
１　基本方針
　｢さいたま子ども・青少年希望プラン｣の基本方針に沿い、保育所及び放課後児童クラブの待機

児童解消に向け、保育所の新設整備事業の拡大等並びに放課後児童健全育成事業の更なる充実を

図るとともに、すべての子ども・青少年、子育て家庭を社会全体で支援できるよう｢しあわせ倍

増プラン２００９｣に掲げる重点事業・関連事業を軌道にのせ着実に推進します。

　さらに、幼児教育のあり方の検討、私立幼稚園への助成、社会的養護が必要な子どもの支援体

制の充実、ひとり親家庭への支援、発達障害児支援事業の推進、子ども達や青少年が安心して過

ごせる居場所づくり等、子ども・青少年が安心して成長できる体制づくりを推進します。

　また、国は、子ども・子育て新システムの実施を平成25年度から開始するとしており、本市と

しても国における制度設計の動向を注視しながら、真に市民が求める施策についての検討を実施

し、｢子育てしやすいまち　若い力の育つまち｣を目指します。

２　主な取組
（１）(仮称)さいたま市子ども総合センター整備事業の推進

　　　子ども・青少年、家庭、地域を取り巻く課題に総合的に取り組み、地域の子育て機能を総

　　合的に支援することを目的とする、(仮称)子ども総合センター整備のための基本計画を策定

　　します。

（２）さいたまキッズなＣityの開催

　　　市政施行10周年記念イベントとして、社会全体で子どもの健やかな成長を支えあう気運を

　　醸成することを目的とし、｢子どもフォーラム｣、仮想のまちでの疑似体験｢ミニさいたま｣、

　　市長への施策提言｢子どもサミット｣を開催します。

（３）子育てパパ応援プロジェクトの推進

　　　子ども・子育て支援の一環として、父親の子育て参画や子育てに対する意識啓発のため、

　　(仮称)子育てパパ応援冊子を作成します。

　　　引き続き、父親の子育て参加を応援するため、市内の認可保育所、幼稚園等において、保

　　育士・教諭の業務の補助を行う一日保育士・教諭体験事業を実施します。

　　　また、企業へのワーク・ライフ・バランスを推進するためのセミナーを開催します。

（４）(仮称)子育て緊急サポート事業の構築

　　　国の委託事業である病児・緊急預かり対応基盤整備事業が廃止予定であるため、平成23年

　　度から市単独事業として、(仮称)子育て緊急サポート事業を実施します。

（５）放課後児童健全育成事業の充実

　　　待機児童ゼロプロジェクトを推進するため、民設放課後児童クラブによる施設拡大を図り

　　ます。

　　　また、特別支援学校等に通う障害児の放課後の健全育成を図る｢特別支援学校放課後児童

　　対策事業｣のより一層の充実を図るため、支援の強化に取り組みます。

（６）放課後児童健全育成施設整備事業の推進

　　　民設放課後児童クラブを開設する事業者に対し初期費用の補助を実施し、民設での整備を

　　推進することにより、待機児童解消のため、受入可能児童数の拡大を図ります。

子ども未来局　平成23年度局運営方針(案)
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（７）放課後チャレンジスクールの拡充

　　  ｢しあわせ倍増プラン２００９｣の工程表の配置計画を前倒しし、土曜チャレンジスクール

　　と一体的に新規30か所を整備します。

（８）子ども・若者育成支援ネットワーク(地域協議会)の設置

　　　社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者に対し、支援が効果的かつ円滑に実

　　施されるよう、子ども・若者育成支援推進法に基づく子ども・若者育成支援ネットワーク

　　(地域協議会)を設置します。

（９）児童相談所の体制強化

　　　児童虐待ゼロを目指し、児童に関する様々な問題について家庭その他からの相談に応じる

　　児童相談所の体制強化を図るため、職員の増員及び職員の専門性を高める研修を実施します。

（10）保育所の新設整備事業の拡大

　　　保育所待機児童を解消するため、平成23年４月には認可保育所定員545人の増加を図り、

　　さらに、平成24年４月には650人の増加を目指します。

（11）ナーサリールーム・家庭保育室事業の拡大

　　　保育所待機児童を解消するため、新たなナーサリールーム・家庭保育室の認定・指定によ

　　り、定員300人超の増加を目指します。

（12）(仮称)大宮駅西口第四地区複合施設整備事業の推進

　　　さいたま市大宮駅西口第四土地区画整理事業地内の公共用地に、保育・子育てを中心とし

　　た(仮称)大宮駅西口第四地区複合施設の建築工事を実施します。

（13）公立保育園園庭芝生化の推進

　　　｢みどり倍増プロジェクト｣の一環として、公立保育園の園庭の芝生化を推進するため、20

　　園の園庭の芝生化を実施します。

（14）幼稚園特別支援事業の実施

　　　心身に障害等のある児童の幼稚園就園を促進するとともに、幼稚園における特別支援事業

　　の充実を図ります。

（15）幼稚園園児健康増進支援事業の実施

　　　園児の健康維持に資するため、幼稚園の嘱託医に要する経費の一部を助成します。

（16）発達障害児支援事業の推進

　　　発達障害児支援事業を引き続き実施し、効果の検証できた支援手法を普及するため、出張

　　カンファレンスなどの地域支援に重点的に取り組みます。

３　行財政改革への取組
（１）子ども・青少年希望プランの進捗管理

　　　子ども・青少年希望プランの進行管理を定着させることにより、子ども未来局を中心に、

　　子ども・青少年施策について、あるべき姿(目標)に向かい、日常業務の中で常に見直しを行

　　うという姿勢を浸透させます。

（２）母子家庭等就業・自立支援センター事業と母子家庭等相談の一体化

　　　母子家庭等相談をひとり親家庭等相談に改め、母子家庭等就業・自立支援センター事業と

　　一体化し、効率的・効果的な事業運営体制を構築します。

（３）子育て支援センターでの行事・イベントの見直し

　　　子育て支援センターを実施会場とする｢親子で楽しむはじめての劇場｣について、各区の公

　　民館等を実施会場として同様の事業が実施されていることから、平成22年度末で廃止します。
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（４）青少年フォーラムと青少年の主張大会の整理統合

　　　青少年フォーラムと青少年の主張大会の整理統合により、業務の効率化を図ります。

（５）保護者負担金の徴収の取組

　　　収納率の向上に向けて、通知や電話による催促及び臨戸徴収を引き続き実施します。

（６）公立保育園の用務業務等の委託

　　　公立保育園における用務業務等については、費用対効果を検証し、正規職員の退職補充に

　　ついて、民間委託等を継続することにより、業務の効率化を推進します。

４　子ども未来局予算額
<一般会計> (単位：千円)

