
事業別予算説明

【Ⅲ 成長】　子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 6億3,032 万円

区　　分 事　業　名 事 業 費 担　当 ページ

1 子育て家庭の生活安定 子どものための手当（子ども手当）の支給 1億9,607万円 福祉グループ 54

   への支援 保護者の負担軽減 546万円 子ども教育グループ 54

2 ひとり親家庭への自立 ひとり親家庭等の生活支援（児童福祉手当など） 188万円 福祉グループ 54

   支援

3 幼児教育の推進 栗ガ丘幼稚園の管理運営 4,655万円 子ども教育グループ 55

幼稚園の食育 18万円 子ども教育グループ 55

家庭教育支援の充実 23万円 子ども教育グループ 55

幼稚園の子育て支援 71万円 子ども教育グループ 55

4 保育サービスの充実 保育園の管理運営 1億6,360万円 子ども教育グループ 56

保育園の入園手続きなど 80万円 子ども教育グループ 56

保育の質の向上 108万円 子ども教育グループ 56

（新）保護者の保育体験 0円 子ども教育グループ 57

保育園の環境整備 44万円 子ども教育グループ 57

幼稚園・保育園の食育　～キッズキッチン～ 335万円 子ども教育グループ 57

地域と連携した食育の推進 5万円 子ども教育グループ 58

病後児保育の実施 57万円 子ども教育グループ 58

特別保育事業
（長時間保育･障害児保育･一時的保育･休日保育）

5 子育て支援サービスの エンゼルランドセンターの管理運営 1,601万円 子ども教育グループ 59

　 充実　　　　　　　      ファミリーサポートセンター事業 18万円 子ども教育グループ 60

発達教室～ほっぷすきっぷじゃんぷ～の運営 25万円 福祉グループ 61

6 子ども･青少年の育つ 青少年問題協議会委員の活動 8万円 子ども教育グループ 61

　 環境の整備 青少年育成自主活動事業への補助 30万円 子ども教育グループ 61

小山田杯少年少女球技大会の開催 31万円 子ども教育グループ 62

子どもみこし大会の開催 2万円 子ども教育グループ 62

子ども会安全会費の助成 19万円 子ども教育グループ 62

7 家庭･地域教育力の向上

8 学校教育の充実 栗ガ丘小学校の管理運営 3,894万円 子ども教育グループ 64

小布施中学校の管理運営 3,940万円 子ども教育グループ 65

学校生活支援員の配置 841万円 子ども教育グループ 66

就学の援助など 447万円 子ども教育グループ 66

9 特色ある教育の推進 教育委員会の運営 327万円 子ども教育グループ 66

教職員住宅の維持管理 358万円 子ども教育グループ 66

食育の推進 0円 子ども教育グループ 67

小･中学校の食育 20万円 子ども教育グループ 67

学校給食センターの管理運営 4,356万円 子ども教育グループ 68

児童生徒の見守り体制の充実 6万円 子ども教育グループ 69

外国人英語教師の配置 638万円 子ども教育グループ 70

教科学習支援員の配置 176万円 子ども教育グループ 70

学力向上の支援 198万円 子ども教育グループ 70

家庭読書の日 25万円 子ども教育グループ 70

パスポートのいらない英国留学体験 95万円 子ども教育グループ 71

63

58

子ども教室、放課後児童クラブ・親子わんぱ
く教室の開催

1,683万円

1,604万円 子ども教育グループ

子ども教育グループ



事業別予算説明

【Ⅲ 成長】　子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携

区　　分 事　業　名 担　当 ページ

9 特色ある教育の推進 学力調査の委託 41万円 子ども教育グループ 71

　（続き） （新）学習支援セミナーの開催 132万円 子ども教育グループ 71

特別支援教育の推進 76万円 子ども教育グループ 71

育英金の貸し付け 0円 子ども教育グループ 72

法政大学・小布施町地域創造研究所の運営 224万円 交流グループ 72

まちじゅうをキャンパスに 120万円 交流グループ 72
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成 

長 

【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
１ 子育て家庭の生活安定への支援  ２ ひとり親家庭への自立支援 

 

児童手当（子ども手当）の支給 1 億 9,607 万円

(担当: 福祉グループ)

子どもの健やかな育ちを支援するため、中学校修了前までの子どもを対象に児童手当を支給しま

す。なお、「平成 23 年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」に基づき支給していた

子ども手当は、6 月の支給（平成 24 年 2・3 月分）で終了となります。 

 

・支給額（子ども１人あたりの月額） 

3 歳未満、３歳以上小学校修了前（第 3 子以降）15,000 円 

      3 歳以上小学校修了前（第１・2 子）、中学生 10,000 円  

   ※所得制限超過者は子ども 1 人につき月額 5,000 円（児童手当 6 月分から適用）

・支給時期 6 月（子ども手当 2・3 月分、児童手当 4・5 月分を支給します。）、 

10 月（6 月～9 月分）、2 月（10 月～1 月分） 

 

 主な経費 
・児童手当、子ども手当の支給 1 億 9,452 万円 

・その他の経費 155 万円 

======================================= 財源内訳 =======================================

・国の負担 1 億 3,772 万円 

・県の負担 2,881 万円 

・町の負担 (一般財源) 2,954 万円 

予算: 3.2.2 子どものための手当給付事業費 (一般会計)

