
健康福祉部主要事業

（新）介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金

（新）施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金

予算書 P69

30,000千円

こども医療費助成事業 予算書 P75

107,841千円

担当 こども支援課

予算書 P69

16,200千円

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月診療分から、窓口無料化を導入し、請求及び支払い手続きを簡略すること

で、子育て家庭の経済的負担及び申請手続きの負担を軽減する。

○扶助費

・保険医療機関等における保険診療の一部負担金

・鶴ヶ島市・坂戸市内の市長が指定する保険医療

機関等では、無料で受診できる。

○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

認知症高齢者グループホーム等を市内に設置する民間事業者に対し、施設整備に係る工事費

及び開設準備に必要となる職員の雇上げ等に係る経費に対して補助を行う。

○介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金

小規模多機能型居宅介護事業所を市内に設置する民

間事業者に対し、当該施設の整備に要する工事費等に

ついて補助する。※ 限度額：３０，０００千円

○施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金

認知症高齢者グループホーム等を市内に設置する民

間事業者に対し、当該施設の開設準備に必要となる職

員の雇上げ等に要する経費について補助する。

※ 認知症高齢者グループホームの場合の限度額

：入所定員数×６０万円

小規模多機能型居宅介護事業所の場合の限度額

：宿泊定員数×６０万円

担当 高齢者福祉課



予算書 P81

2,431千円（新）ファミリーサポートセンター運営事業

担当 こども支援課

感染症予防対策事業
予算書 P87

164,817千円

事業委託料

事業を運営するための運営経費

「子育てを援助して欲しい人」と「子育てを支援したい人」を会員として地域で子育てを支

え合う「ファミリーサポートセンター事業」を開始し、地域における子育て支援を推進する。

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事業及び予防接種法に基づく予防接種実施事

業に係る経費
○感染症予防対策支援事業

・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）

を対象とする子宮頸がん予防接種委託事業 １７，６０４千円

・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

委託事業 ２７，６３０千円

・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）予防接種委託事業 １４，９８４千円

・満７０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 １，２０６千円

○予防接種実施事業 １０３，３８４千円

乳幼児、児童、生徒（中学校１年生・高校３年生）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 ≫

65 　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

65 　国民健康保険組合補助金 359 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

65 　（ふるさと雇用）コミュニティレス 6,819 コミュニティレストランの人件費等に対する補助

　トラン事業

67 　社会福祉協議会補助金 38,690 社会福祉協議会運営費補助

85 　生活保護費 935,450 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 ≫

67 　介護保険特別会計繰出金 419,362 介護保険特別会計繰出金

　介護給付費繰出金　　　３５１，０５４千円

　事務費繰出金　　　　　　５７，８８８千円

　地域支援事業費繰出金　　１０，４２０千円

67 　老人福祉施設入所措置事業 14,294 老人福祉施設入所措置経費

　平成２２年１２月１日現在入所者数

　養護老人ホーム　７人

67 　介護保険利用料等助成事業 1,524 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

67 　高齢者在宅福祉推進事業 10,169 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

事　　業　　名 予算額 摘   　　　　　　　　　要



　　（単位　千円）

予算書

ページ

67 　敬老事業 751 高齢者の長寿祝いの実施経費

１００歳長寿祝、敬老祝いのための経費

67 　シルバー人材センター補助金 10,538 鶴ヶ島市シルバー人材センターに対する運営補助

67 　老人クラブ活動補助金 1,600 老人クラブ連合会運営補助

単位老人クラブ運営補助

　会員５０人以上　１７クラブ

　会員４９人以下　１３クラブ

69 　（ふるさと雇用）福祉機器活用事業 1,711 社会福祉協議会の所有する福祉機器の有効活用経費及び

　 雇用のための人件費

71 　老人福祉センター運営事業 33,758 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 ≫

73 　障害者自立支援事業 333,432 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

73 　地域生活支援事業 46,146 ・寝具乾燥車派遣、入浴サービスを実施するための経費、

　更生訓練費、身体障害者就職支度金経費

・移動支援事業、日中一時支援事業、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

・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

・地域活動支援センター運営費負担金

73 　地域デイケア施設運営事業 32,992 心身障害者地域デイケア施設「きいちご」指定管理委託料

73 　重度障害者医療費助成事業 124,720 重度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

73 　障害者在宅福祉推進事業 67,014 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、福祉タクシー利用料及び自動車