<特別会計>

53,871,880 47,663,015 6,208,865

平成23年度当初予算額 平成22年度当初予算額 増減

平成23年度当初予算額 平成22年度当初予算額 増減

52,000 38,000 14,000
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

22款

109 3款 1項 4目 1 ‐

＜主な事業＞

１　成人式 ３　青少年健全育成巡回活動

　成人となった青年の新しい人生の門出を市民こぞって 　青少年の非行防止と安全確保並びに地域環境浄化を図

祝福し、成人としての自覚を促すとともに将来の幸せを るため、地域巡回活動を実施する。

祈念するために、成人式を実施する。

４　子ども・若者育成支援ネットワーク(地域協議会)の

２　青少年の主張大会 設置

　市内の小・中・高校生が家庭・友達・環境等、日ごろ 　社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者

考えていることを作文にまとめ、発表する、青少年の主 に対し、支援が効果的かつ円滑に実施されるよう、子ど

張大会を開催する。 も・若者育成支援推進法に基づく子ども・若者育成支援

ネットワーク(地域協議会)を設置する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

109 3款 1項 4目 2 22款

‐

＜主な事業＞

１　グリーンライフ猿花キャンプ場

　身近な自然の中で、集団宿泊及び野外レクリエーショ

ンを通じて、青少年の健全育成に資することを目的に開

設する。

　(1) 所在地　見沼区大字南中野975番地２

　(2) 開設期間　４月１日から11月30日まで

２　青少年活動センター

　東宮下小学校の空き教室を、青少年の健全育成を目指

す団体等の活動の場として提供することを目的に開設す

る。

　(1) 所在地　見沼区大字東宮下215番地１

5,116 

34,767

予算額

3

諸収入

6,087

＜事業の目的・内容＞

青少年活動施設運営事業

予算書Ｐ. 民生費 社会福祉費 青少年費

事務事業名

39,883予算額

諸収入

青少年事業
子ども未来局/子ども育成部/青少年育成課

電話:048-829-1716

　青少年の健全育成・非行防止を目的として、青少年向けの講座や催し等を実施
し、青少年活動の振興を図ります。また、非行のない社会環境を創るため、地域
の関係団体などと連携し、意識啓発活動を実施します。

　青少年の健全育成及び青少年関係団体活動の充実を図るため、団体活動拠点の
管理・運営を行います。

一般財源

増減

前年度予算額

使用料及び手数料電話:048-829-1716連絡先

39,843

40

局/部/課

予算書Ｐ. 青少年費 一般財源

事務事業名

民生費 社会福祉費

E-mail:seishonenka@city.saitama.lg.jp

局/部/課

連絡先

子ども未来局/子ども育成部/青少年育成課

E-mail:seishonenka@city.saitama.lg.jp

増減

27,136

1,037

6,381

前年度予算額

738

6,381

1,364

5,643

0 

6,377＜事業の目的・内容＞

1
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

109 3款 1項 4目 3

＜主な事業＞

１　青少年関係団体への支援

　青少年関係団体の育成とその活動を支援する。

　・青少年関係団体

　(1) 青少年育成さいたま市民会議

　(2) さいたま市子ども会育成連絡協議会

　(3) さいたま市青少年相談員協議会

　(4) さいたま市ボーイスカウト協議会

　(5) さいたま市ガールスカウト連絡協議会

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

115 3款 4項 1目 3

＜主な事業＞

１　社会福祉審議会児童福祉専門分科会の開催　　903

　社会福祉審議会児童福祉専門分科会を開催し、さいた

ま子ども・青少年希望プランの進行管理を行う。

２　社会福祉審議会児童虐待検証専門分科会の開催

　社会福祉審議会虐待検証専門分科会を開催し、重篤な

児童虐待事例の検証及び分析並びに再発防止に係る調査

研究を行う。

　児童福祉業務全般の効率的な運営を図り、適切な執行管理を図るとともに、さ
いたま子ども・青少年希望プランの進行管理を行います。

前年度予算額 3,111

増減 546 

3,657

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費

連絡先 電話:048-829-1909 E-mail:kosodate-kikaku@city.saitama.lg.jp 一般財源

21,811

局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/子育て企画課

事務事業名 児童福祉執行管理事業（子育て企画課） 予算額 3,657

　青少年活動の指導者やリーダーの養成を図り、地域の青少年健全育成活動を活
性化させるため、青少年の健全育成に関わる団体を支援します。

前年度予算額 23,506

増減 △ 1,695 

連絡先 電話:048-829-1716 E-mail:seishonenka@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 民生費 社会福祉費 青少年費

局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/青少年育成課

事務事業名 青少年関係団体指導育成事業 予算額 21,811

一般財源

＜事業の目的・内容＞

360

21,811
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

115 3款 4項 1目 4 ‐

＜主な事業＞

１　児童系業務システムの管理

　子ども手当や児童扶養手当業務に係るシステム機器の

リースと各システムの運用保守を行う。

２　児童養護審査部会の開催

　児童養護審査部会委員による審査部会を開催し、里親

の認定等を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

115 3款 4項 1目 5

＜主な事業＞

１　保育料等に関する事務

　保育料の賦課徴収業務等を円滑に行う。

81,894

210

12,223

　保育料の賦課徴収業務等を円滑に行います。

局/部/課 子ども未来局/保育部/保育課

事務事業名 児童福祉執行管理事業（保育課）

前年度予算額 12,766

増減 △ 543 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費

連絡先 電話:048-829-1866 E-mail:hoiku@city.saitama.lg.jp 一般財源 12,223

予算額 12,223

　児童系業務システムの運用や児童養護審査部会の開催など、さいたま市の児童
福祉行政全般に係る管理運営を行います。

前年度予算額 73,461

増減 8,807 

一般財源 79,268

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費

局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課

連絡先 電話:048-829-1270 E-mail:kosodate-shien@city.saitama.lg.jp 国庫支出金 3,000

事務事業名 児童福祉執行管理事業（子育て支援課） 予算額 82,268
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

115 3款 4項 1目 6 22款

‐

＜主な事業＞

１　児童相談所運営事業

　児童の措置等を円滑に行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

115 3款 4項 1目 7 22款

‐

＜主な事業＞

１　児童虐待防止対策事業 　(5) 24時間365日体制強化事業

　(1) 協力体制整備事業 　　24時間電話相談員を配置し、夜間・休日を問わず虐

　　児童相談所と地域の主任児童委員との連携、協力体 　　待の通告に応じる。

　　制を構築する。 　(6) 身元保証事業

　(2) カウンセリング強化事業 　　施設に入所している児童が、就職時や住宅賃借時に

　　児童虐待を引き起こしてしまう保護者の支援をす 　　保護者や親権者がいない場合の身元保証に関わる支

　　る。 　　援を行う。

　(3) 法的対応機能強化事業 　(7) 一時保護所処遇促進事業

　　複雑困難な法的対応が求められる場合、弁護士の法 　　一時保護所に専門員(心理司)を配置し児童の行動観

　　律相談を行う。 　　察などを行う。

　(4) スーパーバイズ・権利擁護等強化事業

　　職員の専門性を強化する。

1,168

　児童虐待、少年非行、ひきこもりの等の深刻化する相談に対応するため、児童
相談所等特別事業(カウンセリング強化事業、24時間・365日体制強化事業、ひき
こもり等児童福祉対策事業等)を実施します。

