
（１０）　こども未来課

113



114

海津市第２次総合計画 ■　第７期　実施計画

基本目標 だれもが健康で　笑顔あふれる　まちづくり


施策 子育て支援の充実

事業名

□ 義務 ■ 国規定 ■ 県規定 ■ 市規定 □ なし

県支出金 0

0

一般財源 7,198

その他 0
210,550

県支出金 0

7,446

一般財源 7,198

その他 0

市債 203,104 市債

248

272,905

県支出金 0

248 予算額 国庫支出金 248 予算額 国庫支出金

その他

事業の財源
（千円）

予算額 国庫支出金

75%

0

一般財源 17,857

市債 254,800

目
標
値

活動指標

成果指標

１　【新】子ども・子育て支援事業計画（第３期）策定
　子ども・子育て支援事業計画（第３期）策定に向けた市民ニーズ調査の
実施。　　　アンケート調査委託　1,767千円
２　子ども・子育て会議の開催
　 ・子ども・子育て支援事業計画の策定に向けて
　 ・翌年度の認定こども園の定員について
３　公私連携型保育所等選定評価委員会の開催
　 ・公私連携保育所型認定こども園の運営についての評価
　　　今尾コスモスこども園、わかば海西こども園
４　幼児教育・保育研究会の開催
　 ・保育士の資質向上のための研修
　 ・小学校へのスムーズな接続に向けた保育士と小学校教諭の
     連携
５　保育協会主催の研修会等の開催
　・市内全認定こども園の保育士のスキルアップのための研修
　・海津市内の園児が交流するための活動
６　公共交通機関通学定期券購入補助　4,300千円
　高校生を対象とした公共交通機関の通学定期券の購入費について年1
万円の補助金を交付する。
７　【新】（仮称）海津市こども未来館改修工事【債務負担行為】
　　改修工事（本体）　200,000千円
　　改修工事（外壁）　46,200千円
　　改修工事設計委託業務（本体）　15,400千円
　　改修工事施工管理委託業務（本体）　3,104千円
　　改修工事施工管理委託業務（外壁）　755千円

１　子ども・子育て支援事業計画（第３期）策定
　パブリックコメントの実施、公表
　　　計画策定業務委託　1,100千円
　　　計画書印刷代（200冊）　200千円
２　子ども・子育て会議の開催
　 ・子ども・子育て支援事業計画（第３期）の策定に向けて
　 ・翌年度の認定こども園の定員について
３　公私連携型保育所等選定評価委員会の開催
　 ・公私連携保育所型認定こども園の運営についての評価
　　　今尾コスモスこども園、わかば海西こども園
４　幼児教育・保育研究会の開催
　 ・保育士の資質向上のための研修
　 ・小学校へのスムーズな接続に向けた保育士と小学校教諭の
     連携
５　保育協会主催の研修会等の開催
　・市内全認定こども園の保育士のスキルアップのための研修
　・海津市内の園児が交流するための活動
６　公共交通機関通学定期券購入補助　4,300千円
　高校生を対象とした公共交通機関の通学定期券の購入費につ
いて年1万円の補助金を交付する。
７　（仮称）海津市こども未来館改修工事【債務負担行為】
　　改修工事（本体）　200,000千円
　　改修工事施工管理委託業務（本体）　3,104千円

１　子ども・子育て会議の開催
　 ・公立認定こども園民営化・統廃合計画、適正配置について
　 ・翌年度の認定こども園の定員について

２　公私連携型保育所等選定評価委員会の開催
 　・公私連携保育所型認定こども園の運営についての評価の
　　 実施
　　　今尾コスモスこども園
　　　わかば海西こども園

