
事業内容 事業費

1 （新）
多機関協働による相談支
援強化事業費

　複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、既存の
相談支援の取組を活かしつつ、複数の支援機関が協働し
課題を包括的に受け止める相談支援体制を強化します。

4,266

2 自立相談支援事業費
　生活困窮者が抱える多様で複合的な問題について相談
に応じ、必要な情報提供や助言を行うとともに、様々な支
援を行います。

25,286

3
住居確保給付金支給事業
費

　離職、廃業、休業等により経済的に困窮し、住宅を喪失
するおそれのある方のうち、就労能力及び就労意欲がある
方に対し、自立の促進を図るため、家賃相当額を支給しま
す。

60,480

4 就労準備支援事業費
　就労に向けた準備が整っていない生活困窮者に対し
て、一般就労に向けた準備として、基礎能力を身に着ける
ための支援を、計画的かつ一貫して行います。

5,570

5 学習支援事業費
　貧困の連鎖を防止するため、生活保護受給世帯を含む
生活困窮者世帯の子どもに対して、学習支援を行うととも
に、体験活動を通じた居場所づくりを行います。

5,214

6 生活援護事業費
　生活保護制度の適応とならない、居住地のない方の救
急医療に係る医療費を支払うことにより、その方の自立を
支援します。

258

7
療育相談センター運営事
業費

　療育相談センター「まめの木」において、18歳未満の発
達に心配のある児童の保護者に対して療育相談、就学前
までの児童に対して経過観察及び親子サロンを行いま
す。

67,486

8 地域支援事業費

　保育所、幼稚園、学校、療育機関等に対し、児童の対応
について助言、支援等を行います。また、保育士、教員、
療育機関等の指導員等を対象に研修会・出張講座を実施
するとともに、 市民を対象に障がい特性の理解促進のた
めの講演会を開催します。

10,997

9 児童発達支援事業費

　児童発達支援センター「ひよこ園」において、３歳以上就
学前の障がい児に対し、日常生活における基本的動作の
指導を行う児童発達支援、保育所等訪問支援及び障害児
相談支援を行います。

68,062

事業内容 事業費

10
地区地域福祉推進委員会
交付金

　地域包括ケア社会の実現に向けて、「見守り、つながり、
支え合い、一人一人が尊重される地域づくり」を推進する
ため、各地区地域福祉推進委員会に交付金を交付しま
す。

23,100

（新）・・・新規事業　　　（拡）・・・拡充事業　　　　(単位：千円)

（新）・・・新規事業　　　（拡）・・・拡充事業　　　　(単位：千円)

令和４年度　福祉部・市民健康部・こども未来部　当初予算概要

【福祉部】

１　福祉総務課

事業名

２　地域包括ケア推進課

事業名

資料２

1 



事業内容 事業費

11 高齢者外出支援事業費

　高齢者の外出機会の拡大による生きがいづくり、仲間づ
くり等を推進する目的で、公共交通機関の利用促進を図る
ため、年度内に満70歳以上になる高齢者を対象に、神奈
川中央交通（株）が販売する高齢者バス割引乗車券「かな
ちゃん手形」の購入費用の一部を助成又は年度内に満85
歳以上の方及び要介護４・５の方を対象に、タクシー助成
券を配布することで外出を支援し、在宅福祉の推進を図り
ます。

60,117

12
老人憩の家改修事業費（長
寿命化）

　公共施設の長寿命化を図るため、温水・恩名老人憩の
家・児童館の複合施設の外壁・屋根ほか改修設計委託を
行います。
[対象] 　温水・恩名老人憩の家・児童館
[内容]　 外壁・屋根ほか改修設計委託