前年度予算額 24,397

増減 638 

諸収入 28

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 18,653

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費

局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/児童相談所

連絡先 電話:048-840-6108 E-mail:jido-sodanjyo@city.saitama.lg.jp 国庫支出金 6,354

事務事業名 児童相談等特別事業 予算額 25,035

　児童に関する様々な問題についての相談や個々の児童や家庭に効果的な支援を
行う児童相談所の管理運営を行います。

前年度予算額 16,381

増減 3,536 

諸収入 60

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 19,826

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費

局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/児童相談所

連絡先 電話:048-840-6108 E-mail:jido-sodanjyo@city.saitama.lg.jp 国庫支出金 31

事務事業名 児童相談所運営事業 予算額 19,917

2,717

15,110

41

2,414

2,402

580
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

115 3款 4項 1目 8 22款

‐

＜主な事業＞

１　里親制度普及促進事業　　　　

　里親及び里親希望者に対して研修の実施、委託里親の

フォロー、里親手当及びさいたま市里親会に対する運営

費用の補助を行う。

２　里親委託推進事業　　　　　

　里親委託を推進するために、児童に適する里親の選定

の調整、里親や関係機関との連携・調整や、里親に対す

る児童の養育に関する支援を総合的に行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

117 3款 4項 2目

＜主な事業＞

１　｢キッズなＣｉｔｙ｣開催業務 ３　｢(仮称)パパ応援冊子｣の作成

　社会全体による子育てを推進し、社会参画意識を醸成 　父親の｢子育て意欲の向上｣と｢子育て支援｣を目的とし

するイベントとして、式典、講演などを行う｢子どもフ て、ワーク・ライフ・バランス、育児休業取得方法等に

ォーラム｣、子どもの参画意識を醸成するミニチュア版 係る解説や、市内の遊び場一覧など、子育てに役立つ情

のまちづくり｢ミニさいたま｣、さいたま市の未来を子ど 報を掲載した、父親向けの冊子を作成する。

もの視点から描き、提言する｢子どもサミット｣を一体的

に実施する。 ４　ワーク・ライフ・バランスの啓発

２　｢どこでもキッズミュージアム｣の実施 　ワーク・ライフ・バランス推進に向けて、セミナーを

　市内の文化施設や大学、企業、NPO等との連携を図り、開催し、企業や市民への啓発を図る。

子ども向けの遊び・学び事業が市内全域で展開されるこ

とを目指し、各組織・団体をサポート・コーディネート

する。

前年度予算額 1,565

増減 33,449

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉費

事務事業名

E-mail:kosodate-kikaku@city.saitama.lg.jp 一般財源 35,014連絡先

　里親制度は、保護者のない児童または保護者に監護させることが不適当と認め
られる児童の養育を里親に委託する里親制度の推進、里親及び里親になることを
希望する者に対する研修、養育里親及びさいたま市里親会への補助を行います。

前年度予算額 3,337

増減 2,996 

諸収入 14

＜事業の目的・内容＞ 一般会計 4,303

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費

局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/児童相談所

連絡先 電話:048-840-6108 E-mail:jido-sodanjyo@city.saitama.lg.jp 国庫支出金 2,016

事務事業名 里親支援機関事業 予算額 6,333

2,317

　社会全体で子育てを行うという意識や子どもの社会参画意欲を醸成するため、
｢キッズなＣｉｔｙ｣及び｢どこでもキッズミュージアム｣事業を実施します。ま
た、｢(仮称)パパ応援冊子｣の作成や、ワーク・ライフ・バランスを推進するため
の企業等への啓発を行います。

予算額 35,014
局/部/課

4,016

子育て支援推進事業（子育て企画課）
子ども未来局/子ども育成部/子育て企画課

電話:048-829-1909
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

117 3款 4項 2目 4 22款

‐

＜主な事業＞

１　子育て支援センター(単独型)事業 ３　のびのびルーム事業

　子育て親子の交流の場を提供し、育児相談等を実施す 　学校開校日の午前中に、放課後児童クラブを子育て親

る子育て支援センターの充実を図る。 子のつどいの場として開放する。

２　子育て支援総合事業 ４　子育てヘルパー派遣事業

　(1) 子育て支援総合コーディネーターによる｢子育て 　子育て家庭において、親が体調不良の場合にヘルパー

    応援ダイヤル｣の実施 を派遣する。

　(2) 子育て応援ブックの発行

  (3) さいたま子育てＷＥＢの管理運営 ５　子どもショートステイ事業

　小学生以下の子どもを養育している保護者が、一時的

に養育が困難となった場合、児童養護施設等で一定期間

預かる。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

14款

117 3款 4項 2目 5 16款

‐

＜主な事業＞

１　助産施設入所

　保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由で入院

助産を受けられない妊産婦を、助産施設に入所させ助産

の実施を行う。　

前年度予算額 192,279

増減 △ 4,739 

一般財源 154,088

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉費

＜事業の目的・内容＞

国庫支出金 31,238

諸収入 2,214

予算額 187,540
局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課

事務事業名 子育て支援推進事業（子育て支援課）

連絡先 電話:048-829-1271 E-mail:kosodate-shien@city.saitama.lg.jp

　親の子育ての負担感、不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進するた
めに、各種子育て支援事業を実施します。