 

保護者の負担軽減 546 万円  ひとり親家庭等の生活支援（児童福祉手当など） 188 万円

(担当: 子ども教育グループ) (担当: 福祉グループ)

子育て家庭の負担を軽減するため、中学校制

服購入の補助や、小中学校の学校徴収金経費の

一部を公費負担し、保護者の負担軽減を図りま

す。 

 

主な経費 

・学力テスト代 など 416 万円

・制服購入の補助 130 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 546 万円

 

 ひとり親家庭等の経済負担を軽くするため、

手当や年金を支給します。 

また、ひとり親家庭の状況を把握し、各種制

度の周知を行うとともに、効果的な制度の活用

を進めます。 

 

主な経費 

・母子・父子家庭児童福祉手当 61 万円

・母子・父子家庭児童福祉年金 124 万円

・母子福祉資金貸付金利子補給金 1 万円

・交通・災害遺児等年金 2 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源)  188 万円

 

 

予算: 9.1.2 教育委員会事務局費 (一般会計) 予算: 3.1.1 ひとり親家庭福祉事業費 (一般会計)
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【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
３ 幼児教育の推進 

 

栗ガ丘幼稚園の管理運営 4,655 万円  幼稚園の食育 18 万円

(担当: 子ども教育グループ) (担当: 子ども教育グループ)

園生活の中で遊びや体験活動を通して幼児教

育を進めていきます。今年度は特に運動機能の

発達を促し、情操豊かな心を育てるためにリト

ミック体験の充実を図ります。 

 

主な経費 

・職員等の人件費 4,241 万円

・リトミック指導 19 万円

・その他の経費 395 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・保護者の負担(入園料、授業料等) 

 1,327 万円

・国の負担 ５万円

・町の負担 (一般財源) 3,323 万円

 経験豊かなお年寄りや近所の農家の方の協力

で、野菜作りやりんごの摘花、収穫、調理など

の体験を通して感謝の気持ちを育みます。 

 

主な経費 
・講師等への謝礼 2 万円

・調理に必要な食材、行事の食材 8 万円

・野菜の苗、肥料、調理器具 など 8 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 18 万円

 

予算:9.4.1 幼稚園管理費(一般会計) 

9.4.1 幼稚園環境整備費(一般会計) 予算:9.4.1 幼稚園管理費 (一般会計)

   

家庭教育支援の充実 23 万円  幼稚園の子育て支援 71 万円

(担当: 子ども教育グループ) (担当: 子ども教育グループ)

親子のコミュニケーションを深める機会の充

実や、ワークショップを通じて人権教育の充実

を図ります。 

 

主な経費 

・講師への謝礼 14 万円

・ＣＡＰワークショップの委託 8 万円

・おやつ作り 1 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 23 万円

 

 気持ちに余裕をもって園の行事に参加した

り、安心して子育てができる環境づくりのお手

伝いをします。 

 

主な経費 

・預かり保育・託児等の人件費 57 万円

・預かり保育のおやつ 14 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 71 万円

 

予算: 9.4.1 幼稚園管理費 (一般会計) 予算: 9.4.1 幼稚園管理費 (一般会計)
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【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
４ 保育サービスの充実 

 

保育園の管理運営 1 億 6,360 万円

(担当: 子ども教育グループ)

仕事などにより昼間家庭で保育できない保護者に代わり、０歳（生後８カ月）から５歳までの乳幼

児をお預かりして保育します。一人ひとりの個性を大切にし、創造性や人間性が豊かで、たくましい

児童の育成を目指します。また、家庭との連携を密にし、地域の方々との触れ合いを大切にする保育

園の運営を行います。入園の申し込みは随時お受けします。 

・わかば保育園：７クラス １３８人 （平成２４年４月１日現在） 

・つすみ保育園：７クラス １１５人 （平成２４年４月１日現在） 

主な経費  

・園児の給食材料費       1,975 万円 ・保育にかかる各種材料費 112 万円 

・町外保育の委託 (11 人) 1,047 万円 ・光熱水費   451 万円 

・保育士の人件費      9,246 万円 ・幼稚園や小学校との交流活動 15 万円 

・その他の経費   746 万円 ・臨時保育士等の賃金 2,768 万円 

======================================= 財源内訳 ======================================= 
 

成 

長 

・保護者の負担 (保育料) 5,998 万円    

・国の負担 258 万円 

・県の負担 124 万円 

・他市町村の負担  495 万円 

・保育士の給食費 224 万円 

・町の負担 (一般財源)     9,261 万円 

予算: 3.2.3 保育園管理費 (一般会計)

 

保育園の入園手続きなど 80 万円  保育の質の向上 108 万円

(担当: 子ども教育グループ) (担当: 子ども教育グループ)

保育園の情報提供を行い、保育に欠ける児童

の入園を進め、待機児童ゼロを推進しています。

また、保育所運営審議会を開催し、より良い

保育園の運営、保育サービスなどについて検討

します。 

 

主な経費 

・保育料システムの委託や使用 55 万円

・審議会委員への報酬 14 万円

・その他の経費 11 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 80 万円

 