1,230

事業内容 事業費

13 行旅死亡人等取扱事業費
　墓地、埋葬法等に関する法律等の規定に基づき、行旅
死亡人等で引取手（身寄り）のない遺体について、埋葬及
び火葬を適正に行います。

5,543

14
生活保護適正実施安定運
営事業費

　国の法定受託事務である生活保護制度について、生活
保護法に基づく適正な実施と安定的な事業運営を図りま
す。

37,915

15 生活保護費支給事業費
　生活困窮者に対し、その困窮の程度に応じた必要な保
護を行い、また、最低限度の生活を保障するとともに、その
自立を支援します。

5,894,929

事業内容 事業費

16 （拡） 障害者相談支援事業費

　障がい者相談支援センターを市内６か所から８か所に増
設するとともに、各センターの職員を１人増員することで、よ
り充実した相談、助言、必要な情報の提供を行い、障がい
児・者の日常生活及び社会生活における自立した生活を
支援し、在宅福祉の一層の向上を図ります。

173,905

17 （新）
成年後見等利用支援事業
費

 成年後見制度の利用が必要かつ申立費用・報酬を負担
することが困難な障がい者に対し、費用を助成することに
より、適切な支援及び制度の利用促進を図ります。

5,723

18
地域生活支援拠点機能強
化補助金

　市内で生活する在宅の障がい児・者の介護者が入院等
で急に不在になった場合に、緊急受入等の対応をした拠
点登録障害福祉サービス事業所等に補助金を交付しま
す。

500

19
障害者日中一時支援事業
費

　障がい児・者の日中における活動の場を確保することに
より、障がい者の家族の就労支援と一時的な休息を図りま
す。

68,750

20 障害者理解促進事業費
  障がい者体育大会及び精神保健福祉地域交流事業を
開催することにより、障がい及び障がい者に対する理解促
進を図ります。

1,005

21 （新）
障がい者福祉計画策定事
業費

　令和５年度に実施予定の障がい者福祉計画（第７期）の
策定に向けて、市内在住の障がい者及び障害福祉サービ
ス事業所等を対象にアンケート調査を実施します。

202

（新）・・・新規事業　　　（拡）・・・拡充事業　　　　(単位：千円)

（新）・・・新規事業　　　（拡）・・・拡充事業　　　　(単位：千円)

３　生活福祉課

２　地域包括ケア推進課 （新）・・・新規事業　　　（拡）・・・拡充事業　　　　(単位：千円)

事業名

事業名

４　障がい福祉課

事業名
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事業内容 事業費

22
重度障害児メディカル
ショートステイ事業費

　重症心身障害児を介護する方の緊急時等に、医療機関
で受け入れを行い、又、訪問看護師の派遣助成をすること
により、重症心身障害児の療養生活の安定及び介護者の
負担軽減を図ります。

902

23 障害者医療費助成事業費
 身体障害者手帳の１級～３級、知能指数が50以下と判定
された方及び精神障害者保健福祉手帳１級の方の健康保
険適用分の医療費を助成します。

468,531

24
障害者福祉手当給付事業
費

  心身障がい者に対し心身障福祉手当を支給することによ
り、その更生と生活を援助し、心身障がい者の福祉の増進
を図ります。

199,942

25
軽度・中等度難聴児補聴
器購入費助成事業費

　身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の
難聴児に対し、補聴器の購入費の助成を行うことにより、
言語・学力習得の向上を図ります。

396

26
障害福祉サービス開設準
備・運営経費補助金

　障害福祉サービス事業所の整備運営に要する費用に対
し、補助金を交付することによって、市内への事業所設置
のインセンティブを高め、福祉サービス提供体制を拡充す
ることを目的とします。

4,800

27
障がい者就労施設等共同
受注窓口事業補助金

　障がい者の地域における自立生活の実現をめざし、経
済的自立を支えるため、障がい者の就労支援を行う関係
団体、施設・事業所等へ補助金を交付し、共同受注窓口
の推進を図ります。

500

28
医療的ケア児学校訪問看
護支援事業費

　市立小・中学校において、比較的短時間かつ定時の対
応により処置が可能である医療的ケアが必要な児童・生徒
に対し、訪問看護事業所と学校等における医療的ケアに
関する業務を委託し、看護師を配置することで、教育活動
の充実を図ります。

7,644

29
医療的ケア児保育所等訪
問看護支援事業費

　公立保育所等において、比較的短時間かつ定時の対応
により処置が可能である医療的ケアが必要な児童に対し、
訪問看護事業所と保育所等における医療的ケアに関する
業務を委託し、看護師を配置することで、保育環境の充実
を図ります。

