
課コード: 400700 課名称: 教育委員会子育て支援課平成24年度業務棚卸表

フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称
事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

400700-001

婦人相談員設置事業

家庭係01-01-06

母子の健康の確保及び増
進

01

ソフト事業（義務）

婦女子からの様々な相談にのり要保護女子の転落未然防止や保護
更生を図る。婦女子に対する相談

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

売春防止法、DV防止
法、北上市婦人相談員
設置規則

3,030

婦人相談員設置事業

女性 相談事業
相談受付総日数　244日
相談件数　96件

相談事業
相談受付総日数　244日
相談件数　79件

相談事業
相談受付総日数　254日
相談件数　87件

相談事業　
相談受付総日数　242日
相談件数　83件

400700-001-01

400700-031

保育園保育実施事業

児童係01-01-01
子育てと仕事の両立の支援

01

ソフト事業（義務）

保育に欠ける児童を保育し、児童福祉の増進を図る。公立保育園に
おいて保育を実施する

一般 法令の実施義務（自治事務）

児童福祉法 北上っ子すくすくプラン

794,799

大通り保育園保育実施事
業

保育に欠ける児童
及び保護者

入所児童数延べ1656人 入所児童数延べ1838人 入所児童数延べ1704人 入所児童数延べ1876人400700-031-01

飯豊保育園保育実施事業

保育に欠ける児童
及びその保護者

入所児童数延べ1,236人 入所児童数延べ1,214人 入所児童数延べ1,181人 入所児童数延べ1,212人400700-031-02

二子保育園保育実施事業

保育に欠ける児童
及びその保護者

入所児童数延べ　1,356人 入所児童数延べ　1,353人 入所児童数延べ　1,283人 入所児童数延べ　1,310人400700-031-03

口内保育園保育実施事業

保育に欠ける児童
及びその保護者

入所児童数延べ 468人 入所児童数延べ 426人 入所児童数延べ 399人 入所児童数延べ 451人400700-031-04

南保育園保育実施事業

保育に欠ける児童
及びその保護者

入所児童数延べ 864人 入所児童数延べ 860人 入所児童数延べ 857人 入所児童数延べ 971人400700-031-05

江釣子保育園保育実施事
業

保育に欠ける児童
及び保護者

入所児童数延べ1,212人 入所児童数延べ1,250人 入所児童数延べ1,307人 入所児童数延べ1,383人400700-031-06

鳩岡崎保育園実施業務

保育に欠ける児童
及びその保護者

入所児童数延べ888人 入所児童数延べ878人 入所児童数延べ790人 入所児童数延べ885人400700-031-07

横川目保育園保育実施事
業

保育に欠ける児童
及びその保護者

入所児童数延べ人数　720人 入所児童数延べ人数　　620人 入所児童数延べ人数　　653人 入所児童数延べ人数　　675人400700-031-08
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

保育園入所調整業務

保育に欠ける児童
及びその保護者

○入所調整対象件数及び入所人数
○年度当初入所申込件数 　1636件(新
規　523人、継続　1113人)
○年度当初新規入所人数　 1608人(新
規　424人、継続　1184人)
○年度途中入所申込件数　258件
○年度途中入所人数96人

○入所調整対象件数及び入所人数
○年度当初入所申込件数 　1641件(新
規　513人、継続　1128人)
○年度当初新規入所人数　 1527人(新
規　399人、継続　1128人)
○年度途中入所申込件数　252件
○年度途中入所人数112人

○入所調整対象件数及び入所人数
○年度当初入所申込件数 　1579件(新
規　512人、継続　1067人)
○年度当初新規入所人数　 1483人(新
規　416人、継続　1067人)
○年度途中入所申込件数　280件
○年度途中入所人数126人

○入所調整対象件数及び入所人数
年度当初入所申込件数 　1661件(新規
　514人、継続　1147人)
○年度当初新規入所人数　 1542人(新
規　395人、継続　1147人)
○年度途中入所申込件数　214件
○年度途中入所人数　 　 136人

400700-031-11

保育園保育実施事業（子
育て支援課）

保育園児、保育所
職員

保育園給食巡回調理員１名分の年間の
共済費、賃金、費用弁償

保育園給食巡回調理員１名分の年間の
共済費、賃金、費用弁償

保育園給食巡回調理員１名分の年間の
共済費、賃金、費用弁償

400700-031-12

400700-032

保育所施設管理業務

児童係01-01-04

幼稚園と保育園が連携した
子育て環境の整備

02

施設管理・維持補
修事業

保育に欠ける児童を保育所において保育するため、適切な保育環境
を維持する。公立保育園８園で保育所管理に必要な予算を措置して
いるが、配水管洗浄や電気製品処分手数料などは各園で毎年実施
するものではなく、また廃棄物処理などは全園について一括で契約
するため保育園ごとの配分は不適当であるため、共通経費で予算措
置している。

一般 法令の実施義務（自治事務）

児童福祉法 北上っ子すくすくプラン

45,167

保育所施設管理業務（子
育て支援課）

保育所施設 ・大通り保育園　床面積778㎡　RC造　
昭和50年築
・飯豊保育園　床面積602㎡　RC造　昭
和53年築
・二子保育園　床面積563㎡　木造　 平
成 ７年築
・口内保育園　床面積539㎡　木造　 昭
和45年築
・南保育園　床面積421㎡　木造　 昭和
61年築
・江釣子保育園　床面積706㎡　RC造　
昭和57年築
・鳩岡崎保育園　床面積502㎡　RC造　
昭和63年築
・横川目保育園　床面積540㎡　木造　 
昭和51年築

・大通り保育園　床面積778㎡　RC造　
昭和50年築
・飯豊保育園　床面積602㎡　RC造　昭
和53年築
・二子保育園　床面積563㎡　木造　 平
成 ７年築
・口内保育園　床面積539㎡　木造　 昭
和45年築
・南保育園　床面積421㎡　木造　 昭和
61年築
・江釣子保育園　床面積706㎡　RC造　
昭和57年築
・鳩岡崎保育園　床面積502㎡　RC造　
昭和63年築
・横川目保育園　床面積540㎡　木造　 
昭和51年築

・大通り保育園　床面積778㎡　RC造　
昭和50年築
・飯豊保育園　床面積602㎡　RC造　昭
和53年築
・二子保育園　床面積563㎡　木造　 平
成 ７年築
・口内保育園　床面積539㎡　木造　 昭
和45年築
・南保育園　床面積421㎡　木造　 昭和
61年築
・江釣子保育園　床面積706㎡　RC造　
昭和57年築
・鳩岡崎保育園　床面積502㎡　RC造　
昭和63年築
・横川目保育園　床面積540㎡　木造　 
昭和51年築

・大通り保育園　床面積778㎡　RC造　
昭和50年築
・飯豊保育園　床面積602㎡　RC造　昭
和53年築
・二子保育園　床面積563㎡　木造　 平
成 ７年築
・口内保育園　床面積539㎡　木造　 昭
和45年築
・南保育園　床面積421㎡　木造　 昭和
61年築
・江釣子保育園　床面積706㎡　RC造　
昭和57年築
・鳩岡崎保育園　床面積502㎡　RC造　
昭和63年築
・横川目保育園　床面積540㎡　木造　 
昭和51年築
・岩崎保育園　床面積452㎡　木造　 昭
和41年築

