
〔保健福祉部 児童福祉課 所管〕

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

その他 308 30 △ 278 児童扶養手当返還金

一般財源 125,896 118,744 △ 7,152

　死別，離婚，1年以上遺棄，1年以上拘禁，生死不明等により，父又は母と生計を同じくしていない児童を養育
する母，父又は養育者に対し手当を支給することにより，母子・父子家庭の生活の安定と児童の健全育成を図
る。

事業費 189,257 177,393 △ 11,864

国庫支出金 63,053 58,619 △ 4,434 児童扶養手当負担金　外

県支出金

地方債

　守谷市の要綱に基づき，仮住まいの母子・父子家庭に月額5,000円を支給した。
・支給要件該当世帯：105世帯（母子家庭：100世帯，父子世帯：5世帯）

支給世帯数 世帯 108 107 105 111

　児童扶養手当を受給する母子・父子家庭に対して，当該手当の申請時に合わせて案内及び申請受付を行ってお
り，効率的に実施できている。
　転出や年齢到達等による資格喪失者と新規認定請求者の件数はここ数年釣り合っており，受給者の大幅増加は
ない。

　母子・父子家庭等の福祉増進のために扶助費を支給する事業であるため，該当世帯に確実に支給できるよう，
今後も引き続き事業周知を図っていく。

03020107 児童扶養手当支給事業 213

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

指標名 単位
平成26年度 平成28年度

県支出金

地方債

その他 2,504

一般財源 3,706 4,900 1,194

　借家住まいのひとり親家庭（死別，離婚，1年以上遺棄，1年以上拘禁，生死不明等）の児童の母，父または養
育者に対し，個人の生活基盤である住宅を確保するための手当を支給することにより，経済的自立を援助する。

平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

03020106 母子・父子福祉住宅手当支給事業 213

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 6,210 5,880 △ 330

国庫支出金

980 △ 1,524 茨城県市町村振興協会市町村交付金　外
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【今年度の取組】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

　国の制度に基づき，手当を支給した。
・支給者数：385人（母子家庭366人，父子家庭19人）
・支給総額：176,723,490円

　市広報紙，市ホームページで児童扶養手当の内容を周知し，手当を支給することにより，児童を養育する家庭
の生活の安定と児童の健全育成に寄与することができた。

　児童を養育するひとり親家庭の生活の安定と児童の健全育成に寄与するため，今後も引き続き事業周知を図
り，児童扶養手当法に則って支給事務を継続する。

相談件数 件 172 194 240 200

回子ども家庭支援ネットワーク協議会協議回数 46 79 53 50

・保健センター，総合教育支援センター，医療機関など関連機関との連携ケースが増加し，他機関との連携の下
で市民の相談ニーズによりきめ細やかに対応することができた。
・近年増加している発達障がい児のアセスメントに心理検査を導入するなど，より多くのケースで専門性の高い
支援を実施することができた。

その他

一般財源 4,950 4,773 △ 177

　0歳から18歳までの児童及びその保護者が抱える家庭内の問題や教育上の問題など，多種多様な問題に対し，家
庭相談員や臨床心理士が相談対応を行い，保護者と一緒に問題の解決や育児不安を解消できるように支援する。
また，児童虐待について各関係機関と連携し，未然防止と早期発見・早期対応に努めることで，良好な家庭環境
を築き，児童の健やかな成長につなげる。

指標名 単位
平成28年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

・市内保護者等から寄せられる虐待，育児不安，不登校，発達，家族関係等の相談について，児童福祉課と家庭
児童相談室の2箇所で対応するとともに，関係機関との連携体制を構築している（「守谷市子ども家庭支援ネット
ワーク協議会」）。
・児童福祉法の改正に伴う児童相談所からの調査依頼対応について，適切に対応することができた。
・保護者の育児困難感の低減を目的とした「どならない子育て練習法」グループを2クール開催した。（参加者15
名）
・児童福祉課要保護・要支援対応事案　108件，対応延べ回数　1,940件
・家庭児童相談室相談事案　　　　　　132件，対応延べ回数　1,519件

03020108 家庭児童相談事業 213

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 4,950 4,773 △ 177

国庫支出金

県支出金

地方債

平成26年度 平成29年度
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【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

・親子クッキング（市内在住4・5歳児親子対象） 全5回
・子育てひろば食育事業（地域子育て支援センター実施事業参加親子対象）　全4回
・公立保育所年長児食育事業　全4回
上記事業を市職員講師により実施し，児童の健全育成に寄与するとともに講師謝金のコスト削減を図った。
また，公立保育所に配置した非常勤栄養士により，保護者への食指導も適宜実施した。

