
（抜粋） 

平成３０年度予算案の概要

生  駒  市 

資料１





平成30年度 平成29年度

（単位 千円）

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

［教育振興部］

〈民生費〉

１ 児童福祉

(1) こどもサポートセンター事業 32,549 31,500

・家庭児童相談業務

・児童虐待防止対策

生駒市要保護児童対策地域協議会の機能強化

・養育支援事業

(2) 子育て支援総合センター事業 31,368 31,329

・ひろば事業・ペアレントトレーニング講座

・ファミリー・サポート事業

・利用者支援事業

・みっきランド

・はばたきみっき

・子育て短期支援事業

・父親向け子育て事業

(3) 児童手当 2,026,025 2,049,955

・３歳未満１人あたり月 15,000円

・３歳以上小学校修了前まで　１人あたり月 10,000円

（第３子以降は15,000円）

・中学生１人あたり月 10,000円

・所得制限世帯の子ども１人あたり月 5,000円

(4) 助産施設保護措置事業 1,454 1,581

(5) 私立保育所運営等助成 258,778 264,910

・運営費

・保育士等奨学金返済支援

・障害児保育

・延長保育

・病児保育（病児・病後児・体調不良児）

・一時預かり保育

・地域子育て支援

・保育補助者雇上強化
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平成30年度 平成29年度

（単位 千円）

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

・認可外保育施設従事者健康診断補助

(6) 私立保育所施設整備助成 34,077 513,672

・いこまこども園大規模改修事業（増築工事）

(7) 児童保育

ｱ 私立保育所助成 1,991,446 1,896,378

・市内保育園７園、こども園７園

小規模保育６園、事業内保育３ヶ所

ｲ 市立保育所管理 937,689 895,272

・４園（うち こども園１園）

ｳ 市立保育所施設整備 4,887 116,071

・小平尾保育園リフト改修工事

・ひがし保育園下水切替工事

２ 母子父子福祉

(1) 母子生活支援施設保護措置 7,320 3,600

(2) 児童扶養手当支給 301,114 301,455

・６１９世帯

(3) 母子自立支援事業 27,636 21,299

・自立支援教育訓練給付

・高等職業訓練促進給付

・高等学校卒業程度認定試験合格支援費

３ 学童保育施設管理運営 220,001 203,768

・２６クラブ

・児童育成クラブ助成金

４ 学童保育施設整備 69,906 255,720

・壱分学童分割工事

〈教育費〉

１ 教育委員会 301,252 296,173

・生駒市教育大綱に基づく取組の推進

・教育委員会の活動の自己点検・評価

・スクールボランティア事業

・学校評議員制度

・幼小中連携事業
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平成30年度 平成29年度

（単位 千円）

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

・就学前教育相談

・特別支援教育相談

・特別支援教育支援員派遣事業

・学びのサポーター派遣事業

・生駒市学校教育のあり方検討委員会【新規】

・読書活動の推進、学校図書館の充実

学校司書派遣事業

・外国語指導の充実

英語教育用教材の配布(小学1・2年生)【新規】

外国語活動時間の増(小学3～6年生)

わくわくイングリッシュサポーター派遣事業

外国語指導助手派遣事業

英語教育推進委員会

・環境教育の推進

「エコキッズ－いこま」の実施

環境学習プログラム「エコスクール」の実施

・あこがれ“いこまびと”講演会支援事業

・ICT教育推進委員会

２ 心の教育活動事業 32,075 24,019

・スクールカウンセラー配置

・生駒市いじめ問題対策連絡協議会等の設置

・スクールアドバイザーズ設置

・地域ぐるみ健全育成推進事業

・教育支援施設管理運営

３ 小学校

(1) 小学校管理運営 291,629 298,464

・１２校　児童数　７，２００人　

・小学１年生３０人学級

・小学２年生３５人学級

・参加型子ども安全研修

・学校創造推進事業

・ことばの教室

(2) 情報教育推進事業 54,098 51,743
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平成30年度 平成29年度

（単位 千円）

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

・情報教育環境整備

・ICT活用教育の充実

普通教室に大型ディスプレイの設置【新規】

(3) 教育振興 39,638 35,400

・教材設備整備

・いこまっ子キャンプ補助金

・全国大会等出場補助

・生駒ルーツプロジェクト

・生駒こどもチャレンジ事業補助金

・奈良高専との連携事業【新規】

(4) 児童就学援助 49,034 53,331

・遠距離通学児童交通費補助

３７人

・要保護及び準要保護児童就学援助

６４０人

・新入学学用品費の単価見直し(平成31年度入学者から)

(5) 小学校施設整備 14,892 49,829

・俵口小学校法面改修工事【新規】

・壱分小学校プールろ過装置入替工事【新規】

４ 中学校

(1) 中学校管理運営 158,929 188,914

・８校　生徒数　３，３００人

・学校創造推進事業

(2) 情報教育推進事業 35,645 17,676

・情報教育環境整備

・ICT活用教育の充実

普通教室に大型ディスプレイの設置【新規】

(3) 教育振興 23,733 26,823

・教材設備整備

・奈良先端大特別授業

・全国大会等出場補助

・いこまっ子キャンプ補助金

・高等学校等進学奨励金
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平成30年度 平成29年度

（単位 千円）

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

［債務負担行為　設定済］

進学奨励基金が廃止されるまで

進学奨励基金及びこれに対する利子相当額

・部活動支援事業

・生駒こどもチャレンジ事業補助金

(4) 生徒就学援助 42,348 49,821

・要保護及び準要保護生徒就学援助等

３７０人

・新入学学用品費の単価見直し(平成31年度入学者から)