３　幼児教育・保育研究会の開催
 　・保育士の資質向上のための研修
　 ・小学校へのスムーズな接続に向けた保育士と小学校教諭の
　　 連携

４　保育協会主催の研修会等の開催
　・市内全認定こども園の保育士のスキルアップのための研修
　・海津市内の園児が交流するための活動

５　公共交通機関通学定期券購入補助　4,300千円
　高校生を対象とした公共交通機関の通学定期券の購入費につ
いて年1万円の補助金を交付する。

75% 75%

5回 5回 5回

児童福祉事務事業
一般会計

事務事業
概要

子ども・子育て支援施策に関わる計画の立案、策定、見直しを行
う。

款項目 030203

事業 1

1 活動指標 指標の
説明

研修会の開催回数
担当課名

研修会開催回数 こども未来課

研修会参加率 保育指導係・子育て支援係

重点

主な事業
の概要

（年次計画）

令和５年度 令和６年度 令和７年度

1-3 成果指標 指標の
説明

研修会参加率
係名

根拠法令

関連
計画

・海津市子ども･子育て支援
事業計画

会計名



海津市第２次総合計画 ■　第７期　実施計画

基本目標 だれもが健康で　笑顔あふれる　まちづくり


施策 子育て支援の充実

事業名

□ 義務 □ 国規定 ■ 県規定 □ 市規定 □ なし

係名

支援金給付率 子育て支援係

1 活動指標 指標の
説明

支援金給付対象者数
担当課名

支援金給付対象者数 こども未来課

1-3 重点 成果指標 指標の
説明

支援金給付率

根拠法令

関連
計画

-

会計名

高等学校就学準備等支援金事業
一般会計

事務事業
概要

中学校卒業後の進学費用など、保護者の経済的負担の軽減を
図るため、中学3年生の子ども1人当たり3万円の給付を行う。

款項目 030201

事業 5

主な事業
の概要

（年次計画）

令和５年度 令和６年度 令和７年度

目
標
値

活動指標 300人 280人 290人

１　【新】高等学校就学準備等支援金の給付
　　中学3年生の子ども1人当たり3万円を給付　9,000千円

１　高等学校就学準備等支援の給付
　　中学3年生の子ども1人当たり3万円を給付　8,400千円

１　高等学校就学準備等支援の給付
　　中学3年生の子ども1人当たり3万円を給付　8,700千円

成果指標 100% 100% 100%

0

事業の財源
（千円）

予算額 国庫支出金 0 予算額 国庫支出金

一般財源 0 一般財源

市債 0

その他
9,089

県支出金 9,089

8,484

県支出金 8,484

8,786

県支出金 8,786

0 予算額 国庫支出金

その他 0 その他 0

一般財源 0

市債 0 市債 0

0

0
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海津市第２次総合計画 ■　第７期　実施計画

基本目標 だれもが健康で　笑顔あふれる　まちづくり


施策 子育て支援の充実

事業名

□ 義務 ■ 国規定 ■ 県規定 ■ 市規定 □ なし

1 活動指標 指標の
説明

認定件数
担当課名

認定件数 こども未来課

1-3 成果指標 指標の
説明

保育を必要とする児童の入園申込に対する入園
率
認定件数÷申請件数

係名

保育を必要とする児童の入園申込に対する入園率 保育指導係

重点

根拠法令

関連
計画

・海津市子ども･子育て支援
事業計画

会計名

支給認定事業
一般会計

事務事業
概要

子ども・子育て支援法施行令及び子ども・子育て支援法施行規則
に基づき、保護者の申請により支給認定等の通知及び利用者負
担額に関する事項の通知を行う。

款項目 030203

事業 1

主な事業
の概要

（年次計画）

令和５年度 令和６年度

１　支給認定事務
　　・入園案内の配布（9月）
　　・申請の受付（１０月）
　　・支給認定の決定（１２～１月）
　　・利用者負担額の決定（１２～１月）
　　・支給認定の通知（2月）
　※途中人園においては、上記の事務を随時実施する。

２　支給認定の変更
　申請者より申請内容の変更の届け出があった場合には支給認
定の変更を行い通知する。

３　支給認定の取り消し
　申請者が保育要件を満たさなくなった場合において支給認定の
取り消しを行う。

１　支給認定事務
　　・入園案内の配布（9月）
　　・申請の受付（１０月）
　　・支給認定の決定（１２～１月）
　　・利用者負担額の決定（１２～１月）
　　・支給認定の通知（2月）
　※途中人園においては、上記の事務を随時実施する。

２　支給認定の変更
　申請者より申請内容の変更の届け出があった場合には支給認
定の変更を行い通知する。

３　支給認定の取り消し
　申請者が保育要件を満たさなくなった場合において支給認定の
取り消しを行う。

事業の財源
（千円）

予算額

336

980件 930件

100% 100%

目
標
値

活動指標

成果指標

国庫支出金

0 その他 0

0 予算額

一般財源 336 一般財源 336

336

県支出金 0

市債

0県支出金

その他

市債 00
336

県支出金 0

その他 0

国庫支出金 0

令和７年度

１　支給認定事務
　　・入園案内の配布（9月）
　　・申請の受付（１０月）
　　・支給認定の決定（１２～１月）
　　・利用者負担額の決定（１２～１月）
　　・支給認定の通知（2月）
　※途中人園においては、上記の事務を随時実施する。