4,560

事業内容 事業費

30
高齢者の尊厳保持支援事
業費

　高齢者がいつまでも尊厳を持ち自分らしい生活を送るこ
とができるよう相談を始め、各種支援を行います。

25,501

31 （新）
高齢者保健福祉計画・介
護保険事業計画改定事業
費

　第９期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定
に必要となる市民ニーズを調査、研究します。

2,500

32
ひとり暮らし高齢者等支援
事業費

　ひとり暮らし高齢者及びその家族に対し、自立した生活
を支えるため、緊急通報システム等の生活支援サービスを
提供します。

1,695

33 家族等支援事業費
　高齢者の徘徊による行方不明や事故を未然に防止する
とともに、介護者の労をねぎらい、高齢者の在宅生活の継
続と向上を図ります。

6,035

34
事業所説明会等実施事業
費

　市内介護サービス事業所や障害福祉サービス事業所等
への就職希望者に対し、事業所説明会を実施し、介護職
等の人材確保を推進します。

3,000

事業名

（新）・・・新規事業　　　（拡）・・・拡充事業　　　　(単位：千円)

事業名

４　障がい福祉課 （新）・・・新規事業　　　（拡）・・・拡充事業　　　　(単位：千円)

５　介護福祉課

3 



事業内容 事業費

35
介護職員キャリアアップ等
支援事業補助金

　介護職等の人材確保及び定着を支援するため、市内介
護サービス事業所や障害福祉サービス事業所等で働く介
護職員等が、キャリアアップを目指し受講した研修費を事
業所が負担した場合などに費用の一部を助成します。

9,000

36 介護職転入奨励助成金

　介護福祉士等の資格保有者等で、市内の地域包括支援
センター、介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所
等に就労している又は就職が決定した方が厚木市に転入
した場合に、転入奨励助成金を支給し、介護職等の人材
確保を推進します。

8,000

37
介護福祉士等奨学金返済
助成金

　奨学金を利用して介護福祉士等の資格を取得し、現に
奨学金の返済を行っている市民の方で、市内の地域包括
支援センター、介護サービス事業所、障害福祉サービス事
業所等に就労している場合に、奨学金の返済に要した費
用の一部を支給し、介護職等の人材確保を推進します。

6,000

38 介護職復職等奨励助成金

　介護福祉士等の資格保有者等で、市内の地域包括支援
センター、介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所
等に介護職等として復職等する市民の方に復職等奨励助
成金を支給し、介護職等の人材確保を推進します。

8,000

39
敬老祝品・祝金等給付事
業費

　多年にわたり社会の発展に寄与された高齢者に対し、敬
老祝品・祝金を贈呈し、長寿のお祝いをします。

17,313

40 （新）
生きがいセンター改修事業
費（長寿命化）

　公共施設の長寿命化計画に伴い、高齢者の就労や生き
がいを持った生活を支援するための施設である生きがい
センターの屋根及び外壁修繕にかかる設計を行います。

4,090

（新）・・・新規事業　　　（拡）・・・拡充事業　　　　(単位：千円)５　介護福祉課

事業名

4 



事業内容 事業費

41
休日・夜間急患診療補助
金

　休日夜間急患診療所を運営する厚木医師会に対し、運
営に必要な経費の一部を補助し、内科・小児科等の初期
救急医療を確保します。

73,898

42 病院群輪番制病院補助金
　輪番制病院を運営する厚木病院協会に対し、運営に必
要な経費の一部を補助し、内科・外科の二次救急医療を
確保します。

57,338

43
あつぎ健康相談ダイヤル２
４事業費

　24時間、年中無休で、医療機関情報の提供や医療、健
康などに関するフリーダイヤル電話相談を開設し、夜間で
も気軽に相談できる環境を整備するとともに、コンビニ受診
や緊急性の認められない救急搬送の抑制を推進します。