128,471

　保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由で入院助産を受けられない妊産
婦を支援します。

事務事業名 助産施設入所委託事業 予算額

連絡先 電話:048-829-1270 E-mail:kosodate-shien@city.saitama.lg.jp 分担金及び負担金

1,350

1,350
局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課

1

国庫支出金 675

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 674

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉費

27,885

21,016 2,652

192

前年度予算額 1,050

増減 300 

-201-



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

117 3款 4項 2目 6 17款

22款

‐

＜主な事業＞

１　予ひとり親家庭等の相談・就業支援

　母子家庭や父子家庭を対象にした生活相談等を実施す

るほか、就業支援講習会や養育費相談等を行う。

２　ひとり親家庭就学支度金の支給

　小学校又は中学校に入学予定の児童を養育している、

市町村民税非課税世帯のひとり親家庭の養育者に、入学

準備に必要な経費の一部を助成する。

３　母子家庭高等技能訓練促進費等の支給

　母子家庭の母が一定の資格を取得するため、２年以上

養成機関に通う場合、訓練促進費を支給する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

22款

117 3款 4項 2目 7 ‐

＜主な事業＞

１　家庭児童相談業務

　家庭における子どものしつけや性格、生活習慣、言語

発達、発育、学校生活、非行、児童虐待等の相談等を行

う。

前年度予算額 19,089

増減 74 

一般財源 19,052

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉費

電話:048-829-1270 E-mail:kosodate-shien@city.saitama.lg.jp 諸収入 111

予算額 19,163
局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課

事務事業名 家庭児童相談事業

　母子家庭等の生活基盤の一層の安定を図るため、母子及び寡婦福祉法等に基づ
き、各種支援を行います。

一般財源 46,087

前年度予算額 62,367

増減 63,729 

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 87

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉費

国庫支出金 27,624

県支出金 52,298

予算額 126,096
局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課

母子家庭等福祉事業

連絡先 電話:048-829-1270 E-mail:kosodate-shien@city.saitama.lg.jp

21,065

6,400

97,526

　一般家庭における児童の諸問題について、市民からの相談に応じ、指導等を行
います。

連絡先

事務事業名
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

117 3款 4項 2目 8 17款

‐

＜主な事業＞

１　予子ども手当の支給

　中学校修了前の子どもを養育している者に子ども手当

の支給を行う。

２　児児童手当の支給

　過年度の児童手当現況届の未提出者が現況届を提出し

た場合等に過年度分の児童手当の支給を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

117 3款 4項 2目 9 22款

‐

＜主な事業＞

１　児童扶養手当の支給

　父母の離婚等により父又は母と生計を同じくしていな

い子どもや、父又は母に一定の障害のある子どもを養育

しているひとり親家庭等に児童扶養手当を支給する。

事務事業名 児童扶養手当事務事業

＜事業の目的・内容＞

　父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立
の促進に寄与するため、児童扶養手当を支給します。

前年度予算額 2,953,917

増減 119,281 

諸収入 1,088

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 2,048,268

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉費

連絡先 電話:048-829-1270 E-mail:kosodate-shien@city.saitama.lg.jp 国庫支出金 1,023,842

局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課

予算額 3,073,198

　次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、中学校修了前の子ど
もを養育している者に子ども手当を支給するほか、過年度分の児童手当の支給を
行います。

前年度予算額 24,774,781

増減 3,532,968 

27,375,972

県支出金 461,857

一般財源 469,920

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉費

連絡先 電話:048-829-1270 E-mail:kosodate-shien@city.saitama.lg.jp 国庫支出金

児童手当等給付事業 予算額 28,307,749
局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課

事務事業名

-203-



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

117 3款 4項 2目 10 22款

‐

＜主な事業＞

１　ファミリー・サポート・センター運営事業

　

　育児の援助が必要な人と育児の援助を行いたい人を組

織化し、会員相互の援助活動を行うファミリー・サポー

ト・センターの運営を行う。

２　子育て緊急サポート事業

　会員の相互援助活動による｢緊急時の預かり｣、｢宿泊

を伴う預かり｣及び｢病児の預かり｣等について、事業運

営の実績がある法人への委託により実施する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

117 3款 4項 2目 11 ‐

＜主な事業＞

１　要保護児童対策地域協議会事業 ３　ハローエンゼル訪問事業

　児童虐待の発生予防から家族の再統合にいたるまでの 　地域の子育て支援経験者が子育て支援に関する情報の

切れ目のない総合的な支援を行うため、｢要保護児童対 提供や子育てにかかる適切なアドバイスを行うことによ

策地域協議会代表者会議及び区会議｣などを開催し、関 り、保護者が安心して子育てができる環境と乳児の健全

係機関の連携強化を図る。 育成を図るとともに、乳児のいる家庭と地域社会をつな

ぐ最初の機会を提供する。

２　児童虐待防止啓発事業

　児童虐待を未然に防止するため、市報、ホームページ

インターネット(さいたま子育てＷＥＢ)などを通じての

広報啓発やオレンジリボンキャンペーンの実施など様々

な機会を通して虐待防止の啓発を行う。

9,763

21,971

　働く親たちが仕事と育児を両立できる環境を整備するとともに、会員相互の援
助活動による地域の子育て支援の推進を図ります。

局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課

事務事業名 ファミリー・サポート・センター運営事業

　児童虐待の発生予防から家族の再統合にいたるまでの切れ目のない支援を図り
ます。

前年度予算額 27,461

増減 1,207 

一般財源 15,705

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉費

局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課

連絡先 電話:048-829-1270 E-mail:kosodate-shien@city.saitama.lg.jp 国庫支出金 12,963

事務事業名 児童虐待防止対策事業 予算額 28,668

前年度予算額 21,856

増減 9,878 

諸収入 82

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 17,154

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉費

連絡先 電話:048-829-1271 E-mail:kosodate-shien@city.saitama.lg.jp 国庫支出金 14,498

予算額 31,734

22,205491

5,972
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

14款

117 3款 4項 2目 12 15款

16款

‐

＜主な事業＞

１　待機児童の解消 ４　指導員研修会の実施

  ｢しあわせ倍増プラン２００９｣に基づき、待機児童ゼ 　指導員の専門性向上のため、市主催の研修会を実施す

ロを目指し、年間360人の受入可能児童数を増員する。 る。

２　公設放課後児童クラブの運営

　指定管理者制度により、公設放課後児童クラブ73か所

の運営を行う。

３　民設放課後児童クラブ運営委託

　ＮＰＯ法人、社会福祉法人等との委託契約により、民

設放課後児童クラブの運営を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

117 3款 4項 2目 13

＜主な事業＞

１　特別支援学校放課後児童クラブ補助　　

　クラブの安定的な運営を図るため、人件費、家賃代等

クラブの運営費にかかる補助金を交付する。

２　保護者助成金　 　　　　　　　

　特別支援学校放課後児童クラブに入室する児童の保護

者負担の軽減を図るため、生活保護受給世帯等に対し、

保護者負担の一部を助成する。

前年度予算額 51,116

　県内の特別支援学校等に通う障害のある児童の放課後や夏休み等の居場所の確
保及び集団生活による組織的な指導により、障害児の健全育成を図るため、特別
支援学校放課後児童クラブに対し、人件費等の運営費を助成します。

増減 △ 6,481 

43,963

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉費

＜事業の目的・内容＞

局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/青少年育成課

連絡先 電話:048-829-1717 E-mail:seishonenka@city.saitama.lg.jp 一般財源 44,635

事務事業名 特別支援学校放課後児童対策事業 予算額 44,635

事務事業名 放課後児童健全育成事業 予算額 1,465,529
局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/青少年育成課

連絡先 電話:048-829-1717 E-mail:seishonenka@city.saitama.lg.jp 分担金及び負担金 137,520

使用料及び手数料 5

＜事業の目的・内容＞ 国庫支出金 210,670

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉費

683,459

　保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対して、公設・民設の放課後児
童クラブにおいて指導員の下、遊びや生活の場を提供することで、放課後等にお
ける児童の健全育成を図るとともに、保護者の仕事と子育ての両立を支援しま
す。

