
健康福祉部主要事業

こども医療費助成事業 
予算書 P73 

163,947千円 

 子育て家庭への経済的負担を軽減するため、子どもが病気やケガなどにより医療機関を受診した際、

医療費の一部負担金を市が助成する。 

 平成２３年１０月から鶴ヶ島市・坂戸市内の指定医療機関等での窓口支払いの無料化を実施。 

 平成２４年１０月診療分から通院の対象年齢を中学校３年生までに拡大し、こども医療費助成制度

のさらなる充実を図る。  

 
○扶助費 

  ・医療機関等における保険診療の一部負担金 

   

○手数料 

 下記団体へ審査支払事務を委託 

  ・埼玉県国民健康保険団体連合会 

  ・埼玉県社会保険診療報酬支払基金 

  

支払基金 

または 

国保連 

鶴ヶ島市 

 ①診療 
（窓口負担なし） 

②請求 

③支払 

健康保険 

医 

療 

機 

関 

受給者 

保険給付費

支払 

一部負担金分

支払 担当 こども支援課 

（仮称）子どものための手当支給事業              
予算書 P75  

1,249,422千円 

 子どもの健やかな育ちを支援するため、中学校終了までの子どもを対象として、月額手当を

支給するための経費。 

 国、地方、事業主が費用を負担し、国と地方は、２：１の割合で費用を負担する。 

 ３歳未満              １５,０００円 

 ３歳から１２歳まで（第１子・第２子）１０,０００円 

          （第３子以降）  １５,０００円 

 中学生               １０,０００円 

  

 延見込対象子ども数    １１０,９２６人 

【事務経費】               ４,９３２千円 

【扶助費】     １,２４４,４９０千円 

  財源内訳 

   国負担分     ８６５,５５９千円 

   県負担分     １８９,４６５千円 

   市負担分     １８９,４６６千円 

担当 こども支援課 



（新）保育所耐震診断事業            
予算書 P77 

5,904千円 

  

 安全な保育環境を確保するため、旧耐震基準（昭和５６年以前）により建築された公立保育

所の耐震診断を行う。 

 【対象施設】 

 鶴ヶ島東部保育所 延床面積７１４．７６㎡  

 富士見保育所           延床面積７６２．２７㎡ 

 

担当 こども支援課 

感染症予防対策事業              
予算書 P85  

172,417千円 

 感染症の発生及び蔓延を予防することにより、市民の健康維持と感染症による重篤化の防

止を図ることを目的に実施する感染症予防対策支援経費及び予防接種法に基づく予防接種実

施経費。 

 ○感染症予防対策支援経費 

  ・１３歳以上１７歳未満の女性（中学１年生～高校１年生相当年齢）。平成２３年度中に 

   接種した者のうち３回接種が完了していない高校２年生相当年齢の女性を対象とする 

     子宮頸がん予防接種委託経費 １８，６８４千円 

  ・生後２か月以上５歳未満の小児を対象とする小児肺炎球菌予防接種委託経費 

    ２２，０４０千円 

  ・生後２か月以上５歳未満の小児を対象とするインフルエンザ菌ｂ型（Hib）予防接種 

     委託経費 １５，１３６千円 

  ・満６５歳以上の高齢者を対象とする肺炎球菌感染症予防接種費用補助金 

    ２，０３７千円 

 ○予防接種実施経費 １１４，４９４千円 

  乳幼児、児童、生徒及び高齢者に対する予防接種実施経費 

 
担当 保健センター 



　　（単位　千円）

予算書

ページ

≪ 社 会 福 祉 課 ≫

63 　民生委員児童委員活動支援事業 10,525 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　１０３人