　指標（事業参加者数）が微増傾向にあるほか，参加した保護者からは食への関心が高まったとの意見をいただ
いており，事業継続が食に関する情報提供に直結していることから，成果は向上していると判断できる。

　引き続き，守谷市食育推進計画に沿った事業展開を考案し，成果に努める。
　また，事業実施の際には外部委託や地域団体等のボランティアを活用し，共同事業として展開を図るとともに
講座回数の増を検討する。

教室に参加した人数 人 306 280 326 349

アンケート調査で食に関心を持ち食
生活を見直すという回答をした割合

％ 85.70 95.70 98.70 96.00

国庫支出金

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

一般財源 1,120 1,135 15

　市内未就学児及びその保護者に対して，料理教室や食に関する講話等，様々な経験機会を提供することで，
「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し，健全な食生活を実践することができる力を習得してもら
い，児童の心身共に健全な育成につなげる。

その他 26 31 5 食育事業参加者負担金

県支出金

地方債

03020109 保育所等食育啓発事業 215

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

・相談内容が複雑化する傾向が続いているため，引き続き出張相談やグループの実施などの支援を積極的に行う
ことで，より市民に親しみやすい相談体制を構築していく。
・守谷市子ども家庭支援ネットワーク協議会に，児童虐待ケース等検討のための研修会議を導入し，関係機関の
レベルアップを図っていく。

事業費 1,146 1,166 20
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決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

　利用会員・サポーター会員ともに増加し，在宅援助回数・一時預かり回数共に増加している。
サポーター会員も増加してはいるものの，援助活動が増加しているので，サポーター会員一人にかかる援助の負
担が大きくなっている。
現状は維持しているが，先を見据えてのサポーター会員の獲得が引き続き課題となっている。

　育児の支援を受けたい子育て世代は増加しているが，支援を行いたいサポーター会員が不足している。
利用会員とサポーター会員のバランスが保てるよう，サポーター会員の新規獲得に努めていく。

　育児の支援を受けたい保護者に対して，「利用会員」として登録してもらい，育児の支援をしたい「サポー
ター会員」のサポートを得て，在宅援助やセンター援助活動（一時預かり）を実施する。これにより，仕事と子
育ての両立を支援するとともに，安心して子育てができる環境を整備し，子育て支援及び児童の福祉の向上を図
る。

・サポーター会員の新規獲得のため，サポーター養成講座のPR（市広報誌への写真付きでの記事の掲載，チラシ
配布場所の拡大）に努め，受講者を増やすことができた。
・市民への周知のため，会員登録を勧めるチラシを作成，配布した。
・サポーター交流会を実施し，日頃の悩みや援助活動の方法についてサポーター同士で話し合う機会を持つこと
ができ，会員間のつながりを深めることができた。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

センター型援助「ぴよぴよ」活動回数 回 1,016 1,006 1,149 1,155

県支出金 2,700 2,067 △ 633 ファミリーサポートセンター事業費補助金

地方債

その他 2,158 2,464 306 ファミリーサポートセンター一時預かり負担金　外

一般財源 1,530 1,610 80

03020110 ファミリーサポートセンター事業 215

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 8,481 8,694 213

国庫支出金 2,093 2,553 460 ファミリーサポートセンター事業費補助金

センター型援助「ぴよぴよ」の様子
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決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

特定教育・保育施設，特定地域型保育
事業を利用する延べ児童数（公立含む）

人・月 20,608 18,613 21,000

（単位：人）

118

71

83

100

66

61

0

0

※利用児童数内訳(H30.3.31時点）

区分

まつやま保育園

わかばのもり保育園

つくば国際百合ヶ丘保育園

つくば国際松並保育園

もりり保育園

あい保育園百合ヶ丘

あい保育園守谷駅前

わかばのもりキラリ保育園

もりや白帆保育園

保育所
（私立）

118

71

179

129

60

83

100

66

61

179

129

60

多子世帯利用者負担軽減助成金対象児童数 人 55 55

施設 教育（1号） 保育（2・3号） 計

0

0

0

0

0

0

0

守谷市立土塔中央保育所 0

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

△ 43,401 子ども・子育て支援事業費負担金　外

地方債

その他 278,494 293,280 14,786 保育所入所負担金（現年度分）　外

一般財源 326,599 383,804 57,205

03020201 子ども・子育て支援給付事業 221

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 1,239,877 1,269,959 30,082

国庫支出金 377,367 378,859 1,492 子ども・子育て支援事業費負担金

県支出金 257,417 214,016

　子ども・子育て支援法に基づき，幼稚園，保育所，認定こども園，小規模保育事業等に対して，教育及び保育
に要する費用を給付費（保育所は委託費）として支給する。これにより，保護者が安心して子どもを預け，就労
と子育ての両立ができる環境の整備と，幼児期の教育や保育，地域での子育て支援を図る。
　また，多子世帯へ保育所等の利用者負担額の一部を助成することで，経済的負担を軽減し，子育てしやすい環
境づくりを目指す。