一般財源 1,117,334

前年度予算額 1,427,735

増減 37,794 

672

58,697 180

700,854
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

117 3款 4項 2目 14 ‐

＜主な事業＞

１　放課後チャレンジスクール運営業務

　放課後チャレンジスクールを新たに30か所増やし70か

所で実施する。

２　研修会の開催

　チャレンジスクールの教室コーディネーターや安全管

理員等に対し、研修会を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

14款

117 3款 4項 2目 15 16款

17款

‐

＜主な事業＞

１　児童保護措置費　　　　 ４　審査支払委託事業　　　

　入所措置、一時保護委託、里親委託後の入所児童処遇 　国保連合会の障害児施設給付費及び医療費、社会保険

費、職員処遇費、施設の運営管理費を支弁する。 の診療報酬基金へ支払を行う。

２　障害児施設給付費　　　

　障害児施設において受けた施設支援等に要する費用負

担を行う。

３　通信運搬事業　　　　　　　

　インターネットを利用し、国保連合会と障害児施設給

付費等の手続きを行う。

　児童相談所長が、児童を児童養護入所施設等の入所措置、若しくは一時保護委
託した場合、または、里親に委託措置した場合に、措置委託後の養育費につき、
児童福祉法第45条の最低基準を維持するために要する入所児童処遇費、職員処遇
費及び施設の維持管理費を支弁します。

一般財源 959,945

前年度予算額 1,706,871

増減 170,508 

5,187

国庫支出金 912,207

＜事業の目的・内容＞ 県支出金 40

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉費

連絡先 電話:048-840-6108 E-mail:jido-sodanjyo@city.saitama.lg.jp 分担金及び負担金

増減 31,502 

局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/児童相談所

事務事業名 児童福祉施設入所措置等事業 予算額 1,877,379

＜事業の目的・内容＞

　放課後等に小学校の教室や体育館等を活用し、地域の方々の参画を得て、ス
ポーツ、文化活動、体験活動等を実施することにより、子どもたちが地域社会の
中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進します。

前年度予算額 42,482

一般財源 49,323

連絡先 電話:048-829-1717 E-mail:seishonenka@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉費

国庫支出金

73,984
局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/青少年育成課

24,661

事務事業名 放課後チャレンジスクール推進事業 予算額

1,2031,260,062

615,967

147

73,500

142
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

117 3款 4項 2目 16

＜主な事業＞

１　児童自立支援総合対策事業　　　

　措置した児童が安定して生活ができるよう埼玉県と協

議しながら施設への補助を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

117 3款 4項 2目 17

＜主な事業＞

１　母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計への繰出し

　母子寡婦福祉資金貸付事業に係る事務費に充当するた

め、繰出金の支出を行う。

連絡先 電話:048-829-1270

前年度予算額 7,678

増減 △ 383 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉費

一般財源

予算額 7,295

7,295

前年度予算額 32,946

増減 △ 1,134 

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉費

一般財源 31,812

予算額 31,812
局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/児童相談所

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金
局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課

E-mail:kosodate-shien@city.saitama.lg.jp

31,812

　母子寡婦福祉資金の貸付事業の実施に必要な財源を確保するため、母子寡婦福
祉資金貸付事業特別会計への繰出しを行います。

事務事業名

　職員の保有する資格(教員、心理等)を活用したきめ細やかな児童処遇を実施
し、施設の専門的な処遇の高度化を図り、児童の自立を支援します。

事務事業名 児童自立支援総合対策事業

連絡先 電話:048-840-6108 E-mail:jido-sodanjyo@city.saitama.lg.jp

＜事業の目的・内容＞
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

23款

117 3款 4項 3目 3 ‐

＜主な事業＞

１　(仮称)さいたま市子ども総合センター基本計画策定

  業務　　

　(仮称)さいたま市子ども総合センター基本計画策定委

員会を開催し、(仮称)さいたま市子ども総合センター基

本計画を策定する。

２　隣接地購入業務　　　　　　　　　　

　隣接地を購入する。

３　測量業務　　　　　　　　　　　　　

　整備予定地を測量・管理する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

117 3款 4項 3目 4 23款

‐

＜主な事業＞

１　(仮称)子育て支援センターみなみの整備

　南区武蔵浦和駅第１街区の整備に伴い、公益施設棟内

に｢(仮称)子育て支援センターみなみ｣を整備する。

　(1) 公益施設棟保留床取得費(工事費)

　　  子育て支援センター用(684㎡) 213,000

　地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感・負担感を緩和し、子ど
もの健やかな育ちを促進します。

＜事業の目的・内容＞

　子ども・青少年、家庭、地域を取り巻く課題に総合的に取り組み、地域の子育
て機能を総合的に支援することを目的とする、(仮称)子ども総合センター整備の
ための基本計画を策定します。

＜事業の目的・内容＞

前年度予算額 120,000

増減 93,000 

一般財源 13,720

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉施設費

国庫支出金 76,680

市債 122,600

213,000
局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課

前年度予算額 0

増減 皆増 

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉施設費

市債 45,000

一般財源 33,376

予算額 78,376
局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/子育て企画課

事務事業名 単独型子育て支援センター整備事業 予算額

連絡先 電話:048-829-1271 E-mail:kosodate-shien@city.saitama.lg.jp

連絡先 電話:048-829-1909 E-mail:kosodate-kikaku@city.saitama.lg.jp

事務事業名 （仮称）さいたま市子ども総合センター整備事業
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

14款

117 3款 4項 3目 5 15款

16款

17款

‐

＜主な事業＞

１　配偶者のいない女子とその監護すべき児童を入所さ

　せて、保護すると共に、自立の促進のためにその生活

　を支援する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

117 3款 4項 3目 6 16款

17款

‐

＜主な事業＞

１　保護者のいない児童、虐待されている児童、その他

　環境上養護を要する児童を入所させ、これを養護し、

　あわせてその自立を支援する。

　保護者がいない・養育能力がない等の家庭環境上の問題を抱える１歳から18歳
未満の児童を保護・養育し、家庭復帰や社会的自立を支援する児童養護施設の管
理運営を行います。

一般財源 107,800

前年度予算額 201,677

増減 353 

国庫支出金 53,006

＜事業の目的・内容＞ 県支出金 41,221

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉施設費

局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課

連絡先 電話:048-829-1270 E-mail:kosodate-shien@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 3

事務事業名 児童養護施設等管理運営事業 予算額 202,030

使用料及び手数料 1

＜事業の目的・内容＞ 国庫支出金 15,962

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉施設費

電話:048-829-1270 E-mail:kosodate-shien@city.saitama.lg.jp 分担金及び負担金 94

事務事業名 母子生活支援施設管理運営事業 予算額

　配偶者のない女子とその監護すべき児童を入所させて保護する施設である母子
生活支援施設の管理運営を行います。

116,922

県支出金

△ 25,947 増減

90,975
局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課

連絡先

1,325

一般財源 73,593

前年度予算額
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

117 3款 4項 3目 7 16款

‐

＜主な事業＞

１　施設

　植水、馬宮、植竹、宮原、本郷、三橋、天沼、片柳、

春野、与野本町、向原、大戸、文蔵、浦和別所、大久保

東、岩槻、仲本(平成23年５月１日開設予定)

２　利用料金

　無料

３　運営

　(社福)さいたま市社会福祉事業団を指定管理者に指定

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

117 3款 4項 3目 8

＜主な事業＞

１　仲本児童センターの整備

　仲本児童センター竣工に伴い、事後家屋調査、児童セ

ンター案内看板作成などを行う。

増減 △ 297,431 

＜事業の目的・内容＞

  公共施設適正配置方針に基づき、行政区に最低１館の設置を目標に、児童セン
ターの整備を行うとともに、利用者の利便性や行政区の面積、児童数などにも配
慮し児童センターを整備します。

前年度予算額 311,544

連絡先 電話:048-829-1716 E-mail:seishonenka@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉施設費

一般財源 14,113

事務事業名 児童センター整備事業 予算額 14,113
局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/青少年育成課

　児童が健全な遊びを通して、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを
目的とした児童センターの管理運営を行います。

前年度予算額 521,594

増減 42,130 

17

民生費 児童福祉費 児童福祉施設費 国庫支出金 17,024

連絡先 電話:048-829-1716 E-mail:seishonenka@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 546,683

予算書Ｐ.

