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平成22年度　子ども生活部予算総括表

一般会計 （単位：千円）

款 項 平成22年度 平成21年度 比較

2 総務費

1 総務管理費

9
私立学校指導監
督費

2,031 1,551 480

3 民生費

1 社会福祉費

5
心身障がい者福
祉費

185,103 185,090 13

2 児童福祉費

1 児童福祉総務費 11,684,739 6,412,892 5,271,847

2 児童入所費 7,481,358 6,962,170 519,188

3 保育園費 708,647 686,670 21,977

4 児童福祉施設費 435,830 473,153 △ 37,323

5 青少年対策費 11,440 12,506 △ 1,066

6 学童保育費 1,000,920 1,019,535 △ 18,615

7 幼児教育手当費 1,080 1,080 0

8 子どもセンター費 111,071 117,543 △ 6,472

9 認定こども園費 118,815 70,763 48,052

保育所整備補助事業費
公立保育園整備事業費

青少年問題協議会費
地区活動推進費
巡回相談員費

保育園管理費
保育園運営費

学童保育クラブ運営費
学童保育クラブ整備費

事業名目

民間等保育所運営費
母子生活支援施設助産施設措
置費
民間等保育所運営充実費
保育室運営費
病後児保育事業費
家庭福祉員事業費
認証保育所運営費
子ども在宅サービス支援事業
費
認可外保育所利用者補助事業
費

私立学校指導監督費

すみれ会館運営費
障がい児通園促進費

児童福祉事務費
子ども手当支給費
児童手当費
児童育成手当費
児童扶養手当費
乳幼児医療費助成費
義務教育就学児医療費助成費
ひとり親家庭福祉費
ファミリーサポートセンター費
子ども家庭支援センター事業
費
育児支援ヘルパー事業費

幼児教育手当費

子どもセンター運営費

認定こども園運営費
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10 教育費

4 幼稚園費

1 幼稚園費 1,040,198 1,006,116 34,082

5 社会教育費

3 青少年教育費 48,519 14,467 34,052

4 青少年施設費 113,816 153,894 △ 40,078

5 自然休暇村費 91,534 95,463 △ 3,929

合　　計 23,035,101 17,212,893 5,822,208

子ども生活部予算（一般会計）財源内訳 （単位：千円）

予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

23,035,101 8,017,052 5,409,213 213,600 1,318,069 8,077,167

17,212,893 3,261,272 4,875,706 162,000 1,274,376 7,639,539

5,822,208 4,755,780 533,507 51,600 43,693 437,628

ひなた村管理費
ひなた村事業費
大地沢青少年センター管理費
大地沢青少年センター事業費

青少年委員費
青少年教育事務費
青少年教育事業費

幼稚園就園奨励費
私立幼稚園等園児保護者補助
事業費
幼稚園児等健康管理事業費
幼稚園運営補助事業費

比　較

平成22年度

平成21年度

自然休暇村管理費

子ども生活部
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一般会計                                              款 2 項 1 目 9

1 私立学校指導監督費 千円

担当 子育て支援課 予算書　133ページ

財源内訳

主な事業費

私立学校指導監督費

平成22年度

平成21年度

予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

2,031 0 51 0

0 51 0

0

1,980

　市内在住の専修学校・各種学校に在学中の心身に障がいを有する学生に対し、奨学金を
給付します。また、町田市私立幼稚園協会において実施される研修等に補助金を交付し、幼
稚園事業の質の向上を図ります。
【奨学金支給額】　1人あたり月額　1万円

その他 一般財源

0

1,980

1,500

2,031

1,551

0

町田市私立幼稚園協会補助金　　1,500千円

専修学校等在学心身障がい者奨学金　　480千円

国庫支出金 都支出金 市債

0 51 0
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一般会計                                              款 3 項 1 目 5

3 すみれ会館運営費 千円

担当 すみれ教室 予算書　187ページ

財源内訳

主な事業費 総合管理委託料　　11,299千円

新規発達相談件数 利用人数

千円

担当 予算書　189ページ

財源内訳

主な事業費 障がい児通園委託料[市制度]　　68,591千円

４　障がい児通園促進費

子育て支援課

0

　障がいのある児童が私立幼稚園に通う場合、幼稚園と障がい児通園促進事業委託契約を
締結し、一定の経費を支払います。87名を対象としています。

0 0

一般財源

0 68,591

国庫支出金 都支出金 市債

0 77,130 0 4,531

国庫支出金 都支出金 市債 その他

68,591

2009年度

2008年度

2007年度

349件

4,531

34,851

　「こころ」や「からだ」の発達に心配のある0歳から就学前までの子どもとその保護者に対し
て、食事、着替え、睡眠、排泄などの身辺自立に必要な指導・相談及び訓練などの支援を
行っています。