14,637

44
看護職・歯科衛生士等奨
学金返済助成金

　奨学金を利用して看護職・歯科衛生士等の資格を取得
し、現に奨学金の返済を行っている方で、市内の医療機
関等に就労している場合に、奨学金の返済に要した費用
の一部を支給し、看護職等の人材確保を推進します。

9,000

45
看護職・歯科衛生士等転
入奨励助成金

　看護職・歯科衛生士等で、市内の医療機関等に就労し
ている又は就職が決定した方が、厚木市に転入した場合
に、転入奨励助成金を支給し、看護職等の人材確保を推
進します。

20,500

46
看護職・歯科衛生士等復
職等奨励助成金

　看護職・歯科衛生士等で、市内の医療機関等に復職等
する方に復職等奨励助成金を支給し、看護職等の人材確
保を推進します。

1,500

47
看護職人材確保事業交付
金

　看護職の人材確保が課題となっていることから、厚木地
区看護職合同就職相談会を開催する際の支援等を通し
て、効果的な事業展開を図ります。

300

48
障がい者歯科診療運営費
補助金

　二次歯科医療としての障がい者歯科診療を運営する厚
木歯科医師会に対し、運営に必要な経費の一部を補助
し、円滑な診療体制を確保します。

34,369

49 （新）
要介護・高齢者等歯科診
療補助金

　要介護・高齢者等歯科診療を運営する厚木歯科医師会
に対し、運営に必要な経費の一部を補助し、円滑な診療
体制を確保します。

4,702

50 （新）
要介護・高齢者等歯科診
療設備整備事業費

　一般の診療所では治療が困難な要介護・高齢者に対す
る歯科診療施設として、厚木市歯科保健センターの利用
環境を整えるため、適切な設備整備を行います。

12,122

事業内容 事業費

51 健康あつぎ推進事業費
  健康あつぎ推進リーダー等を育成し、地域における市民
目線による健康づくり啓発事業を実施します。

821

52 がん検診事業費

  がんの予防や早期発見のため各種がん検診を実施しま
す。
　また、受診率向上に向け、医療機関等とも連携を図りな
がら、総合的にがん予防対策を推進します。

435,270

（新）・・・新規事業　　　（拡）・・・拡充事業　　　　(単位：千円)

（新）・・・新規事業　　　（拡）・・・拡充事業　　　　(単位：千円)

【市民健康部】

６　健康長寿推進課

事業名

事業名

７　健康づくり課

5 



事業内容 事業費

53 健康診査事業費

　壮年期からの疾病の早期発見、早期治療及び健康保持
を推進するため、肝炎ウイルス検診、特定健診、長寿健診
における追加項目検査を実施します。
　また、生活保護受給者等に対する健康診査を実施しま
す。

115,965

54 成人歯科健康診査事業費
　歯周疾患や歯の喪失を予防し、壮年期からの健康を維
持するため、歯科健康診査を実施します。

41,352

55 成人眼科健康診査事業費
　緑内障等の眼疾患を早期に発見し、失明等のリスクを減
少させるため、眼科健康診査を実施します。

643

56 骨粗しょう症検診事業費
　骨量減少者を早期に発見し、骨粗しょう症の予防や早期
治療につなげるため、骨粗しょう症検診を実施します。

1,238

57 健康増進事務費
　健康増進法に基づき、壮年期からの疾病の早期発見、
早期治療及び健康維持を図るため、健康教育、健康相談
等を実施します。

7,707

58 自殺予防対策事業費

　地域における自殺予防対策を推進するため、当事者や
その家族に対する支援、自殺予防に関する普及啓発等を
実施するとともに、「厚木市自殺対策計画」に基づき、行
政、関係機関及び地域と連携・協働を図りながら、総合的
に自殺予防対策を推進します。

7,392

59 母子保健衛生事業費

　母子保健法に基づく健康診査や保健指導などを実施し
ます。
　また、妊産婦の方が、安心・安全で健やかな妊娠期や出
産、産後を過ごすことができるよう、妊婦健康診査事業、産
婦健康診査事業、新生児聴覚検査事業等を実施します。