２　支給認定の変更
　申請者より申請内容の変更の届け出があった場合には支給認
定の変更を行い通知する。

３　支給認定の取り消し
　申請者が保育要件を満たさなくなった場合において支給認定の
取り消しを行う。

890件

予算額 国庫支出金 0

100%

一般財源 336

市債 0



海津市第２次総合計画 ■　第７期　実施計画

基本目標 だれもが健康で　笑顔あふれる　まちづくり


施策 子育て支援の充実

事業名

□ 義務 ■ 国規定 □ 県規定 ■ 市規定 □ なし

1 活動指標 指標の
説明

入園者数
担当課名

入園者数 こども未来課

1-3 成果指標 指標の
説明

入園者数÷定員数
係名

定員に対する入園率 保育指導係

重点

根拠法令

関連
計画

・海津市子ども･子育て支援
事業計画

会計名

公立認定こども園運営管理事業
一般会計

事務事業
概要

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に
関する法律に規定する幼保連携型認定こども園の運営を実施す
る。

款項目 030203

事業 3

主な事業
の概要

（年次計画）

令和５年度 令和６年度

１　幼保連携型認定こども園の運営（２園　高須・石津）
　　・幼稚部における教育の提供
　　・保育部における保育の提供
　　・施設の維持管理
　　・保守点検等業務委託
　　・備品の整備（【新】通園バス安全装置）
　　・事務機器等の借上
　　・保育士研修

　主な経費
　・会計年度任用職員　１７名雇用
　・需用費　  13,543千円
　・委託料　　13,655千円
　
※公立園の定員変更
　　・高須　170人→70人
　　・今尾　民営化に伴う廃園
　　・石津　130人→70人

２　【新】今尾認定こども園解体工事
　　・廃園となる今尾認定こども園を解体する。　90,000千円

１　幼保連携型認定こども園の運営（２園　高須・石津）
　　・幼稚部における教育の提供
　　・保育部における保育の提供
　　・施設の維持管理
　　・保守点検等業務委託
　　・備品の整備
　　・事務機器等の借上
　　・保育士研修

　主な経費
　・会計年度任用職員　１７名雇用
　・需用費　　13,543千円
　・委託料　　13,655千円

　
　

事業の財源
（千円）

予算額

121,570

110人 110人

78.5% 78.5%

目
標
値

活動指標

成果指標

国庫支出金

1,175 その他 1,173

537 予算額

一般財源 32,310 一般財源 29,610

31,568

県支出金 248

市債

248県支出金

その他

市債 087,300
31,568

県支出金 248

その他 1,173

国庫支出金 537

令和７年度

１　幼保連携型認定こども園の運営（２園　高須・石津）
　　・幼稚部における教育の提供
　　・保育部における保育の提供
　　・施設の維持管理
　　・保守点検等業務委託
　　・備品の整備
　　・事務機器等の借上
　　・保育士研修

　主な経費
　・会計年度任用職員　１７名雇用
　・需用費　　13,543千円
　・委託料　　13,655千円

　
　

110人

予算額 国庫支出金 537

78.5%

一般財源 29,610

市債 0
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海津市第２次総合計画 ■　第７期　実施計画

基本目標 だれもが健康で　笑顔あふれる　まちづくり


施策 子育て支援の充実

事業名

□ 義務 ■ 国規定 ■ 県規定 ■ 市規定 □ なし

1 活動指標 指標の
説明

入園者数
担当課名

入園者数 こども未来課

1-3 成果指標 指標の
説明

入園者数÷定員数
係名

定員に対する入園率 保育指導係

重点

根拠法令

関連
計画

・海津市子ども･子育て支援
事業計画

会計名

私立認定こども園運営管理事業
一般会計

事務事業
概要

子ども子育て支援法に基づき、認可保育所及び認可外保育所に
入所する園児に係る給付費の負担を行う。

款項目 030203

事業 4

主な事業
の概要

（年次計画）

令和５年度 令和６年度

１　私立認定こども園への施設型給付費の負担
・市内の私立認定こども園７園に入所している園児に係る給付費
を負担する。

２　広域入所運営費の負担
・海津市から近隣市町の保育所等へ入所している園児に係る給
付費を負担する。
　　　　大垣市、養老町、笠松町

３　子育てのための施設等利用給付費の負担
・市外の新制度未移行幼稚園及び認可外保育施設等に入所して
いる園児に係る給付費を負担する。
　　　　岐阜市（２園）、羽島市（１園）

