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　　　　　　　Ⅲ　健やかで優しい和光の実現のために【保健・福祉・医療】

　　　　　　　１　地域で支援する子育て環境づくり（児童福祉）

事業区分

9 9

次世代育成支援対策ハンドブック追録 次世代育成支援対策ハンドブック追録 次世代育成支援対策ハンドブック追録

委員長交通費相当額　             　 3

委員長交通費相当額　             　 3

地域協議会委員謝礼

委員長（学識経験者）             　16 委員長（学識経験者）             　16 委員長（学識経験者）             　16
事業内容

事業計画

地域協議会委員謝礼 地域協議会委員謝礼

次世代育成支援対策推進法第８条第１項
に基づき策定した行動計画の促進を図
る。

委員　 　　　　             　　   22 委員長交通費相当額　             　 3

9

一般財源 （ホ） 50 28 28
経常 こども福祉課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 50 28 28

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

次世代育成支援行動計画促進 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）

　　　　　　　　　 保育園の改修とサービスの多様化
　　　　　　     　多様な児童保育ニーズへの対応
　　          　 　子どもたちの健康な心と体の実現
　　　　　　　　　 ひとり親家庭への支援

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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事業区分

事業区分

単位（千円）

負担金（会費他）                  407 負担金（会費他）                  403 負担金（会費他）                  403

委託料                            762 委託料                            762

使用料及び賃借料（AED他）       1,297 使用料及び賃借料（AED他）       1,297 使用料及び賃借料（AED他）       1,297

需用費（消耗品費・印刷代）      2,277

役務費（保険料・手数料・修繕料）  332 役務費（保険料・手数料・修繕料）  332 役務費（保険料・手数料・修繕料）  332

報償費（研修会講師謝礼）           70

旅費(通勤費）    　　　　　    3,636 旅費(通勤費）    　　　　　    3,636 旅費(通勤費）    　　　　　    3,636

非常勤嘱託職員      　　　　  127,021

共済費                         15,479 共済費                         15,479 共済費                         15,479
事業内容

事業計画

非常勤嘱託職員      　　　　  127,021 非常勤嘱託職員      　　　　  127,021

公設保育園の共通管理に要する経費

報償費（研修会講師謝礼）           70 報償費（研修会講師謝礼）           70

需用費（消耗品費・印刷代）      2,277 需用費（消耗品費・印刷代）      2,277

委託料                            762

79,783

一般財源 （ホ） 71,498 71,494 71,494
経常 こども福祉課

その他特定財源 （ニ） 79,783 79,783

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 151,281 151,277 151,277

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

保育園管理運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

2

所管課

こども福祉課

公設保育園のしもにいくら保育園給食室
については、調理中の室温が４０度以上
となり、調理員の健康上危険であること
から、空調機を１台増設するものであ
る。

事業内容

投資

事業名

保育園施設整備

しもにいくら保育園給食室空調機設置工事

工事請負費　　　　　　　　　　　412

 機器　天吊り型　壁掛けルームエアコン

 　　　(冷房能力5.6kw、暖房能力6.7kw)