その他 一般財源

5,701

103,442

102,340

116,512

185,090

0 77,130 0

0 77,049 0

心身障がい者福祉費

平成22年度

平成21年度

予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

185,103

327件

296件

2009年度 725人

2008年度 702人

2007年度 669人

子ども生活部
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一般会計                                              款 3 項 2 目 1

千円

担当 予算書　209ページ

財源内訳

主な事業費 子ども総務課管理事務費　　2,611千円

子育て支援課管理事務費　　3,201千円

千円

担当 予算書　211ページ

財源内訳

主な事業費 子ども手当　　7,280,000千円

子ども手当支給業務委託料　　33,000千円

千円

担当 予算書　211ページ

財源内訳

主な事業費 児童手当　　539,109千円　　

子ども総務課、子育て支援課

　次世代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援する観点から、中学校修了
前の児童を対象に、平成22年4月分から子ども手当を支給します。
【対象者】中学校修了前児童の養育者
【手当額】児童一人につき月額13,000円
【対象児童数】56,000人（月平均）
※平成22年度は、平成22年4月から平成23年1月までの10か月分を支給。

子ども総務課

　児童の健全育成及び子育て世帯の経済的負担を軽減するために、手当を支給します。
【対象者】小学校修了前児童の養育者で所得制限以内の方
【手当額】3歳未満　月額10,000円　　3歳以上第1・2子月額5,000円、第3子以降月額10,000円
【対象児童数】35,477人（月平均）
※平成22年4月から子ども手当に代わります。児童手当の平成22年2・3月分は6月に支給し
ます。

３　子ども手当支給費

４　児童手当費

子ども総務課

7,318,479

0

一般財源

0

児童福祉総務費

平成22年度

平成21年度

予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

11,684,739

6,412,892

6,492,667 2,629,365 0

1,786,287 2,341,961 0 734

2,561,906

2,283,910

5,812

801

5,238

　職員のスキルアップ及び組織の企画力・実践力を高める部内研修を実施します。また、先
進的先駆的な取り組みを行っている施設や事業等を視察する研修を実施します。なお、町田
市法人立保育園協会において実施される研修等に補助金を交付し、保育事業の質の向上を
図ります。

その他 一般財源

334 0

２　児童福祉事務費                 

240

国庫支出金 都支出金 市債 その他

国庫支出金 都支出金 市債

0

794,169

一般財源

539,555

国庫支出金 都支出金 市債 その他

5,730,144 794,166

253,641 142,732 0 0 143,182
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千円

担当 予算書　211ページ

財源内訳

主な事業費 育成手当　　1,016,388千円

障害手当　　67,704千円

千円

担当 予算書　213ページ

財源内訳

主な事業費 児童扶養手当　　1,394,334千円

千円

担当 予算書　213ページ

財源内訳

主な事業費 医療費助成費　　730,392千円

審査支払等委託料　　40,122千円

　母子家庭、父子家庭、父母または児童が障がいを有する家庭の子育てにかかる経済的負
担を軽減するために、手当を支給します。
【対象者】18歳以降の 初の3月31日までにある児童（一定の障害がある場合は20歳未満）
の養育者で所得限度以内の方
【手当額】育成手当　児童1人につき月額13,500円　　障害手当　児童1人につき月額15,500円
【対象児童数】6,638人（月平均）

子ども総務課

　母子家庭、または児童の父が重度の障がいを有する家庭の子育てにかかる経済的負担を
軽減するために、手当を支給します。
【対象者】18歳以降の 初の3月31日までにある児童（一定の障害がある場合は20歳未満）を
養育する母で所得限度以内の方
【手当額】所得に応じ月額9,850円から41,720円　第2子5,000円加算・第3子以降3,000円を加
算
【対象者数】3,017人（月平均）
※児童扶養手当法の一部改正がされた場合、平成22年8月分から父子家庭に対象が拡大さ
れます。

６　児童扶養手当費

子ども総務課

1,394,480

一般財源

国庫支出金 都支出金 市債

1,084,187５　児童育成手当費

その他 一般財源

0 950 1,084,092 0

464,777 0 0 0 929,703

国庫支出金 都支出金 市債 その他

773,283

国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

７　乳幼児医療費助成費

子ども総務課

　乳幼児を養育する世帯の経済的負担を軽減するために、医療費を助成します。
【対象者】医療保険に加入する乳幼児（未就学児）の養育者。所得制限はありませんが、一定
所得以上の場合は市単独で助成します。
【助成内容】医療保険による給付後の自己負担額から、食事療養標準負担額を控除した額
【対象乳幼児数】24,000人（うち、市単独助成3,800人）