220,157

60 母子支援事業費

　母子健康包括支援センターにおいて、母子保健コーディ
ネーター等による妊婦の方に対する全数面談・情報提供
等を行うとともに、支援が必要な方に対して産前・産後サ
ポート事業や産後ケア事業等を実施し、妊産婦の方への
支援を行います。

42,078

61 定期予防接種事業費

　子ども及び高齢者等の感染症の予防を図るため、予防
接種法に基づく定期予防接種を実施します。
　また、昭和37年４月２日から昭和54年４月１日までの間に
生まれた男性に対し、風しん抗体検査及び風しんの予防
接種を引き続き実施します。

617,926

62
新型コロナウイルスワクチン
接種体制確保事業費

　新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を円滑に進め
るための体制整備を行います。

1,035,756

63
新型コロナウイルスワクチン
接種事業費

　新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を実施すること
により、感染拡大の防止を図ります。

323,477

64 （新）
予防接種健康被害調査委
員会運営費

　健康被害と予防接種との因果関係に関する調査、資料
収集、特殊検査又は剖検の実施についての助言等に関
することの審議をするため、委員会を運営します。

351

65 未病施策事業費

　健康度見える化コーナー（未病センター）において、利用
者自身による各種健康機器を使った継続的な健康度
チェックをするとともに、専門職による健康に関する相談又
は助言を行います。

5,469

７　健康づくり課 （新）・・・新規事業　　　（拡）・・・拡充事業　　　　(単位：千円)

事業名

6 



事業内容 事業費

66
放課後児童クラブ運営事業
費

　保護者の就労等により、放課後に帰宅しても、家庭にお
いて適切な保育を受けることができない児童に、小学校の
一時的余裕教室等を活用して、適切な遊びと生活の場を
提供するため、放課後児童クラブを運営します。

395,440

67
地域児童クラブ育成支援事
業補助金

　保護者の就労等により、放課後に帰宅しても、家庭にお
いて適切な保育を受けることができない児童の、適切な遊
びと生活の場を確保するため、地域児童クラブ（民間が運
営する放課後児童クラブ）に補助金を交付し、運営支援を
行います。

55,244

68
待機児童対策放課後児童
クラブ施設運営費補助金

　保護者の就労等により、放課後に帰宅しても、家庭にお
いて適切な保育を受けることができない児童の、適切な遊
びと生活の場を確保することを目的として、公募を行った
民間児童クラブに対し、補助金を交付し、運営支援を行い
ます。

16,160

69 （新）
放課後児童支援員等処遇
改善臨時特例補助金

　新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対
応が重なる最前線において働く、放課後児童健全育成事
業を行う事業所における放課後児童支援員や補助員の処
遇改善のため、補助金を交付します。

5,610

70
放課後子ども教室推進事
業費

　子どもたちの安心・安全な放課後の居場所づくりを推進
するため、小学校の一時的余裕教室等を活用し、様々な
体験学習、地域住民との交流等を行う、放課後子ども教室
を運営します。

11,738

71
子ども・子育て支援新制度
給付金

　教育・保育の量の拡大及び質の向上を図るため、認定こ
ども園及び給付型幼稚園に対し、国が定めた子ども一人
あたりの教育・保育に要する費用を給付します。

1,620,169

72
幼稚園型一時預かり事業
補助金

　教育時間終了後又は長期休業中等に、１号認定子ども
の保護者の希望により引き続き園児の保育を行う「預かり
保育」を実施している「施設型給付」を受ける認定こども
園、幼稚園及び３号認定を受けた２歳児の預かりを行う幼
稚園に対し、預かり実績に応じて補助します。

40,340

73
認定こども園一時預かり事
業補助金

　安心して子育てができる環境の充実を図るため、非在園
児の預かりや通常の保育時間を延長して長時間の預かり
を行う市内認定こども園に対し、利用児童数に応じて、預
かり事業に要する費用を補助します。

16,284

74 認定こども園新制度補助金

　認定こども園移行後の事務や保育に係る経費を補助し、
施設が良質かつ適切な教育・保育を提供する体制を確保
し、子どもの処遇向上及び教育・保育環境の充実を図りま
す。