400700-032-01

保育所施設管理業務（各
園実施）

保育所施設 ・大通り保育園　床面積778㎡　RC造　
昭和50年築
・飯豊保育園　床面積602㎡　RC造　昭
和53年築
・二子保育園　床面積563㎡　木造　 平
成 ７年築
・口内保育園　床面積539㎡　木造　 昭
和45年築
・南保育園　床面積421㎡　木造　 昭和
61年築
・江釣子保育園　床面積706㎡　RC造　
昭和57年築
・鳩岡崎保育園　床面積502㎡　RC造　
昭和63年築
・横川目保育園　床面積540㎡　木造　 
昭和51年築

・大通り保育園　床面積778㎡　RC造　
昭和50年築
・飯豊保育園　床面積602㎡　RC造　昭
和53年築
・二子保育園　床面積563㎡　木造　 平
成 ７年築
・口内保育園　床面積539㎡　木造　 昭
和45年築
・南保育園　床面積421㎡　木造　 昭和
61年築
・江釣子保育園　床面積706㎡　RC造　
昭和57年築
・鳩岡崎保育園　床面積502㎡　RC造　
昭和63年築
・横川目保育園　床面積540㎡　木造　 
昭和51年築

・大通り保育園　床面積778㎡　RC造　
昭和50年築
・飯豊保育園　床面積602㎡　RC造　昭
和53年築
・二子保育園　床面積563㎡　木造　 平
成 ７年築
・口内保育園　床面積539㎡　木造　 昭
和45年築
・南保育園　床面積421㎡　木造　 昭和
61年築
・江釣子保育園　床面積706㎡　RC造　
昭和57年築
・鳩岡崎保育園　床面積502㎡　RC造　
昭和63年築
・横川目保育園　床面積540㎡　木造　 
昭和51年築

・大通り保育園　床面積778㎡　RC造　
昭和50年築
・飯豊保育園　床面積602㎡　RC造　昭
和53年築
・二子保育園　床面積563㎡　木造　 平
成 ７年築
・口内保育園　床面積539㎡　木造　 昭
和45年築
・南保育園　床面積421㎡　木造　 昭和
61年築
・江釣子保育園　床面積706㎡　RC造　
昭和57年築
・鳩岡崎保育園　床面積502㎡　RC造　
昭和63年築
・横川目保育園　床面積540㎡　木造　 
昭和51年築
・岩崎保育園　床面積452㎡　木造　 昭
和41年築

400700-032-02
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

400700-033

保育所施設維持修繕業務

児童係01-01-04

幼稚園と保育園が連携した
子育て環境の整備

02

施設管理・維持補
修事業

市内の公立保育園施設の維持に必要な修繕を行う。市内の公立保
育園施設の維持修繕

一般 （未入力）

986

保育所施設維持修繕業務

保育所 未実施 未実施 未実施400700-033-01

保育所施設維持修繕業務
（各園実施）

保育園 遊具等 遊具等 遊具、便器、ストーブ、掃除機等400700-033-02

400700-040

ファミリーサポートセンター
事業

児童係01-01-03

地域における子育て支援の
推進

05

ソフト事業（任意）

一時的保育に欠ける児童の福祉の増進。家庭において保育をしてい
る会員登録している保護者が用事を足す場合等に、一時的に登録預
かり会員に子どもを預ける育児ネットワーク事業

一般 法令に特に定めのないもの

仕事と家庭両立支援
特別援助事業の実施

きたかみっ子すくすくプ
ラン 5,042

ファミリーサポートセンター
事業

ファミリーサポート
センター登録会員

会員数609人　活動件数1,186件 会員数602人　活動件数1,109件 会員数606人　活動件数1,695件 会員数517人　活動件数2,057件400700-040-01

400700-042

保育料収納業務

児童係01-01-01

子育てと仕事の両立の支援

01

ソフト事業（義務）

保育料の収納により、安定した保育所運営を図る。保育料の収納、
未納者への督促及び催告、保育業務システム賃借料の支払い

一般 法令の実施義務（自治事務）

児童福祉法 きたかみ子どもプラン

4,268

保育料収納業務

保育所在園児の保
護者

○収納事務件数(児童数)　19,613件
○督促件数(児童数)903件
○催告件数(保護者数)　217人
○システム賃借料
4月から3月 126,000円/月

○収納事務件数(児童数)　18,805件
○督促件数(児童数)　991件
○催告件数(保護者数)　120人
○システム賃借料
4月から9月　　144,900円/月
10月から3月 　126,000円/月

○収納事務件数(児童数)　18,928件
○督促件数(児童数)　927件
○催告件数(保護者数)　234人
○システム賃借料　144,900円/月

○収納事務件数(児童数)　18,928件
○督促件数(児童数)　999件
○催告件数(保護者数)　202人

400700-042-01

400700-045

保育施策企画業務

児童係01-01-01

子育てと仕事の両立の支援

01

ソフト事業（義務）

次世代育成支援対策行動計画後期計画の検証。次世代育成支援対
策行動計画の検証

一般 法令の実施義務（自治事務）

次世代育成支援対策
推進法

北上市次世代育成支
援対策地域行動計画 1,092

保育施策企画業務

市内在住児 次世代育成支援対策協議会の開催　１
回

次世代育成支援対策協議会の開催
　１回

次世代育成支援対策協議会の開催　１
回

次世代育成支援対策協議会の開催　３
回

400700-045-01

400700-046

家庭児童相談室設置事業

家庭係01-01-03

地域における子育て支援の
推進

01

ソフト事業（義務）

相談及び指導体制の強化により、すべての子どもが心身ともに健や
かに育つよう援助活動を展開していく。家庭問題、児童養育に関する
相談

一般 法令の実施義務（自治事務）

家庭児童相談室設置
について（昭和39年4
月22日厚生事務次官
通達）

虐待防止ネットワーク
事業（北上市要保護児
童対策地域協議会）

5,871

家庭児童相談室設置事業

児童及び親等 相談受付日数　244日
相談件数　91件　
調査等活動回数　2,890回

相談受付日数　244日
相談件数　94件
調査等活動回数　3,086回

相談受付日数　242日
相談件数　133件
調査等活動回数　3,270回

相談受付日数　242日
相談件数　90件
調査等活動回数　3,270回

400700-046-01

400700-047

母親クラブ活動費補助金

児童係01-01-03

地域における子育て支援の
推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

保護者に子育てに関する知識を習得してもらうことにより、児童の健
全育成を図る。世代間交流活動、養育の研修活動等の実施

一般 法令に特に定めのないもの

北上っ子すくすくプラン

2,444
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

母親クラブ活動費補助金

クラブ加入の保護
者及び児童数

クラブ数15クラブ
加入者数1,151人

クラブ数14クラブ
加入者数1,076人

クラブ数14クラブ
加入者数1,076人

クラブ数14クラブ
加入者数1,085人

400700-047-01

400700-048

私立保育園運営費等補助
金

児童係01-01-03

地域における子育て支援の
推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

北上市の私立保育園の適正かつ円滑な運営を助長し、児童福祉の
増進を図る。市内の私立保育園の運営が適正に行われるよう運営費
を補助するもの。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市私立保育園運
営費補助金交付要綱