事務事業名 児童センター管理運営事業 予算額 563,724
局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/青少年育成課
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

119 3款 4項 3目 9 23款

‐

＜主な事業＞

１　放課後児童クラブ施設建設･施設改修 ３　さいたま市放課後児童クラブ整備促進補助を活用し

　(1) 植竹第２放課後児童クラブ た施設整備の促進

　(2) 土合放課後児童クラブ   新設・分離　７か所分

　(3) 野田放課後児童クラブ

２　放課後児童クラブ設計業務等委託

　(1) 中尾放課後児童クラブ

　(2) 桜木放課後児童クラブ

　(3) 野田放課後児童クラブ

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

119 3款 4項 3目 10 16款

17款

22款

‐

＜主な事業＞

１　入所児童の処遇に係る運営事業

　入所児童の生活や学習の指導及び心のケア等を行う。

２　一時保護所の管理事業

　建物の維持管理のための修繕や委託、光熱水費等の管

理を行う。

　待機児童対策を最優先に、未整備小学校区を含む待機児童が多い小学校区での
クラブ整備を行います。
　また、保育環境改善のため、既存クラブの分離、移転を促進します。

前年度予算額

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費

　一時保護所は、棄児・家出児童などで宿所が無い場合や虐待・放任などの理由
により児童を家庭から一時的に引き離す必要があるときなど、緊急保護を必要と
する児童を一時的に保護し、心のケア等を行います。

諸収入 2,331

一般財源 22,281

前年度予算額 48,075

増減

国庫支出金 23,435

＜事業の目的・内容＞ 県支出金 908

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉施設費

局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/児童相談所

連絡先 電話:048-840-6108 E-mail:jido-sodanjyo@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 12

事務事業名 一時保護所管理運営事業 予算額 48,967

115,653

増減 76,926 

市債 86,400

一般財源 88,430

児童福祉施設費

局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/青少年育成課

連絡先 電話:048-829-1717 E-mail:seishonenka@city.saitama.lg.jp 国庫支出金 17,749

事務事業名 放課後児童健全育成施設整備事業 予算額 192,579

2,780

892 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

119 3款 4項 3目 11

＜主な事業＞

１　職員研修、臨時職員の人件費、給食提供事業等に関 ４　耐震化の推進

　する事業 　　耐震診断の結果による、補強設計及び改修工事等

<財源内訳> 　(1) 耐震補強設計等(７園)

　(2) 補強改修工事等(９園)

<財源内訳>

２　園庭芝生化の拡大

　(1) 新規の芝生化(20園)

３　延命化の推進

　(1) 延命化工事(８園)

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

119 3款 4項 3目 12

＜主な事業＞

１　提供された保育への委託事業 ３　運営助成事業等

<財源内訳> 　(1) 運営費等補助金

　(2) 貸付金

<財源内訳>

２　病児保育事業

　(1) 保険料

　(2) 委託料 　《認可保育所の拡大(平成23年度増)》

　(3) 連絡書発行手数料補助金 　(1) 認可保育所　131施設　定員11,416人

<財源内訳> (新規)　６施設　定員455人増

(定員増)３施設　定員90人増

2,559,447

一 般財源

　公立保育所入所児童に対する保育の実施により児童福祉の向上を図り、園児の
健全な育成と保育所の円滑な管理運営を行います。

事務事業名 保育所管理運営事業

＜事業の目的・内容＞

局/部/課 子ども未来局/保育部/保育課

連絡先 電話:048-829-1866 E-mail:hoiku@city.saitama.lg.jp

　民間保育所における、多様な保育ニーズに対応するため、また、保育内容の充
実を図るため運営支援を行います。

前年度予算額 6,585,370

増減 695,385 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉施設費

局/部/課 子ども未来局/保育部/保育課

連絡先 電話:048-829-1866 E-mail:hoiku@city.saitama.lg.jp

事務事業名 民間保育所等運営事業 予算額 7,280,755

前年度予算額 2,779,260

増減 158,398 

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉施設費

予算額 2,937,658

245

58,718

一 般財源

5,794,308

1,665,637

事業費 国県支出金地 方 債そ の 他

事業費

一般財源

315,049

1,427,402

1,356,402

一 般財源 71,000

2,552,262

国県支出金地 方 債そ の 他

5,794,308 0 1,576,409

59,045

2,559,447 13,376 0 1,994,666 551,405

9,162

事業費 国県支出金地 方 債そ の 他

315,049 0

54,000

153,63510,914 150,500

そ の 他一般財源

1,427,402 286,403 0 72,081 1,068,918

事業費 国県支出金地 方 債

82

59,045 13,500 0 4,165 41,380

事業費 国県支出金地 方 債そ の 他

14款 1,898,077

15款 41

16款 24,290

22款 96,548

23款 150,500

- 768,202

市債

一般財源

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

諸収入

14款 1,576,409

16款 1,960,740

17款 4,800

18款 1,081

22款 75,165

- 3,662,560

諸収入

一般財源

分担金及び負担金

国庫支出金

県支出金

財産収入
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

17款

119 3款 4項 3目 13 23款

‐

＜主な事業＞

１　認可保育所の拡大(平成24年度増)

　(1) 新設整備(７施設)　定員610人

　(2) 増改築(１施設)　定員40人

　(3) 賃貸物件による賃借料補助(３施設)