11 447,9970 325,275 0

子ども生活部
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８　義務教育就学児医療費助成費 千円

担当 子ども総務課 予算書　213ページ

財源内訳

主な事業費 医療費助成費　　328,340千円

審査支払等委託料　　17,310千円

千円

担当 予算書　213ページ

財源内訳

主な事業費 医療費助成費　　136,474千円　　

高等技能訓練給付金[国制度]　　42,900千円

ホームヘルパー派遣費[都制度]　　6,174千円

10 ファミリーサポートセンター費 千円

担当 子育て支援課 予算書　215ページ

財源内訳

主な事業費 傷害保険料　　1,356千円

ファミリーサポートセンター事業委託料　　11,294千円

子ども総務課、子育て支援課

一般財源その他

11 174,124

　小・中学生を養育する世帯の経済的負担を軽減するために、医療費を助成します。
【対象者】医療保険に加入する小・中学生の養育者で所得限度以内の方。
【助成内容】医療保険による給付後の自己負担額から、食事療養標準負担額及び通院1回に
つき200円までの負担額を控除した額
【対象児童数】23,500人

９　ひとり親家庭福祉費 194,718

0

32,925 101,051 0 17

　育児の援助を受けたい者と援助を行いたい者を組織化し、相互の育児援助活動を促進して
います。なお、町田ファミリー・サポート・センターを市が設置し、その運営をNPO法人
CCCNETに委託しています。

0 2,65010,000 0 0

　ひとり親家庭等の経済的負担を軽減するために、医療費を助成します。
【対象者】18歳以降の 初の3月31日までにある児童（一定の障害がある場合は20歳未満）
及びその養育者で所得限度以内の方
【助成内容】医療保険による給付後の自己負担額から、食事療養標準負担額を控除した額
（住民税課税世帯は1割の自己負担あり）
【対象者数】4,973人

　母子家庭、父子家庭等の自立に向けて就労支援等を行います。
【高等技能訓練給付金】母子家庭の就業を目的として就職に有利な資格を取得するために就
学している場合に経済支援をするもので、25人の利用を見込んでいます。
【ホームヘルパー派遣】日常生活が困難な義務教育終了前の児童のいるひとり親家庭に対し
て、ホームヘルパーを派遣します。

60,725

国庫支出金 都支出金 市債

12,650

国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

174,122 0

348,257

国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

134



11 子ども家庭支援センター事業費 千円

担当 子育て支援課 予算書　215ページ

財源内訳

主な事業費 講師謝礼（学習会、育児支援事業）　　845千円

子育て支援ネットワーク連絡会委員謝礼　　311千円

参考 平成21年度は1,154件の相談がありました。

平成21年度は代表者会議3回、

地域ネットワーク連絡会53回を開催しました。

12 育児支援ヘルパー事業費 千円

担当 子育て支援課 予算書　217ページ

財源内訳

主な事業費 育児支援ヘルパー派遣費　　2,493千円

【単胎】退院した翌日から２ヶ月以内で４０時間まで

【双子】出産日から１年以内で１００時間まで

【三つ子以上】出産日から４年以内で１年につき１５６日まで

　出産後育児、家事等の援助を必要とする女性に対し、一定期間援助を行うことにより、育児
を行う女性の身体的及び精神的負担の軽減を図り、核家族世帯等の子育て支援を目的に事
業所２者にお願いしヘルパー派遣を行なっています。

522 791

国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

1,180 0 0

0 3,232

　0歳から18歳未満の子どもと子どもを育てる家庭に対して総合的な相談を行ないます。ま
た、育児不安・児童虐待などの問題に対応し、要保護児童の適切な保護を図るため、町田市
子育て支援ネットワーク連絡会を開催し、必要な情報の交換や、児童に対する支援の内容の
協議を行います。

2,493

0 7,593 0

10,825

国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

子ども生活部
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一般会計                                              款 3 項 2 目 2