北上っ子すくすくプラン

38,505

私立保育園運営費補助金

市内私立保育所 補助保育園数　10園
入所児童数　923人

補助保育園数　9園
入所児童数　845人

補助保育園数　9園
入所児童数　823人

補助保育園数　8園
入所児童数　784人

400700-048-01

私立保育園産休等代替職
員費補助金

私立保育所 産休等職員任用保育園数　1園
任用者数　1人

産休等職員任用保育園数　1園
任用者数　1人

産休等職員任用保育園数　2園
任用者数　2人

産休等職員任用保育園数　2園
任用者数　2人

400700-048-02

400700-049

延長保育・一時的保育事業
費補助金

児童係01-01-01

子育てと仕事の両立の支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

延長保育の実施保育所における費用を助成することにより、児童福
祉の増進を図る。一時保育の実施保育所における費用を助成するこ
とにより、児童福祉の増進を図る。私立保育園が延長保育、一時保
育を行った場合の経費を補助

一般 法令に特に定めのないもの

北上市次世代育成支
援対策地域行動計画 35,720

延長保育促進事業費補助
金

私立保育園 延長保育利用児童数
・黒沢尻保育園　5,390人
・川岸保育園　3,702人
・わがの里保育園　1,714人
・おにやなぎ保育園　3,074人
・北上保育園　2,238人
・いわさき保育園　1,020人
・ときわだい保育園　2,370人

延長保育利用児童数
・黒沢尻保育園　4319人
・川岸保育園　1752人
・わがの里保育園　2525人
・おにやなぎ保育園　1761人
・北上保育園　687人
・いわさき保育園　517人

延長保育利用児童数
・黒沢尻保育園　3,797人
・川岸保育園　3,321人
・わがの里保育園　2,897人
・おにやなぎ保育園　2,825人
・北上保育園　1,694人
・いわさき保育園　1,374人

延長保育利用児童数
・黒沢尻保育園　2,734人
・川岸保育園　3,579人
・わがの里保育園　2,879人
・おにやなぎ保育園　2,730人
・北上保育園　1,917人

400700-049-01

一時的保育事業費補助金

親子 延べ利用者児童数　467人
※4時間未満は0.5人とする

延べ利用者数373人 延べ利用者数299人 延べ利用者数791人400700-049-02

400700-051

障害児保育事業費補助金

児童係01-01-05

保護や支援を要する児童へ
のきめ細かな取り組みの推
進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

保育に欠ける障害児童を保育し、児童福祉の増進を図る。私立保育
園が障害児を保育するため、保育士を配置した場合の人件費を補助

一般 法令に特に定めのないもの

北上市次世代育成支
援対策地域行動計画 23,509

障害児保育事業費補助金

私立保育園 障害児保育該当児童数（加配数）
・黒沢尻保育園3（1）
・川岸保育園　5（3）
・立花保育園　4（2）
・わがの里保育園　3（2）
・おにやなぎ保育園　4（3）
・ときわだい保育園　1（1）
・ぴっころ保育園　1（1）

障害児保育該当児童数（加配数）
・川岸保育園　4（3）
・立花保育園　2（1）
・くにみ保育園　2（2）
・わがの里保育園　3（3）
・おにやなぎ保育園　1（1）
・いわさき保育園　1（1）

障害児保育該当児童延べ人数
・相去保育園　12人
・わがの里保育園　12人
・くにみ保育園　24人
・黒沢尻保育園　12人
・川岸保育園　36人
・立花保育園　12人
・いわさき保育園　12人

障害児保育該当児童数延べ
・相去保育園　12人
・わがの里保育園　24人
・くにみ保育園　36人
・黒沢尻保育園　12人
・川岸保育園　12人

400700-051-01

400700-052

学童保育所運営費補助金

児童係01-01-01
子育てと仕事の両立の支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

放課後児童の健全育成。学童保育所の運営への助成一般 法令に特に定めのないもの

北上市学童保育所運
営費補助金交付要綱

北上っ子すくすくプラン

39,741
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

学童保育所運営費補助金

学童保育所 学童保育所数　13学童(26クラブ)
入所児童数　　1,090人

学童保育所数　13学童(26クラブ)
入所児童数　　1,124人

学童保育所数　13学童(26クラブ)
入所児童数　　1,156人

学童保育所数　13学童(17クラブ)
入所児童数　　1,102人

400700-052-01

400700-053

小規模保育施設健康管理
費補助金

児童係01-01-01

子育てと仕事の両立の支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

入所児童の健康管理の向上と児童福祉の増進を図る。認可外保育
施設における児童の健康診断

一般 法令に特に定めのないもの

北上市小規模保育施
設健康管理費補助金
交付要綱

きたかみ子どもプラン

694

小規模保育施設健康管理
費補助金

認可外保育施設 実施施設数　２箇所
受診児童数　31人

実施施設数　1箇所
受診児童数　18人

実施施設数　1箇所
受診児童数　20人

実施施設数　1箇所
受診児童数　21人

400700-053-01

400700-056

母子生活支援施設等入所
措置事業

家庭係01-01-02

子育て家庭等への支援

01

ソフト事業（義務）

母子家庭の母あるいはこれに準ずる事情のある母子が、経済的な理
由や住居が無い等の事情のため児童の監護が十分できない場合母
と児童をともに入所させ、自立の促進のためにその生活を支援する。
相談面接により、施設への入所措置を実施

一般 法令の努力義務（自治事務）

児童福祉法38条

1,684

母子生活支援施設入所措
置事業

要保護婦女子 随時相談、利用１世帯（母子各１人） 随時相談、利用者１人 随時相談、利用者０人 随時相談、242日、利用者０人400700-056-01

助産施設入所措置事業

経済的に困窮して
いる妊産婦

随時相談、利用者０人 随時相談、利用者０人 随時相談、利用者０人 随時相談、242日間、利用者０人400700-056-02

400700-058

子育て支援短期利用事業

家庭係01-01-02

子育て家庭等への支援

05

ソフト事業（任意）

保護者の疾病、出産等により家庭での児童の養育が一時的に困難
になった児童を児童福祉施設で一定の期間、養育、保護する。児童
を養育している家庭の保護者が、疾病等の理由により、家庭におけ
る養育を行うことが困難となった場合に、当該児童を一時的に入所ま
たは通所させ養育する児童福祉施設への委託料

一般 法令に特に定めのないもの

北上市子育て支援短
期利用事業実施要綱 631

子育て支援短期利用事業

一時的に保育に欠
ける児童及びその
保護者

利用者４人
利用日数　26日間
委託料158,600円

利用者０人
利用日数　０日間
委託料0円

利用者２人
利用日数　６日間
委託料66,000円

随時相談、242日間、利用者０人400700-058-01

400700-071

保育所備品購入事業

児童係01-01-04

幼稚園と保育園が連携した
子育て環境の整備

07

施設等整備事業

備品、遊具の購入により、在園児の安全確保、健康維持増進、健全
な発達を図る。保育所用庁用備品及び教材備品の購入

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

児童福祉法 北上っ子すくすくプラン

782

保育所備品購入事業

保育に欠ける児童
及びその保護者

食器消毒保管庫、絵本紙芝居 全自動洗濯機、テレビ、オーブン、グラ
スマット他

マイコンメーター、ガスメーター、調整
器、低圧ホース、警報器、エアコン、大
型絵本セット

食器消毒保管庫
パワーフードプロセッサー

400700-071-01

400700-072

障害児保育事業

児童係01-01-05

保護や支援を要する児童へ
のきめ細かな取り組みの推
進

05

ソフト事業（任意）

保育に欠ける障害児童を保育し、児童福祉の増進を図る。公立保育
所において障害児を保育するため、担当保育士を配置

一般 法令に特に定めのないもの

北上次世代育成支援
対策地域行動計画 475

　大通り保育園障害児保
育事業

保育に欠ける障害
児童及びその保護
者

障害児保育該当児童数12人 障害児保育該当児童数9人 障害児保育該当児童数延べ96人 障害児保育該当児童数延べ92人400700-072-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