（イ）国庫支出金

事業費　（イ）～（ホ）

（ロ）
財
源
の
内
訳

（ニ）

（ホ）

県支出金

その他特定財源

一般財源

地方債

事業計画

積算基礎

平成２４年度平成２３年度

00

412

平成２２年度年　　度　　別

（ハ）

412
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事業区分

事業区分

修繕料　　　　　　　　　　　　 　 630

消耗品費　　　　　　　 　　　　 2,447

備品購入費　　　　　　 　　　　 　840 備品購入費　　　　　　 　　　　 1,218 備品購入費　　　　　　 　　　　 1,218

　給食調理業務委託料　　　　　46,905

賄材料費　　　　　　　 　　　　34,236 賄材料費　　　　　　　 　　　　34,236 賄材料費　　　　　　　 　　　　34,236
事業内容

事業計画

給食調理業務委託料　　　　　　46,441 給食調理業務委託料　　　　　　46,905

公設公営保育園で提供する給食に関する
経費

消耗品費　　　　　　　 　　　　 2,447 消耗品費　　　　　　　 　　　　 2,447

修繕料　　　　　　　　　　　　 　 630 修繕料　　　　　　　　　　　　 　 630

9,468

一般財源 （ホ） 75,126 75,968 75,968
経常 こども福祉課

その他特定財源 （ニ） 9,468 9,468

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 84,594 85,436 85,436

4

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

給食実施 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

※　公設民営園３園を民設移行予定

修繕料　　　　　　   　　　　　　 500

備品購入費　　　　　　　　　　　　821 備品購入費　　　　　　　　　　　　500 備品購入費　　　 　　　　　　　　 500

保育園運営委託料　　　　  　 111,518

賃借料（園舎・土地）　　　　　 32,870 賃借料（園舎・土地）　　　　　  6,710 賃借料(園舎・土地）　　　　　　 6,710
事業内容

事業計画

保育園運営委託料　　　　　　　567,785 保育園運営委託料　　　　　　　110,964

公設民営保育園の運営に関する経費

修繕料　　　　　　　　　　　　　2,891 修繕料　　　　　　　　　　　　　  500

15,672

一般財源 （ホ） 484,055 103,002 103,556
経常 こども福祉課

その他特定財源 （ニ） 118,296 15,672

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ） 2,016

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 604,367 118,674 119,228

5

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

公設民営保育園運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）
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事業区分

事業区分

※　公設民営園３園を民設移行予定

保育園運営委託料　　　　　　　688,444

民間保育所補助金　　　　　　　113,672 民間保育所補助金　　　　　　 299,646　 民間保育所補助金　　　　　　　299,646
事業内容

事業計画

保育園運営委託料　　　　　　　390,776 保育園運営委託料　　　　　　 688,444

民設民営保育園の運営に関する経費

181,300

一般財源 （ホ） 254,860 598,194 598,194
経常 こども福祉課

その他特定財源 （ニ） 91,630 181,300

所管課 地方債 （ハ）

74,892 74,892県支出金 （ロ） 58,013

133,704 133,704

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 504,448 988,090 988,090

7

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

民間保育園運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 99,945

※現消防庁舎移転後の土地利用の中での移

転、民設へ移行を前提とし、交付金額は、

事業内容

事業計画

積算基礎

補助金

適切な環境で保育が受けられるように、
民設園の運営を行う。また、施設整備を
行う。ひろさわ保育園園舎の改築に関し
ては、現消防庁舎移転後の土地利用やひ
ろさわ保育園民設化への移行、開発手法
についても併せて検討していく。

２２年度までの安心こども基金での金額

を計上（２３年度以降の補助制度未定）

ひろさわ保育園施設整備交付金　197,904

98,952
投資 こども福祉課

その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

98,952

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 197,904

6

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

民間保育所施設整備 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）
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事業区分

（非常勤職員被服貸与　2年毎実施）

（非常勤職員被服貸与　2年毎実施） （庁用車車検、2年毎実施）

（庁用車車検、2年毎実施）

（建築物定期調査報告　2年毎実施）

（建築物定期調査報告　2年毎実施） （空調機薬品洗浄　20年度実施分）

（ガスヒートポンプ総合点検） 遠足バス、園駐車場、事務機器等借上料

遠足バス、園駐車場、事務機器等借上料

事業区分

職員研修会等負担金              　107 職員研修会等負担金              　107 職員研修会等負担金              　107

自動車税                         　14 自動車税                         　14 自動車税                         　14

事務機器借上・バス借上等        　634 事務機器借上・バス借上等        　634

備品購入                        　545 備品購入                        　545 備品購入                        　545

電話料・カーテン洗濯費等        　703

清掃・警備等、維持管理委託料 　13,325 清掃・警備等、維持管理委託料　 13,325 清掃・警備等、維持管理委託料 　13,325

職員旅費                         　53

消耗品・修繕費・高熱水費等  　 19,363 消耗品・修繕費・高熱水費等   　20,013 消耗品・修繕費・高熱水費等　   19,363

嘱託医師報酬                    　100

嘱託医師謝礼等                  　374 嘱託医師謝礼等                  　374 嘱託医師謝礼等                  　374
事業内容