　子ども・子育て支援事業計画の中間年見直しを行い，保育の必要量に応じた利用枠の確保方策として，新規の
民間保育所設立運営事業者の公募を行った。
公募の結果，平成31年度開所予定の保育所運営事業者として3事業者を決定した。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

115 115

守谷市立北園保育所 0 91 91

保育所
（公立）
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【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

159

170

85

19

19

19

65

1,609

73

146

85

0

0

0

29

333

市外保育所，認定こども園等

もりや幼保園

守谷わかば幼稚園

みずき野幼稚園

新守谷はるかぜ保育園

まつやま松並保育園

ひとみ保育園

認定こども園

幼稚園

小規模保育事業

86

24

0

19

19

19

36

1,276

補助対象施設数 施設 14 14 18

補助対象施設の延べ１歳児数 人・月 1,645 1,828 2,532

　低年齢児が増加している中，保育の担い手である保育士の確保が難しくなっており，1歳児保育に直接従事する
非常勤保育士を確保できず，基準を満たせない園もあった。

　安定した保育所運営のために，引き続き保育士の処遇改善の取組を促すとともに，保育士の確保を要請する。

その他

一般財源 3,209 3,564 355

　民間保育所，認定こども園，小規模保育事業等に対して，1歳児保育に直接従事する非常勤保育士等の雇用経費
を補助し，低年齢児の保育内容の充実強化を図る。

　茨城県の実施要綱に基づき，１歳児の保育に係る運営経費の補助を行った。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

事業費 6,416 7,129 713

国庫支出金

県支出金 3,207 3,565 358 民間保育所等乳児等保育事業費補助金

地方債

　保育需要の低年齢化や女性の就労増，子育て世代の転入などにより，認可保育所へ入所を希望したが，入れな
い児童が増加している。

　平成30年度については，民間保育所開設に向け保育体制の整備を図る。また，今後の保育需要を勘案し，認可
保育所の増員及び開設の是非について検討していく。

03020204 民間保育所１歳児保育補助事業 223

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

計
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決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

国の基準を超えた保育士配置等の
条件を満たし，補助金交付した施設
数

施設 9 12 12 17

施設 補助金額

まつやま松並保育園

ひとみ保育園

施設

もりや幼保園

補助金額

2,885,150

1,440,000

4,320,000

1,224,408

1,440,000

1,440,000

2,078,663

630,309

456,000

456,000

456,000

※補助金交付施設内訳 （単位：円）

まつやま保育園

わかばのもり保育園

つくば国際百合ヶ丘保育園

つくば国際松並保育園

もりり保育園

あい保育園百合ヶ丘

あい保育園守谷駅前

わかばのもりキラリ保育園

新守谷はるかぜ保育園

1,440,000

　通常保育の最低基準の配置保育士や，国等の補助事業に従事する保育士以外に配置された保育士についての人
件費と職員の研修経費の補助を行った。

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 19,707 18,347 △ 1,360

国庫支出金

　保育士確保のため，近隣市の自治体が独自の施策で実施する保育士への賃金補助の影響等もあり，保育士不足
の状況が続き最低基準以上の保育士配置が難しくなっている。このため，市内全園に対して補助金を交付するこ
とができなかった。

　平成31年度新たに民間保育所が新設になることなども踏まえ，今後も安定した保育所運営のために，引き続き
保育士の処遇改善の取組を促すとともに，保育士の確保を要請する。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

実費徴収補足給付事業の対象世帯数 世帯 1 4

地方債

その他

一般財源 19,687 18,344 △ 1,343

　市内の民間保育所に対して，国の基準を超えて配置した保育士の人件費及び職員の研修経費を助成し，保育内
容の充実・強化を図る。また，生活保護世帯に対して，保育所等が保育料とは別に徴収する行事代等の一部を助
成し，生計困難世帯の児童の健やかな成長を支援する。

20 2 △ 18 実費徴収補足給付事業補助金

県支出金 1 1 実費徴収補足給付事業補助金

03020205 民間保育所運営費補助事業 223
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決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