 園児が友だちと一緒にマット運動や跳び箱に

挑戦し、体を動かす喜びや楽しさを感じられる

ように、外部講師による体育指導を行います。

また、虐待や暴力から自分を守り、自信をも

って安心して日々の生活を送れるよう、保護者

や就学前の園児を対象に、人権教育プログラム

に沿ったワークショップを行います。 

 

主な経費 

・幼児体育指導の委託 97 万円

・ワークショップの委託 11 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 108 万円

予算: 3.2.1 児童福祉総務費 (一般会計) 予算: 3.2.3 保育園管理費 (一般会計)
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【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
４ 保育サービスの充実 

 

成 

長 

（新）保護者の保育体験 0 円  保育園の環境整備 44 万円

(担当: 子ども教育グループ) (担当: 子ども教育グループ)

 「親育ち」の援助として、希望する保護者の

方への保育体験を行います。お子さんと一緒に

楽しく過ごす方法や、生活習慣での援助方法、

遊び方を学ぶ機会を通して、子育て家庭への支

援を行います。 

 

 年回３回（予定） 遊びの広場 育児支援 

安全、快適に園生活を過ごせるよう、わかば・

つすみ保育園の廊下床を塗り替えます。 

 

主な経費 
・わかば保育園廊下の塗装 17 万円

・つすみ保育園廊下の塗装 27 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 44 万円
 

 

予算: 3.2.3 保育園環境整備事業費 (一般会計)

 

幼稚園・保育園の食育 ～キッズキッチン～ 335 万円

(担当: 子ども教育グループ)

子どもたちだけで料理を作り上げる体験を通じて、自分に自信を持つことや郷土の食文化と触れ合

う事を目的に、キッズキッチンを開催します。幼稚園・保育園各園で３歳児から５歳児の年層ごとに

春と秋に開催し、季節の郷土料理に挑戦します。 

 

主な経費 
・講師謝礼 など 190 万円 

・ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成講座の受講 91 万円 

・先進地への視察（京都市） 19 万円 

・その他の経費 35 万円 

  

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担（一般財源） 335 万円 

 

 

                          

 

 

 

予算: 3.2.3 保育園管理費 (一般会計)
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【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
４ 保育サービスの充実 

 

地域と連携した食育の推進 5 万円  病後児保育事業の実施 57 万円

(担当: 子ども教育グループ) (担当: 子ども教育グループ)

地域の方の協力をいただきながら畑の土づく

りや、野菜の栽培、収穫体験を通じて、その成

長に興味・関心を持ち、食べ物を身近に感じ、

感謝する気持ちを育みます。 

 

主な経費 

・野菜苗・肥料などの購入 2 万円

・交流調理実習 (２園) 3 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 5 万円

 

 子育てと仕事の両立を支援するため、病気は

回復してきているが、まだ集団保育が困難な児

童を看護師がいる施設で一時的に預かります。

NPO 法人宅幼老所めぐみに委託し、事業を実

施します。 

  

主な経費 
・病後児保育の委託 57 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 57 万円

 

予算: 3.2.3 保育園管理費 (一般会計) 予算: 3.2.3 病後児保育事業費 (一般会計)

 

特別保育事業 （長時間保育・障がい児保育・一時的保育・休日保育） 1,683 万円

(担当: 子ども教育グループ)

働く保護者の子育てを支援するため、通常の保育時間（午前８時３０分～午後４時３０分）の他に、

朝は午前７時３０分から、夕方は午後７時まで長時間保育を行います。（午後５時までは無料）また、

障がいのある子もより良い園生活を送れるよう保育を行います。 

さらに、保育園に入園していない乳幼児（生後８カ月以上）で、一時的・断続的に家庭で育児が困

難となった場合、エンゼルランドセンターでお子さんをお預かりして保育を行います。なお、日曜・

祝日に仕事や冠婚葬祭等で育児ができない家庭のお子さんをお預かりする「休日保育」をエンゼルラ

ンドセンターで行います。 

 

主な経費 

・臨時保育士の賃金 1,656 万円 

・園児の給食材料費 26 万円 

・一時的保育にかかる保険料 2 万円 

 

======================================== 財源内訳 ======================================

 

・保護者の負担 (一時的保育料) 76 万円 

・県の負担 79 万円 

・町の負担 (一般財源) 1,528 万円 

 

予算: 3.2.3 特別保育事業費 (一般会計)
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【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
５ 子育て支援サービスの充実 

 

エンゼルランドセンターの管理運営 1,601 万円

(担当: 子ども教育グループ)

エンゼルランドセンターは就学前の子どもとその保護者同士のふれあいと交流の場です。開館時間

中はいつでも親子で一緒に遊んだり、「あそびの広場」など同じ年齢のお子さん同士で活動したりしま

す。また、各種講座・講演会・相談事業などを利用することで、子育てに自信を持ち楽しく生活でき

るように支援します。より多くの皆さんに利用していただけるように、日曜日・祝日も開館します。

 ■開館時間    午前 9 時 30 分～午後 4 時 30 分（休館日…年末年始 12 月 29 日～1 月 3 日） 

■利 用 料  無料（企画によって参加費をいただく場合あり） 

 

主な経費 
・保育士（臨時保育士含む）等の人件費 1,345 万円 

・光熱水費・燃料費 107 万円 

・各種講座の講師謝礼 22 万円 

・施設の修繕  10 万円 

・その他の経費   117 万円 

======================================= 財源内訳 ======================================= 