事業計画

嘱託医師報酬                    　100 嘱託医師報酬　                    100

みなみ保育園管理運営に要する経費

職員旅費                         　53 職員旅費　                         53

電話料・カーテン洗濯費等　        703 電話料・カーテン洗濯費等        　703

事務機器借上・バス借上等　        634

3,992

一般財源 （ホ） 30,213 30,863 30,213

3,992 3,992
経常 こども福祉課

その他特定財源 （ニ）

1,013

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ） 1,013 1,013

35,218 35,868 35,218

みなみ保育園管理運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

研修会参加負担金　　　　　   　　　91 庁用車重量税　　   　   　　　　　　9

9

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ）

2990 保育用具等、備品購入費　　   　 　119　　

保育用具等、備品購入費　　   　 　119 　 研修会参加負担金　　　   　　　　　91

2990

保育用具等、備品購入費            119

研修参加負担金                     91 2990

（空調機薬品洗浄　19年度実施分） 施設維持管理委託料　　   　　　　8557

施設維持管理委託料　   　　　　　7307 遠足バス、園駐車場、事務機器等借上料

職員旅費　　　　　　　　　　　   　43

職員旅費　　　　　　　　　   　　　43 消耗品購入費、施設修繕費等       8779 消耗品購入費、施設修繕費等　   　9060

嘱託医報酬費　　　　　　　　   　　62

検診・研修等謝礼　　 　　   　　　288 検診、研修等謝礼                  288 検診・研修等謝礼　　 　　   　　　288
事業内容

事業計画

嘱託医報酬費　　　　　　   　　　　62 嘱託医報酬費　　　　　　　　　 　　62

しらこ保育園管理運営に要する経費

（歯磨き指導歯科衛生士謝礼） 職員旅費                           43

消耗品購入費、施設修繕費等　   　9060 通信費、カーテン洗濯等            386

施設維持管理委託料               7744

14

一般財源 （ホ） 19,886 20,568 21,205
経常 こども福祉課

その他特定財源 （ニ） 518 14

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

20,582 21,219

しらこ保育園管理運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）

8

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 20,404
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事業区分

備品購入費                       275 備品購入費　　　　　　　　　　　  275 備品購入費                        275

消耗品費                         135 消耗品費                          135 消耗品費                          135

通信運搬費                        81 通信運搬費                         81 通信運搬費                         81

事業区分

支援センター･一次保育･管理運営委託料 

みなみ・しらこ両子育て支援センター、
一時保育及びみなみの休日保育運営に要
する経費

事業内容

事業計画

支援センター･一次保育･管理運営委託料 支援センター･一次保育･管理運営委託料 

14,791

一般財源 （ホ） 77,364 78,501 79,529
経常 こども福祉課

その他特定財源 （ニ） 14,791 14,791

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ） 16,074 16,074 16,074

110,394

子育て支援センター・一時保育・休日保育管理運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）

10

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 108,229 109,366

役務費　　　　　　　　　　　　　　611 役務費　　　　　　　　　　　　　　611

委託料　　 　　　　　　　　　　　　56 委託料　　 　　　　　　　　　　　　56 委託料　　 　　　　　　　　　　　　56

旅費（アドバイザー通勤費他）　　　62 旅費（アドバイザー通勤費他）　　　62

需用費　　　　　　　　　　　 　　 158 需用費　　　　　　　　　　　 　　 158 需用費　　　　　　　　　　　 　　 158

アドバイザー（4人）報酬　　　　5,040 アドバイザー（4人）報酬　　　　5,040

地域の中で、子育ての手助けをして欲し
い「依頼会員」と子育ての手助け（有償
ボランティア）ができる「協力会員」の
相互マネジメントを行い、仕事と育児を
両立できる環境の整備を行う。

共済　　　　　　　　　 　　　　　　76 共済　　　　　　　　　 　　　　　　76 共済　　　　　　　　　 　　　　　　76

報償費（講師謝礼他）　　　　　　　641 報償費（講師謝礼他）　　　　　　　641 報償費（講師謝礼他）　　　　　　　641

旅費（アドバイザー通勤費他）　　　62

事業内容

事業計画

アドバイザー（4人）報酬　　　　5,040

役務費　　　　　　　　　　　　　　611

一般財源 （ホ） 4,664 4,664 4,664
経常 こども福祉課

その他特定財源 （ニ）

地方債 （ハ）

県支出金 （ロ） 1,980 1,980 1,980

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 6,644 6,644 6,644

11

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

ファミリーサポートセンター 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

所管課

107,738 108,815 109,903
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事業区分