４　【新】認定こども園の保育環境整備の支援
・通学バスの安全装置導入や設備改修及び備品の更新等を支
援する。
　送迎バス安全装置導入支援補助金　2,800千円
　保育環境改善等事業費補助金　4,116千円

１　私立認定こども園への施設型給付費の負担
・市内の私立認定こども園７園に入所している園児に係る給付費
を負担する。

２　広域入所運営費の負担
・海津市から近隣市町の保育所等へ入所している園児に係る給
付費を負担する。
　

３　子育てのための施設等利用給付費の負担
・市外の新制度未移行幼稚園及び認可外保育施設等に入所して
いる園児に係る給付費を負担する。

４　認定こども園の保育環境整備の支援
・通学バスの安全装置導入や設備改修及び備品の更新等を支
援する。
　保育環境改善等事業費補助金　4,116千円

事業の財源
（千円）

予算額

777,196

550人 550人

87.3% 87.3%

目
標
値

活動指標

成果指標

国庫支出金

0 その他 0

365,762 予算額

一般財源 216,905 一般財源 216,905

774,396

県支出金 194,529

市債

194,529県支出金

その他

市債 00
770,280

県支出金 193,157

その他 0

国庫支出金 362,962

令和７年度

１　私立認定こども園への施設型給付費の負担
・市内の私立認定こども園７園に入所している園児に係る給付費
を負担する。

２　広域入所運営費の負担
・海津市から近隣市町の保育所等へ入所している園児に係る給
付費を負担する。
　

３　子育てのための施設等利用給付費の負担
・市外の新制度未移行幼稚園及び認可外保育施設等に入所して
いる園児に係る給付費を負担する。

550人

予算額 国庫支出金 361,590

87.3%

一般財源 215,533

市債 0



海津市第２次総合計画 ■　第７期　実施計画

基本目標 だれもが健康で　笑顔あふれる　まちづくり


施策 子育て支援の充実

事業名

□ 義務 ■ 国規定 □ 県規定 ■ 市規定 □ なし

1 活動指標 指標の
説明

市内の子育て支援センターの担当者研修会の
開催回数

担当課名

研修会開催回数 こども未来課

1-3 成果指標 指標の
説明

各子育て支援センター（市内10か所）における親
子の延べ利用者数の合計

係名

市内の各子育て支援センターにおける延べ利用者数 保育指導係

重点

根拠法令

関連
計画

・海津市子ども･子育て支援
事業計画
・かいづ健康づくりプラン

会計名

地域子ども・子育て支援事業
一般会計

事務事業
概要

子育て親子に対し交流の場を提供するとともに、子育てに不安や
悩みを抱える保護者に対する相談業務や情報提供、子育てに関
する講座の開講等、子育て支援のサポート体制の充実を図る。

款項目 030203

事業 5

主な事業
の概要

（年次計画）

令和５年度 令和６年度

１　地域子育て支援拠点事業の実施
　・子育て支援センターかいづ（市直営）の運営

　　事業費　1,133千円（人件費除く）

２　地域子育て支援拠点事業の実施
　・私立園が実施する地域子育て支援拠点事業への補助金交付
 　 (私立園７カ所）

　　事業費　30,948千円

３　利用者支援事業の実施
　子育て世代包括支援センターの運営
　・専任保育士による子育てに関する情報提供
　・専任保育士による子育てに関する相談業務
　・母子保健型（健康課）との連携会議を開催

４　【新】一時預かり無料利用券交付事業　1,585千円
・私立園で実施する一時預かり事業の利用券（無料利用クーポン
使用分）を保護者に代わって私立園へ補填する。

１　地域子育て支援拠点事業の実施
　・子育て支援センターかいづ（市直営）の運営

　　事業費　1,133千円（人件費除く）

２　地域子育て支援拠点事業の実施
　・私立園が実施する地域子育て支援拠点事業への補助金交付
 　 (私立園７カ所）

　　事業費　30,948千円

３　利用者支援事業の実施
　子育て世代包括支援センターの運営
　・専任保育士による子育てに関する情報提供
　・専任保育士による子育てに関する相談業務
　・母子保健型（健康課）との連携会議を開催