　飯豊保育園障害児保育
事業

保育に欠ける障害
児童及びその保護
者

障害児保育該当児童数3人 障害児保育該当児童数2人 障害児保育該当児童数延べ 36人 障害児保育該当児童数延べ 24人400700-072-02

　二子保育園障害児保育
事業

保育に欠ける障害
児童及びその保護
者

障害児保育該当児童数9人 障害児保育該当児童数4人 障害児保育該当児童数延べ 60人 障害児保育該当児童数延べ 12人400700-072-03

　口内保育園障害児保育
事業

保育に欠ける障害
児童及びその保護
者

障害児保育該当児童数3人 障害児保育該当児童数3人 障害児保育該当児童数延べ　12人 障害児保育該当児童数延べ　24人400700-072-04

　南保育園障害児保育事
業

保育に欠ける障害
児童及びその保護
者

障害児保育該当児童数1人 障害児保育該当児童数3人 障害児保育該当児童数延べ 　60人 障害児保育該当児童数延べ 　60人400700-072-05

　江釣子保育園障害児保
育事業

保育に欠ける障害
児童及びその保護
者

障害児保育該当児童数3人 障害児保育該当児童数3人 障害児保育該当児童数延べ 24人 障害児保育該当児童数延べ 12人400700-072-07

鳩岡崎保育園障害児保育
事業

保育に欠ける障害
児童及びその保護
者

対象児童数3人 対象児童数　3人 延べ児童数　24人400700-072-08

　横川目保育園障害児保
育事業

保育に欠ける障害
児童及びその保護
者

障害児保育該当児童数2人 障害児保育該当児童数2人 障害児保育該当児童数延べ　24人 障害児保育該当児童数延べ　24人400700-072-09

大通り保育園障害児保育
円滑化事業

職員 担当者研修会4回 担当者研修会4回 担当者研修会4回 実技講座2回、療育センター研修4回、
担当者連絡会議4回

400700-072-21

障害児保育園入所調整事
業

保育に欠ける障害
を持つ児童及びそ
の保護者

面談実施児童数35名 面談実施児童数23名 医師、児童心理司面談件数17件 就園指導件数13件400700-072-31

400700-073

保育所地域活動事業

児童係01-01-03

地域における子育て支援の
推進

05

ソフト事業（任意）

保育所の有する専門的機能を地域住民のために活用するとともに、
在園児の福祉の増進を図る。公立保育所における地域老人との交
流、伝統芸能の継承

一般 法令に特に定めのないもの

きたかみ子どもプラン

1,240

保育所地域活動事業（直
営）

保育所入所児童、
地域老人等

年間行事回数及び参加人数
・大通り保育園　10回、延べ1,706人
・飯豊保育園　12回、延べ4,808人
・二子保育園　13回、延べ2,549人
・口内保育園　16回、延べ1,505人
・南保育園　9回、延べ1,461人
・江釣子保育園　16回、延べ1,884人
・鳩岡崎保育園　10回、延べ1,412人
・横川目保育園　8回、延べ850人

年間行事回数及び参加人数
・大通り保育園　10回、延べ約1720人
・飯豊保育園　11回、延べ約1771人
・二子保育園　36回、延べ約2544人
・口内保育園　14回、延べ約1317人
・南保育園　10回、延べ約2023人
・江釣子保育園　13回、延べ約2150人
・鳩岡崎保育園　10回、延べ約1465人
・横川目保育園　8回、延べ約812人

年間行事回数及び参加人数
・大通り保育園　9回、延べ約1572人
・飯豊保育園　11回、延べ約1,592人
・二子保育園　35回、延べ約2,501人
・口内保育園　16回、延べ約1,151人
・南保育園　12回、延べ約2315人
・江釣子保育園　11回、延べ約1,912人
・鳩岡崎保育園　10回、延べ約1157人
・横川目保育園　8回、延べ約836人

年間行事回数及び参加人数
・大通り保育園　13回、延べ1488人
・飯豊保育園　11回、延べ約1,542人
・二子保育園　32回、延べ約2,222人
・口内保育園　13回、延べ約1,093人
・南保育園　8回、延べ約2.500人
・江釣子保育園　11回、延べ約1,912人
・鳩岡崎保育園　8回、延べ約1,052人
・横川目保育園　7回、延べ約892人
・岩崎保育園　15回、延べ約696人

400700-073-01

6/15 ページ



フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

保育所地域活動事業（委
託）

保育所入所児童、
地域老人等

年間行事回数及び参加人数
・川岸保育園　5回、延べ822人
・北上保育園　4回、延べ489人
・立花保育園　6回、延べ482人
・相去保育園　6回、延べ285人
・わがの里保育園　13回、延べ2,136人

年間行事回数及び参加人数
・川岸保育園　5回、延べ約904人
・北上保育園　5回延べ約498人
・立花保育園　5回延べ約458人
・相去保育園　12回延べ約1295人
・わがの里保育園　17回延べ約1198人

年間行事回数及び参加人数
・川岸保育園　5回、延べ約923人
・北上保育園　5回延べ約517人
・立花保育園　5回延べ約458人
・相去保育園　11回延べ約1078人
・わがの里保育園　17回延べ約1,093人

年間行事回数及び参加人数
・川岸保育園  7回延べ約1,031人
・北上保育園  5回延べ約551人
・立花保育園  5回延べ約402人
・相去保育園 12回延べ約1,127人
・わがの里保育園 7回延べ約1,250人

400700-073-02

400700-075

延長保育促進事業

児童係01-01-01

子育てと仕事の両立の支援

05

ソフト事業（任意）

延長保育に対する需要に対応し、児童福祉の増進、保護者の利便を
図る。公立保育所において保護者の不規則勤務、勤務残業等への
対応のため１８時から１９時までの保育を実施する。

一般 法令に特に定めのないもの

延長保育事業実施要
綱

きたかみ子どもプラン

19,229

　大通り保育園延長保育
事業

保育に欠ける児童
及びその保護者

延長保育利用児童数延べ3,473人 延長保育利用児童数延べ3625人 延長保育利用児童数延べ2902人 延長保育利用児童数延べ3402人400700-075-01

　横川目保育園延長保育
事業

保育に欠ける児童
及びその保護者

延長保育利用児童数延べ655人 延長保育利用児童数延べ460人 延長保育利用児童数延べ189人 延長保育利用児童数延べ451人400700-075-03

　飯豊保育園延長保育事
業

保育に欠ける児童
及びその保護者

延長保育利用児童数2,590人 延長保育利用児童数2202人 延長保育利用児童数1654人 延長保育利用児童数1586人400700-075-04

　二子保育園延長保育事
業

保育に欠ける児童
及びその保護者

延長保育利用児童数1,249人 延長保育利用児童数1,522人 延長保育利用児童数1,596人 延長保育利用児童数1,932人400700-075-05

400700-076

地域子育て支援センター事
業

児童係01-01-03
地域における子育て支援の
推進

05

ソフト事業（任意）

保護者に子育てに関する知識を習得してもらい、また児童及び保護
者の交流の場を提供することにより、児童福祉の増進を図る。遊びの
広場、園庭開放　育児相談　育児講座　子育てサークル育成