一般財源 5,447 1,353 △ 4,094

　地域子育て支援拠点事業を実施する市内民間保育所を支援し，地域における子育て親子の交流の促進及び子育
て支援機能の充実を図ることで，保護者の子育てに関する不安感等を緩和し，児童の健やかな成長につなげる。

地方債

その他

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 13,131 7,842 △ 5,289

国庫支出金 3,842 3,875 33 地域子育て支援拠点事業補助金

県支出金 3,842 2,614 △ 1,228 地域子育て支援拠点事業補助金

一時預かり（一般型）を行った延べ人数 人 1,293 1,224 2,133 2,000

一時預かり（幼稚園型）を行った延べ人数 人 2,803 2,105 3,000

　保育ニーズの上昇に伴い，一時預かり事業の利用児童数も増加している。

　平成31年度に開所する民間保育所においても，一時預かり事業の実施を予定していることから，より多くの利
用希望に対応できるよう，保育士等の確保を要請する。

03020208 地域子育て支援拠点事業 225

一般財源 3,304 2,182 △ 1,122

　民間保育所等に委託して，家庭において一時的に保育が困難になった児童を預かることで，保護者の育児疲れ
による心理的若しくは身体的負担を軽減するとともに，安心して子育てができる体制を整備する。

　市内3施設で事業を実施した。
・一般型（保育所）3箇所（まつやま保育園，わかばのもり保育園，もりり保育園）
・幼稚園型　　　　2箇所（みずき野幼稚園，ふたば認定こども園）

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

国庫支出金 2,688 2,924 236 一時預かり事業補助金

県支出金 2,330 2,374 44 一時預かり事業補助金

地方債

その他

03020207 一時預かり事業 223

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 8,322 7,480 △ 842
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【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

その他

　保護者の就業時間等の増加に伴い，利用児童数は増加傾向にある。

　引き続き事業周知を図るとともに，延長保育が実施できるよう，民間保育所等に対し，保育士確保や保育士の
負担軽減を図るよう要請する。

延長保育を行った延べ人数 人 37,227 35,453 36,329 38,000

3,307 168

　民間保育所，認定こども園，小規模保育事業所に委託し，保育時間を延長して児童を預かる延長保育を実施す
ることで，就労形態の多様化に伴う保育需要に対応するとともに，保護者の就労と育児の両立を支援する。

　国の要綱に基づき延長保育事業を実施した11事業所に対して経費の補助を行った。

（ 単 位 ： 千円 ）

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

地方債

一般財源 3,139

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 12,845 13,788 943

国庫支出金 6,270 6,830 560 延長保育事業補助金

県支出金 3,436 3,651 215 延長保育促進事業補助金

　より多くの保護者の子育て支援につながるよう，子育て支援拠点事業実施事業所の拡大を目指し，事業所に対
して事業周知を行うとともに，事業実施のための人員確保を要請する。

03020209 延長保育事業 225

　県の要綱に基づき，地域子育て支援拠点事業の運営経費の補助を行った。
・実施保育所：1箇所（まつやま保育園）

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

事業参加者数 人 3,819 4,307 3,566 4,100

　事業に専従する職員の確保が困難であることから，前年度まで事業を実施していた2施設のうち，1施設におい
て事業の実施ができなかったことから，利用人数は減少している。
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決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

（実績） （実績） （目標値）

一般財源 172,494 167,529 △ 4,965

認証保育園の利用者数 人 202 183 177 239

　認可保育所に入所できない子どもたちの受入れにより，保育の必要がある子どもたちへの保育提供が可能と
なっており，国の定義による待機児童数の削減に貢献している。

　市内事業所に対して，定員増に向けた取組みについて依頼する。

　病気回復期にあり，集団保育や家庭での保育が困難な児童を，静養できる環境において一時的に預かること
で，仕事を続けて休むことができない保護者等に対して，安心して就労等ができる環境を整備し，子育てと就労
の両立を支援する。

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 172,494 167,529 △ 4,965

国庫支出金

一般財源 7,652 6,441 △ 1,211

　認可保育所へ入所できなかった児童の保育を，認証保育園（市認定の認可外保育所（4箇所））へ委託し，預か
り場所を確保することで，実質的な待機児童の解消を図り，保護者の就労を支援する。

　既存事業所の定員増について，定員設定等について相談対応を行うとともに県との連絡調整を図り，平成30年
度からの事業実施を促した。
・委託保育所：アネシスナーシング保育園，キッズサポート保育園守谷園，キッズサポート保育園南守谷駅前
　園，なないろナーサリー