1 民間等保育所運営費 千円

担当 子育て支援課 予算書　217ページ

財源内訳

主な事業費 児童保育委託料　　6,493,666千円 民間保育所数　46ヶ所（予定数）

子育てひろば事業委託料　　50,263千円 子育てひろば事業　22ヶ所

コンビニ収納代行委託料　　1,478千円

2 母子生活支援施設助産施設措置費 千円

担当 子育て支援課 予算書　217ページ

財源内訳

主な事業費 母子生活支援施設措置費[国制度]　　21,478千円

入院助産施設措置費[国制度]　　7,555千円

3 民間等保育所運営充実費 千円

担当 子育て支援課 予算書　217ページ

財源内訳

主な事業費 保育所運営費加算補助金[市制度]（障がい児保育費等）　　333,130千円

産休・病休代替職員費補助金[都制度]　　13,620千円

非常通報装置設置事業補助金　　2,700千円

児童入所費

平成22年度

平成21年度

予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

一般財源

917,904

1,285,265 1,824,602 0 838,815

3,222,077

3,013,488

6,555,680

6,962,170

918,9067,481,358 1,381,952 1,958,423 0

国庫支出金 都支出金 市債 その他

29,033

国庫支出金 都支出金 市債

1,366,810 1,661,207 0 2,609,759

　保育に欠ける乳幼児の保育を目的とした民間保育所の運営を行います。6園新設により入
所児童数が増加する見込み（推定54,443人）です。また、子育てひろば事業として民間保育所
で在宅子育て家庭を対象に、育児相談や園庭開放、イベント等を実施し親子の交流の場を提
供します。この他、保育料の口座振替ができない方や、公立直営保育園の延長・一時保育等
を利用される方に、コンビニでの支払いが可能な納入通知書（納付書）を発行しています。

その他

0

一般財源

702 6,830

一般財源

349,450

　家庭の事情により生活等が困難な母子等について支援を行います。
【母子生活支援施設措置費】児童の養育が十分にできない母子家庭の自立を支援するもの
で、7世帯19人の利用を見込んでいます。
【入院助産施設措置費】経済的理由により出産費用のない妊婦が助産施設で出産した場合
に、その費用を市が本人に代わって支払うもので、25人の利用を見込んでいます。

国庫支出金 都支出金 市債 その他

13,653 7,848

0 66,155 0

　民間保育所の運営の安定と保育内容の向上を図り、民間と公立の保育所間の格差を是正
します。また、産休等を機にした正職員の退職を防ぎ、継続的な就業を支援します。

0 283,295
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4 保育室運営費 千円

担当 子育て支援課 予算書　217ページ

財源内訳

主な事業費 保育室運営委託料　　12,033千円

5 病後児保育事業費 千円

担当 子育て支援課 予算書　217ページ

財源内訳

主な事業費 病後児保育事業委託料　　44,612千円

病後児保育指示書作成手数料　　927千円

ききょう保育園・小野路保育園・高ヶ坂ふたば保育園　各定員4人

はやしクリニック　定員4人

6 家庭福祉員事業費 千円

担当 子育て支援課 予算書　219ページ

財源内訳

主な事業費 家庭福祉員補助金　　44,336千円

7 認証保育所運営費 千円

担当 子育て支援課 予算書　219ページ

財源内訳

主な事業費 認証保育所運営費等補助金　　352,944千円

福祉サービス第三者評価受審事業補助金　　3,000千円

※2010年度は家庭福祉員10人を認定する予定です。

12,333

45,669

　認可保育所に入所できなかった児童や年度途中で就職・復職する方の児童を市が委託契
約を締結した保育室で保育するための運営費です。保育サービスの充実を図るとともに、適
切な保育環境が確保されるよう指導・監督を行います。

一般財源

国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

300 6,1140 5,919 0

0 15,396 0 0 30,273

国庫支出金 都支出金 市債 その他

国庫支出金 都支出金

　病気または病気の回復期で他の児童との集団保育が困難な児童の保育に対応するため、
病児・病後児保育を実施します。

44,336

国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

0 22,169

　0～2歳の保育に欠ける児童を家庭で保育する家庭福祉員に助成します。保育サービスの
充実を図るとともに、適切な保育環境が確保されるよう指導・監督を行います。

0 22,167 0

0 00

355,963

一般財源

176,492179,471

市債 その他

　東京都の認証保育所に対し補助することにより、保育水準の確保と多様な保育サービスの
提供を図ります。0歳児保育、13時間開所を条件とし、待機児童の減少を図ります。

子ども生活部
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8 子ども在宅サービス支援事業費 千円

担当 子育て支援課 予算書　219ページ

財源内訳

主な事業費 子どもショートステイ・トワイライトステイ事業委託料　　8,884千円

ショートステイ：宿泊保育　／　トワイライトステイ：夜10時までの夜間保育

9 認可外保育所利用者補助事業費 千円

担当 子育て支援課 予算書　219ページ

財源内訳

主な事業費 認可外保育所利用者補助金　　80,010千円

一般財源

市債 その他

0

8,884

国庫支出金 都支出金 市債 その他

7,135

　児童を養育している保護者が疾病、就労形態、その他やむを得ない事由により児童を養育
することが困難となったときに、短期的に児童を預かり、地域住民の子育て支援を図ります。
この事業は児童養護施設バット博士記念ホームに委託し、実施しています。
【利用対象者】町田市在住の原則として2歳から12歳までの方

80,010

1,489 260 0

　認証保育所、保育室、家庭福祉員、認定こども園に入所している保護者へ月15,000円（2人
目から月7,500円）補助することにより保育料の負担軽減及び同施設の利用促進を図ります。