一般 法令に特に定めのないもの

地域子育て支援セン
ター事業実施要綱

北上市

22,963

大通り保育園地域子育て
支援センター事業

就学前児童及びそ
の保護者

広場利用延児童数　4,617人(3,999世
帯）

広場利用延児童数4945人(4237世帯） 広場利用延児童数7309人(6084世帯） 広場利用延児童数6020人(5058世帯）400700-076-01

江釣子保育園地域子育て
支援センター事業

就学前児童及びそ
の保護者

利用延児童数　2,924人(2,297世帯) 利用延児童数4390人(3197世帯) 利用延児童数3,365人(2672世帯)
世帯登録数（211世帯）

利用延児童数3,983人(3,257世帯)
世帯登録数（230世帯）
相談件数　132件

400700-076-02

地域子育て支援センター
事業（委託）

親子 利用児童数
・おにやなぎ　延べ1,834人（1,601世帯）
・ときわだい　延べ1,542人（1,402世帯）

利用児童数延べ2185人 利用者延べ2320人 利用者延べ3,073人400700-076-03

400700-078

地域子育て支援センター施
設管理業務（子育て支援
課）

児童係01-01-03

地域における子育て支援の
推進

02

施設管理・維持補
修事業

支援センターの適切な運営の確保。子育て支援センターの賃料、共
益費の支払い、火災保険料の支払い、清掃業務委託料の支払い、複
写機借上料の支払い、駐車場使用料の支払い

一般 法令に特に定めのないもの

地域子育て支援セン
ター事業実施要綱

北上っ子すくすくﾌﾟﾗﾝ

7,753

地域子育て支援センター
施設管理業務（子育て支
援課）

就学前児童及びそ
の保護者

大通り保育園地域子育て支援センター
及び江釣子保育園地域子育て支援セ
ンターの２箇所

大通り保育園地域子育て支援センター
及び江釣子保育園地域子育て支援セ
ンターの２箇所

400700-078-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

400700-098

母子、寡婦福祉資金貸付に
係る申請受付

家庭係01-01-02

子育て家庭等への支援

01

ソフト事業（義務）

母子世帯の自立支援。母子、寡婦福祉資金貸し付けに係る申請受
付、進達等

一般 法定受託事務

母子寡婦福祉法

1,101

母子、寡婦福祉資金貸付
に係る申請受付

母子世帯 貸付申請　11件 貸付申請　20件 貸付申請　20件 貸付申請　34件400700-098-01

400700-100

認可外保育施設状況調査

児童係01-01-01
子育てと仕事の両立の支援

01

ソフト事業（義務）

認可外保育施設の適正な保育実施の確保。県からの委託を受け、認
可外保育施設の状況調査を行うもの。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

児童福祉法、認可外保
育施設立入調査等指
導監督要領

きたかみ子どもプラン

157

認可外保育施設状況調査

認可外保育所 17か所調査票回収（年１回） 16か所調査票回収（年１回） 17か所調査票回収（年１回） 22か所調査票回収（年１回）400700-100-01

400700-101

家庭支援員派遣に係る登録
申請受付、進達等業務

家庭係01-01-02

子育て家庭等への支援

01

ソフト事業（義務）

母子・父子家庭に生活支援員の派遣を行い、必要な介護及び乳幼児
の保育等を行う。家庭支援員派遣に係る登録申請受付、進達等

一般 法令の努力義務（自治事務）

母子及び寡婦福祉法

79

家庭支援員派遣に係る登
録申請受付、進達等業務

母子世帯等 登録者40人、新規登録１人 登録者　39人、新規登録　４人 登録者　43人、新規登録　０人 登録者　41人、新規登録　2人400700-101-01

400700-102

里親登録受付

家庭係01-01-05

保護や支援を要する児童へ
のきめ細かな取り組みの推
進

01

ソフト事業（義務）

保護者のいない児童等を一時的又は継続的に家庭的な雰囲気の中
で保護し養育する制度で、児童を引き取って養育を希望する親の登
録。里親登録受付

一般 法令の実施義務（自治事務）

児童福祉法27条

79

里親登録受付

里親希望者 随時受付　244日、登録申請件数　０件 随時受付　244日、登録申請件数　1件 随時受付　242日、登録申請件数　1件 随時受付　242日、登録申請件数3件400700-102-01

400700-104

要保護児童保護事業

家庭係01-01-05

保護や支援を要する児童へ
のきめ細かな取り組みの推
進

01

ソフト事業（義務）

家庭環境上養護を要する児童の保護。要保護児童保護（総合相談セ
ンターへの保護等）

一般 法令の実施義務（自治事務）

児童福祉法　25条の2

2,833

要保護児童保護事業

要保護児童 一時保護　4人うち施設措置　1人 一時保護　11人うち施設措置　４人 一時保護　16人うち施設措置　7人 一時保護　2人施設措置　5人400700-104-01

400700-108

私立保育園保育実施事業
（委託）

児童係01-01-01

子育てと仕事の両立の支援

01

ソフト事業（義務）

保育に欠ける児童の福祉の増進。私立（市内、市外）及び市外公立
保育園における保育実施

一般 法令の実施義務（自治事務）

児童福祉法 きたかみっ子すくすくプ
ラン 855,389

私立保育園保育実施事業
（委託）

保育に欠ける児童
及びその保護者

入所児童数年間延べ
市内私立　11,016人
市外私立　　 324人
市外公立　　　68人

入所児童数年間延べ
市内私立　10,071人
市外私立　　 252人
市外公立　　　49人

入所児童数年間延べ
市内私立　9,924人
市外私立　　232人
市外公立　　 87人

入所児童数年間延べ9,586人400700-108-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

400700-110

学童保育所施設整備事業

児童係01-01-01

子育てと仕事の両立の支援

07

施設等整備事業

放課後児童の安全確保及び健全育成。一本柳線改良工事に伴う学
童保育所一箇所の移転、及び老朽化した学童保育所一箇所の新築
移転、狭隘な学童保育所一箇所の改築

一般 法令の実施義務（自治事務）

児童福祉法 北上っ子すくすくプラン

学童保育所施設整備事業

学童保育所 H24未実施 ・学童保育所移設一箇所（和賀東学童
保育所わがの子クラブ）
・学童保育所新築一箇所（江釣子学童
保育所ひまわりクラブ）
・学童保育所改築一箇所（北上学童保
育所第三つくしクラブ）