24,512

75 就園児実費徴収補助金

　保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保
育施設及び特定子ども・子育て支援施設等に対して保護
者が支払うべき日用品、文房具に要する費用又は副食材
料費に要する費用を補助します。

3,465

76
幼稚園型認定こども園防犯
対策整備事業費補助金

　幼稚園型認定こども園の教育・保育環境の向上を図るた
め、防犯対策整備に必要な経費を補助します。

45,532

77 （新）
幼稚園型認定こども園施設
整備事業費補助金

　幼稚園型認定こども園の教育・保育環境の向上を図るた
め、施設整備に必要な経費を補助します。

25,369

（新）・・・新規事業　　　（拡）・・・拡充事業　　　　(単位：千円)

【こども未来部】

８　こども育成課

事業名
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事業内容 事業費

78 （新）
幼稚園教諭等処遇改善臨
時特例補助金

　新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対
応が重なる最前線において働く、認定こども園及び給付型
幼稚園における幼稚園教諭等について、賃金を引き上げ
るための費用を令和４年４月から９月まで補助します。
[対象]　認定こども園７、給付型幼稚園２

18,484

79
幼稚園教諭奨学金返済助
成金

　幼児教育・保育に携わる人材の確保、定着及び離職防
止を図るため、市内幼稚園に勤務する幼稚園教諭に対
し、奨学金の返還に要した費用の一部（上限20万円/年）
を助成します。

2,000

80
幼稚園教諭転入奨励助成
金

　幼児教育・保育に携わる人材の確保を図るため、新たに
市外から転入し、市内幼稚園に勤務する幼稚園教諭に対
し、転入する際に要した費用の一部（最大20万円）を助成
します。

600

81
幼稚園教諭復職等奨励助
成金

　幼児教育・保育に携わる人材の確保を図るため、幼稚園
教諭として勤務していない期間が１年以上あり、市内幼稚
園に新たに就職した幼稚園教諭に対し、一律10万円を助
成します。

400

82 （拡） 幼児教育支援事業補助金

　私立幼稚園に対し、園児の健康管理や預かり保育等に
係る補助金を交付し、幼児教育の振興を図ります。また、
特別な配慮が必要とされる児童の受入れを支援すること
で、幼稚園の教育環境の充実を図ります。

83,825

83
幼稚園等施設等利用給付
金

　幼児教育・保育無償化に伴い、幼稚園の利用料の補助
及び保育の必要性の認定を受けた子どもに対する預かり
保育料の補助を行うことで、保護者の経済的負担を軽減
するとともに、幼稚園を利用する児童の増加を推進しま
す。

315,384

84
幼稚園送迎ステーション事
業費

　私立幼稚園で実施している預かり保育利用者の利便性
向上のため、本厚木駅前のアミューあつぎ８階の託児室を
利用し、園児を一時的に預かり、幼稚園へ送る「幼稚園送
迎ステーション」を実施します。

13,967

事業内容 事業費

85 保育士奨学金返済助成金

　幼児教育・保育に携わる人材の確保、定着及び離職防
止を図るため、厚木市久保子どもの未来応援基金を活用
し、市内保育施設（公立保育所除く）に勤務する保育士に
対し、奨学金の返還に要した費用の一部（上限20万円/
年）を助成します。

3,000

86 保育士転入奨励助成金

　幼児教育・保育に携わる人材の確保を図るため、厚木市
久保子どもの未来応援基金を活用し、新たに市外から転
入し、市内保育施設に勤務する保育士に対し、転入する
際に要した費用の一部（最大20万円）を助成します。

1,000

87 保育士復職等奨励助成金

　幼児教育・保育に携わる人材の確保を図るため、厚木市
久保子どもの未来応援基金を活用し、保育士として勤務し
ていない期間が１年以上あり、市内保育施設に新たに就
職した保育士に対し、一律10万円を助成します。

500

88
私設保育施設入所児助成
事業費

　私設保育施設に保育を必要とする児童を４か月以上入
所させている、市内に居住する保護者の経済的な負担の
軽減を図るため、児童一人に対し、年額30,000円を助成し
ます。

