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≪ 福 祉 政 策 課 ≫

73 　民生委員児童委員活動支援事業 10,811 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

75 　社会福祉協議会活動支援事業 52,616 社会福祉協議会補助

75 　（新）地域福祉推進事業 3,676 地域福祉審議会運営費及び地域福祉計画策定経費

75 　（新）生活困窮者自立支援事業 30,923 生活困窮者の自立相談支援、家計相談支援、就労準備支援

等の実施経費及び住居確保給付に係る扶助費

93 　生活保護受給者等自立支援事業 9,151 被保護者就労準備支援、中国残留邦人等自立支援通訳者派

遣の実施経費

93 　生活保護費 1,069,781 生活保護、中国残留邦人等支援に係る扶助費

≪ 高 齢 者 福 祉 課 ≫

75 　介護保険特別会計繰出金 452,423 介護保険特別会計繰出金

　介護給付費繰出金　　　　　３９６，６２８千円

　地域支援事業繰出金　　 　　 １３，５９７千円

　低所得者保険料軽減繰出金　　　２，４７３千円

　事務費繰出金　　　　　　　　３９，７２５千円

75 　老人福祉施設入所措置事業 11,011 老人福祉施設入所措置経費

　平成２６年１２月１日現在入所者数

　養護老人ホーム　５人

75 　介護保険利用料等助成事業 2,029 介護保険の訪問介護の利用者（低所得者）に対する利用料

助成経費

75 　高齢者在宅福祉推進事業 8,639 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
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77 　敬老事業 1,645 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

77 　シルバー人材センター活動支援事業 8,080 公益社団法人鶴ヶ島市シルバー人材センターに対する運営

補助

77 　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

77 　市民後見推進事業 410 市民後見人を養成するための経費

81 　老人福祉センター運営事業 34,793 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 ≫

81 　障害者自立支援給付等事業 599,797 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

81 　地域生活支援事業 74,836 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、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、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

　

81 　社会参加促進事業 23,556 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

81 　障害者相談支援事業 24,885 障害者基幹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

事　　業　　名 予算額 摘   　　　　　　　　　要

56



　　（単位　千円）

予算書

ページ

81 　障害者在宅福祉推進事業 198,496 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

83 　障害者施設等支援事業 15,476 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

83 　精神保健推進事業 463 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

83   障害者支援体制整備事業 8,417 障害者に対する理解を深めるための研修・啓発事業、障害

者団体・障害者支援団体への補助金、法人後見の支援

≪ こ ど も 支 援 課 ≫

83 　こども医療費助成事業 217,535 こども医療費助成経費

83 　ひとり親家庭等医療費助成事業 14,396 ひとり親家庭等医療費助成経費

85 　放課後児童対策事業 117,867 学童保育室及び障害児学童保育室の運営に対する補助等に

要する経費

85 　(新）学童保育室運営規模適正化対 7,398 杉下小学校区に学童保育室を新設するための経費

　策事業（杉下小学校区）

85 　児童手当支給事業 1,123,089 児童手当支給経費

85 　児童扶養手当支給事業 261,125 児童扶養手当支給経費

87 　ひとり親家庭等自立支援事業 13,192 ひとり親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

87 　公立保育所運営事業 226,594 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、備品整備、旧富士見保育所解体に係る経

費
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89 　民間保育所運営支援事業 870,176 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

89 　川鶴保育園運営費負担金 44,978 川越市との協定に基づく川鶴保育園運営費負担金

89 　保育児童管外委託事業 61,648 管外保育所への児童の入所委託経費

　平成２６年１０月現在委託先　

　公立１か所　民間１３か所

89 　一時預かり事業 5,458 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

89 　子育て支援施設運営事業 23,944 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

89 　家庭保育室運営支援事業 2,606 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

91 　認定こども園等運営支援事業 93,333 認定こども園等の運営に対する施設型給付、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、幼稚

園型一時預かり事業に対する補助、認定こども園に勤務す

る幼稚園教諭の保育士資格取得経費に対する補助、認定こ

ども園の保育園部分に対する補助に要する経費

135 　幼稚園就園奨励事業 119,979 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

≪ 保 険 年 金 課 ≫

77 　後期高齢者医療広域連合負担金 373,507 埼玉県後期高齢者医療広域連合に対する負担金

77 　後期高齢者医療特別会計繰出金 74,665 後期高齢者医療特別会計繰出金

77 　後期高齢者人間ドック等助成事業　 1,000 後期高齢者医療の被保険者に対する人間ドック等受検費用

の一部補助経費
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79 　国民健康保険特別会計繰出金 434,348 国民健康保険特別会計繰出金　　　

　保険基盤安定分　　　　　　　１５６，２４７千円

　事務費分　　　　　　　　　　　２５，２８５千円

　出産育児一時金分　　　　　　　２５，２００千円

　財政安定化支援事業分　　　　　２６，１１６千円

　保険給付費等補填分　　　　　２０１，５００千円

≪ 保 健 セ ン タ ー ≫

77 　後期高齢者健康診査事業 21,976 後期高齢者の健康診査に要する経費

85   子育て支援家庭訪問事業 2,883 育児支援に要する経費

95 　地域医療体制整備事業 27,674 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、献血促進経費、在宅医療推進経費、骨髄移植ドナ

ー支援経費

95 　自動体外式除細動器整備事業 996 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）

97 　成人保健事業 3,944 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

97 　感染症予防対策事業 153,133 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

97 　がん予防対策事業 58,302 がん検診に要する経費

97   母子保健事業 62,762 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
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≪ 健 康 増 進 課 ≫

95 　健康づくり推進事業 474 健康づくりの普及啓発及び健康づくり推進協議会運営に

要する経費

95 　食育推進事業 346 食育活動の推進及び食事バランスの普及啓発等食育の推

進に要する経費

97 　（新）地域でスクラム健康運動事業 21,795 タニタ健康プログラムを活用した健康づくり運動の継続・

拡大、健康づくりの拠点（庁舎健康コーナー）の整備、市

内３カ所の公園における健康遊具の設置に要する経費

97 　（新）健康づくり計画・食育推進計 2,079 第２次健康づくり計画・食育推進計画策定経費

　画策定事業

事　　業　　名 予算額 摘   　　　　　　　　　要
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