事業区分

使用料及び賃借料（AED他）　　　1,239

備品購入費　　 　　　　　　  　   37

役務費　　　　　 　　　　 　　　　146

委託料（指定管理料他）　　　　152,620 委託料　　　 　　　　　　　　152,620 委託料　　　 　　 　　　　　　152,620

報償費(ﾌﾟｰﾙ棟水泳教室講師謝礼)11,891

需用費（燃料費・光熱水費他）　19,122 需用費（燃料費・光熱水費他）　19,122 需用費（燃料費・光熱水費他）　19,122
事業内容

事業計画

報償費(ﾌﾟｰﾙ棟水泳教室講師謝礼)11,915 報償費(ﾌﾟｰﾙ棟水泳教室講師謝礼)11,891

児童センター・児童館の管理運営に関す
る経費

役務費　　　　　 　　　　　　　　146 役務費　　　　　 　　　　　　　　146

使用料及び賃借料（AED他）　　　1,239 使用料及び賃借料（AED他）　　　1,239

24,985

一般財源 （ホ） 160,094 160,833 160,833
経常 こども福祉課

その他特定財源 （ニ） 24,985 24,985

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

13

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ） 185,079

児童センター（館）管理運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２３年度 平成２４年度

185,818 185,818

・ウォールカーテン、プール床、トップ

棟）　　　　　　　　　　　　　　3,000 プール棟内外装改修工事設計委託料  690

ライト、屋上防水など

プール棟オイルタンク配管工事設計委託料 ※内外装改修予定個所

事業内容

事業計画

積算基礎

雨樋、金物交換工事(総合本館及びプール

総合児童センター建築後２５年が経過し
ているため、計画的な修繕を行う。

プール棟オイルタンク配管工事 　 2,500

200

5,700
投資

こども福祉課 その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

事業費　（イ）～（ホ） 0 5,700 23,690

12

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

児童センター（館）
施設整備

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）

23,690

プール棟内外装改修工事       　23,000

平成２４年度平成２３年度
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事業区分

需用費　　　　　　　　　　　　　2541 需用費　　　　　　　　　　　　　2541

役務費　　　　　　　　　　　　　 134 役務費　　　　　　　　　　　　　 134

指定管理料　　　　　　　　　　263853 指定管理料　　　　　　　　　　263853

業務委託料　　　　　　　　　　　 146 業務委託料　　　　　　　　　　　 146

使用料及び賃借料　 　　　　　　10976 使用料及び賃借料　 　　　　　　10976

事業区分

謝礼（送迎整理員）　　　　　　　1920

（送迎整理員、指定管理者選考委員）

保護者からの申込に基づき、内容審査及
び選考し、保育クラブで児童を保育す
る。

需用費　　　　　　　　　　　　　2541

役務費　　　　　　　　　　　　　 134

指定管理料　　　　　　　　　　263853

業務委託料　　　　　　　　　　　 146

使用料及び賃借料　 　　　　　　10976 備品購入費　　　　　　　　　　　 214 備品購入費　　　　　　　　　　　 214

事業内容

事業計画

謝礼　　　　　　　　　　　　　　1944 謝礼（送迎整理員）　　　　　　　1920

備品購入費　　　　　　　　　　　 214

一般財源 （ホ） 254,333 254,309 254,309
経常 生涯学習課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

25,475 25,475県支出金 （ロ） 25,475

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 279,808 279,784 279,784

14

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

保育クラブ管理運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）

家庭保育室委託料　　　　　　　 27,168

需用費　　　　　　　　　　　　　　　8 需用費　　　　　　　　　　　　　　　8 需用費　　　　　　　　　　　　　　　8
事業内容

事業計画

家庭保育室委託料　　　　　　　 24,035 家庭保育室委託料　　　　　　　 27,168

家庭等を基盤とした環境で乳幼児の保育
を行わせるため、私人等が実施する家庭
保育室に乳幼児の保育を委託する。

一般財源 （ホ） 20,812 23,276 23,276
経常 こども福祉課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ） 3,231 3,900 3,900

27,176

家庭保育室運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

15

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 24,043 27,176
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事業区分

事業区分

管外保育運営委託料　           87,071　　
事業内容

事業計画

管外保育運営委託料　           87,071 　管外保育運営委託料　           87,071 　

利便性等の理由により市外の保育園に入
園している乳幼児の保育の実施を委託す
る。

26,868

一般財源 （ホ） 56,902 56,902 56,902
経常 こども福祉課

その他特定財源 （ニ） 26,868 26,868

所管課 地方債 （ハ）

1,100 1,100県支出金 （ロ） 1,100

2,201 2,201

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 87,071 87,071 87,071

16

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

管外保育児童運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 2,201

単位（千円）

特別支援学校放課後事業対策費補助金

4,914 4,914 4,914
事業内容

事業計画

特別支援学校放課後事業対策費補助金 特別支援学校放課後事業対策費補助金

埼玉県立和光南特別支援学校の児童対象
の放課後学童保育クラブに補助金を交付
し、障害児及び保護者の生活の安定と負
担軽減を図る。

一般財源 （ホ） 3,786 3,786 3,786
経常 社会福祉課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