平成23年度に繰越 ・学童保育所新築４棟（うち１棟は移転）
・学童保育所床改修工事１件

400700-110-01

400700-113

学童保育所施設整備費補
助金

児童係01-01-01
子育てと仕事の両立の支援

08

施設等整備事業
（負担金・補助金）

放課後に適切な遊び、生活の場を提供し、健全な育成を図る。学童
保育所が行う施設整備費用に対して補助するもの。

一般 法令に特に定めのないもの

北上っ子すくすくプラン

学童保育所施設整備費補
助金

学童保育所 未実施 未実施 未実施400700-113-01

400700-136

放課後児童健全育成事業
（委託）

児童係01-01-01

子育てと仕事の両立の支援

05

ソフト事業（任意）

放課後児童の健全育成。放課後児童に遊びを与え健全育成を図る
ための事業の委託

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

児童福祉法 北上っ子すくすくプラン

124,475

放課後児童健全育成事業
（委託）

放課後児童 実施数　13学童保育所(26クラブ)
対象児童数　　1,088人

実施数　13学童保育所(26クラブ)
対象児童数　　1,124人

実施数　13学童保育所(26クラブ)
対象児童数　　1,156人

実施数　13学童保育所(17クラブ)
対象児童数　　1,116人

400700-136-01

400700-139

保育所給食管理業務

児童係01-01-01
子育てと仕事の両立の支援

01

ソフト事業（義務）

給食管理システムが正常に作動できるよう管理する。児童に適正な
栄養を給与し、児童の健全な発育に資する。①給食管理システムの
管理事務
②公立保育園の入所児童のために給食献立を作成し、加えて給食
指導、食育指導を行う。

一般 法令の実施義務（自治事務）

児童福祉法 北上っ子すくすくプラン

8,315

保育所給食管理業務

公立保育園児 ①献立作成ソフト･パソコン･プリンター等
ハード一式
②年間延べ給食数　157,934人

①献立作成ソフト･パソコン･プリンター等
ハード一式
②年間延べ給食数　161,469人

①献立作成ソフト･パソコン･プリンター等
ハード一式
②年間延べ給食数　154,501人

年間延べ給食数　174,896人400700-139-01

400700-142

母子家庭支援事業

家庭係01-01-02

子育て家庭等への支援

05

ソフト事業（任意）

学業と就業を両立する母子家庭の母の生活の負担を軽減し、資格取
得を容易にする。母子家庭の母の就業を容易にすることを目的とし
て、市が定めた資格を取得するため、養成期間で２年以上教育訓練
を受ける場合に市が一定期間給付金を支給する。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

母子及び寡婦福祉法
第３１条 8,644

母子家庭高等技能訓練促
進事業

母子家庭の母 支給人数７人 支給人数　９人 支給人数　８人 支給人数　０人400700-142-01

母子家庭自立支援教育訓
練給付事業

母子家庭の母 支給人数２人 支給人数　0人 支給人数　0人 支給人数　１人
支給総額　16,800円（うち国庫補助
12,000円）

400700-142-02

400700-145

子どもの遊び場事業費補助
金

児童係01-01-03

地域における子育て支援の
推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

。一般 法令に特に定めのないもの
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

子どもの遊び場事業費補
助金

実施せず 実施せず 実施せず400700-145-01

400700-147

病後児保育事業

児童係01-01-01

子育てと仕事の両立の支援

05

ソフト事業（任意）

保護者の子育てと就労の両立を支援と児童の健全な育成。病気の回
復期や軽症の病気でいまだ回復期に達していない期間に、家庭にお
いて安静が必要な児童を保護者の都合により保育できない場合、そ
の期間専用施設で保育する。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市次世代育成支
援対策行動計画 7,463

病後児保育事業

児童 利用者数延べ　30人
開設日数　52日

事業再開に向け、委託候補先と10数回
にわたり交渉したが、不調に終わった。

実施せず 登録者数501人
延べ利用日数279日

400700-147-01

400700-148

病後児保育室開設準備事
業費補助金

児童係01-01-01

子育てと仕事の両立の支援

08

施設等整備事業
（負担金・補助金）

保護者の子育てと就労の支援の両立を支援するとともに、児童の健
全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。事業開始に
必要な設備改修費用、備品の購入費用等を補助する。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市次世育成支援
対策行動計画

病後児保育室開設準備事
業費補助金

病後児保育事業を
実施する施設

H24年度執行なし。400700-148-01

400700-152

社会福祉協議会負担金

児童係01-01-05

保護や支援を要する児童へ
のきめ細かな取り組みの推
進

04

負担金・補助金（義
務負担金）

岩手県社会福祉協議会の行う地域福祉の推進事業のための費用を
負担する。岩手県社会福祉協議会の行う地域福祉の推進事業のた
めの費用を負担する。

一般 法令の努力義務（自治事務）

社会福祉法

319

岩手県社会福祉協議会保
育所施設負担金

北上市 会費　28,000円×8保育園 会費　28,000円×8保育園 会費　28,000円×8保育園 会費　28,000円×9保育園
24,000円×1児童館

400700-152-01

北上市社会福祉協議会負
担金

北上市 年会費　2,000円×8保育園 年会費　2,000円×8保育園 年会費　2,000円×8保育園 年会費　2,000円×9保育園
2,000円×1児童館

400700-152-02

400700-154

日本スポーツ振興センター
負担金

児童係01-01-02

子育て家庭等への支援

04

負担金・補助金（義
務負担金）

保育中に児童が怪我をし、病院で診察を受けた場合の保護者の自己
負担を軽減させる。保育中に児童が怪我をし、病院で診察を受けた
場合の保護者の自己負担を軽減するもの。

一般 法令の努力義務（自治事務）

2,584

日本スポーツ振興セン
ター負担金

公立保育所及び公
立幼稚園入所児童

○年度当初加入者数
保育所　674人
幼稚園　387人
○年度途中加入者数
保育所　38人
幼稚園　15人

○年度当初加入者数
保育所　702人
幼稚園　399人
○年度途中加入者数
保育所　32人
幼稚園　10人

○年度当初加入者数
保育所　680人
幼稚園　393人
○年度途中加入者数
保育所　37人
幼稚園　４人

年度当初加入者数　771人
年度途中加入者数　29人

400700-154-01

400700-162

保育業務システム開発事業

児童係01-01-01

子育てと仕事の両立の支援

07

施設等整備事業

制度の変更等にシステムを対応させるため。必要に応じて、システム
の改修を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

保育業務システム開発事
業

児童 なし 年齢計算、所得税計算機能の改修 保育所保育料料の一部改正によるシス
テム変更

400700-162-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

400700-173

産褥期サポート事業

児童係01-01-02

子育て家庭等への支援

05

ソフト事業（任意）

産褥婦、乳児の福祉の向上。核家族化等の影響により、昼間、産褥
婦及び乳児を介助する者がいない家庭に、家事育児支援を行うサ
ポート会員を派遣する事業。

一般 法令に特に定めのないもの

123

産褥期サポート事業

産後サポート会員 会員数 36人 活動件数　14件 会員数36人　活動件数　19件 会員数　30人　活動件数　35件 会員数　26人　活動件数　3件400700-173-01

