
健康福祉部主要事業

（新）市民後見推進事業 予算書 P71
353千円

認知症高齢者や一人暮らし高齢者の増加に伴い、成年後見制度の必要性は一層高まってき

ており、その需要はさらに増大することが見込まれることから、高齢者の介護サービスの利
用契約等を中心に後見等の業務を行う担い手として市民後見人を育成し、その活用を図るこ

とにより権利擁護を推進する。

○市民後見人としての業務を適正に行うために必要
な知識・技術・社会規範・倫理性が習得できるよ
う、市民後見人養成講座（基礎編）の開催を、業務
を適切に運営することができると認められる団体に
委託する。

担当 高齢者福祉課

障害者支援体制整備事業 予算書 P79
8,979千円

障害のある人等が自立した日常生活及び地域生活を営むことができるよう地域における支

援体制を充実する。

担当 障害者福祉課

○障害に対する理解を深めるための研修・啓発事業を、障害者週間（１２月
３日～９日）に合わせて実施する。

○障害のある人やその家族、地域住民等により自発的に行われる障害のある

人が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための活

動を支援するため、障害者団体・障害者支援団体に補助金を交付する。

○成年後見制度における後見等の業務を行うことができる法人を確保し、法人後

見の活動を支援するために補助金を交付する。



予算書 P85
304,424千円（新）民間保育所整備支援事業

担当 こども支援課

民間保育所の新規整備及び市内幼稚園の幼保連携型の認定こども園への移行を目的とした建

替えへの補助を行う。

○（仮称）鶴ヶ島みどり保育園

・建設場所 上広谷地内

・定員 ８０名

・開設時期 平成２７年４月開設予定

○（仮称）認定つるがしま白百合幼稚園

・建設場所 下新田地内

・定員（保育園部分） ３３名（０・１・２歳児）

・開設時期 平成２７年４月開設予定

健康づくり推進事業
予算書 P91
1,811千円

市民誰もが楽しく健康づくりに取り組めるまちを実現することを目標とし、「運動」・
「食育」・「健康を通した住民の自助・共助の支援」という柱で市民とともに健康づくりを
推進するための経費。