一般財源

0 0 0 0 80,010

国庫支出金 都支出金
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一般会計                                              款 3 項 2 目 3

2 保育園管理費 千円

担当 子育て支援課 予算書　219ページ

財源内訳

主な事業費 非常勤職員報酬　　150,608千円

臨時職員賃金　　114,499千円

基幹保育園構想策定支援委託料　　3,000千円

3 保育園運営費 千円

担当 子育て支援課 予算書　221ページ

財源内訳

主な事業費 賄材料費　　73,927千円

園医委託料　　2,934千円

市立保育園管理運営委託料　　244,373千円

保育園費

平成22年度

平成21年度

予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

708,647 0 93,370 0

0 92,408 0

110,866

237,624

　公立保育園、地域子育てセンターの良好な保育環境を確保するために、非常勤・臨時職員
の配置及び施設の維持修繕を行っています。 また公立保育園が基幹保育園としての役割を
果たせるよう、保育園の位置付けやあり方、運営方法の見直しを進めます。

その他 一般財源

112,003

504,411

482,259

336,594

686,670

28,213

国庫支出金 都支出金 市債 その他

372,053

国庫支出金 都支出金 市債

0 70,757 0

0

一般財源

82,653 266,787

　保育に欠ける乳幼児の保育を目的とした公立保育所の運営を行います。なお、わかば保育
園、森野三丁目保育園の2園は、指定管理者が管理運営を行っています。

0 22,613

子ども生活部
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一般会計                                              款 3 項 2 目 4

1 保育所整備補助事業費 千円

担当 子育て支援課 予算書　223ページ

財源内訳

主な事業費 民間保育所整備事業費補助金　　70,667千円

用地購入費　　2,700千円

民間保育所施設整備借入金償還対策費補助金　　17,262千円

2 公立保育園整備事業費 千円

担当 子育て支援課 予算書　225ページ

財源内訳

主な事業費 工事監理委託料　　7,924千円

建物借上料　　38,400千円（平成21～22年度債務負担【総事業費　43,785千円】）

保育園整備工事費　　267,000千円

　　（平成21～22年度債務負担【総事業費　387,192千円】）

　大蔵保育園は、昭和45年に建設され建築後40年が経過した老朽化施設です。施設建物、
設備について、安全性及び耐久性を高めるとともに、待機児童解消や保育サービス向上の面
から、30名の定員増・0歳児保育事業などを開始するため、増改築事業を進めています。

0 0 213,600

一般財源

57,360 74,170

国庫支出金 都支出金 市債

0 38,095 0 21,756

国庫支出金 都支出金 市債 その他

345,130

79,116

30,849

　20年間期間限定認可保育所に対する施設借上費の補助や待機児童の解消、民間保育所
の保育環境の向上のための分園整備や保育所整備に対して補助を行います。また、民間保
育所が独立行政法人福祉医療機構から借り入れた借入金の償還に要する経費の補助を行
います。

その他 一般財源

102,172

105,019

144,258

90,700

473,153

0 38,095 213,600

48,919 15,804 162,000

児童福祉施設費

平成22年度

平成21年度

予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

435,830
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一般会計                                              款 3 項 2 目 5

千円

担当 予算書　225ページ

財源内訳

主な事業費

千円

担当 予算書　225ページ

財源内訳

主な事業費

千円

担当 予算書　225ページ

財源内訳

主な事業費 相談件数 訪問日数

2008年度

2009年度

77人

77人

630日

677日

児童青少年課

0

国庫支出金 都支出金 市債 その他

３　巡回相談員費

児童青少年課

0 0

一般財源

5,990

相談員謝礼　　5,940千円

傷害保険料　　47千円

　市内の公立小中学校の巡回や課題のある児童生徒の家族、地域を訪問して、問題行動等
の実態把握と、的確な助言、指導を行っています。現在３名いる相談員の活動は年々重要度
が高まり、近年の特徴として、１件あたりの相談に対応する時間が増え、電話相談や学校訪
問等の業務の比重が増しています。また、相談員の研修として、課題を抱えている子どもたち
の専門施設等の見学を年一回実施しています。

その他

5,9900

国庫支出金 都支出金 市債

0 0 0

地区活動指導者謝礼　　212千円

町田市青少年健全育成地区委員会活動費補助金　　4,512千円

　青少年健全育成地区委員会は、PTA、自治会、子ども会、保護司、民生児童委員、各種団
体等の代表者で構成された地域社会の力を結集した組織で、市内に24地区あります。青少
年健全育成地区委員会では、青少年の健全育成を推進するために、地区の実情にあった活
動を年間を通じ継続的に実施しています。 また、委員会活動に補助金を交付し、各地区にお
ける取り組みの支援を行います。