　主任児童委員　　　　　　８人

63 　国民健康保険組合活動支援事業 324 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

63 　社会福祉協議会活動支援事業 37,452 社会福祉協議会補助

83 　生活保護費 973,887 生活保護、中国残留邦人等支援及び住宅手当緊急特別措置

に係る扶助費

≪ 高 齢 者 福 祉 課 ≫

65 　介護保険特別会計繰出金 388,050 介護保険特別会計繰出金

　介護給付費繰出金　　　３３２，６４０千円

　事務費繰出金　　　　　　４５，１１２千円

　地域支援事業費繰出金　　１０，２９８千円

65 　老人福祉施設入所措置事業 11,747 老人福祉施設入所措置経費

　平成２３年１２月１日現在入所者数

　養護老人ホーム　５人

65 　介護保険利用料等助成事業 1,708 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

65 　高齢者在宅福祉推進事業 10,158 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

65 　敬老事業 1,072 高齢者の長寿祝いの実施経費

１００歳長寿祝い、敬老祝いのための経費

65 　シルバー人材センター活動支援事業 8,599 鶴ヶ島市シルバー人材センターに対する運営補助

事　　業　　名 予算額 摘   　　　　　　　　　要



　　（単位　千円）

予算書

ページ

65 　老人クラブ活動支援事業 1,852 老人クラブ連合会運営補助

単位老人クラブ運営補助

69 　老人福祉センター運営事業 34,183 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 ≫

69 　障害者自立支援事業 500,402 ・障害者自立支援法に基づく介護給付費、訓練等給付費、

　自立支援医療（更生医療）、補装具費等の自立支援給付

　に要する経費

・障害程度区分の認定に伴う経費

・障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策事業

　に対する経費

71 　地域生活支援事業 66,984 ・成年後見制度利用経費、寝具乾燥車派遣、入浴サービス

　を実施するための経費、身体障害者就職支度金経費

・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

・重度身体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

71 　社会参加促進事業 20,376 ・視覚障害者生活支援事業経費

・手話通訳派遣、手話講習会、要約筆記奉仕員派遣経費

・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

71 　相談支援事業 3,152 障害者等が社会生活を営むことができるよう相談に応じ、

情報提供及び助言を行うための経費

71 　障害者在宅福祉推進事業 188,158 ・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

・障害者に対するレスパイトサービスを実施するための経

　費

・重度心身障害者医療費助成経費

事　　業　　名 予算額 摘   　　　　　　　　　要



　　（単位　千円）

予算書

ページ

71 　障害者施設等支援事業 16,263 ・障害者喫茶コーナー運営費補助金

・共同生活援助等運営費補助金

・地域活動支援センター運営費負担金

71 　精神保健推進事業 498 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

71 　障害者就労支援事業 1,807 障害者就労支援に要する経費

《 こ ど も 支 援 課 》

73 　児童福祉推進事業 6,393 児童福祉審議会開催等に要する経費

73 　ひとり親家庭等医療費助成事業 20,462 ひとり親家庭等医療費助成経費

　平成２３年１１月１日現在登録者数　１，５８１人

73 　家庭児童相談事業 3,492 家庭児童相談事業経費

　家庭児童相談員　２人

73 　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

73 　放課後児童対策事業 94,328 学童保育室及び障害児学童保育室委託料・補助金

75 　児童扶養手当支給事業 258,254 児童扶養手当支給経費

　平成２３年１１月１日現在登録者数　６５１人

75 　母子自立支援事業 23,654 母子家庭の自立のための技能習得及び就労支援等に要する

経費

77 　公立保育所運営事業 181,415 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

77 　民間保育所運営支援事業 733,044 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

摘   　　　　　　　　　要事　　業　　名 予算額



　　（単位　千円）

予算書

ページ

77 　川鶴保育園運営費負担金 48,131 川越市との協定に基づく川鶴保育園運営費負担金

77 　保育児童管外委託事業 62,639 管外保育所への児童の入所委託経費

　平成２３年１０月現在委託先　

　公立４か所　民間１５か所

77 　一時預かり事業 5,342 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

79 　子育て支援施設運営事業 25,192 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

79 　家庭保育室運営支援事業 3,180 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

79 　ファミリーサポートセンター運営事 2,522 ファミリーサポートセンターの事業に要する経費

　業

79 　上広谷児童館運営事業 16,959 上広谷児童館指定管理に要する経費等

79 　つどいの広場運営事業 4,367 つどいの広場運営委託経費

鶴ヶ島西つどいの広場、上広谷児童館つどいの広場

≪ 児 童 館 ≫

81 　児童館行事等開催事業 275 事業数　　６

※直営児童館３館における行事等開催事業

≪ 保 険 年 金 課 ≫

65 　後期高齢者医療広域連合負担金 288,537 埼玉県後期高齢者医療広域連合に対する負担金

67 　後期高齢者医療特別会計繰出金 56,896 後期高齢者医療特別会計繰出金

67 　後期高齢者健康診査事業 19,203 後期高齢者の健康診査に要する経費

事　　業　　名 予算額 摘   　　　　　　　　　要



　　（単位　千円）

予算書

ページ

67 　後期高齢者人間ドック助成事業　 1,000 後期高齢者医療の被保険者に対する人間ドック受検費用の

一部補助経費

67 　老人保健医療費請求遅延分支払経費 21 老人保健特別会計の廃止に伴い、時効前の老人医療給付費

請求に対応するための経費

69 　国民健康保険特別会計繰出金 439,579 国民健康保険特別会計繰出金　　　

　保険基盤安定分　　　　　　　１４６，６２２千円

　事務費分　　　　　　　　　　　２６，５４７千円

　出産育児一時金分　　　　　　　３３，６００千円

　財政安定化支援事業分　　　　　２０，８１０千円

　保険給付費等補填分　　　　　２１２，０００千円

≪ 保 健 セ ン タ ー ≫

73   子育て支援家庭訪問事業 3,397 育児支援に要する経費

　子育て支援家庭訪問員　２人

85 　地域医療体制整備事業 13,454 地域医療体制整備のための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

85 　自動体外式除細動器整備事業 1,181 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）

85 　成人保健事業 4,146 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

85 　がん予防対策事業 48,742 がん予防の普及啓発及びがん検診に要する経費、特定の年

齢に達した者に対する無料クーポン券を活用したがん検診

の実施に要する経費

87   母子保健事業 64,253 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・乳幼児健康診査等に関する経費

摘   　　　　　　　　　要事　　業　　名 予算額



　　（単位　千円）

予算書

ページ

89 　保健センター運営事業 23,584 保健センター運営に要する事務経費、維持管理経費及び健

康管理情報システム運営経費

≪ 健 康 づ く り 推 進 担 当 ≫

83 　健康づくり推進事業 163 健康づくり推進協議会の運営、ラジオ体操の啓発、笑いか

ら健康づくりの推進に要する経費

85 　食育推進事業 358 食育活動の推進、食生活改善推進員の養成、食育推進活動

連絡会の開催、ふるさとの食・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

事　　業　　名 予算額 摘   　　　　　　　　　要