担当 健康づくり推進担当

○市民と進める健康づくり経費

健康づくりを進行管理していく市民組織を運営す

る経費

○ウオーキングマップ作成経費

地域資源を生かしたウオーキングマップを市民と

ともに作成する経費

○ラジオ体操普及・啓発経費

ラジオ体操を普及・啓発するための経費



　　（単位　千円）

予算書

ページ

≪ 福 祉 政 策 課 ≫

69 　民生委員児童委員活動支援事業 10,865 民生委員推薦会運営費及び民生委員・児童委員協議会補助

　民生委員・児童委員　１０７人

　主任児童委員　　　　　　８人

69 　国民健康保険組合活動支援事業 293 埼玉土建国民健康保険組合及び埼玉県建設国民健康保険組

合補助

　被保険者１人当たり２５０円の助成

69 　社会福祉協議会活動支援事業 39,379 社会福祉協議会補助

71 　社会福祉法人認可等審査委員会運営 30 社会福祉法人の設立認可などを審査するための社会福祉法

　事業 人認可等審査委員会開催経費

89 　生活保護費 964,668 生活保護、中国残留邦人等生活支援及び住宅支援給付に係

る扶助費

≪ 高 齢 者 福 祉 課 ≫

事　　業　　名 予算額 摘   　　　　　　　　　要

71 　介護保険特別会計繰出金 436,860 介護保険特別会計繰出金

　介護給付費繰出金　　　３７９，６９１千円

　事務費繰出金　　　　　　４３，９３０千円

　地域支援事業繰出金　　  １３，２３９千円

71 　老人福祉施設入所措置事業 10,936 老人福祉施設入所措置経費

　平成２５年１２月１日現在入所者数

　養護老人ホーム　４人

71 　介護保険利用料等助成事業 2,033 介護保険の訪問介護の利用者（低所得者層）に対して利用

料の一部を助成

71 　高齢者在宅福祉推進事業 7,829 生活支援、介護支援が必要な高齢者の在宅生活を支援する

ための経費



　　（単位　千円）

予算書

ページ

71 　敬老事業 1,754 高齢者の長寿祝いの実施経費

１００歳長寿祝いのための経費

71 　シルバー人材センター活動支援事業 7,600 鶴ヶ島市シルバー人材センターに対する運営補助

71 　老人クラブ活動支援事業 1,798 老人クラブ連合会運営補助

単位老人クラブ運営補助

75 　老人福祉センター運営事業 33,761 老人福祉センター指定管理委託料及び借地料

≪ 障 害 者 福 祉 課 ≫

77 　障害者自立支援給付等事業 534,846 介護給付費、訓練等給付費、自立支援医療費（育成医療・

更生医療）、補装具費等の障害者自立支援給付、障害児通

所給付費等の障害児給付費に要する経費

障害支援区分の認定に伴う経費

77 　地域生活支援事業 72,282 成年後見制度利用経費、入浴サービスを実施するための経

費、障害者就職支度金経費

事　　業　　名 予算額 摘   　　　　　　　　　要

移動支援事業費補助金、日中一時支援事業費補助金、障害

者自動車運転免許取得費補助金、身体障害者用自動車改造

費補助金、居宅改善整備費補助金

重度障害者等日常生活用具給付等経費

障害者地域活動支援センター「きいちご」指定管理委託料

　

77 　社会参加促進事業 22,235 視覚障害者生活支援事業経費

手話通訳派遣、手話講習会、要約筆記者派遣経費

福祉タクシー利用料及び自動車燃料費の助成のための経費

77 　障害者相談支援事業 14,533 障害者相談支援センターの運営経費

障害者支援協議会の運営経費

計画相談支援推進補助金



　　（単位　千円）

予算書

ページ

77 　障害者在宅福祉推進事業 186,427 障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当、在宅重度心