3,900

（新）・・・新規事業　　　（拡）・・・拡充事業　　　　(単位：千円)

（新）・・・新規事業　　　（拡）・・・拡充事業　　　　(単位：千円)

８　こども育成課

９　保育課

事業名

事業名
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事業内容 事業費

89 施設等利用給付事業費
　幼児教育・保育の無償化に伴い、私設保育施設等を利
用する保育を必要とする児童を対象に、利用料を給付し、
保護者の負担軽減を図ります。

20,340

90 民間保育所運営費補助金
　民間保育所における保育事業の振興と経営基盤の強化
を図るため、事業に要する経費について補助します。

639,841

91 （拡）
地域型保育施設運営費補
助金

　地域型保育事業（小規模保育事業・家庭的保育事業）に
おける保育事業の振興と経営基盤の強化を図るため、事
業に要する経費について、補助します。

88,045

92 入所児童保育委託費
  市内認可民間保育所及び市外認可保育所に対し、保育
が必要な児童の保育実施を委託するための経費を支給し
ます。

3,458,953

93
子ども・子育て支援制度地
域型保育給付費

　地域型保育事業（小規模保育事業・家庭的保育事業）に
保育が必要な児童を受け入れるための経費を支給しま
す。

712,282

94 保育士等就労応援給付金
　保育人材の確保、定着及び離職防止を図るため、市内
保育施設（公立保育所除く）に常勤的に継続して勤務する
保育士等に対し、年額60,000円の給付金を支給します。

32,400

95
保育士等雇用サポート事業
補助金

　保育の担い手である保育士確保の一環として、認可保育
所の運営法人等に対し、保育人材の雇用等に要する経費
の一部を補助します。

30,000

96 （新）
保育士等処遇改善臨時特
例補助金

　新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対
応が重なる最前線において働く、認可保育所等における
保育士等について、賃金を引き上げるための費用を令和４
年４月から９月まで補助します。

[対象]　認可保育所32、地域型保育事業所17

61,954

97
コミュニティ保育推進事業
補助金

　子育てに共通の意識を持ち合わせた保護者が、育児に
対する知識や技術を高め合いながら共同保育を実施する
自主グループに運営費の一部を補助します。

1,836

事業内容 事業費

98 子ども医療費助成事業費
　０歳から中学卒業までの入・通院の健康保険適用医療費
の自己負担分を助成します（所得制限なし）。

770,269

99 不妊治療費助成事業費
　健康保険適用前に治療を開始した特定不妊治療（顕微
授精、体外受精） について、治療費に要する費用の一部
を助成します。

10,000

100
子育て日常生活支援事業
費

　子どもを養育している家庭に対し、日常生活用品（紙お
むつ、おしりふき等）を支給します。

89,100

101
母子家庭等家賃助成事業
費

  ひとり親家庭の生活の安定と向上を図るため、家賃の一
部を助成します。

70,924

102 高等職業訓練促進事業費
  ひとり親家庭の親が、資格に関わる養成機関に修業して
いる期間に給付金を支給します。

10,820

103
高等学校卒業程度認定試
験合格支援事業費

　ひとり親家庭の親又は児童が、高等学校卒業程度認定
試験の合格を目指すため、民間事業者が実施する講座を
受講した場合、受講に要する費用の一部を支給します。

300

９　保育課

事業名

（新）・・・新規事業　　　（拡）・・・拡充事業　　　　(単位：千円)

（新）・・・新規事業　　　（拡）・・・拡充事業　　　　(単位：千円)