・利用者の負担（企画の参加費など） 7 万円 

・国の負担 414 万円 

・町の負担 (一般財源) 1,180 万円 

 

成 

長 

予算: 3.2.4 エンゼルランドセンター管理費 (一般会計)

 

 

 
保育の内容 保 育 料 

日曜・祝日も預

かってほしい 

 

 
午前 7 時 30 分 

 

長時間保育 
月額 1,400 円 

日額  100 円 

「休日保育」を

エンゼルランド

センターで行っ

ています 

午前 8 時 30 分 

 

（右のページを

ご覧ください） 

通 常 保 育 

原則として、父と母の前年分の所得税もしく

は前年度の住民税の課税の有無で決定し

ます。 

3 歳未満…0～50,400 円（月額上限） 

3 歳以上…0～27,800 円（月額上限） 

 

 

（無料） 

ちょっとの時間

でいいので預か

ってほしい 

月額 1,400 円 

日額  100 円 
長時間保育 

月額 1,400 円 

日額  100 円 

 

「一時的保育」

でお子さんをお

預かりします 

 

（右のページを

ご覧ください） 

午後 4 時 30 分 

午後 5 時 

午後 6 時 

午後 7 時 
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【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
５ 子育て支援サービスの充実 

 

ファミリーサポートセンター事業 18 万円

(担当: 子ども教育グループ)

育児と仕事、社会活動等を両立して、子育てし

やすい環境をつくるために、「子育ての手助けを

してほしい人」と「子育ての手助けをしたい人」

が会員として登録し、有償で相互に助け合う子育

て支援事業です。 

○ 保育園・幼稚園・学校等の時間外に子ども

預かってもらいたいとき 

○ 冠婚葬祭・通院・社会活動への参加に子ど

もを連れて行けないとき 

○ 突発的な出来事が起きた場合に子どもを預

かってもらいたいとき 
なお、エンゼルランドセンターを基幹施設とし

て提供・依頼会員とのマッチングを図ります。 
○ 出産期・産後の養生期に上の子を預かって

もらいたいとき         
 

主な経費 など 
・会員交流、研修費 7 万円 

・その他の経費 11 万円 

  

成 

長 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担（一般財源） 18 万円 

 

提供・依頼会員の受付を実施します！ 

「子育ての手助けをしたい人」「子育ての手

助けをしてほしい人」お気軽にお問い合わせ

ください。 

小布施町エンゼルランドセンター 

 ☎247-2137 

予算: 3.2.5 ファミリーサポートセンター事業費 (一般会計)

 

 

休日保育 

対象となる方 保護者が就労などのやむを得ない理由で休日に保育ができないとき 

保育時間 日曜・祝日の午前 8 時 30 分～午後 4 時 30 分（12 月 29 日～1 月 3 日を除く） 

※長時間保育も行います（別途料金が必要です） 

保育の場所 エンゼルランドセンター 

区 分 3 歳未満 3 歳以上 利用料 

4 時間まで  750 円  500 円 

休日保育利用日の前後 7

日以内の平日（月～土）

に児童が保育園を休んだ

場合は、かかりません 
4 時間超 

1,500 円 1,000 円 
8 時間まで 

その他 町に住所があり、保育園に入園しているお子さんが対象です 
 

一時的保育 

対象となる方 保護者が以下のような理由により一時的、断続的に保育が難しいとき 

◆急な仕事  ◆冠婚葬祭  ◆看護 

◆出産、けが、疾病  ◆ボランティア活動  ◆育児のリフレッシュ  など 

保育時間 平日・日曜・祝日の午前 8 時 30 分～午後 4 時 30 分（12 月 29 日～1 月 3 日を除く） 

※長時間保育も行います（朝８時から  夕５時 30 分まで  別途料金が必要です） 

保育の場所 平日（月～金） エンゼルランドセンター  （土）  保育園 

日曜・祝日 エンゼルランドセンター 

利用料 休日保育の利用料金と同じです 

その他 未入園のお子さんが対象で、１カ月１２日までが限度です 
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【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
５ 子育て支援サービスの充実  ６ 子ども・青少年の育つ環境の整備 

 

発達教室～ほっぷすきっぷじゃんぷ～の運営 25 万円

(担当: 福祉グループ)

年齢や障害のあるなしに関わらず、子どもたちの発達、成長を専門スタッフ（社会福祉士・音楽療

法士・理学療法士）が、遊び、運動、音楽を通じてサポートする教室です。 

毎月第 4 月曜日の午前 10 時 30 分から健康福祉センター多目的ホールで行っています。どんな悩

みでもお気軽にご相談ください。（予約は必要ありません。） 

 

主な経費 

・発達教室の運営委託        25 万円 

   

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源)         25 万円 

 

 

 

                          

 

 

■問い合わせ 小布施町ボランティアセンター（町社会福祉協議会内） ℡ 247-6665 

予算: 3.2.5 発達教室事業費 (一般会計)成 

長 

 

青少年問題協議会委員の活動 8 万円  青少年育成自主活動事業への補助 30 万円

(担当: 子ども教育グループ) (担当: 子ども教育グループ)

 青少年の育成や保護、指導などに関する総合

的な問題対策について必要な事項を調査・審議

します。 

 