1,128 1,128県支出金 （ロ） 1,128

平成２２年度 平成２３年度

事業費　（イ）～（ホ） 4,914 4,914 4,914

17

事業名
年　　度　　別 平成２１年度

特別支援学校放課後事業対策 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）
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事業区分

事業区分

つどいの広場管理運営委託料　　　5,935

子育てネットワーク補助金　　 　   500 子育てネットワーク補助金　　 　   500 子育てネットワーク補助金　　 　   500
事業内容

事業計画

つどいの広場管理運営委託料　　　5,935 つどいの広場管理運営委託料　　　5,935

子育て中の親子が気軽に集うことができ
る場所を提供し、親の孤独感、閉塞感、
育児不安等を解消する。

一般財源 （ホ） 4,113 4,113 4,113
経常 こども福祉課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

2,322 2,322県支出金 （ロ） 2,322

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 6,435 6,435 6,435

18

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

つどいの広場運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

※需用費増：子育てガイドブック印刷

共済費　　　　　　　　　　　　　1,687

需用費                             83

役務費・負担金等                　494 役務費・負担金等                　494 役務費・負担金等                　494

非常勤職員（2人）報酬         12,000

報償費（相談・研修支援他謝礼）  1,861 報償費（相談・研修支援他謝礼）  1,861 報償費（相談・研修支援他謝礼）  1,861
事業内容

事業計画

非常勤職員（2人）報酬          11,760 非常勤職員（2人）報酬     　　12,000

子育てに関する専門的なアドバイスを行
うほか、言語・心理相談、保育園・幼稚
園巡回相談、グループ活動を行う。

需用費                             83 需用費                            783    

共済費　　　　　　　　　　　　　1,687 共済費　　　　　　　　　　　　　1,687

0

一般財源 （ホ） 15,510 16,450 15,750

0

経常 こども福祉課
その他特定財源 （ニ） 0 0

0 0所管課 地方債 （ハ）

375

県支出金 （ロ） 0 0 0

16,125

児童相談 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 375 375

単位（千円）

19

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 15,885 16,825
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事業区分

事業区分

委託料:母子助産・母子寮入所措置費　      851
事業内容

事業計画

委託料:母子助産・母子寮入所措置費　      851 委託料:母子助産・母子寮入所措置費　      851

保健上必要があるにもかかわらず経済的
理由により、入院助産を受けることがで
きない妊産婦に対し助産施設において助
産を行う。(児童福祉法第２２条）
保護者（配偶者のいない女子又はこれに
準ずる事情にある女子）とその者の看護
すべき児童から申込みがあったときに、
母子生活支援施設において保護をする。
（児童福祉法第２３条）

0

一般財源 （ホ） 214 214 214

0

経常 こども福祉課
その他特定財源 （ニ） 0 0

0 0所管課 地方債 （ハ）

425

県支出金 （ロ） 212 212 210

849

助産施設・母子寮入所措置 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 425 425

21

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 851 851

機器使用料等増：児童扶養手当システム入替

　　　　母子自立支援費　　　　  8,313

機器使用料等                    1,836 機器使用料等                    1,836 機器使用料等                    1,836

扶助費：児童扶養手当          146,400

　　　　ひとり親家庭等医療費   13,196 　　　　ひとり親家庭等医療費   15,800 　　　　ひとり親家庭等医療費   18,900
事業内容

事業計画

扶助費：児童扶養手当          110,715 扶助費：児童扶養手当          127,300

ひとり親家庭等への児童扶養手当の支給
及び医療費の一部助成を所得に応じて実
施する。また、母子自立支援のための教
育訓練給付金等の支給をする。

　　　　母子自立支援費　     　 8,313 　　　　母子自立支援費　　　　  8,313

一般財源 （ホ） 86,523 101,152 115,951
経常 こども福祉課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

52,097 59,498

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 134,060 153,249 175,449

20

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

ひとり親家庭 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 47,537

単位（千円）
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事業区分

事業区分

児童手当支給 （扶助費）       614,600

支払通知書印刷代等　        　    464 支払通知書印刷代等                510 支払通知書印刷代等                560
事業内容