400700-218

子ども手当等・児童扶養手
当給付事業

家庭係01-01-02
子育て家庭等への支援

01

ソフト事業（義務）

次代の社会を担う子どもの成長及び発達を図る。各種手当の支給一般 法定受託事務

児童手当法・児童扶養
手当法 2,111,572

子ども手当給付事業

中学校修了前まで
の児童を養育して
いる者

受給者数　7,925人
児童数　13,035人

受給者数　7,740人
児童数　12,952人

受給者数　7,598人
児童数　12,797人

400700-218-01

児童手当給付事業

中学校修了前まで
の児童を養育して
いる者

受給者数　7,880人
児童数　12,958人

受給者数0人 受給者数7,262人 受給者数6,426人400700-218-02

児童扶養手当給付事業

母子世帯の母、父
子家庭の父等

・受給資格者　1,003人（うち受給者871
人）
・支給総額　385,053,830円（うち国庫負
担　128,351,276円）

・受給資格者1,031人（うち受給者891
人）
・支給総額395,385,550円（うち国庫負担
131,795,100円）

・受給資格者971人（うち受給者839人）
・支給総額326,657,170円（うち国庫負担
108,885,700円）

・受給資格者841人（うち受給者695人）
・支給総額324,177,550円（うち国庫負担
108,069,916円）

400700-218-03

特別児童扶養手当に係る
申請受付、進達等

心身障害児世帯 特児受給者　273人　新規申請　46人 特児受給者244人　新規申請　38人 特児受給者239人　新規申請　42人400700-218-04

400700-228

児童遊園管理業務（子育て
支援課）

児童係01-01-03
地域における子育て支援の
推進

02

施設管理・維持補
修事業

児童遊園が不法仕様状態とならないようにする。児童遊園の設置に
伴う土地の賃借。（横川目児童遊園）

一般 法令に特に定めのないもの

810

児童遊園管理業務（子育
て支援課）

児童遊園・市立広
場利用者

土地賃貸借　1ヶ所（横川目児童遊園） 土地賃貸借　1ヶ所（横川目児童遊園） 土地賃貸借　1ヶ所（横川目児童遊園）
市立広場管理　2ヶ所（岩沢、仙人）

400700-228-01

400700-229

子どものための手当システ
ム開発事業

家庭係01-01-02

子育て家庭等への支援

07

施設等整備事業

システム開発により、手当支給事務を円滑かつ確実に行える。児童
手当支給のためのシステム開発

一般 法令に特に定めのないもの

9,974

子どものための手当システ
ム開発事業

開発委託料　9,030,000円 開発委託料　3,706,500円 開発委託料　6,772,500円400700-229-01

400700-301

幼稚園施設管理事業

児童係01-01-04
幼稚園と保育園が連携した
子育て環境の整備

02

施設管理・維持補
修事業

幼児教育の充実。公立幼稚園の管理一般 法令の努力義務（自治事務）

北上市教育振興基本
計画 551
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

幼稚園施設管理事業（子
育て支援課）

園児 ５園　園児数388人 ５園　園児数399人 ５園　園児数392人400700-301-01

幼稚園施設管理事業（各
園実施）

５園　園児数388人 ５園　園児数399人 ５園　園児数392人400700-301-02

400700-303

岩手県公立幼稚園協議会
負担金

児童係01-01-01
子育てと仕事の両立の支援

04

負担金・補助金（義
務負担金）

幼稚園教育の充実。岩手県公立幼稚園協議会に対する負担金／園
割り１園9,000円、児童数割り1人205円

一般 法令に特に定めのないもの

281

岩手県公立幼稚園協議会
負担金

園児 負担金支出
H24　５園　388人分

負担金支出
H23　５園　399人分

負担金支出
H22　５園　393人分

400700-303-01

400700-304

保育活動支援事業

児童係01-01-04

幼稚園と保育園が連携した
子育て環境の整備

05

ソフト事業（任意）

幼稚園・保育園・小学校の連携を充実させ、幼児教育・保育活動の向
上を目指す。幼児教育推進員が幼稚園・保育園を訪問し、就学前教
育・保育活動に対する助言を行うほか、幼児教育の相談に対応する
とともに、幼保小の連携の充実等幼児教育振興プログラムを策定・推
進する

一般 法令に特に定めのないもの

北上市教育振興基本
計画 2,598

保育活動支援事業

幼稚園、保育園の
園児、職員

幼児教育振興プログラムガイドラインの
実践。
実践モデル地区：２地区

幼児教育振興プログラムガイドライン作
成

・アドバイザーの幼稚園
・保育園巡回訪問　138回（うち障害児
関係62回）
・発達相談　6回
・就学前教育プログラムガイドライン作成

400700-304-01

400700-306

私立幼稚園運営費補助金

児童係01-01-03
地域における子育て支援の
推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

私立幼稚園運営の健全化と教育環境の整備。市内私立幼稚園の運
営費の助成

一般 法令に特に定めのないもの

北上市教育振興基本
計画 5,321

私立幼稚園運営費補助金

私立7園 市内の私立幼稚園７園に対する助成 市内の私立幼稚園７園に対する助成 市内の私立幼稚園７園に対する助成 市内の私立幼稚園６園に対する助成400700-306-01

400700-307

私立幼稚園就園奨励費補
助金

児童係01-01-02

子育て家庭等への支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

保護者の経済的負担の軽減、就園奨励。国庫補助要綱による就園
奨励

一般 法令に特に定めのないもの

幼稚園就園奨励費補
助金交付要綱（国） 81,925

私立幼稚園就園奨励費補
助金

園児家庭 市内在住で私立幼稚園に通う園児857
人の保護者に対する助成

市内在住で私立幼稚園に通う園児860
人の保護者に対する助成

市内在住で私立幼稚園に通う886園児
の保護者に対する助成

市内在住で私立幼稚園に通う847園児
の保護者に対する助成

400700-307-01

400700-309

幼稚園検診事業

児童係01-01-01

子育てと仕事の両立の支援

01

ソフト事業（義務）

園児の健康管理及び健康管理。園児の健康診断（内科、眼科、歯
科、耳鼻科）、寄生虫検査

一般 法令の実施義務（自治事務）

学校保健法、同施行
令、同施行規則 393
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

幼稚園検診事業

入園児童 H24受診園児数
・寄生虫検査　５園388人
・内科、眼科、歯科、耳鼻科
黒沢尻幼稚園　145人
更木幼稚園　34人
江釣子幼稚園　104人
横川目幼稚園　 40人
藤根幼稚園　　 65人

H23受診園児数
・寄生虫検査　５園399人
・内科、眼科、歯科、耳鼻科
黒沢尻幼稚園　144人
更木幼稚園　　 36人
江釣子幼稚園　119人
横川目幼稚園　 40人
藤根幼稚園　　 60人

H22受診園児数
・寄生虫検査　５園395人
・内科、眼科、歯科、耳鼻科
黒沢尻幼稚園　133人
更木幼稚園　　 29人
江釣子幼稚園　126人
横川目幼稚園　 40人
藤根幼稚園　　 65人