身障害者手当支給経費

障害者レスパイトサービス利用料助成経費

重度心身障害者医療費助成経費

77 　障害者施設等支援事業 15,355 障害者喫茶コーナー運営費補助金

障害者共同生活援助等事業費補助金

地域活動支援センター運営費負担金

77 　精神保健推進事業 476 精神保健の啓発、精神障害者の社会復帰・社会参加のため

の相談支援等の実施経費

79 　障害者就労支援事業 2,199 障害者就労支援に要する経費

《 こ ど も 支 援 課 》

79 　こども医療費助成事業 220,002 こども医療費助成経費

79 　ひとり親家庭等医療費助成事業 16,618 ひとり親家庭等医療費助成経費

事　　業　　名 予算額 摘   　　　　　　　　　要

81 　家庭児童相談事業 3,302 家庭児童相談事業経費

81 　青少年健全育成連絡協議会活動支援 700 青少年健全育成連絡協議会事業費補助金

　事業

81 　放課後児童対策事業 98,406 学童保育室及び障害児学童保育室委託料・補助金

81 　子ども・子育て支援事業計画策定事 33 子ども・子育て支援事業計画策定経費

　業

81　（新）母子寡婦福祉活動支援事業 250 母子寡婦福祉会補助金

81 　児童手当支給事業 1,145,768 児童手当支給経費

81 　児童扶養手当支給事業 275,443 児童扶養手当支給経費



　　（単位　千円）

予算書

ページ

81 　母子自立支援事業 14,218 母子家庭等の自立のための技能習得及び就労支援等に要す

る経費

83 　公立保育所運営事業 201,583 産休等代替保育士配置、維持管理、給食材料、児童健康診

断、行事等開催事業、備品整備事業に係る経費

85 　民間保育所運営支援事業 774,974 市内民間保育所に対し、児童に係る経費を負担すると共に

民間保育所設置者に対する補助に要する経費

85 　川鶴保育園運営費負担金 37,087 川越市との協定に基づく川鶴保育園運営費負担金

85 　保育児童管外委託事業 60,068 管外保育所への児童の入所委託経費

　平成２５年１０月現在委託先　

　公立４か所　民間１０か所

85 　一時預かり事業 5,443 一時預かり実施経費

　鶴ヶ島保育所（定員１０人）　１～５歳児を対象

85 　子育て支援施設運営事業 23,753 子育てセンター運営経費及び発育支援センター運営経費

事　　業　　名 予算額 摘   　　　　　　　　　要

85 　家庭保育室運営支援事業 3,019 家庭保育室入所委託経費及び保護者への保育料の一部補助

経費

85 　ファミリーサポートセンター運営事 3,223 ファミリーサポートセンターの事業に要する経費

　業

87 　（新）認定こども園等運営支援事業 3,900 認定こども園又は認定こども園に移行する予定の幼稚園の

預かり保育に対する補助に要する経費

87 　大橋児童館運営事業 14,050 大橋児童館指定管理に要する経費

87 　上広谷児童館運営事業 17,312 上広谷児童館指定管理等に要する経費

87 　つどいの広場運営事業 4,367 鶴ヶ島西つどいの広場及び上広谷児童館つどいの広場の運

営委託経費



　　（単位　千円）

予算書

ページ

129 　幼稚園就園奨励事業 135,416 幼稚園就園奨励費補助金、幼稚園運営費補助金、幼稚園預

かり保育事業補助金、幼稚園事務経費

≪ 児 童 館 ≫

87 　児童館行事等開催事業 188 直営児童館２館における行事等の開催に要する経費

≪ 保 険 年 金 課 ≫

73 　後期高齢者医療広域連合負担金 354,457 埼玉県後期高齢者医療広域連合に対する負担金

73 　後期高齢者医療特別会計繰出金 66,613 後期高齢者医療特別会計繰出金

73 　後期高齢者人間ドック等助成事業　 800 後期高齢者医療の被保険者に対する人間ドック等受検費用

の一部補助経費

75 　国民健康保険特別会計繰出金 422,035 国民健康保険特別会計繰出金　　　

　保険基盤安定分　　　　　　　１３９，０１８千円

　事務費分　　　　　　　　　　　２８，４９５千円

事　　業　　名 予算額 摘   　　　　　　　　　要

　出産育児一時金分　　　　　　　２８，０００千円

　財政安定化支援事業分　　　　　２５，０２２千円

　保険給付費等補填分　　　　　２０１，５００千円

≪ 保 健 セ ン タ ー ≫

73 　後期高齢者健康診査事業 19,107 後期高齢者の健康診査に要する経費

81   子育て支援家庭訪問事業 3,248 育児支援に要する経費

91 　地域医療体制整備事業 18,175 地域医療体制整備のための一般社団法人坂戸鶴ヶ島医師会

に対する補助金、坂戸鶴ヶ島歯科医師会に対する補助金及

び初期救急医療体制運営費に対する補助金

広域の緊急医療体制整備に対する病院群輪番制病院運営費

負担金、献血促進実施経費、在宅医療推進経費



　　（単位　千円）

予算書

ページ

91 　自動体外式除細動器整備事業 1,093 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の整備に要する経費

（市内公共施設及び貸出し用　計３３台）

91 　成人保健事業 4,087 成人健康教育・相談、肝炎ウイルス検診、骨粗しょう症検

診、歯周疾患検診等に要する経費

93 　感染症予防対策事業 154,853 予防接種法に基づく定期予防接種に要する経費及び任意接

種である定期接種対象者年齢以外の高齢者肺炎球菌予防接

　 種に要する経費

93 　がん予防対策事業 56,121 がん検診に要する経費

93   母子保健事業 67,734 妊婦健康診査、母子健康手帳の交付、母子健康相談・母子

健康教育及び乳幼児健康診査等に要する経費

未熟児養育医療に要する扶助費

≪ 健 康 づ く り 推 進 担 当 ≫

91 　食育推進事業 334 食育活動の推進、食生活改善推進員の養成、ふるさとの食

事　　業　　名 予算額 摘   　　　　　　　　　要

・地産地消の普及啓発に要する経費、食事バランス普及啓

発の事業委託