事業計画

児童手当支給（扶助費）    　　508,000 児童手当支給 （扶助費）       558,800

小学校修了前の児童の健全な育成及び資
質の向上を図るため、小学校修了前の児
童の養育している家庭に所得限度額に応
じて児童手当を支給する。

一般財源 （ホ） 126,998 140,210 154,210
経常 こども福祉課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

419,100 460,950

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 508,464 559,310 615,160

23

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

児童手当支給 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 381,466

乳幼児医療費（扶助費）　    　209,300

事務手数料等　　　       　  　8,653 事務手数料等                    9,500 事務手数料等                   10,400
事業内容

事業計画

乳幼児医療費（扶助費） 　　　173,000 乳幼児医療費（扶助費）　    　190,300

小学校就学前の児童の保護者に乳幼児が
必要とする医療を容易に受けられるよう
にするため、乳幼児に対する医療費を助
成する。

一般財源 （ホ） 155,127 170,700 187,700
経常 こども福祉課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

29,100 32,000

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 181,653 199,800 219,700

22

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

乳幼児医療費助成 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 26,526

単位（千円）
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　　　　　　　Ⅲ　健やかで優しい和光の実現のために【保健・福祉・医療】

　　　　　　　２　お年寄りが生きがいを感じられるまちづくり（高齢者福祉）

事業区分

単位（千円）

　　　　　　　　　 介護サービスを核とする安心の基盤づくり
　　　　　　     　高齢者の健康増進と生活支援
　　          　 　生きがいを持ち、地域とふれあう暮らしの実現
　　　　　　　　　 互いに支え合う福祉コミュニティの実現

550×9室×1施設＝4,950 550×29室×1施設＝15,950
事業内容

事業計画

積算基礎

小規模多機能型居宅介護整備補助金 高齢者専用賃貸住宅誘致補助金

介護保険法に基づく地域密着型サービス拠点整
備事業者に対し、第３期介護保険事業計画とな
る和光市長寿あんしんプランに基づく日常生活
圏域設定による地域密着型サービス拠点の基盤
整備について、国の地域介護・福祉空間整備等
施設整備交付金等を活用し推進する。的確な基
盤整備と優良な事業者誘致のため、公有財産系
活用整備は企画提案型による公募を実施し、民
間単独整備は企画協議し和光市長寿あんしんプ
ランにリンクする協定を締結する。

（中央エリア） （南エリア）

国整備交付金は未定

一般財源 （ホ） 4,950 15,950
投資 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

平成２３年度 平成２４年度

県支出金 （ロ）

4,950 15,950 0

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

地域密着型サービス拠点等整備 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

事業費　（イ）～（ホ）

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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事業区分

事業区分

建物総合保険

空調機器借上料 空調機器借上料 空調機器借上料

建物総合保険　　　　　 　　　　　　80

3,440 3,440 3,440
事業内容

事業計画

80 建物総合保険　　　　　 　　　　　　80

福祉の里を運営するために必要な、経常
的経費等の支出を行い、施設の管理運営
を図る。

一般財源 （ホ） 3,520 3,520 3,520
経常 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 3,520 3,520 3,520

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

福祉の里管理運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）

ボイラー改修工事監理委託料　 　4,108

長・中期修繕計画に基づき実施

ボイラー改修工事             115,827
事業内容

事業計画

積算基礎

和光市介護老人保健福祉施設厨房・ 長・中期修繕計画に基づき実施

介護を必要とする福祉の里入所高齢者入
所が、快適で不便のない生活が送れるよ
うにする。指定管理者選定委員会による
指定管理者の選定。施設の維持管理のた
めの工事等を行う。平成２２年度のボイ
ラー及び厨房工事については、故障、修
繕等が頻発しており、厨房については保
健所からの指導も出されているため、早
急な対応が必要である。

和光市介護老人保健福祉施設厨房・

一般財源 （ホ） 119,935 0 0
投資 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

0

福祉の里施設整備 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

2

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 119,935 0
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事業区分

100歳長寿慶祝金5万×12人          600

敬老年金1.7万×22人               374 敬老年金1.7万×22人               374 敬老年金1.7万×22人               374

