
1　事業の概要

①　成果目標（H27)

②　事業内容

事業番号 04 07 15 事業改善シート （27年度実施事業分）　　□当初要求　　■当初予算案　　□補正予算案　　　□点検

事　業　名 地域子ども・子育て支援事業費 担
当
課

部局 県民文化部

課・室 こども・家庭課

総合５か
年計画

プロジェクト  E-mail kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開
７－２　子育て先進県の実現

３　子育て支援体制の充実 実施期間 H27

県が関与
する理由

～

県でなければ実施不可（その他）
【左記の説明、根拠法令等】

子ども・子育て支援法第59条、第67条県民との協働による実施： 実施は困難

目指す姿
子ども・子育て家庭等を対象とする地域子育て支援拠点事業、病児・病後児保育事業や一時預かり事業、放課後児童健全育成事業
など、子育ての負担感を緩和し、安心して子育てできるよう環境整備を進め、児童の福祉の向上を図る。

現状
（予算編成

時）

平成２６年度には保育緊急確保事業及び放課後児童健全育成事業、保育対策等促進事業の一部として実施されているが、平成２７年
度からは子ども・子育て支援新制度として本事業が創設されることとなった。

15,395

養育支援訪問事業 交付金
養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を
訪問し、養育に関する指導・助言等を行うことによ
り、当該家庭の適切な養育の実施を確保する

7,473 7,634 7,634

（当初）

16,288 15,395

子育て短期支援事業 交付金
保護者の疾病等の理由により家庭において養育を
受けることが一時的に困難となった児童について、
児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う

1,034 1,696 1,696

ファミリー・サポート・センター
事業

交付金

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護
者を会員として、児童の預かり等の援助を受けること
を希望する者と当該援助を行うことを希望する者と
の相互援助活動に関する連絡、調整を行う

13,936 15,693 15,693

63,050 80,997 80,997

地域子育て支援拠点事業 交付金
乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を
開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言
その他の援助を行う

220,003 247,794 247,794

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日
及び利用時間以外の日及び時間において、認定こ
ども園、保育所等において保育を実施する

35,016 29,783 29,783

病児について、病院・保育所等に付設された専用ス
ペース等において、看護師等が一時的に保育等を
行う

86,340

延長保育事業 交付金

病児・病後児保育事業 交付金 59,004 59,004

病児・病後児保育実施市町村数　１９市町村
放課後子どもプラン（放課後子ども教室を含む）登録児童数　29,350人（長野県総合５か年計画の目安値）

成果目標・
事業内容

（単位：千円）　

項目 実施方法 H27実施内容
H26 H27

（要求） （予算案）

乳児家庭全戸訪問事業（こん
にちは赤ちゃん事業）

交付金
生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、
子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把
握を行う

一時預かり事業 交付金

家庭において保育を受けることが一時的に困難と
なった乳幼児について、主として昼間において、認
定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点
その他の場所において、一時的に預かり、必要な保
護を行う

子どもを守る地域ネットワーク
機能強化事業

交付金

要保護児童対策協議会（子どもを守る地域ネット
ワーク）の機能強化を図るため、調整機関職員や
ネットワーク構成員（関係機関）の専門性強化と、
ネットワーク機関間の連携強化を図る取組を実施す
る

4,591 4,348 4,348

利用者支援事業 交付金

子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育
施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び
必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関と
の連絡調整等を実施する

0 2,710 2,710

小規模保育運営事業 交付金

保育に欠ける乳児又は幼児について、当該乳児又
は幼児を保育することを目的とする施設（利用定員
が６人以上19人以下であるものに限る。）において、
保育を行う

0 2,667 0



　一般財源

　県　債

　国庫支出金

　その他

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

H28
目標1,118,619 1,011,956 967,631

項目
H26末

（見込）

成果目標・
事業内容

放課後児童健全育成事業 交付金

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に
就学している児童に対し、授業の終了後に小学校
の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び
生活の場を与えて、その健全な育成を図る

648,366 503,597 502,577

幼稚園における長時間預かり
保育支援事業

交付金

保育所と同様に11時間の開園を行う私立幼稚園の
預かり保育等に対し、運営費の補助を行うことによ
り、保育の供給を増やし、もって待機児童の解消を
図るとともに、子どもを安心して育てることができるよ
うな体制整備を行う

0 649 0

認定こども園事業 交付金

幼保連携型認定こども園への移行等を促進するた
め、保育所型認定こども園及び幼稚園型認定こども
園の事業に要する費用の一部を補助するとともに、
幼保連携型認定こども園等を構成する幼稚園で実
施する長時間預かり　保育に要する費用の一部を
補助することにより、子どもを安心して育てる　ことが
出来るような体制整備を行う

0 10,047 0

へき地保育事業 交付金

交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵
まれない山間地、離島等のへき地における保育を
要する児童に対し、必要な保護を行い、もってこれ
らの児童の福祉の増進を図る

3,000 3,000 0

保育士等処遇改善臨時特例
事業

交付金
保育士の処遇改善に取り組む保育所へ資金の交付
を行うことにより、保育士の確保を進める

19,522 26,942 0

合計 1,118,619 1,011,956 967,631

815,634 1,011,956 967,631 放課後子ど
もプラン登
録児童数

29,025 29,350

当初予算 目標 成果 達成状況

補正予算 122,789 病児・病後
児保育実施
市町村数

17 19
合計（A) 0 0 1,241,408 1,011,956

425,774

0 0 0 0 0

概　算
人件費

4.00 4.00 4.00

0 0 33,032 33,032 33,032

 概算事業費（B（A）+C） 0 0 1,274,440 1,044,988 1,000,663

指摘事項等への対応 （指摘事項等） （対応）

□監査

□決算特別委員会

□県民協働による事業改善

要求からの主な変更点
・子ども・子育て支援新制度により、小規模保育、長時間預かり保育、認定こども園、へき地保育、保育士処遇改善の各事業は施設
型給付費へ移行
・放課後児童クラブの環境改善事業について、対象事業所を精査し減額

事
 

業
 
コ
 
ス
 
ト

区　　分（単位：千円） 24年度 25年度 26年度 27要求 27予算案 成果目標の達成状況

予
算
額

前年度繰越 H27

967,631

Aの
財源