燃料の助成のための経費

73 　障害者福祉施設等補助金 18,716 障害者喫茶コーナー運営費補助、心身障害者地域デイケア

施設運営費補助、生活ホーム運営費補助、共同生活援助運

営費補助

73 　精神保健推進事業 580 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

75 　障害者就労支援事業 1,723 障害者就労支援に要する経費

《 こ ど も 支 援 課 》

75 　児童福祉事務費 6,604 児童福祉審議会開催等に要する経費

77 　ひとり親家庭等医療費助成事業 22,714 ひとり親家庭等医療費助成

　平成２２年１１月１日現在登録者数　１，６２８人

77 　家庭児童相談事業 3,482 家庭児童相談事業経費

　家庭児童相談員　２人

77 　青少年健全育成連絡協議会事業費補 700 青少年健全育成連絡協議会事業費補助金

　助金

77 　放課後児童対策事業 84,304 学童保育室及び障害児学童保育室委託料・補助金

事　　業　　名 予算額 摘   　　　　　　　　　要



　　（単位　千円）

予算書

ページ

77 　子ども手当支給事業 1,528,828 子ども手当支給経費

　平成２２年１０月１日現在登録者数　５，５８０人

中学校終了までの子どもを対象として、３歳未満の子ども

一人につき月額２０，０００円、３歳以上中学生以下の子

ども一人につき月額１３，０００円を支給するための経費

　子ども手当の一部として児童手当を支給する仕組みで、

児童手当分については国、地方、事業主が費用を負担し、

それ以外の費用については全額を国庫が負担

77 　児童扶養手当支給事業 252,273 児童扶養手当支給経費

　平成２２年１１月１日現在登録者数　６４４人

77 　母子自立支援事業 13,575 母子家庭の母が技能習得をするために要する経費

79 　母子自立支援プログラム策定事業 1,654 母子家庭の自立のための就労支援に要する経費

79 　公立保育所運営事業 178,259 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

81 　民間保育所運営支援事業 719,321 市内私立保育所に対し、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

81 　川鶴保育園運営費負担金 45,093 川越市との協定に基づく川鶴保育園運営費負担金

81 　保育児童管外委託事業 66,138 管外保育所への児童の入所委託経費

　平成２２年１０月現在委託先　

　公立２か所　私立１１か所

81 　一時預かり事業 5,283 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

81 　子育て支援施設運営事業 23,299 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

81 　家庭保育室運営支援事業 3,817 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

事　　業　　名 予算額 摘   　　　　　　　　　要



　　（単位　千円）

予算書

ページ

83 　上広谷児童館運営事業 16,826 上広谷児童館指定管理に要する経費等

83 　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 ≫

83 　児童館行事等開催事業 250 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 ≫

69 　後期高齢者医療広域連合負担金 295,728 埼玉県後期高齢者医療広域連合に対する負担金

69 　後期高齢者医療特別会計繰出金 50,984 後期高齢者医療特別会計繰出金

69 　後期高齢者健康診査事業 18,914 後期高齢者の健康診査に要する経費

69 　（新）後期高齢者人間ドック助成事 1,035 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

　業 一部補助経費

69 　（新）老人保健医療費請求遅延分支 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

　払経費 請求に対応するための経費

71 　国民健康保険特別会計繰出金 409,658 国民健康保険特別会計繰出金　　　

　保険基盤安定分　　　　　　　１１５，６６６千円

　事務費分　　　　　　　　　　　２８，３８２千円

　出産育児一時金分　　　　　　　３２，８００千円

　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 ≫

77   子育て支援家庭訪問事業 3,530 育児支援に要する経費

　子育て支援家庭訪問員　２人

摘   　　　　　　　　　要事　　業　　名 予算額



　　（単位　千円）

予算書

ページ

87 　地域医療体制整備事業 13,409 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

87 　自動体外式除細動器整備事業 1,595 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）

87 　成人保健事業 56,073 成人健康教育・相談、機能訓練、歯周疾患検診・在宅訪問

歯科検診、がん検診、肝炎ウイルス検診、骨粗しょう症検

診、女性特有のがん検診等に要する経費

89   母子保健事業 63,072 妊婦健康診査・母子手帳交付・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

91 　保健センター運営事業 28,967 保健センター運営に要する事務費経費、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 ≫

87 　健康づくり推進事業 181 健康増進啓発経費　

　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

87 　食育推進事業 434 食育活動の推進、食生活改善推進員の養成に要する経費

　食育体験フェアの開催に要する経費、食事バランス普及

　啓発の事業委託

事　　業　　名 予算額 摘   　　　　　　　　　要