<財源内訳>

２　独立行政法人福祉医療機構借入金に対する利子補　

　の推進

　(1) 新規３施設、既存17施設

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

119 3款 4項 3目 14 ‐

＜主な事業＞

１　提供された保育への委託事業

<財源内訳>

　《ナーサリールーム事業の拡大(平成23年度増)》

　・ナーサリールーム・家庭保育室

（新規）定員増300人超

　市が独自に定めた基準を満たす施設としてナーサリールーム・家庭保育室を認
定・指定し、保育に欠ける児童の保育の実施を委託し、保育所入所待機児童の解
消を進めます。

前年度予算額 1,552,785

増減 413,627 

一般財源 1,966,304

＜事業の目的・内容＞

国庫支出金 108

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉施設費

予算額 1,966,412
局/部/課 子ども未来局/保育部/保育課

認可外保育施設運営事業事務事業名

前年度予算額 1,047,196

増減 212,035 

307,500

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 114,374

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉施設費

連絡先 電話:048-829-1868 E-mail:hoiku-kankyo@city.saitama.lg.jp 県支出金 837,357

1,965,912

1,256,033

　保育を必要とする全ての児童が利用できるよう認可保育所整備を促進し、保育
所入所待機児童の解消を進めます。

事務事業名 民間保育所等施設整備事業
局/部/課

連絡先

111,176

子ども未来局/保育部/保育課

電話:048-829-1866 E-mail:hoiku@city.saitama.lg.jp

事業費 国県支出金地 方 債そ の 他一般財源

1,965,912 108 0 0 1,965,804

事業費 国県支出金地 方 債そ の 他一般財源

1,256,033 837,357 307,500 0

3,198

予算額 1,259,231

市債
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

119 3款 4項 3目 15 ‐

＜主な事業＞

１　保護者等に対する助成事業

　(1) 政令指定都市私学助成主管課長会議

　(2) 幼稚園就園奨励費補助金

　(3) 園児教育費助成金

　(4) 第51回　政令指定都市私立幼稚園団体協議会さい

　　 たま大会補助金

<財源内訳>

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

119 3款 4項 3目 16

＜主な事業＞

１　運営に対する助成事業

　(1) 私立幼稚園補助金

　(2) 私立幼稚園事務費交付金

　(3) 私立幼稚園預かり保育事業補助金

　(4) 幼稚園特別支援事業助成金

　(5) 幼稚園園児健康増進支援事業

局/部/課 子ども未来局/保育部/保育課

事務事業名

児童福祉費 児童福祉施設費

70,232 

前年度予算額

予算額 293,422

一般財源 293,422

223,190

増減

　幼稚園児をもつ保護者の教育費負担を軽減し、幼児の幼稚園への就園を奨励し
ます。

前年度予算額 2,103,898

増減 △ 42,576 

一般財源 1,764,470

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉施設費

局/部/課 子ども未来局/保育部/保育課

連絡先 電話:048-829-1866 E-mail:hoiku@city.saitama.lg.jp 国庫支出金 296,852

事務事業名 幼稚園就園奨励事業 予算額 2,061,322

2,056,194

1,187,411

＜事業の目的・内容＞

0 0 1,759,342

私立幼稚園助成事業

連絡先 電話:048-829-1866 E-mail:hoiku@city.saitama.lg.jp

131,700

390

91,100

事業費 国県支出金地 方 債そ の 他

2,056,194 296,852

45,020

23,712

3

866,280

一 般財源

2,500

291,922

　私立幼稚園の教育環境の維持・向上を進めます。

予算書Ｐ. 民生費
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

119 3款 4項 3目 17

＜主な事業＞

１　さいたま市幼児教育のあり方方針作成事業

　(1) 検討委員会報償費

　   検討委員会委員への報償費

　(2) 方針作成委託料

　   検討委員会における方針作成の支援

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

23款

119 3款 4項 3目 18 ‐

＜主な事業＞

１　(仮称)大宮駅西口第四地区複合施設の整備

 

　 <継続費>

23

24

計

そ の 他

0

4,400

400

　さいたま市大宮駅西口第四土地区画整理事業地内の公共用地に、保育・子育て
を中心とした(仮称)大宮駅西口第四地区複合施設を整備します。

708,465

年度 事 業 費
財 源 内 訳

国県支出金地 方 債 一般財源

　幼児の健やかな育成を図るため、｢さいたま市教育総合ビジョン｣に基づき、国
の動向(子ども・子育て新システム制度等)も踏まえながら本市における｢幼児教育
のあり方｣を検討し、総合的な幼児教育の実現を進めます。

局/部/課 子ども未来局/保育部/保育課

事務事業名 （仮称）大宮駅西口第四地区複合施設整備事業

4,000

事務事業名 幼児教育のあり方検討事業

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉施設費

増減 皆増 

一般財源 183,465

前年度予算額 0

連絡先 電話:048-829-1868 E-mail:hoiku-kankyo@city.saitama.lg.jp 市債 525,000

局/部/課 子ども未来局/保育部/保育課

予算額 708,465

前年度予算額 0

増減 皆増 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉施設費

連絡先 電話:048-829-1866 E-mail:hoiku@city.saitama.lg.jp 一般財源 4,400

予算額 4,400

1,313,029 0 975,000 0 338,029

525,000 182,000

2,020,029 0 1,500,000 0 520,029

707,000 0
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

119 3款 4項 4目 3 22款

＜主な事業＞

１　施設の運営管理

　施設等の保守管理委託、施設修繕、光熱水費・通信運

搬費等の支払等

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

119 3款 4項 4目 4

＜主な事業＞

１　診療所の運営管理

　診療業務、診療に付随する業務・機器管理委託、コン

サルタントDr.の配置、医療機器等の賃借、医薬品の購

入、医事関連業務の検査依頼

　ひまわり学園内に設置されている診療所の運営を行います。

前年度予算額 66,923

増減 6,228 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 心身障害児総合療育施設費

局/部/課 子ども未来局/総合療育センターひまわり学園/総務課

連絡先 電話:048-622-1211 E-mail:himawari-somu@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 73,151

事務事業名 診療検査事業 予算額 73,151

　ひまわり学園の施設維持管理及び利用者に対して施設の安全性と快適性を確保
します。

前年度予算額 35,090

増減 3,475 

諸収入 1,196

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 心身障害児総合療育施設費

局/部/課 子ども未来局/総合療育センターひまわり学園/総務課

連絡先 電話:048-622-1211 E-mail:himawari-somu@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 37,369

事務事業名 心身障害総合センター維持管理事業 予算額 38,565
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

119 3款 4項 4目 5

＜主な事業＞

１　外来療育の実施

　診察、検査に基づく医師の指示により療育を開始し、

それぞれの心身の障害に応じ早期からの療育が受けられ

るよう、個別、集団的技法を用いて、理学・作業・言語

聴覚の各療法や心理指導による訓練、指導等を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

14款

119 3款 4項 4目 6 15款

19款

22款

＜主な事業＞

１　肢体不自由児通園施設｢つぼみ園｣(定員40名)の運営

　親子通園を基本とし、9時15分から13時30分(一部14時

50分)までの訓練指導時間の中で、理学療法、作業療法､

言語、聴覚療法による指導を行う。

　通園する肢体不自由児に対して理学療法、作業療法、言語療法を行うととも
に、健康管理や食事指導、保育指導、保護者指導を通して通園児の機能の向上及
び発達を促します。

諸収入 1,567

前年度予算額 27,541

増減 387 

使用料及び手数料 25,029

＜事業の目的・内容＞ 寄附金 10

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 心身障害児総合療育施設費

局/部/課 子ども未来局/総合療育センターひまわり学園/総務課

連絡先 電話:048-622-1211 E-mail:himawari-somu@city.saitama.lg.jp 分担金及び負担金 1,322

事務事業名 肢体不自由児通園施設管理運営事業 予算額 27,928

　心身障害児に対する療育は、計画的に実施する必要があり、通園施設の機能を
充分に発揮させるためには、肢体不自由児、知的障害児及び難聴言語障害児のほ
か、情緒や行動の障害を抱えている子や幼稚園、保育園での不適応児など幅広い
対応を行います。 前年度予算額 21,935

