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令和５年度予算案の概要 
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令和5年度 令和4年度

［教育こども部］

〈民生費〉

１ 児童福祉

(1) こどもサポートセンター事業 46,134 40,498

・家庭児童相談業務

・児童虐待防止対策

・養育支援訪問事業

・子育て短期支援事業

(2) 子育て支援総合センター事業 32,482 25,922

・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

・地域子育て支援拠点事業

（みっきランド・はばたきみっき）

・第３期子ども・子育て支援事業計画策定【新規】

［債務負担行為の設定］

　令和6年度　　2,804千円

(3) 児童手当 1,604,060 1,702,012

・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

(令和４年６月分から所得上限あり)

(4) 助産施設保護措置事業 940 898

(5) 私立保育所運営等助成 386,795 372,240

・運営費

・障害児保育

・長時間保育

・病児保育（病児・病後児・体調不良児）

・一時預かり保育

・地域子育て支援拠点

・保育補助者雇上強化

・認可外保育施設従事者健康診断

（単位　千円）

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分



令和5年度 令和4年度

（単位　千円）

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

・保育士に対する処遇改善補助金【新規】

(6) 児童保育

ｱ 私立保育所等助成 2,184,100 2,329,379

・保育所６園、こども園９園

小規模保育８園、事業所内保育２園

・多様な集団活動事業

ｲ 市立保育所管理 442,445 404,866

・４園（うち こども園１園）

・園支援システムの運用

・午睡用簡易ベッドの導入【新規】

ｳ 市立保育所施設整備 10,551 24,385

・中保育園手洗い場設置工事【新規】

・ひがし保育園正門改修工事【新規】

２ 母子父子福祉

(1) 母子生活支援施設保護措置 8,646 6,710

(2) 児童扶養手当支給 268,589 272,695

(3) 母子自立支援事業 22,240 22,450

・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 271,419 267,842

・３５クラブ（うち　民間８クラブ）

・児童育成クラブ助成金

４ 学童保育施設整備 0 12,720

〈教育費〉

１ 教育委員会 225,841 195,965

・教育委員会の運営

・スクールボランティア事業

・教員業務支援員(スクール・サポート・スタッフ)を

全校に配置

・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

・読書活動の推進、学校図書館の運営



令和5年度 令和4年度

（単位　千円）

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

学校司書派遣事業

市内中学生ビブリオバトル大会

・外国語指導の充実

小学1・2年生の外国語活動

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

・あこがれ“いこまびと”講演会支援事業

・教育支援体制整備（医療的ケア）

・情報通信技術支援員(ＩＣＴ支援員)の配置 　

授業におけるＩＣＴ機器活用を手助け

・第３次教育大綱策定【新規】

・自校式通級指導教室推進事業【新規】

各校で通級指導が実施できる体制を整備

・学校給食費徴収支援業務

［債務負担行為　設定済］

　令和4～9年度　　　　32,130千円

２ 心の教育活動事業 46,823 28,922

・スクールカウンセラー等配置

・スーパーバイザーの配置【新規】

・生駒市いじめ問題対策連絡協議会の開催

・スクールアドバイザーズの設置

・学校と地域の効果的な連携・協働推進事業

学校運営協議会を全校で運営

放課後こども教室の実施

・教育支援施設管理運営

・適応指導教室の運営

いきいきほっとルーム（教育支援施設）

のびのびほっとルーム（生駒南第二小学校）

３ 生駒南小学校・中学校整備事業【新規】 12,597 0

・基本構想策定

・測量等調査

４ 小学校

(1) 小学校管理運営 302,796 249,861

・１２校　児童数　　６，５００人　

・小学１年生３０人程度学級



令和5年度 令和4年度

（単位　千円）

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

・学校創造推進事業

・ことばの教室

・保護者連絡システムの運用

・学校施設改修

(2) 情報教育推進事業 52,121 50,115

・統合型校務支援システムの運用

・授業支援ソフトの活用

・GIGAスクール運営支援センターの活用

(3) 教育振興 33,736 34,394

・教材設備整備

・全国大会等出場補助

・いこまっ子キャンプ補助金

・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

(4) 児童就学援助 44,026 45,520

・遠距離通学児童交通費補助

１８人

・要保護及び準要保護児童就学援助

４００人

(5) 小学校施設整備 0 20,000

５ 中学校

(1) 中学校管理運営 201,354 162,901

・８校　生徒数　３，１００人　

・学校創造推進事業

・保護者連絡システムの運用