事業名

10　子育て給付課
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事業内容 事業費

104
ひとり親家庭等医療費助成
事業費

　ひとり親家庭等の親・養育者及び児童に対し、健康保険
適用医療費の自己負担分を助成します。

150,000

事業内容 事業費

105
子育て支援センター運営事
業費

　子育てサロンの運営、育児不安等についての相談指導、
子育て講座、子育てサークル等の支援など、子育て家庭
に対する総合的な支援を行います。

58,631

106
ほっとタイムサポーター事
業費

　産前産後の育児や家事の負担を軽減するため、「ほっと
タイムサポーター」を家庭へ派遣し、子育て支援を行うとと
もに派遣費用の一部を助成します。

7,093

107
ほっとタイムクーポン券配布
事業費

　「ほっとタイムサポーター」を１回無料で利用できるクーポ
ン券を出生世帯へ配布し、産後の子育て支援の充実を図
ります。

176

108
こんにちは赤ちゃん訪問事
業費

　生後４カ月までの乳児のいる家庭を訪問し、子育てに関
する不安や悩みの相談、子育てに役立つ情報提供を行う
ことにより、乳児のいる家庭の孤立化を防ぎ、乳児の健全
な育成を推進します。

8,081

109
子育て支援託児サービス
事業費

　アミューあつぎの利用者や市主催事業の参加者等が、
子どもを預けることで、自分の時間を大切にしながら安心し
て活動できるよう、「託児室わたぐも」で一時預かりを行いま
す。

19,947

110 （新）
子育てリフレッシュクーポン
券配布事業費

　アミューあつぎの託児室「わたぐも」を活用し、保護者のリ
フレッシュ等の機会が広がるよう新規利用者に対しアミュー
あつぎ内で利用できるクーポン券を配布し、子育て世帯の
育児ストレスの解消や孤立感の解消を図ります。

200

111 （拡） 子育てリフレッシュ事業費

　厚木市久保子どもの未来応援基金条例に基づき、日々
の育児で忙しい子育て中の保護者を対象に、一息つける
時間や保護者同士が交流できる場を提供し、保護者のリフ
レッシュを促し、育児ストレスの解消や子育て世帯の孤立
感の解消を図ります。
　コロナ禍での孤立が懸念される子育て家庭への取組を
強化し、令和４年度は感染予防を万全に行い、開催を10
回に拡大します。

2,000

事業内容 事業費

112 児童虐待対策事業費

　児童虐待相談件数の増加及び相談内容の複雑多様化
に対応するため、こども家庭相談管理システムの稼働によ
り相談業務の効率化を図り、児童虐待等の早期発見、早
期対応並びに適正な支援を行います。
　また、要保護児童対策地域協議会の関係機関等との連
携を図り、各事案に応じたきめ細かな支援に努めます。

42,376

事業内容 事業費

113 厚木北児童館整備事業費
　令和３年度に竣工した厚木北児童館の賃貸借料の支払
いを行います。

25,230

10　子育て給付課 （新）・・・新規事業　　　（拡）・・・拡充事業　　　　(単位：千円)

事業名

（新）・・・新規事業　　　（拡）・・・拡充事業　　　　(単位：千円)

（新）・・・新規事業　　　（拡）・・・拡充事業　　　　(単位：千円)

（新）・・・新規事業　　　（拡）・・・拡充事業　　　　(単位：千円)13　青少年課

事業名

事業名

12　家庭相談課

11　子育て支援センター

事業名

10 



事業内容 事業費

114 青少年指導員活動事業費
　青少年指導員が、自治会や青少年関係団体と連携を取
りながら、地域ぐるみで青少年の健全な育成活動の推進に
努めます。

4,436

115
青少年自然文化体験研修
事業費

　友好都市の子どもたちとの交流や学習を通して、相互理
解と友情を深めるとともに、自然と触れ合う活動等により、
未来を担う子どもたちの視野を広げ、両市の友好交流を促
進します。

7,724

116 （仮称）未来館整備事業費

　誰もが気軽に立ち寄ることができ、交流の場としての機能
を備えた施設を目指すとともに、現在の子ども科学館の機
能向上を図り、科学を始めとした学びや体験機能が充実し
た（仮称）未来館の基本設計を行います。

30,277

117
児童館改修事業費（長寿
命化）

　児童の健全育成施設である児童館３８館の維持補修（長
寿命化）を実施します。

[対象及び内容]
・上落合児童館外壁・屋根等改修
・温水・恩名児童館外壁屋根ほか改修設計委託

8,400

事業名

13　青少年課 （新）・・・新規事業　　　（拡）・・・拡充事業　　　　(単位：千円)

11 