400700-309-01

400700-310

幼稚園教材備品費

児童係01-01-04
幼稚園と保育園が連携した
子育て環境の整備

07

施設等整備事業

快適な学習環境の整備。印刷機、ストーブ、教材、机、椅子等の幼稚
園備品の購入

一般 法令の努力義務（自治事務）

1,020

幼稚園教材備品費

園児、教諭 ５園　H24園児数388人 ５園　H23園児数399人 ５園　H22園児数392人400700-310-01

400700-311

遠距離通園支援事業

児童係01-01-02

子育て家庭等への支援

01

ソフト事業（義務）

遠距離通園に係る負担軽減や教育の機会の均等を図る。通園バス
の運行委託

一般 法令の努力義務（自治事務）

8,321

遠距離通園支援事業

H24バス利用児童数　137人 H23バス利用児童数　153人 H22バス利用児童数　165人400700-311-01

400700-312

幼稚園通園バス管理事業

児童係01-01-02

子育て家庭等への支援

05

ソフト事業（任意）

園児の安全確保。通園バスの運行管理一般 法令に特に定めのないもの

2,812

幼稚園通園バス管理事業

バス利用園児 H24バス利用児童数　137人 H23バス利用児童数　153人 H22バス利用児童数　165人400700-312-01

400700-313

通園バス購入事業

児童係01-01-02

子育て家庭等への支援

07

施設等整備事業

園児の通園の安全確保。園児の通園の安全を確保するため老朽化
した園児バスを更新

一般 法令に特に定めのないもの

6,169

通園バス購入事業

公立幼稚園に通う
園児

バス購入一台（藤根幼稚園）400700-313-01

400700-318

幼稚園保育業務

児童係01-01-01

子育てと仕事の両立の支援

01

ソフト事業（義務）

幼児教育の充実。保育業務、教育研究一般 法令の努力義務（自治事務）

北上市教育振興基本
計画 233,759

黒沢尻幼稚園保育業務

園児 H24園児数　145人 H23園児数　144人 H22園児数　135人 ６園　園児数425人400700-318-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

更木幼稚園保育業務

園児 H24園児数　34人 H23園児数　36人 H22園児数　30人400700-318-02

江釣子幼稚園保育業務

園児 H24園児　104人 H23園児　119人 H22園児　124人400700-318-03

藤根幼稚園保育業務

園児 H24園児数　65人 H23園児数　60人 H22園児数　63人400700-318-04

横川目幼稚園保育業務

園児 H24園児数　40人 H23園児数　40人 H22園児数　40人400700-318-05

幼稚園保育業務（子育て
支援課）

幼稚園 黒沢尻幼稚園
・幼稚園教諭（非常勤）　５人
・幼稚園教諭（臨時）　　１人
・幼稚園用務員（非常勤）１人
更木幼稚園
・幼稚園教諭（非常勤）　２人
・幼稚園用務員（非常勤）１人
江釣子幼稚園
・幼稚園教諭（非常勤）　５人
・幼稚園教諭（臨時）　　１人
・幼稚園用務員（非常勤）１人
藤根幼稚園
・幼稚園教諭（非常勤）　１人
・幼稚園用務員（非常勤）１人
横川目幼稚園
・幼稚園用務員（非常勤）３人
・幼稚園用務員（非常勤）１人

黒沢尻幼稚園
・幼稚園教諭（非常勤）　６人
・幼稚園教諭（臨時）　　１人
・幼稚園用務員（非常勤）１人
更木幼稚園
・幼稚園教諭（非常勤）　１人
・幼稚園用務員（非常勤）１人
江釣子幼稚園
・幼稚園教諭（非常勤）　２人
・幼稚園教諭（臨時）　　１人
・幼稚園用務員（非常勤）１人
藤根幼稚園
・幼稚園教諭（非常勤）　２人
・幼稚園用務員（非常勤）１人
横川目幼稚園
・幼稚園用務員（非常勤）１人

黒沢尻幼稚園
・幼稚園教諭（非常勤）　６人
・幼稚園教諭（臨時）　　１人
・幼稚園用務員（非常勤）１人
更木幼稚園
・幼稚園教諭（非常勤）　１人
・幼稚園用務員（非常勤）１人
江釣子幼稚園
・幼稚園教諭（非常勤）　１人
・幼稚園教諭（臨時）　　２人
・幼稚園用務員（非常勤）１人
藤根幼稚園
・幼稚園教諭（非常勤）　１人
・幼稚園教諭（臨時）　　１人
・幼稚園用務員（非常勤）１人
横川目幼稚園
・幼稚園教諭（非常勤）　１人
・幼稚園用務員（非常勤）１人

400700-318-06

400700-319

幼稚園保育料等賦課収納
及び減免業務

児童係01-01-01

子育てと仕事の両立の支援

01

ソフト事業（義務）

税外収入の確保及び保護者の負担軽減。幼稚園保育料、入園料の
賦課・収納業務。条例に基づく保育料減免

一般 法令の実施義務（自治事務）

北上市立幼稚園保育
料等徴収条例 944

幼稚園保育料等賦課収納
及び減免業務

園児の保護者 ５園　園児388人
保育料調定額　27,140,000円
入園料調定額　590,400円
保育料減免　減免対象者94人　減免額
2,351,000円

５園　園児399人
保育料調定額　28,352,900円
入園料調定額　615,600円
保育料減免　減免対象者78人　減免額
1,924,900円

５園　園児392人
保育料調定額　27,906,100円
入園料調定額　547,200円
保育料減免　減免対象者67人　減免額
1,827,200円

６園　園児425人
保育料収入済額32,318,200円
入園料収入済額662,400円
保育料減免　減免対象者54人　減免額
1,566,000円

400700-319-01

400700-403

被災転入幼児図書購入援
助事業

児童係01-01-02

子育て家庭等への支援

05

ソフト事業（任意）

市内幼稚園等に転入した幼児の保護者に図書券を交付し、幼児の心
のケアの一助にする。図書購入費助成　幼児１人あたり５千円分の
図書券

一般 法令に特に定めのないもの

被災転入幼児図書購
入費助成要項 1,039

被災転入幼児図書購入援
助事業

被災転入幼児の保
護者

市内幼稚園・保育園に在籍している被
災児童19名へ図書券を５千円分ずつ交
付

400700-403-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

400700-404

黒沢尻保育園保育環境整
備費補助金

児童係01-01-01

子育てと仕事の両立の支援

08

施設等整備事業
（負担金・補助金）

園舎改築により、保育環境の改善及び定員増加による待機児童の減
少を図る。園舎整備にかかる費用のうち、施設整備事業費補助金で
対象外となった経費（外構、設備等）について、定員増加分に相当す
る金額を補助しようとするものである。（上限3,000千円）

一般 法令に特に定めのないもの

4,888

黒沢尻保育園保育環境整
備費補助金

児童 定員の増加：16人
０歳児保育の開始：10人

400700-404-01

400700-406

私立保育園整備事業費補
助金

児童係01-01-01
子育てと仕事の両立の支援

08

施設等整備事業
（負担金・補助金）

法人が建設する認可保育所及び子育て支援センターの整備事業費
に対して助成する。市の公募により決定した法人が建設する保育所
の整備事業費の一部を助成する。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市次世代育成支
援対策地域行動計画
（北上っ子すくすくプラ
ン）

181,397

（仮称）北部地区保育園整
備事業費補助金

認可保育所設置法
人（社会福祉法人
平和会）

H23事業完了 建設事業費に対して助成した。400700-406-01

黒沢尻保育園整備事業費
補助金

認可保育所設置法
人（社会福祉法人
愛児会）

整備事業費補助金交付　181,397千円400700-406-02

400700-407

交付金等返還金

児童係07-02-12

教育部門（内部管理事務）

04

負担金・補助金（義
務負担金）

次世代育成支援対策交付金の実績に基づく返還金一般 法令の実施義務（自治事務）

1,323

交付金等返還金

平成23年度子育て支援交付金返還金
1,323,000円（実績に基づく清算）

平成22年度次世代育成支援対策交付
金返還金1,130,000円（実績に基づく清
算）

400700-407-01
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