増減 663 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 心身障害児総合療育施設費

局/部/課 子ども未来局/総合療育センターひまわり学園/総務課

連絡先 電話:048-622-1211 E-mail:himawari-somu@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 22,598

事務事業名 外来療育事業 予算額 22,598

-217-



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

14款

119 3款 4項 4目 7 15款

22款

＜主な事業＞

１　知的障害児通園施設｢めぶき園｣(定員30名)の運営

　親子通園を基本とし、9時15分から13時30分(一部14時

50分)までの訓練指導時間の中で、生活指導、保護者指

導、設定指導を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

14款

119 3款 4項 4目 8 15款

22款

＜主な事業＞

１　難聴幼児通園施設｢わかば園｣(定員30名)の運営

　親子通園を基本とし、9時15分から13時30分(一部14時

50分)までの訓練指導時間の中で、言語聴覚療法による

聴能言語訓練や生活指導、保護者指導を行う。

　聴能言語訓練や補聴器の管理指導及びコミュニケーション指導、生活指導を通
して通園児の難聴言語機能の向上と発達を促します。

前年度予算額 4,753

増減 134 

使用料及び手数料 2,065

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 783

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 心身障害児総合療育施設費

局/部/課 子ども未来局/総合療育センターひまわり学園/総務課

連絡先 電話:048-622-1211 E-mail:himawari-somu@city.saitama.lg.jp 分担金及び負担金 2,039

事務事業名 難聴幼児通園施設管理運営事業 予算額 4,887

　総合療育センターの機能を生かしたカリキュラムと個々の指導方針に従って生
活指導や設定指導及び保護者指導を行うことで通園児の発達と適応を促します。

前年度予算額 3,746

増減 276 

使用料及び手数料 213

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 1,175

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 心身障害児総合療育施設費

局/部/課 子ども未来局/総合療育センターひまわり学園/総務課

連絡先 電話:048-622-1211 E-mail:himawari-somu@city.saitama.lg.jp 分担金及び負担金 2,634

事務事業名 知的障害児通園施設管理運営事業 予算額 4,022
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

119 3款 4項 4目 9

＜主な事業＞

１　発達障害が疑われる幼児及び児童の支援 ３　特別支援教育相談センターとの連携

　発達障害が疑われる幼児及び児童に対し諸検査を実施 　特別支援教育相談センターとの連携を図り就学支援を

し、障害名や障害程度を確定するとともに、保護者に説 行なう。

明し障害への理解と受容を促す。

２　発達支援

　外来による個別指導やグループ指導、各区保健セン

ターが実施する親子教室への協力、発達障害児が日常的

に過ごす保育園・幼稚園等へ多職種の専門職員を派遣す

る｢出張カンファレンス｣により指導上の情報提供等の支

援を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

119 3款 4項 4目 10 22款

＜主な事業＞

１　施設維持管理

　利用者が快適に利用できるよう安全の確保及び衛生管

理を行う。

　療育センターさくら草の円滑かつ効果的な管理運営を図り、利用者に対する安
全と快適性を確保します。

前年度予算額 31,768

増減 30 

諸収入 93

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 心身障害児総合療育施設費

局/部/課 子ども未来局/総合療育センターひまわり学園/療育センターさくら草

連絡先 電話:048-710-5811 E-mail:ryoiku-sakura@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 31,705

事務事業名 療育センター維持管理事業 予算額 31,798

　発達障害のある幼児及び児童が地域生活を円滑に送れるようにするため、発達
障害児の診断・検査、発達支援等を実施し、有効的な支援体制及び支援方法等を
関係者に普及します。

前年度予算額 13,516

増減 385 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 心身障害児総合療育施設費

局/部/課 子ども未来局/総合療育センターひまわり学園/総務課

連絡先 電話:048-622-1211 E-mail:himawari-somu@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 13,901

事務事業名 発達障害児支援事業 予算額 13,901
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

119 3款 4項 4目 11

＜主な事業＞

１　障害児等に対する医療の実施

　(1) 診療科目

　   小児科・精神科・整形外科・リハビリテーション

    科・耳鼻いんこう科

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

119 3款 4項 4目 12

＜主な事業＞

１　個別及び集団的技法を用いた訓練指導

　理学療法・作業療法・言語聴覚療法・心理指導

２　家族支援及び保育園・幼稚園を含めた地域への支援

　さいたま市南部における障害児療育の拠点施設として、障害児の早期療育を行
い、併せて職員の派遣や研修等による家族や保育園等への地域支援を行います。

前年度予算額 9,030

増減 253 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 心身障害児総合療育施設費

局/部/課 子ども未来局/総合療育センターひまわり学園/療育センターさくら草

連絡先 電話:048-710-5811 E-mail:ryoiku-sakura@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 9,283

事務事業名 療育センター外来・地域療育事業 予算額 9,283

　障害児の傷病等の症状改善、障害児や保護者の福祉の増進及び療育体制の充実
を図ります。

前年度予算額 27,682

増減 1,412 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 心身障害児総合療育施設費

局/部/課 子ども未来局/総合療育センターひまわり学園/療育センターさくら草

連絡先 電話:048-710-5811 E-mail:ryoiku-sakura@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 29,094

事務事業名 療育センター診療所運営事業 予算額 29,094
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

14款

119 3款 4項 4目 13 15款

22款

‐

＜主な事業＞

１　通園施設運営委託

２　通園バスの運行

３　通園児への給食提供

（特別会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

1款

349 2款

3款

＜主な事業＞

 [1款:母子寡婦福祉資金貸付事業費]

　(1) 母子寡婦福祉資金の貸付・償還

　　・子どもの修学資金などの貸付を行う。

　　・返済対象者についての償還指導を行う。

(※　職員人件費については、Ｐ.432に掲載しています。)

事務事業名 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 予算額

46,337

　経済的に厳しい状況にある母子家庭及び寡婦家庭の経済的自立と生活意欲の助
長を図るため、各種資金の貸付を行います。

増減

52,000

前年度予算額 38,000

14,000 

繰越金 12,859

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 31,846

予算書Ｐ.

連絡先 電話:048-829-1270 E-mail:kosodate-shien@city.saitama.lg.jp 一般会計繰入金 7,295

局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課

　肢体不自由児通園施設｢すみれ園｣及び知的障害児通園施設｢たんぽぽ園｣の運営
を行います。

一般財源 117,521

前年度予算額 172,567

増減 3 

使用料及び手数料 49,373

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 1,456

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 心身障害児総合療育施設費

局/部/課 子ども未来局/総合療育センターひまわり学園/療育センターさくら草

連絡先 電話:048-710-5811 E-mail:ryoiku-sakura@city.saitama.lg.jp 分担金及び負担金 4,220

事務事業名 療育センター通園施設運営事業 予算額 172,570
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