４　一時預かり無料利用券交付事業　1,585千円
・私立園で実施する一時預かり事業の利用券（無料利用クーポン
使用分）を保護者に代わって私立園へ補填する。

事業の財源
（千円）

予算額

87,118

　5回 　5回

13,000人 13,000人

目
標
値

活動指標

成果指標

国庫支出金

600 その他 600

21,543 予算額

一般財源 33,701 一般財源 33,701

87,118

県支出金 31,274

市債

31,274県支出金

その他

市債 00
87,118

県支出金 31,274

その他 600

国庫支出金 21,543

令和７年度

１　地域子育て支援拠点事業の実施
　・子育て支援センターかいづ（市直営）の運営

　　事業費　1,133千円（人件費除く）

２　地域子育て支援拠点事業の実施
　・私立園が実施する地域子育て支援拠点事業への補助金交付
 　 (私立園７カ所）

　　事業費　30,948千円

３　子育て世代包括支援センターの運営
　・専任保育士による子育てに関する情報提供
　・専任保育士による子育てに関する相談業務
　・母子保健型（健康課）との連携会議を開催

４　一時預かり無料利用券交付事業　1,585千円
・私立園で実施する一時預かり事業の利用券（無料利用クーポン
使用分）を保護者に代わって私立園へ補填する。

　5回

予算額 国庫支出金 21,543

13,000人

一般財源 33,701

市債 0
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海津市第２次総合計画 ■　第７期　実施計画

基本目標 だれもが健康で　笑顔あふれる　まちづくり


施策 子育て支援の充実

事業名

□ 義務 ■ 国規定 □ 県規定 ■ 市規定 □ なし

1 活動指標 指標の
説明

留守家庭児童教室（平日の放課後及び土曜日
並びに長期休業期間中）の開催日数

担当課名

留守家庭児童教室開催日数 こども未来課

1-3 成果指標 指標の
説明

留守家庭児童教室（平日の放課後及び土曜日
並びに長期休業期間中）の利用児童の実人数

係名

留守家庭児童教室利用児童数 子育て支援係

重点

根拠法令

関連
計画

・海津市子ども･子育て支援
事業計画

会計名

留守家庭児童教室運営事業
一般会計

事務事業
概要

保護者が共働き等の理由により日中家庭にいない児童に対し、
放課後等において、遊びや生活の場を提供することで児童の健
全育成を図る。

款項目 030204

事業 1

主な事業
の概要

（年次計画）

令和５年度 令和６年度

１　放課後児童健全育成事業
　・市内小学校（１０校）における留守家庭児童教室の開設

　    ・支援員の人数　　放課後（通年）２１人
　　　　　　　　　　　　　　 長期休暇（臨時）１３人

　　　　会計年度任用職員　３４名雇用
　　　　シルバー人材センター（3教室）　7,722千円
　　　　　　　　　　放課後１６人、長期休暇４人

１　放課後児童健全育成事業
　・市内小学校（６校）における留守家庭児童教室の開設

　    ・支援員の人数　　放課後（通年）２１人
　　　　　　　　　　　　　　 長期休暇（臨時）１３人

　　　　会計年度任用職員　３４名雇用
　　　　シルバー人材センター（2教室）　5,600千円
　　　　　　　　　　放課後１６人、長期休暇４人

事業の財源
（千円）

予算額

9,442

288日 288日

400人 400人

目
標
値

活動指標

成果指標

国庫支出金

2,756 その他 2,136

2,200 予算額

一般財源 2,286 一般財源 1,784

7,320

県支出金 1,700

市債

2,200県支出金

その他

市債 00
7,320

県支出金 1,700

その他 2,136

国庫支出金 1,700

令和７年度

１　放課後児童健全育成事業
　・市内小学校（６校）における留守家庭児童教室の開設

　    ・支援員の人数　　放課後（通年）２１人
　　　　　　　　　　　　　　 長期休暇（臨時）１３人

　　　　会計年度任用職員　３４名雇用
　　　　シルバー人材センター（2教室）　5,600千円
　　　　　　　　　　放課後１６人、長期休暇４人

288日

予算額 国庫支出金 1,700

400人

一般財源 1,784

市債 0