主な経費 

・青少年問題協議会委員の報酬 3 万円

・その他の経費 5 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 8 万円

 

育成会の活動を支援するため、その活動に対

し補助をします。 

 

主な経費 

・育成会活動の補助 30 万円

 

=============== 財源内訳 ===============

 

・町の負担 (一般財源) 30 万円

 

予算: 9.5.13 青少年対策費 (一般会計) 予算: 9.5.13 青少年対策費(一般会計)
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【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
６ 子ども・青少年の育つ環境の整備   

 

小山田杯少年少女球技大会の開催 31 万円

(担当: 子ども教育グループ)

成 

長 

少年少女の心身の健全な育成や地域でのふれ

あい交流と連帯意識を養うため、小山田杯少年

少女球技大会を開催します。 

 

■期 日 ７月 29 日（日） 

■場 所 総合体育館、中学校体育館 

■種 目 キンボール（予定） 

 

主な経費 
・参加賞 10 万円

・入賞メダル 7 万円

・キンボール 8 万円

・その他の経費 6 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 31 万円

 

予算: 9.5.13 青少年育成事業費 (一般会計)

 

子どもみこし大会の開催 2 万円  子ども会安全会費の助成 19 万円

(担当:子ども教育グループ) (担当:子ども教育グループ)

夏のイベント「くりんこ祭り」に合わせて、

子どもみこし大会を開催します。 

 

■期 日 ７月２８日（土） 

■場 所 商工会周辺 

 

主な経費 

・ハッピのクリーニング代 など 2 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 2 万円

 

 

 育成会事業に関わる子ども会の安全会費（保

険掛金）と長野地方子ども会育成連絡協議会の

会費を補助します。 

 

主な経費 

・子ども会安全会費 15 万円

・子ども会育成連絡協議会費の補助 4 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・育成会の負担（幼児・大人） 3 万円

・県からの補助金  1 万円

・町の負担 (一般財源) 15 万円

 

 

予算: 9.5.13 青少年育成事業費 (一般会計) 予算: 9.5.13 青少年対策費 (一般会計)
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Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
７ 家庭・地域教育力の向上 

 

子ども教室、放課後児童クラブの運営・親子わんぱく教室の開催 1,604 万円

(担当: 子ども教育グループ)

子ども教室は、放課後の教室・校庭・体育館など広い学校施設の中で、児童がのびのび、いきいき

とさまざまな活動ができる事業です。子どもたちは自らの意志でさまざまな活動を通した、豊かな経

験・体験をすることができます。 

活動の拠点として小学校の空き教室を利用するとともに、遊びの場・居場所の提供を行う「子ども

教室登録」と、保護者の方が就労されている児童をお預かりし、町が責任をもって保護する「児童ク

ラブ登録」に登録の区分を分けて活動します。 

 

 ■子ども教室登録 
  
 子ども教室は放課後、子ども達への遊び 

   場・居場所の提供をし、自らの意志で自由 
 に教室へ来て活動する場所です。校庭や体 
 育館、各教室といった学校施設で、スタッ 
 フの見守りのなかで活動することができま 
 す。 
 子ども達の自主的な活動を支援する「体 
 験活動」（週２回程度）があり、野菜づくり 
 の指導やスポーツ教室、料理教室など、地域 
 の大人にも支援していただきながら子ども達 
 を育てる場所です。 
 成 

長 

 

■放課後児童クラブ登録  

  

就労等によって、放課後に留守になる家庭の児童をお預かりします。参加時間の管理だけ

でなく、さまざまな保護機能をしっかりと持たせています。 
 

 
対象は、町内に在住し、放課後に保護者のいない家庭の小学校１年生～3 年生の児童です。 

 

 

主な経費 
・材料やおやつ など 120 万円 

・子ども教室、わんぱく教室 (体験学習) 講師への謝礼 28 万円 

・臨時職員の賃金 608 万円 

・嘱託職員の人件費  796 万円 

・その他の経費 52 万円 

 

======================================= 財源内訳 ======================================= 

 

・利用者の負担 290 万円 

・県の負担 415 万円 

・町の負担 (一般財源) 899 万円 

予算： 3.2.1 子ども教室放課後児童クラブ事業費 （一般会計）

9.5.13 子ども教室推進事業費 (一般会計)   

9.5.13 親子わんぱく教室事業費 (一般会計) 
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【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
８ 学校教育の充実 

 

栗ガ丘小学校の管理運営 3,894 万円

(担当: 子ども教育グループ)

平成２4 年４月１日現在で、６30 人の児童が通学しています。 

「たくましい体と豊かな心を持ち、自ら学び伸びゆく子ども」を学校目標とし、その実現に向けて

次の通り取り組んでいます。 

 

① 教科・道徳指導の充実 

② 特別活動と生徒指導の充実 

③ 学校や地域の特性を生かした教育課程の改善・推進 

④ 人権意識を育てる教育の推進 

⑤ 幼保小中一貫教育と生活科指導の推進 

 