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値）

03020213 病後児保育室委託事業 225

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 9,269 9,270 1

国庫支出金 815 1,421

その他

県支出金

地方債

606 病後児保育事業補助金

県支出金 802 1,408 606 病後児保育事業補助金

地方債

その他

03020212 認証保育園委託事業 225

（ 単 位 ： 千円 ）
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【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

単位

利用児童数 人 91 25 78 300

平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

　子育て支援情報誌への掲載等，制度周知を行った。
　事業実施方法は以下のとおり。
・実施施設：すこやかルーム（守谷市松前台1-14-3　総合守谷第一病院　ひかり居宅介護支援事業所2階）
・定員：3人
・利用時間：月～金曜日　午前8時～午後6時まで，土曜日　午前8時～午後1時まで
・利用料金：5時間以内1,000円（5時間超過の場合，1時間追加ごとに200円加算）
・対象児童：市内に住所を有する，又は保護者が市内在勤である生後6箇月から小学校6年生までの児童
・利用方法：事前利用登録制（登録後，実際に利用する場合は事前に予約し申し込む）

指標名

03020215 地域子育て支援センター運営事業 225

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 15,436 17,719 2,283

地域子育て支援拠点事業補助金国庫支出金 2,601 2,614 13

県支出金 2,601 2,614 13 地域子育て支援拠点事業補助金

地方債

その他 149 141 △ 8 子育て講座参加者負担金

一般財源

　市内在住の未就学児とその保護者を対象とし，家庭や地域における子育て機能の低下や子育て中の親の孤独感
や不安感の増大等に対応するため，地域において子育て親子の交流等を促進する場所を設置することにより，地
域の子育て支援の充実を図るとともに，保護者の不安感の緩和と児童の健やかな育ちを支援する。

・市の子育て支援の施設を解りやすく，ホームページ等のSNSの環境を整え，市民に情報発信することができた。
・夢っ子ひろばとしては，各ひろばのアピールポイントをしぼることで，子育て世代の母親のニーズに合わせて
それぞれのひろばを利用していただくことができた。
・講座については，夢っ子ひろば ほくえんでの講座実施の希望が多かったので，ウェーブストレッチ講座を開催
し，自家用車を持たない世帯への参加を促すことができた。引き続き夢っ子ひろば ほくえんでの開催を行う。
※安全・安心な交流場所提供と適切な施設の維持管理は直結していることから，平成29年度から地域子育て支援
センター運営事業と施設維持管理事業とを統合。

10,085 12,350 2,265

　前年度と比較し，利用児童は大幅に増加となった。

　今後，病児保育へ移行するため施設整備・病児受入判断基準等について，事業者である総合守谷第一病院と協
議を行っていく。
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【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

児童手当負担金

地方債

その他 35 360 325 児童手当過年度返還金

一般財源 183,416 192,649

県支出金 186,099 185,557 △ 542

講座の開催回数 回 51 48 48 55

・家庭の中における親子関係だけで子どもが育つ状態が進んでいるが，事業参加者は，他の子育て世代や祖父母
世代と触れ合い，見守られ，声をかけられながら育つ機会に触れることができる。これにより，子どもの健やか
な育成とともに保護者の子育て困難感の解消につながっている。
・育児相談ができて悩みが和らいだ等の声が聞かれており，育児不安の解消につながった。

・引き続き，ひろば事業の周知に努め，利用促進を図ることで，育児に対する満足感を高める。
・家庭における親子の子育てを活性化させ，地域社会との接点を広げていく。
・地域の専門機関とのネットワークを強化し，子育て機関との連携を深める。
・祖父母向けの講座を開催することで，講座を通じて多世代の方にも気軽に参加してもらえる，親しみやすいひ
ろばを目指す。

事業費 1,235,764 1,232,711 △ 3,053

国庫支出金 866,249 854,505 △ 11,744 児童手当負担金

03020301 児童手当支給事業 229

（ 単 位 ： 千円 ）

9,233

中学校修了前までの児童を養育している方に手当を支給することにより，家庭における生活の経済的負担を軽減
し，児童の健全育成及び資質の安定の向上を図る。

単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

夢っ子ひろば，出前広場の開催回数 回 726 784 784

指標名

790

地域子育て支援センター（夢っ子ひろば）
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【今年度の取組】