(5) 中学校施設整備 44,489 17,006

・トイレ洋式化設計（上中・光明中）【新規】

・中学校エアコン整備設計(８校)【新規】

・生駒南中学校プールろ過装置入替工事【新規】

５ 幼稚園

(1) 幼稚園管理運営 642,178 734,858

・８園（うち こども園１園）　園児数　９５５人

・預かり保育

・学校創造推進事業

(2) 私立幼稚園就園奨励費補助　 50,040 49,400

３４０人

(3) 私立幼稚園運営費補助 4,560 4,560

(4) 幼稚園施設整備 52,343 34,945

・トイレ洋式化工事（なばた・生駒・俵口）

・幼稚園バス更新（１台）

６ 人権教育 367 367

・研究大会参加等

７ 社会教育 1,654 1,527

・青少年健全育成活動事業

放課後子ども教室

８ 保健体育

(1) 児童・生徒・教職員健康管理 37,693 38,242

・検尿、心電図等各種検査

・学校保健研修会の実施
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平成30年度 平成29年度

（単位 千円）

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

(2) 学校給食センター管理運営 298,915 306,137

・給食配送

［債務負担行為　設定済］

　平成28～31年度　　　252,945千円

(3) （仮称）生駒北学校給食センター整備運営 11,810 64,778

・設計モニタリング支援等業務

［債務負担行為　設定済］

　平成29～30年度　　　　4,061千円

・学校給食管理システム整備【新規】

(4) 給食材料費 526,904 530,749

［生涯学習部］

〈教育費〉

１ 社会教育

(1) 生涯学習振興事業 6,755 5,812

・社会教育委員会議の運営

・生涯学習推進連絡会助成等

(2) 高齢者教育の推進 5,090 8,848

・寿大学

(3) 生涯学習施設管理 387,746 376,517

・生涯学習施設管理業務

［債務負担行為　設定済］

　　平成27～32年度　1,648,645千円

・やまびこホール管理業務

［債務負担行為　設定済］

　　平成27～32年度 　　 2,351千円

(4) 生涯学習施設整備 77,661 167,744

・たけまるホール空気調和機修繕【新規】

・図書会館吸収式冷温水発生器改修工事【新規】
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平成30年度 平成29年度

（単位 千円）

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

・セイセイビル直流電源更新・自家発電用蓄電池

 更新工事【新規】　

(5) 図書館運営 341,519 343,396

・子ども読書活動推進計画

ブックリストの配布と掲載図書団体貸出

・ブックスタート事業

ブックスタートパック配布

・高齢者・障がい者サービス

本の宅配サービス、耳で楽しむ本の会

・おはなし会、各種講座等

・子ども読書活動連絡調整会議

・ビブリオバトルの開催

全国大会、市内中学生大会

・図書館とまちづくりワークショップ提案事業

本棚のＷＡ、茶筌のふるさと

(6) 青少年指導 2,088 2,064

・非行防止巡回指導

・非行防止地域実践活動等

(7) 青少年健全育成活動事業 20,287 22,697

・成人式開催

・青少年リーダー育成

・家庭教育学級

・青少年国際交流事業

・青少年健全育成団体事業助成

・青少年野外活動事業

・ユニバーサルキャンプin生駒

・ＩＫＯＭＡサマーセミナーの開催

・子ども・若者総合相談窓口「ユースネットいこま」

の運営

・子ども・若者支援ネットワークの運営

・家庭教育支援チームによる事業の実施

(8) 文化振興 14,303 18,769

・市民の文化活動の成果発表
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平成30年度 平成29年度

（単位 千円）

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

市民文化祭等

・市民みんなで創る音楽祭

・市民吹奏楽団事業の開催

０才から楽しめるファミリーコンサート

市民吹奏楽団演奏会

いこま吹奏楽の日

(9) 文化財保護事業 43,295 42,194

・古文書・仏像・民俗調査等

・市内遺跡発掘調査

・重要文化財保存修理等補助

高山八幡宮本殿

・指定文化財保存事業補助

・デジタルミュージアム

・生駒ふるさとミュージアム管理

生駒ふるさとミュージアム指定管理業務

［債務負担行為 設定済］

　　平成29～34年度　155,048千円

２ 保健体育

(1) 体育振興 57,447 54,566

・ファミリースポーツの集い

・学校体育施設開放

・生駒山スカイウォーク

・市町村対抗子ども駅伝大会への参加

・

・総合型地域スポーツクラブ支援事業

・チャリロゲいこまの開催

・トップアスリート連携事業

・体育施設利用促進事業

障がい者・障がい児も利用しやすい環境整備

(2) 体育施設管理 253,126 249,483

・指定管理者による体育施設の管理と市民体育大会、

市民体育祭、スポーツ教室等の事業運営

［債務負担行為　設定済］

スポーツ団体育成等
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平成30年度 平成29年度

（単位 千円）

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

　平成26～31年度　911,800千円

・北大和グラウンド・野球場分

［債務負担行為　設定済］

　平成29～31年度　 33,990千円

・生駒北スポーツセンター施設管理

スポーツセンター管理業務

［債務負担行為　設定済］

　平成27～31年度　279,500千円

調整池採水分析調査

バス路線運行延伸

・体育施設非構造部材耐震点検【新規】

(3) 体育施設整備事業 12,925 28,183

・各体育施設整備

井出山グラウンド観覧席用ベンチ修繕工事

山麓公園テニスコート人工芝張替（Aコート）

［上下水道部］

〈衛生費〉

１ 浄化槽設置事業 34,815 38,834

・浄化槽設置補助

67基

・浄化槽の適正管理推進
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