主な経費 
・臨時職員や健康診断にかかる医師などへの報酬・賃金 399 万円 

・外部講師などへの謝礼 56 万円 

・体験学習講師（墨田区伝統工芸保存会）への謝礼 23 万円 

・教科用や特別活動などの消耗品 445 万円 

・光熱水費 728 万円 

・コンピュータ機器や印刷機器などの使用料 616 万円 

・警備保障や火災報知機などの保守管理の委託 277 万円 

・施設の修繕 587 万円 

・図書の購入 88 万円 

・教材備品の購入 120 万円 成 

長 

・保健検査料や火災保険料 171 万円 

・各種負担金、交付金 135 万円 

・その他の経費 249 万円 

 

======================================= 財源内訳 ======================================= 

 

・町の負担 (一般財源) 3,894 万円 

 

 ※教員の人件費は、国・県が負担しています。 

  
 

予算: 9.2.1 小学校管理費(一般会計)       

 9.2.1 小学校環境整備事業費（一般会計）

 



 

- 65 - 

【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
８ 学校教育の充実 

 

小布施中学校の管理運営 3,940 万円

(担当: 子ども教育グループ)

平成 23 年４月１日現在で、325 人の生徒が通学しています。 

「夢 忍耐 思いやり」を学校目標とし、その実現に向けて「誰でも安心して学べる学級・学校づ

くり」を重点とし、「学び合い」「認め合い」「響き合い」をキーワードに、次の通り学校づくりを行い

ます。 

 

○[学び合い：学力向上]       「誰もが安心して学べる授業づくり」 

①勉強から学び合いへの授業改善      ②小集団を生かした個に応じた指導の充実 

③小中連携による学力向上への取組み    ④朝読書の継続 

 

○[認め合い：人間関係づくり]    「誰もが安心して暮らせる人間関係づくり」 

①いじめを許さない集団づくり       ②教師自身の人権感覚の高揚 

③個に応じた支援と            ④地域と連携した人権同和教育と 

家庭との連携及びチームサポート      ボランティア活動の推進 

 

○[響き合い：生徒の主体的活動]   「誰もが安心して生活できる環境づくり」 

三本柱の継続指導 ◇清掃◇合唱◇花づくり 

１①生徒の主体的活動を支援         ②伝統の創造と特色ある学校づくり 

③物的環境づくりと環境保護活動 

 

主な経費 

・臨時職員や健康診断にかかる医師などへの報酬・賃金 526 万円 成 

長 

・教科用や特別活動などの消耗品 407 万円 

・光熱水費 908 万円 

・コンピュータ機器や印刷機器などの使用料 639 万円 

・警備保障や火災報知器などの保守管理の委託 358 万円 

・施設の修繕 386 万円 

・図書の購入 181 万円 

・教材備品の購入 102 万円 

・保健検査料や火災保険料 138 万円 

・各種負担金、交付金 131 万円 

・その他の経費 164 万円 

 

======================================= 財源内訳 ======================================= 

 

・町の負担 (一般財源) 3,940 万円 

 ※教員の人件費は、国・県が負担しています。 

 

  

       

予算:9.3.1 中学校管理費(一般会計) 

9.3.1 中学校環境整備事業費(一般会計)
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成 

長 

【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
８ 学校教育の充実  ９ 特色ある教育の推進 

 

学校生活支援員の配置 841 万円  就学の援助など 447 万円

(担当: 子ども教育グループ) (担当: 子ども教育グループ)

学校や家庭での悩みや、心身に障害がある児

童・生徒を支援するために小学校に３名、中学

校に１名の支援員を配置します。 

また、外国籍児童に対する日本語学習や生活

指導を行うための生活指導員を小学校に１名配

置します。 

 

主な経費 
・支援員の報酬・賃金 841 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 841 万円

 

 経済的な理由により学校で教育を受けること

が難しい児童・生徒や、特別支援学級で学習す

る子どもの保護者に学用品や給食費などを援助

し、就学の支援を行います。 

 

主な経費 

・就学への援助 349 万円

・特別支援教育就学への奨励 78 万円

・その他の経費 20 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・国の負担 15 万円

・町の負担 (一般財源) 432 万円

 

予算:9.2.2 小学校生活支援事業費(一般会計)

9.3.2 中学校生活支援事業費(一般会計)

予算:9.2.2 小学校就学援助費(一般会計)

9.3.2 中学校就学援助費(一般会計)

   

教育委員会の運営 327 万円  教職員住宅の維持管理 358 万円

(担当: 子ども教育グループ) (担当: 子ども教育グループ)

町の教育方針の決定や教育委員会規則などの

制定など、教育に関する重要な事項を決定しま

す。 

 

主な経費 

・教育委員の報酬(４人) 129 万円

・就学指導委員の報酬 など 14 万円

・学校評議員への謝礼(１２人) 12 万円

・委員長交際費 10 万円

・通信運搬費 60 万円

・各種負担金 20 万円

・その他の経費 82 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 327 万円

 町が管理している教職員住宅は９戸です。 

これらの施設を今後も長く使うことができる

ように、適切な管理を行います。 

  

主な経費 

・浴室の改修 317 万円

・住宅の修繕 35 万円

・火災保険料 2 万円

・樹木伐採の委託 など 4 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 358 万円

予算:9.1.1 教育委員会運営費 (一般会計) 

 9.1.2 教育委員会事務局費 (一般会計) 予算:9.1.3 教職員住宅管理費 (一般会計)
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【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
９ 特色ある教育の推進 

 

食育の推進 0 円

(担当: 子ども教育グループ)