●児童手当支給状況

第1子・第2子

●特例給付支給状況

第1子・第2子

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

　対象世帯に支給することで，児童を養育する家庭における生活と，次代の社会を担う子どもの成長及び発達を
支援することができた。

　児童を養育する家庭の生活と，次代の社会を担う子どもの成長及び発達を支援するため，今後も引き続き事業
周知を図り，児童手当法に則って支給事業を継続する。

102,465,000

中学生 19,061 190,610,000

（単位：人，円）

支給延べ児童数 支給額

0歳から3歳未満 1,622 8,110,000

3歳以上小学校修了前
9,177 45,885,000

第3子以降 1,268 6,340,000

中学生 5,176 25,880,000

地方債

その他 1,836 33,506 31,670 保育所入所負担金（現年度分）　外

一般財源 64,629 28,029 △ 36,600

県支出金

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

国の制度に基づき，年齢区分・世帯所得額に応じて支給した。

（単位：人，円）

支給延べ児童数 支給額

0歳から3歳未満 18,565 278,580,000

3歳以上小学校修了前

03020401 土塔中央保育所運営事業 231

57,203 572,220,000

第3子以降 6,831

国庫支出金

　保育を必要とする未就学児に対して，保護者に代わり，健全な生活の場と，人間形成の基礎を築くことができ
る保育を提供することにより，心身の安定した生活と健全な成長発達を図る。また，保護者に対して児童を安心
して預ける場所を提供するとともに，育児に関する情報提供や相談対応を行うことにより，就労と子育ての両立
を支援する。

　保育士不足解消に向けて，これまでの雇用形態を期限付きだが雇用期間の条件を外すことで引き続き雇用可能
にした。また非常勤職員の報酬の単価を上げることで，希望者が増えるようにした。
　また，保育所施設の老朽化に伴い，児童に安全な生活の場を提供するために，空調設備の入れ替え，照明器具
の交換，遊具塗装等の修繕を行うための予算計上をした。
※安全・安心な保育提供と適切な施設の維持管理は直結していることから，平成29年度から保育所運営事業と施
設維持管理事業とを統合。

事業費 66,465 61,535 △ 4,930
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【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

保育所での生活を楽しみ，健やかに
育つことのできた子どもの割合（保
護者アンケート結果）

％ 100.00 100.00 100.00 100.00

保育所施設は安全性が高く，子ども
を安心して預けられることができたと
答えた保護者の割合（保護者アン
ケート）

％ 100.00 100.00 100.00 100.00

その他 1,915 29,330 27,415 保育所入所負担金（現年度分）　外

一般財源 53,979 25,004 △ 28,975

　保育を必要とする未就学児に対して，保護者に代わり，健全な生活の場と，人間形成の基礎を築くことができ
る保育を提供することにより，心身の安定した生活と健全な成長発達を図る。また，保護者に対して児童を安心
して預ける場所を提供するとともに，育児に関する情報提供や相談対応を行うことにより，就労と子育ての両立
を支援する。

事業費 55,894 54,334 △ 1,560

国庫支出金

県支出金

地方債

　コスト削減をめざしているため必要最低限の正規職員の配置だが，職員の研修や創意工夫を重ねることで保育
の質の向上に取り組む。
　保護者対象のアンケート結果からも，高い満足度となっていることが分かる。
　土曜給食内容については，お握りやパン等の軽食から，主菜・副菜が揃った弁当へと変更することができた。

　引き続き，職員一人ひとりの意識向上を図り，限られた職員と予算での運営の中で効果のある事業内容を検討
し，より質の高い保育提供を維持する。

03020402 北園保育所運営事業 236

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

土塔中央保育所（運動会）
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【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

100.00 100.00 100.00 100.00

県支出金 2,772 2,788 16 地域子育て支援拠点事業補助金

地方債

その他 314 314 0 市民交流プラザ・南守谷児童センター貸付料外

一般財源 33,707 168,832 135,125

03020501 市民交流プラザ運営管理事業 241

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 39,565 174,722 135,157

国庫支出金 2,772 2,788 16 地域子育て支援拠点事業補助金

　コスト削減を目指しているため必要最低限の正規職員の配置だが，職員の研修や創意工夫を重ねることで保育
の質の向上に取り組む。
保護者対象のアンケート結果からも，高い満足度となっていることが分かる。
土曜給食内容については，お握りやパン等の軽食から，主菜・副菜が揃った弁当へと変更することができた。

