
1　事業の概要

①　成果目標（H28)

②　事業内容

事業番号 04 07 18 事業改善シート （28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 子ども・子育て支援事業 担
当
課

部局 県民文化部

３　子育て支援体制の充実 実施期間 H27 ～

課・局・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

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。

人口定着・
確かな暮
らし実現総
合戦略

信州創生の基本方針 ２ー３　若者のライフデザインの希望実現

施策展開

１－(２)信州ならではの魅力ある子育て環境づくり

(ウ)子育て支援サービスの充実

成果目標・
事業内容

病児保育実施市町村数　19市町村（H27）→21市町村（H28）
放課後児童クラブ登録児童数　21,488人（H27）→24,467人

（単位：千円）　

項目 実施方法 H28実施内容
（補正前） （2月補正）

現状
（予算編成

時）

平成26年度まで、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たが、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た。
へき地保育事業、保育士等処遇改善臨時特例事業等は、施設型給付費へ移行

県が関与
する理由

県でなければ実施不可（法令等義務）
【左記の説明、根拠法令等】

子ども・子育て支援法
県民との協働による実施： 実施は困難

延長保育事業 交付金

保育認定を受けた児童について、通常の利用日及
び利用時間帯以外の日及び時間において、保育
所、認定こども園等で引き続き保育を実施する事業

126,659 △ 29,213 97,446

（補正後）

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・保健その他の子育て支援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事業

34,237 791 35,028

多様な事業者の参入促進・
能力活用事業

交付金
多様な事業者の新規参入を支援するほか、私立認
定こども園における特別な支援が必要な子どもの受
入体制を構築する事業

783 △ 783 0

実費徴収に係る補足給付事
業

交付金

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・
保育施設等に対して保護者が支払うべき日用品、
文房具等の購入に要する費用又は行事への参加に
要する費用等の一部を補助する事業

768 △ 319 449

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児童を
養育す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
事業

2,331 10 2,341

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、授業の終了後等に小学
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事業

571,736 △ 17,960 553,776

養育支援訪問事業 交付金

乳児家庭全戸訪問事業等により養育支援することが
特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育
に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う
事業

10,310 △ 1,092 9,218

乳児家庭全戸訪問事業 交付金

生後４か月までの乳児がのいるすべての家庭を訪
問し、子育てに関する情報の提供並びに乳児及び
その保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行
うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の
援助を行う事業

16,520 △ 1,016 15,504

H28



②　事業内容

　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）

事業番号 04 07 18 事業改善シート （28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 子ども・子育て支援事業 担
当
課

部局 県民文化部

３　子育て支援体制の充実 実施期間 H27 ～

課・局・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

事業内容

子どもを守る地域ネットワーク
機能強化事業

交付金

子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域
協議会）の機能強化を図るため、調整機関職員や
地域ネットワーク構成員（関係機関）の専門性強化
及び地域ネットワーク機関間の連携強化を図るととも
に、地域ネットワークと訪問事業が連携を図り、児童
虐待の発生予防、早期発見・早期対応に資すること
を目的とする事業

6,936

人口定着・
確かな暮
らし実現総
合戦略

信州創生の基本方針 ２ー３　若者のライフデザインの希望実現

施策展開

１－(２)信州ならではの魅力ある子育て環境づくり

(ウ)子育て支援サービスの充実

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事業

270,377 △ 13,720 256,657

△ 83 6,853

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、保
育所、幼稚園、認定こども園その他の場所におい
て、一時的に預かり、必要な保護を行う事業

109,978 5,112 115,090

子育て援助活動支援事業
（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、児童の預かりの援助を受けたい者
と当該援助を行いたい者との相互援助活動に関す
る連絡、調整を行い、地域における育児の相互援助
活動を推進等を図る事業

19,713 1,592 21,305

病児保育事業 交付金

保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働もし
くは疾病その他の事由により家庭において保育を受
けることが困難となった小学校に就学している児童
であって、疾病にかかっているものについて、保育
所、認定こども園、病院、診療所、その他の場所に
おいて、保育を行う事業

57,896 1,558 59,454

合計 1,228,244 △ 55,123 1,173,121

事
 

業
 
コ
 
ス
 
ト

区　　分（単位：千円） 26年度 27年度 28予算案 成果目標の達成状況

予
算
額

前年度繰越
項目 H26末

H27末
（見込）

H28 H29
目標

補正予算 167,450 △ 55,123

当初予算 967,631 1,228,244 目標 成果 達成状況

病児・病後児
保育実施市町
村数

18 19 21
合計（A) 0 1,135,081 1,173,121

20,431 21,488 24,467
Aの
財源

967,631 1,173,121 放課後児童ク
ラブ登録児童
数

0 167,450 0

概　算
人件費

4.00 4.00

1,072,936

要求からの主な変更点 要求どおり

 概算事業費（B（A）+C） 0 1,105,968 1,206,153

0 33,032 33,032