幼稚園・保育園で行うキッズキッチンを更に

拡充するなど、小布施の食と農を守り、心豊か

で健康な小布施人の育成を図ります。 

また、平成 18 年度に策定した「小布施町食

育推進計画」の見直しを進めていきます。 

 

成 

長 

 

小・中学校の食育 20 万円

(担当:子ども教育グループ)

食に興味を持つことで感謝する心を養い、食の文化的意味を知り、食の根幹である農業への理解を

深めるなど、「食」に関わる施策を推進します。 

町食育推進計画、食の指導に関する全体計画・学年別年間指導計画に基づいて活動を進めます。 

幼稚園 1 園、保育園 2 園および小学校、中学校が各１校の特性を活かし、就学前園児から中学生ま

で一貫した体系の中での食育を進めます。 

■ 幼・保・小・中で一貫した食育を行う仕組みづくり 

■ 正しいマナーを身につける（箸の正しい使い方など） 

■ 農業体験（大豆づくり、米づくり、小布施丸なす栽 

培など）  
■ 料理体験 ■食育講演会 

■ 給食の保護者試食会   

 

主な経費 

・講師への謝礼  11 万円 

・体験学習などにかかる消耗品 9 万円  

=============== 財源内訳 =============== 

・町の負担（一般財源） 20 万円 

予算: 9.2.1 小学校管理費 (一般会計)

9.3.1 中学校管理費 (一般会計)
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【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
９ 特色ある教育の推進 

 

学校給食センターの管理運営 4,356 万円

(担当:子ども教育グループ)

学校給食センターでは、毎日 1,200 食の給食を、幼稚園と小・中学校に「おいしく」「安全で」「衛

生的に」提供しています。 

食材のうち、お米は町内の農家の皆さんのご協力を得て、小布施で収穫されたものだけを使用して

います。野菜、大豆、卵、肉などの食材についても、可能な限り地元産のものを取り入れ、「地産地消」

を進めています。 

 

主な経費 

・調理器具の保守点検などの委託 381 万円・職員・調理員の人件費 1,955 万円

・施設用地の借り上げ 170 万円・衛生用品、調理用品 316 万円

・調理機器（シンク）の入替 37 万円・施設の修繕  218 万円

・その他の経費 200 万円・光熱水費 1,079 万円

======================================= 財源内訳 ======================================= 

・町の負担 (一般財源) 4,356 万円

 

※食材費は全額、保護者の皆さんからの給食費でまかなっています。 

～ 給食センターでの「食育」～ 
 

毎日の献立が地域に根ざした生きた食育の教材となるように、献立・指導年間計画に沿って

作成し実施しています。子どもたち、教職員が地元の食材を通して給食、食への関心をより高

め、日々充実した給食時間となるように、また給食から他教科においても食育が展開されるよ

う「給食センターだより」を毎日発行し日々の食育メッセージを発信しています。 

成 

長 

この他、給食センターの栄養士が幼稚園や小学校に出向き、給食や食生活の指導を行い、中

学校ではランチルームで一斉指導を行います。幼稚園児は給食センターを見学し、調理員との

ふれあいや自分たちが食べる給食の調理の様子を知ることを通じて「食」の大切さを身につけ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算: 9.7.1 給食センター管理費 (一般会計)
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【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
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児童生徒の見守り体制の充実 6 万円

(担当:子ども教育グループ)

地域ぐるみで犯罪から子どもたちを守るため、地域住民、自治会、育成会、保護者、学校、警察署、

防犯協会などと連携して、不審者が子どもたちに近づきにくい地域づくりを進めるとともに、防犯教

育や被害防止教育の充実を図ります。 

 

主な経費 

・メール配信システム使用料 など 6 万円 

 

======================================= 財源内訳 ======================================= 

 

・町の負担 (一般財源) 6 万円 

 

「見守り隊」

成 

長 

予算: 9.1.2 教育委員会事務局費 (一般会計)

 

同報無線による「下校時間」の周知 
 

 
 

犬の散歩やウォーキング、買い物

や会社からの帰宅時のちょっと

した時間に子どもたちの「見守

り」をしていただきます。 

小学校の下校の時間を同報無線で

お知らせしますので、地域の皆さん

での「見守り」をお願いします。 

 

 イカのおすし～♪ 

ついていかない～♪

学校での安全教育
 

被害防止教育や防犯教 

室、先生と児童生徒の 

通学路周辺歩きを行い 

ます。 

防犯(青パト)パトロール 
 

防犯指導員やＰＴＡの皆さんにご協力いただいて

います。「地域の目」が犯罪の抑止につながります。

青パトによるパトロールを実施します。 

 

「こどもを守る安心の家」 不審者メールの配信
 

何かあった時に子どもたちが逃げ込

めるよう、地域の皆さんのご協力をい

ただいています。現在８４軒の方にご

登録をいただいています。 

 
 

登録いただいた方へメールで即時に 

不審者情報をお知らせします。 

※町ホームページから登録できます。 
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【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
９ 特色ある教育の推進 

 

外国人英語教師の配置 638 万円  教科学習支援員の配置 176 万円

(担当: 子ども教育グループ) (担当: 子ども教育グループ)