　引き続き，職員一人ひとりの意識向上を図り，限られた職員と予算での運営の中で効果のある事業内容を検討
し，より質の高い保育提供を維持する。

　保育士不足解消に向け，これまでの雇用形態を期限付きだが雇用期間の条件を外すことで引き続き雇用可能と
し，また非常勤職員の報酬の単価アップを図ることで希望者が増えるよう対応した。
　また安全な生活の場を保障するための設備等の修繕を図るため，平成３０年度に修繕費の予算計上を行った。
※安全・安心な保育提供と適切な施設の維持管理は直結していることから，平成29年度から保育所運営事業と施
設維持管理事業とを統合。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

保育所での生活を楽しみ，健やかに
育つことのできた子どもの割合（保
護者アンケート結果）

％ 100.00 100.00 100.00 100.00

保育所施設は安全性が高く，子ども
を安心して預けられることができたと
答えた保護者の割合（保護者アン
ケート）

％

北園保育所（運動会）
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【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

　工事期間中，臨時休館期間は設定しなかったが，特に低年齢児の安全を考慮して年齢別イベント等を中止した
ため，指標値である「0～18歳の利用者数」は大幅に減少した。
　改修工事自体は事故なく終了し，外壁補修のための足場を利用して建物調査で把握しきれなかった高所の防水
や市民ギャラリーの採光調整，防音対策等も対処できたため，施設の安全性のみならず快適性も向上した。

　改修工事により他館利用等へシフトした利用者を呼び戻すため，より魅力ある事業企画を指定管理者に要請す
る。
　また，中高生の利用者数が伸び悩んでいるため，この年齢層に対する新たな取組みや，利用者としてのみでな
くボランティアスタッフとして参加することのできる体制整備を指定管理者に提案していく。

　0～18歳までの児童とその保護者に対して，児童が安心して遊べる場を提供し，健康の増進と豊かな情操の発達
を促し，児童の健全な育成を図る。
　また，保護者同士の交流の場や子育てに関する情報を提供して子育て支援を行うとともに，地域の高齢者との
異世代交流等，地域と連携した行事開催をとおして，地域コミュニティの育成を図る。

　0～18歳までの児童とその保護者に対して，施設開放するとともに様々な講座等を実施した。特に，4月に開催
した開館10周年記念事業では，館内の市民活動支援センターとの協働により様々な市民団体と連携したイベント
を展開し，1日で909名の来場者となった。
　また，平成28年度に実施した建物診断調査に基づき，利用者の安全安心な環境確保のため大規模改修工事を実
施した（工期：平成29年8月～平成30年2月）。
※主な工事内容：屋根全面葺替え，全棟外壁修繕・剥落防止加工，屋上塗膜防水等

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

0～18歳までの施設利用者数 人 35,088 39,669 34,465 40,000

北守谷児童センター「キ・ターレ」（クリスマス会） 改修工事の様子
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決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

一般財源 30,278 32,465 2,187

　0～18歳までの児童とその保護者に対して，児童が安心して遊べる場を提供し，健康の増進と豊かな情操の発達
を促し，児童の健全な育成を図る。また，保護者同士の交流の場や子育てに関する情報を提供して子育て支援を
行うとともに，地域の高齢者との異世代交流等，地域と連携した行事開催をとおして，地域コミュニティの育成
を図る。

　0～18歳までの児童とその保護者に対して，施設開放するとともに様々な講座等を実施した。
　講座実施に際しては，未就学児保護者に人気のある講座と地域ボランティア団体による事業日程を調整して団
体活動への参加を促したり，フェイスブックを利用した情報提供を行い，各種講座の周知に努めた。
　また，必要な修繕が即時に行えるよう，指定管理者との基本協定書を変更して修繕基準額を増額設定した。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

0～18歳までの施設利用者数 人 47,292 47,815 46,944 48,000

　指標値である「0～18歳の利用者数」は微減したが，前年度と同程度の水準を保っている。
　フェイスブックや事業日程調整等による事業周知の結果，これまで参加者数が少なかった事業の平均来場者数
が3倍以上となる等，来館者がより偏りなく様々な事業に参加する結果となった。
　また，修繕基準額を増額したことで，年度途中で発生したガス器具不具合についても早期に終了させることが
できた。

　中高生の利用者数が伸び悩んでいるため，この年齢層に対する新たな取組みや，利用者としてのみでなくボラ
ンティアスタッフとして参加することのできる体制整備を指定管理者に提案していく。
　また，建設後10年が経過し，屋根や外壁等に間隙が生じつつあるため，2年に1度の建築物定期調査結果を基に
改修必要箇所の特定及び優先順位を付け，適宜工事を実施する。