国庫支出金 都支出金 市債

0 0 0

11,440

一般財源

0 5,078

0

0

5,078

青少年問題協議会委員報酬　　357千円

２　地区活動推進費

0

372

　市民・市議会議員・学識経験者・関係省庁の職員等からなる青少年問題協議会（年２回）に
おいて、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する施策を調査・審議します。また、必要に
応じて関係機関相互の連絡調整や市長に対して意見具申を行います。

その他 一般財源

0

その他

12,506

372

子ども総務課

0

0 0 0

11,440

12,506

一般財源

0

１　青少年問題協議会費     

青少年対策費

平成22年度

平成21年度

予算額 国庫支出金 都支出金 市債

子ども生活部
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一般会計                                              款 3 項 2 目 6

2 学童保育クラブ運営費 千円

担当 児童青少年課 予算書　227ページ

財源内訳

主な事業費 学童保育クラブ管理運営委託料　　802,082千円  

臨時職員賃金 　　34,668千円

学童保育クラブ用地借上料　　 8,696千円 

【分割する学童保育クラブ】

3 学童保育クラブ整備費 千円

担当 児童青少年課 予算書　229ページ

財源内訳

主な事業費 建物借上料　　13,959千円  

施設改修工事費　　34,982千円 

学童保育クラブ新築工事費　　82,743千円  

学童保育費

平成22年度

平成21年度

予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

0

592,765

597,068

857,770

1,019,535

183,7821,000,920 0 224,373 0

国庫支出金 都支出金 市債

187,193

その他

183,782

　学童保育（放課後児童健全育成）事業を円滑に運営するため、繁忙期に対応する臨時職員
の配置や委託学童保育クラブ(指定管理33クラブ、委託3クラブ）に係わる事務を行います。ま
た、1施設あたりの入会児童が70人を超えるクラブについては、国の放課後児童ガイドライン
で定められた分割化を実施します。

  七国山（七国山小）、すまいる（成瀬台）、なんなる（南成瀬）、小山（小山小）、
　なかよし（忠生一小）、大蔵（大蔵小）、鶴川第四（鶴四小）、どろんこ（南四小）、
　小山ｹ丘（小山ｹ丘小）、小山中央（小山中央小）

235,274 0

511,672

一般財源国庫支出金 都支出金 市債

0 162,316 0

一般財源

0 81,093

143,150

その他

【大規模学童の解消】木曽境川学童保育クラブ増築
【遠距離学童の解消】木曽学童保育クラブ（忠生第三小学校敷地内に建設）
　　　　　　　　　　　　　 成瀬学童保育クラブ（成瀬中央小学校余裕教室に移転）

　平成20年度をもって「一小学校区一学童保育クラブ設置」の目標を達成しました。平成22年
度は、大規模学童保育クラブ（入会児童数71名以上）を解消するための学童保育クラブを増
設及び学校から遠距離にある学童保育クラブを解消するため、小学校敷地内に施設建設し
ます。

0 62,057 0
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一般会計                                              款 3 項 2 目 7

千円

担当 子ども総務課 予算書　229ページ

財源内訳

主な事業費 幼児教育手当　　1,080千円

国庫支出金 都支出金 市債

0 0 0 1,080

　無認可の幼児施設入所児や在宅児の幼児教育の普及と充実を図るため、手当を支給しま
す。
【対　 象】1月1日から7月1日まで市内に住民登録（外国人登録含む）のある4歳児、5歳児の
保護者
【手当額】年額12,000円
【対象児童数】90人

一般財源

0 0

１　幼児教育手当費

平成22年度

平成21年度

0

0 0 0 0 1,080

1,080

その他

幼児教育手当費

1,0800

予算額 国庫支出金

1,080

1,080 0

都支出金 市債 その他 一般財源

子ども生活部
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一般会計                                              款 3 項 2 目 8

1 子どもセンター運営費 千円

担当 児童青少年課 予算書　229ページ

財源内訳

主な事業費 子どもセンター「ばあん」     管理事務費  16,828千円   事業費  1,800千円   

子どもセンター「つるっこ」   管理事務費  18,101千円   事業費   2,777千円

子どもセンター「ぱお」        管理事務費  22,323千円   事業費  1,279千円

南大谷子どもクラブ           管理事務費    5,245千円   事業費  　737千円

玉川学園子どもクラブ　　　　管理事務費　 41,981千円

子どもセンター費

平成22年度

平成21年度

予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

111,071 0 0 0

0 0 0

5,443

105,628

その他 一般財源

6,811

105,628

110,732

111,071

117,543

5,443

国庫支出金 都支出金 市債

0 0 0

　子どもの「遊びの拠点」「成長・発達の拠点」「子育て支援の拠点」等、地域における子どもと
その保護者の「支援の拠点」としての町田市子どもセンター（大型児童館）が、３館整備されて
います。また、子どもクラブ（児童館）も設置し、子どもがのびのびと育ち、保護者が自信を
持って子育てができるようになるための支援を行っています。
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一般会計                                              款 3 項 2 目 9