・学校施設改修

(2) 情報教育推進事業 33,942 32,460

・統合型校務支援システムの運用

・授業支援ソフトの活用

・GIGAスクール運営支援センターの活用

(3) 教育振興 29,783 28,014

・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



令和5年度 令和4年度

（単位　千円）

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

・高等学校等進学奨励金

・部活動指導員派遣事業

・生駒こどもチャレンジ事業補助金

(4) 生徒就学援助 37,296 38,167

・要保護及び準要保護生徒就学援助等

２５５人

(5) 中学校施設整備 0 45,700

６ 幼稚園

(1) 幼稚園管理運営 335,804 319,411

・８園（うち こども園１園）

・預かり保育

夏休み預かり保育の全園実施

・学校創造推進事業

・園支援システムの運用

・午睡用簡易ベッドの導入【新規】

(2) 私立幼稚園運営費補助 2,616 3,957

(3) 私立幼稚園負担金 46,861 44,996

(4) 幼稚園施設整備 0 64,700

７ 人権教育 367 2,067

・研究大会参加等

８ 保健体育

(1) 児童・生徒・園児・教職員健康管理 38,316 38,030

・検尿、心電図等各種検査

・学校保健研修会の実施

(2) 学校給食センター管理運営 127,657 117,036

・給食センター運営協議会の運営

・給食配送

(3) 生駒北学校給食センター管理運営 407,315 395,588

・生駒北学校給食センター整備運営事業

［債務負担行為　設定済］

　平成29～令和16年度　　　　7,911,408千円

(4) 学校給食センター整備事業 52,417 267,467

・学校給食センター整備工事監理業務

・学校給食センター整備工事

(5) 給食材料費 541,893 515,917



令和5年度 令和4年度

（単位　千円）

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

［生涯学習部］

〈教育費〉

１ 社会教育

(1) 生涯学習振興事業 9,315 9,082

・社会教育委員会議の運営

・生涯学習推進連絡会助成等

・学びと活躍推進事業

・IKOMAサマーセミナーの開催

(2) 高齢者教育の推進 5,481 4,001

・寿大学

・豊かなセカンドライフに向けた講座の開催【新規】

(3) 生涯学習施設管理・運営 452,509 398,766

・生涯学習施設管理業務

［債務負担行為 設定済］

　　令和2～7年度　1,656,555千円

・やまびこホール管理業務

・生涯学習施設利用料金の1/2減免

(4) 生涯学習施設整備事業 142,095 0

・南コミュニティセンター

駐車場用地購入

噴水跡整備工事

・北コミュニティセンター

空調設備更新工事設計業務

・コミュニティセンター

文化ホール調光操作卓取替

照明器具ＬＥＤ化工事

(5) 体育施設管理・運営 267,573 237,301

・指定管理者による体育施設の管理と市民体育大会、

スポーツ教室等の事業運営

体育施設（６施設）の管理業務

［債務負担行為 設定済］

　　令和元～6年度　801,605千円

・生駒北スポーツセンター施設管理

生駒北スポーツセンター管理業務



令和5年度 令和4年度

（単位　千円）

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

［債務負担行為 設定済］

　　令和元～6年度　226,925千円

(6) 体育施設整備事業 19,250 88,858

・井出山体育施設バスケットゴール・非構造部材

改修及び照明器具ＬＥＤ化工事

(7) 図書館運営 140,455 134,136

・知的障がい者の図書館利用推進

・「トライ！生駒子ども読書会議」の開催

・図書館託児事業「こあら」の運営

・図書館本館リニューアル事業【新規】

・電子図書館の運営

・おはなし会、各種講座等

・ビブリオバトル全国大会の開催

・「生駒市史」編さん事業

(8) 青少年指導 1,753 1,808

・非行防止巡回指導

・非行防止地域実践活動等

(9) 青少年健全育成活動事業 13,821 15,012

・「二十歳のつどい」の開催

・青少年健全育成団体事業助成

・ユニバーサルキャンプin生駒の開催

・いこまっこチャレンジ教室の開催

・子ども・若者総合相談窓口「ユースネットいこま」

の運営

［債務負担行為　設定済］

　　令和4～6年度　13,082千円

・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

(10) 文化振興 15,665 14,357

・市民の文化活動の成果発表

市民文化祭等

・市民みんなで創る音楽祭の開催

・市民吹奏楽団事業の実施

(11) 文化財保護事業 37,951 38,412

・古文書・仏像・民俗調査等



令和5年度 令和4年度

（単位　千円）

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

・市内遺跡発掘調査

・指定文化財保存事業補助

・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］

　　令和4～9年度　142,921千円

２ 保健体育

体育振興 42,357 29,941

・いこまスポーツの日の開催

・市町村対抗子ども駅伝大会への参加

・チャリロゲいこまの開催

・障がい者スポーツ活動支援事業

車いすバスケ体験会

障がい児のための体つくり運動プログラム等

・スポーツ団体育成等

・新たな地域クラブ活動推進事業【新規】

・第２期スポーツ推進計画策定等事業



  