保育園、幼稚園、小学校、中学校で英語によ

るコミュニケーションができる能力を育成する

とともに、外国の生活や文化に関心を深めて国

際感覚を高めるため、外国人英語教師を配置し

ます。 

 

主な経費 

・英語教師の人件費 638 万円

  （2 名分） 

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 638 万円

 

 小中学校に教科学習支援員配置を行い、複数

教員による授業、及び個別少人数授業などを行

います。 

 

主な経費 

・支援員の賃金 176 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 176 万円

予算: 9.1.1 外国人英語教師設置費 (一般会計)

予算:9.2.2 小学校教科学習支援事業(一般会計)

9.3.2 中学校教科学習支援事業(一般会計)

   

学力向上の支援 198 万円  家庭読書の日 25 万円

(担当: 子ども教育グループ) (担当: 子ども教育グループ)

大学生・教員経験者などで意欲や情熱、指導

力を持った地域の人材に「学力向上支援員」と

して登録いただき、学力向上の支援を行います。

 

主な経費 

・支援員の賃金 191 万円

・その他の経費 7 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 198 万円

 

 家庭・幼保小中が連携し、家庭で子どもが読

書に親しむきっかけづくりを行うため、「家庭読

書の日」を設定し基礎学力の向上を図ります。

 

主な経費 

・講演会講師への謝礼 22 万円

・その他の経費 3 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 25 万円

予算: 9.1.3 幼保小中一貫教育事業費 (一般会計) 予算: 9.1.3 幼保小中一貫教育事業費 (一般会計)
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【Ⅲ 成長】 子育て支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携 
９ 特色ある教育の推進 

 

パスポートのいらない英国留学体験 95 万円  学力調査の委託 41 万円

(担当: 子ども教育グループ) (担当: 子ども教育グループ)

外国語を通して言語や文化に対する興味・関

心と理解を深めるため、国内の英語国際研修セ

ンターへの留学体験を行います。 

 

主な経費 

・自動車の借上料 24 万円

・旅費 14 万円

・研修の委託 57 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・生徒の負担 15 万円

・町の負担 (一般財源) 80 万円

 

 学力向上のため、全国学力調査（国語、数学、

理科）の参加及び自己調査（採点、分析）を行

います。 

 

主な経費 

・学力調査の委託 41 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 41 万円

 

予算: 9.1.3 幼保小中一貫教育事業費 (一般会計) 予算: 9.1.3 幼保小中一貫教育事業費 (一般会計)

   

（新）学習支援セミナーの開催 132 万円  特別支援教育の推進 76 万円

(担当: 子ども教育グループ) (担当: 子ども教育グループ)

学習支援館構想として、学習塾と連携し、家

庭への経済的負担をおさえながら、学習スキル

アップと成績向上を目指します。 

 

主な経費 

・講師の委託 111 万円

・プリント代 など 21 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 1 万円

 

 特別な支援を必要とする児童生徒に対し、幼

児期からの相談体制を整備し、幼保小中一貫し

た特別支援の充実を図ります。 

 

主な経費 

・教育相談員の賃金 76 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 76 万円

 

予算: 9.1.3 幼保小中一貫教育事業費 (一般会計) 予算: 9.1.3 幼保小中一貫教育事業費 (一般会計)
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育英金の貸し付け 0 円  法政大学・小布施町地域創造研究所の運営 224 万円

(担当: 子ども教育グループ) (担当: 交流グループ)

成 
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 高校生・専門学校生・短大学生・大学生に対

して育英金の貸し付けを行います。 

町民、行政、大学が一体となって、地方分権

時代に対応した政策形成や人材育成などソフト

面のまちづくり研究を進め、これからの町の施

策に反映させていきます。 

日本学生支援機構やその他の団体から別に

学資などの貸し付けを受けておらず、生計中

心者の町民税額が一定額以下であることなど

の要件があります。 

定住促進や交流産業の振興などの重要課題に

ついて研究・立案を行うとともに、シンポジウ

ムや講演会により町民の皆さんに学びの場を提

供していきます。 
 

貸付月額 
 ・高等学校    公立 14,000 円以内 
主な経費          私立 24,000 円以内 
・シンポジウムなどの講師謝礼 178 万円

・高等専門学校     19,000 円以内 
・その他の経費 46 万円

・大学、短期大学  
公立(自宅通学)   32,000 円以内 =============== 財源内訳 =============== 
公立(自宅外通学)  40,000 円以内  
私立(自宅通学)   40,000 円以内 ・町の負担 (一般財源) 224 万円
私立(自宅外通学)  55,000 円以内  

 

※この事業は、育英金貸付基金を運用して行っ

ています。 

予算: 2.1.6 官学協働事業費 (一般会計)

 

まちじゅうをキャンパスに 120 万円

(担当: 交流グループ)

全国から大学生が集まり、小布施のまちづくりを学び、提言・実践につなげる「地域づくりインタ

ーン」を行います。インターン生は町内各所で活動し、学生ならではの視点と発想でまちづくりを考

えます。 

さらに、大学単位の「フィールドワーク」や「ゼミ合宿」などの受け入れも積極的に行っていきま

す。 

 

主な経費 

・インターンシップ活動交付金 100 万円 

・打合せなどの旅費 など 20 万円 

  

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担（一般財源） 120 万円 

 

予算: 2.1.6 官学協働事業費 (一般会計)
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