1 認定こども園運営費 千円

担当 子育て支援課 予算書　231ページ

財源内訳

主な事業費 認定こども園運営費等補助金　　118,815千円

認定こども園費

平成22年度

平成21年度

予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

118,815 0 73,907 0

0 35,381 0

0

44,908

　幼稚園と保育所のよいところを活かしながら、その両方の役割を果たすことができる認定こ
ども園の設置を推進しその運営を支援します。現在5園開設、新たに5園の開設を推進しま
す。なお、保育サービスの選択肢の拡大を目的として、認定こども園の設置者に対して運営
費等の補助を行います。

その他 一般財源

0

44,908

35,382

118,815

70,763

0

国庫支出金 都支出金 市債

0 73,907 0

子ども生活部
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一般会計                                              款 10 項 4 目 1

千円

担当 子ども総務課 予算書　359ページ

財源内訳

千円

担当 子ども総務課 予算書　359ページ

財源内訳

千円

担当 予算書　359ページ

財源内訳

主な事業費 登園許可証明手数料　　1,453千円

内科検診委託料　　10,288千円

歯科検診委託料　　10,832千円

２　幼稚園就園奨励費

３　私立幼稚園等園児保護者補助事業費

00 0 22,573

　町田市医師会・町田市歯科医師会の医師・歯科医師を市内の幼稚園の嘱託医として委託
し、内科及び歯科健診を行うとともに園児の健康に関する助言を行います。対象となる園児
は8,251人を見込んでいます。

0

一般財源

22,573

国庫支出金 都支出金 市債 その他

0

４　幼稚園児等健康管理事業費

子育て支援課

市債

142,433 0 0

1,006,116

0

国庫支出金 都支出金 市債 その他

571,690

国庫支出金 都支出金

主な事業費

0

284,868

その他 一般財源

0

611,308

612,639

427,301

142,433 286,457 0

140,801 252,676 0

幼稚園費

平成22年度

平成21年度

予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

1,040,198

幼稚園就園奨励費補助金　　427,301千円

　私立幼稚園に通う園児の保護者の経済的負担を軽減し、幼稚園教育の普及と充実を図るた
め、園児の保護者（所得基準以下の者）に補助金を交付します。
【対　 象】市内に住民登録、外国人登録のある私立幼稚園に通園する満3歳児、3歳児、4歳児、5
歳児の保護者
【手当額】年額43,600円～299,000円（市民税所得割額により算定）
【対象園児数】4,751人

主な事業費 私立幼稚園等園児保護者補助金　　570,312千円

　私立幼稚園に通う園児の保護者の経済的負担を軽減し、幼稚園教育の普及と充実を図るた
め、園児の保護者に補助金を交付します。
【対　 象】市内に住民登録、外国人登録のある私立幼稚園に通園する満3歳児、3歳児、4歳児、5
歳児の保護者
【手当額】年額36,000円～110,400円（市民税所得割額により算定し、うち36,000円は市費一律補
助年額）
【対象園児数】7,899人

286,457 0

一般財源

0 285,233
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千円

担当 予算書　359ページ

財源内訳

主な事業費 預かり保育充実事業費補助金　　16,200千円

幼稚園児災害共済補助金　　2,434千円

　預かり保育事業は補助要件を満たす預かり保育を行っている市内の幼稚園に対し、補助金
を交付します。12園を見込んでいます。
　幼稚園児災害共済補助事業は、在園する児童に係る傷害保険・災害共済制度等に加入す
るために要する経費を補助します。1人あたり年間295円です。

子育て支援課

５　幼稚園運営補助事業費

18,6340 0 0 0

国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

18,634

子ども生活部
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一般会計                                              款 10 項 5 目 3

2 青少年委員費 千円

担当 児童青少年課 予算書　367ページ

財源内訳

主な事業費 青少年委員報酬　　3,888千円

東京都青少年委員会連合会負担金　　65千円

印刷製本費（青少年委員だより）　　 62千円

3 青少年教育事務費 千円

担当 児童青少年課 予算書　367ページ

財源内訳

主な事業費 職員普通旅費　　12千円

事務用消耗品費　　100千円

4 青少年教育事業費 千円

担当 児童青少年課 予算書　367ページ

財源内訳

主な事業費 ジュニアリーダー育成事業　　983千円

青少年指導者育成事業　  236千円

冒険遊び場補助事業　　1,500千円

子どもの居場所づくり推進事業（まちとも）　　41,064千円

青少年教育費

平成22年度

平成21年度

予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

48,519

14,467

0 20,865 0

0 500 0

505

4,184

その他 一般財源

5,025

27,149

8,942

4,184

0

市債 その他 一般財源

132

132

国庫支出金 都支出金 市債

0 0 0

　市内２４の青少年健全育成地区委員会より推薦を受けて青少年委員を委嘱します。活動内
容は、地域の子どもたちの活動を把握するとともに、子どもたちの遊びや様々な地域活動の
促進に必要な援助や助言を行います。また、地域からの情報を市に報告します。

