
平成２７年度 放課後児童支援員等処遇改善等事業の実施状況①（子ども・子育て支援交付金 変更交付決定ベース） 

※ ①…非常勤を含む職員の賃金改善に必要な費用の一部を補助する事業を実施している市町村 
   ②…常勤職員を配置するための追加費用（賃金改善に必要な費用を含む）の一部を補助する事業を実施している市町村 

NO 都道府県 
実施 

市区町村数 
市区町村 

1 北海道 4 札幌市①② 函館市① 名寄市① 帯広市①       

2 青森県 3 藤崎町① 三戸町① 新郷村①         

3 岩手県 8 
大船渡市② 花巻市① 北上市①② 久慈市① 一関市① 陸前高田市② 滝沢市① 

盛岡市①② 

4 宮城県 2 仙台市① 登米市②            

5 秋田県 1 能代市①             

6 山形県 13 
山形市①② 米沢市①② 鶴岡市①② 酒田市① 新庄市② 寒河江市① 村山市①② 

天童市①② 東根市①② 大江町② 大石田町①② 遊佐町② 中山町①   

7 福島県 3 会津若松市①② いわき市① 福島市①②          

8 茨城県 1 水戸市①           

9 栃木県 5 佐野市① 日光市①② 那須塩原市① 野木町② 矢板市②      

10 群馬県 10 
前橋市① 高崎市① 伊勢崎市① 太田市① 館林市① 渋川市① 藤岡市①② 

富岡市① 安中市① 邑楽町①         

11 埼玉県 25 

さいたま市① 熊谷市① 飯能市① 加須市① 本庄市①② 深谷市② 富士見市① 

坂戸市② 幸手市① 鶴ヶ島市① 日高市① 嵐山町② 小川町① 川島町① 

吉見町① 鳩山町①② ときがわ町① 上里町① 寄居町① 越谷市①  上尾市①  

和光市② 新座市① 桶川市① 北本市① 

12 千葉県 6 船橋市① 柏市① 成田市① 習志野市① 印西市② 白井市① 

13 東京都 1 葛飾区①②             

14 神奈川県 8 
平塚市① 鎌倉市① 茅ヶ崎市② 伊勢原市① 南足柄市① 綾瀬市① 松田町① 

相模原市① 

15 新潟県 2 燕市① 魚沼市①           

16 富山県 0               

17 石川県 6 金沢市① 小松市① 羽咋市① かほく市① 津幡町① 白山市①   

18 福井県 0               

19 山梨県 0               

20 長野県 3 松本市①② 須坂市① 佐久市①       

21 岐阜県 4 岐阜市① 大垣市① 瑞浪市② 恵那市①       

22 静岡県 3 静岡市① 伊東市② 焼津市①②        

23 愛知県 6 名古屋市① 津島市② 東海市① 一宮市① 美浜町①  大治町①    

24 三重県 7 津市① 伊勢市① 松阪市① 鈴鹿市① 亀山市①② 熊野市① 御浜町① 



平成２７年度 放課後児童支援員等処遇改善等事業の実施状況②（子ども・子育て支援交付金 変更交付決定ベース） 

※ ①…非常勤を含む職員の賃金改善に必要な費用の一部を補助する事業を実施している市町村 
   ②…常勤職員を配置するための追加費用（賃金改善に必要な費用を含む）の一部を補助する事業を実施している市町村 

NO 都道府県 
実施 

市区町村数 
市区町村 

25 滋賀県 7 栗東市① 野洲市① 湖南市①② 高島市① 東近江市① 日野町① 竜王町① 

26 京都府 0               

27 大阪府 6 堺市① 豊中市② 枚方市① 熊取町①② 富田林市①  茨木市①    

28 兵庫県 2 宝塚市① 加西市①       

29 奈良県 3 奈良市① 天理市① 生駒市①       

30 和歌山県 5 橋本市① 湯浅町① 広川町② 串本町② 有田川町②     

31 鳥取県 0               

32 島根県 1 大田市①             

33 岡山県 3 岡山市① 倉敷市① 美作市①          

34 広島県 0             

35 山口県 0               

36 徳島県 4 小松島市① 吉野川市① 石井町① 美馬市①        

37 香川県 1 高松市①             

38 愛媛県 0               

39 高知県 0               

40 福岡県 2 みやま市① 糸田町①     

41 佐賀県 1 小城市①             

42 長崎県 9 
長崎市① 佐世保市① 諫早市① 大村市① 西海市① 長与町① 時津町① 

東彼杵町② 川棚町①           

43 熊本県 11 
八代市①② 水俣市① 玉名市① 菊池市①② 阿蘇市① 天草市① 合志市① 

菊陽町① 嘉島町① 山郁町① 湯前町①       

44 大分県 1 由布市①           

45 宮崎県 3 都城市① 延岡市① 高千穂町①       

46 鹿児島県 5 指宿市① 薩摩川内市①② 南大隅町① 肝付町① 長島町① 

47 沖縄県 14 
宜野湾市① 浦添市① 名護市① 糸満市①② 沖縄市① 豊見城市① うるま市①② 

宮古島市① 南城市① 本部町① 北谷町① 西原町① 南風原町①② 今帰仁村② 

合計 199 ①の合計 146 ②の合計 25 ①②の合計 28 