国庫支出金 2,772 2,788 16 地域子育て支援拠点事業補助金

県支出金 2,772 2,788 16 地域子育て支援拠点事業補助金

地方債

その他 841 841 0 市民交流プラザ・南守谷児童センター貸付料外

03020502 南守谷児童センター運営管理事業 241

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 36,663 38,882 2,219

南守谷児童センター「ミ・ナーデ」（幼児夏遊び）
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決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

　指標値である「0～12歳の利用者数」は微減したが，前年度と同程度の水準を保っている。
　今年度新たに連携を開始した地域団体は4団体に上り，地域との連携強化という点で成果は確実に向上してい
る。

　引き続き地域団体との連携強化や事業周知を実施し，当該施設の認知度の向上と来館者数の増加につなげてい
く。
　また，核家族の転入が進む駅周辺地区の児童館であることを考慮し，異世代交流の場となるよう高齢者の参加
や協力を求められるような事業企画について，運営業務受託事業者に提案していく。

一般財源 11,177 11,477 300

　0～12歳までの児童とその保護者に対して，児童が安心して遊べる場や保護者同士の交流の場，子育てに関する
情報を提供し，児童の健全な育成を図るとともに，保護者の子育て支援を行う。

　0～12歳までの児童とその保護者に対して，施設開放するとともに様々な講座等を実施した。
　事業企画に際しては，民生委員・児童委員協議会や守谷高校，守谷地区地域福祉活動計画実行委員会等の様々
な地域団体に情報提供及び協力を依頼し，連携体制の構築に努めた。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度

0～12歳までの施設利用者数 人 ― 8,684 7,942 8,900

243

（ 単 位 ： 千円 ）

平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

事業費 16,721 17,053 332

国庫支出金 2,772 2,788 16 地域子育て支援拠点事業補助金

県支出金 2,772 2,788 16 地域子育て支援拠点事業補助金

地方債

その他

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

03020503 守谷駅前親子ふれあいルーム運営管理事業

南守谷児童センター「ミ・ナーデ」（幼児夏遊び）

守谷駅前親子ふれあいルーム「エ・ガーオ」（ハンドベル演奏）
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決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

●支給状況

満3歳児

3歳児

4歳児

5歳児 　

合計

＊満3歳児とは，年度途中3歳に達し，翌年の4月を待たずに入園した園児

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

（単位：人，円）

支給児童数

255 34,713,300

251 33,880,500

783 110,197,200

支給額

23 2,562,500

254 39,040,900

一般財源 19,766 23,278 3,512

国庫支出金

県支出金

地方債

その他

　平成29年度は，認定こども園を返上し，私学助成園にもどった施設があることから，対象児童数は増加した。

　国の基準に基づき補助金を支給する事業であり，保護者の負担軽減や幼児教育振興のためには必要な施策であ
る。平成31年度においては，幼児教育無償化が検討されていることから，国の施策の動向や各園の制度移行の動
向を見ながら継続的な支援が必要である。

10060102 私立幼稚園児保育料補助事業 413

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 19,766 23,278 3,512

地方債

その他

一般財源 61,768 75,311 13,543

　私立幼稚園に在園する園児の保護者に対して，所得に応じて児童の就園費を助成することにより，幼児の就園
を奨励し，幼児教育の振興を図る。

　国の補助基準に基づき，私立幼稚園に在園する園児の保護者に対して補助を行った。

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 89,014 110,789 21,775

国庫支出金 27,246 35,478 8,232 私立幼稚園就園奨励費補助金

県支出金

10060101 私立幼稚園就園奨励費補助事業 413
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【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

※支給内容内訳

満3歳児

3歳児

4歳児

5歳児

合計

＊満3歳児とは，年度途中3歳に達し，翌年の4月を待たずに入園した園児

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

305 7,036,000

334 7,920,000

340 7,994,000

1,004 23,278,000

（単位：人，円）

支給児童数 支給額

25 328,000

支給者数 人 1,449 850 1,004 1,015

　新制度に移行していない園に在園する児童の保護者に対して，所得制限を設けずに保育料補助として基準額を
支給する市の単独事業であり，幼児教育の振興や保護者の負担軽減という点における成果は確実に上がってい
る。

　保護者の負担軽減や幼児教育振興のためには必要な施策であり，今後も国の施策の動向や各園の制度移行の動
向を見ながら継続的な支援が必要である。

　市内在住の私立幼稚園に在園する園児の保護者に対して，保育料の一部を補助することで経済的負担を軽減
し，幼児教育の振興を図る。

　市内在住の私立幼稚園に在園するすべての満3歳・3歳・4歳・5歳児の園児の保護者に対して補助を行った。
・補助額：園児1人当たり　月額2,000円×在園月数

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）
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