国庫支出金 都支出金

　子ども会等で中心となって活動するリーダーを養成する講座やその指導者等を対象に、子
どもたちの遊びと子育ちを考える講座を実施します。また、学校等を活用して、子どもが自由
に遊んだり、様々な体験ができる場を充実します。

国庫支出金 都支出金 市債

0 0 0

　青少年教育事業にかかる事務管理経費です。

0

0 20,865 0

一般財源

44,203

その他

505 22,833
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一般会計                                              款 10 項 5 目 4

2 ひなた村管理費 千円

担当 ひなた村 予算書　369ページ

財源内訳

主な事業費 総合管理委託料　7,067千円 光熱水費　5,340千円

　 　　250人収容のカリヨンホール 　　「童話の森」入口

3 ひなた村事業費 千円

担当 ひなた村 予算書　371ページ

財源内訳

主な事業費 縄文体験学習　3,263千円

創作童話　1,039千円

各種チャレンジ教室　1,335千円

　子どもの感動体験活動支援により、青少年の健全育成を推進します。
【イベント事業】縄文体験や童話の創作など、子どもが体験し創造する喜びを味わうことがで
きる参加体験型イベントの開催。
【創作教室事業】遊び、演劇、工作など各種創作教室の開催。

0 0 0

一般財源

552 7,039

国庫支出金 都支出金 市債

0 0 0 2,203

国庫支出金 都支出金 市債 その他

7,591

14,119

23,169

　「遊びと創造の村」青少年施設ひなた村は、「遊び｣を通じて子ども会等の青少年活動を支
援したり、さまざまな体験や創作の場と機会を提供することで青少年健全育成を図ることを目
的とした全国的にもユニークな日帰りの施設です。

その他 一般財源

15,922

92,520

137,972

25,372

153,894

0 7,177 0

0 0 0

青少年施設費

平成22年度

平成21年度

予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

113,816

子ども生活部
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千円

担当 予算書　371ページ

財源内訳

主な事業費 建物総合管理業務委託料　 22,976千円

　 安全対策業務委託料　　7,177千円

センター用地賃借料　　2,970千円

５　大地沢青少年センター事業費 千円

担当 予算書　373ページ

財源内訳

主な事業費 講師謝礼　　2,009千円

臨時職員賃金　　2,480千円

プログラム参加者数 1,751

事業協力者数 1,270

74,507

大地沢青少年センター

２００９年度　利用実績　（人）

主催事業参加者数 3,325

1,750 4,596

日帰り利用者

34,437

12,622

大地沢青少年センター

一般財源

0 0 0

　大地沢青少年センターが実施する主催事業・プログラムサービスにかかる経費です。
【主な事業】子どもキャンプ、川上村自然体験教室、大地沢夏まつり等です。
【プログラムサービス】バウムクーヘン、絵付陶芸等です。

9,614 57,716

国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

6,346

0 7,177 0

　青少年の野外活動と宿泊を提供する大地沢青少年センターの維持管理にかかる経費で
す。
【宿泊施設】宿泊室兼多目的室、和室、キャビン、テントサイト
【日帰り施設】多目的ホール、野外炊事場、工芸小屋、等

宿泊利用者 43,874

２００９年度　利用実績　（人）

年間来所者

国庫支出金 都支出金 市債 その他

４　大地沢青少年センター管理費
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一般会計                                              款 10 項 5 目 5

1 自然休暇村管理費 千円

担当 大地沢青少年センター 予算書　375ページ

財源内訳

主な事業費 指定管理者委託料　　86,687千円

　 自然休暇村用地賃借料　　3,936千円

0

国庫支出金 都支出金 市債

0 0 0

0

91,534

　長野県川上村にある町田市自然休暇村の維持管理、運営について、平成18年度より指定
管理者制度を導入しました。指定管理者自主事業として、山菜まつりツアー等年間13回の事
業を予定しています。

その他 一般財源

0

91,534

95,463

91,534

95,463

0 0 0

0 0 0

自然休暇村費

平成22年度

平成21年度

予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

91,534

ツアー等参加者数 321

２００９年度　利用実績　（人）

宿泊施設利用者数 10,965

日帰り施設利用者数 705

子ども生活部
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