事業区分

高齢者住宅借上料他　　　　　　　8,669

居室整備資金融資利子補給 5 高齢者支援住宅補助金           4,800 高齢者支援住宅補助金          4,800
事業内容

事業計画

高齢者住宅借上料他　　　　　　　8,671 高齢者住宅借上料他　　　　　　　8,673

民間住宅を借り上げ、立ち退きを求めら
れている等住宅の確保が困難な一人暮ら
しの高齢者に住宅を提供。賃貸住宅の家
主から転居を求められた高齢者世帯に、
転居先の賃貸住宅の家賃の差額を助成す
る。高齢者居室等整備資金融資事業は終
了しているが、利子補給は行う。

高齢者支援住宅補助金           4,800 住み替え家賃助成　　　　　　　　  960 住み替え家賃助成　　　　　　　　960

住み替え家賃助成　　　　　   　  960

一般財源 （ホ） 14,434 14,431 14,433
経常 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

事業費　（イ）～（ホ） 14,434 14,431 14,433

5

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

在宅高齢者住宅支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２３年度 平成２４年度

その他　　　　　　      　　　　　282

事業内容

事業計画

100歳長寿慶祝金5万×9人           450 100歳長寿慶祝金5万×11人          550

100歳長寿者へ慶祝金・ 高齢者男女へ慶
祝記念品を贈呈
敬老年金（明治44年4月1日以前生まれの
方へ17.000円支給）

福祉自治体ユニット会費　　      　100 福祉自治体ユニット会費　　  　　　100 福祉自治体ユニット会費　　　  　　100

その他　　　　　　      　　　　　282 その他　　　　　　      　　　　　282

一般財源 （ホ） 1,356 1,206 1,306
経常 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

1,306

高齢者保健福祉計画推進 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）

4

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 1,356 1,206
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事業区分

地域支援事業相談員等報酬他　14,144

回線使用料他 　　　　　　　 回線使用料他　　　　　　　　　　58 回線使用料他　　　　　　　　　　58

事業区分

生活支援度調査委託料          1,240

高齢者無料入浴券印刷代　　 　　　24 高齢者無料入浴券印刷代　　　　　24 高齢者無料入浴券印刷代　　　　　24

寝具類貸付委託料　　　　　　　1,216

在宅老人援護費　　　　 　　 　1,187 在宅老人援護費　　　　 　 　　1,200 在宅老人援護費　　　　　　  　1,200

講師謝礼等　　　　　　　　　　　540

在宅改修理由書作製手数料         14 在宅改修理由書作製手数料         16 在宅改修理由書作製手数料         18
事業内容

事業計画

講師謝礼等　　　　　　　　　　　540 講師謝礼等　　　　　　　　　　　540

重度の要介護高齢者に寝具類の継続的な
貸付と自宅で調髪するための理容補助権
を交付。自宅に入浴施設がない等常時公
衆浴場を利用する高齢者への無料入浴券
を交付。

寝具類貸付委託料　　　　　　　1,135 寝具類貸付委託料　　　　　　　1,135

生活支援度調査委託料          1,181 生活支援度調査委託料          1,210

一般財源 （ホ） 4,506 4,125 4,238
経常 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

4,081 4,125 4,238

在宅生活支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

7

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ）

介護保険利用者負担金助成     45,000 介護保険利用者負担金助成     45,000

事業内容

事業計画

地域支援事業相談員等報酬他　14,144 地域支援事業相談員等報酬他　　14,144

58

高齢者の地域住宅生活の自立支援のため
の介護予防や権利擁護を包括的にサポー
トするマネジメントスタッフ確保。

高齢者居宅改善整備費補助金  21,477 高齢者居宅改善整備費補助金   22,000 高齢者居宅改善整備費補助金   22,000

介護保険利用者負担金助成     43,079

一般財源 （ホ） 78,758 81,202 81,202
経常 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

事業費　（イ）～（ホ） 78,758 81,202 81,202

6

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

在宅介護支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２３年度 平成２４年度

単位（千円）
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事業区分

火災保険料　　　　　　　　　　　　9 役務費　　　　　　　　　　　　9

自家用電気工作物保安管理業務委託料119 自家用電気工作物保安管理業務委託料119 自家用電気工作物保安管理業務委託料119

事業区分

指定管理料　　　　　　　　　43,478
事業内容

事業計画

指定管理料　　　　　　　　　44,215 指定管理料　　　　　　　　　45,322

地方自治法に基づく公の施設の指定管理
業務運営を主に、一般高齢者に対する地
域活動及び交流の拠点として、各種講座
並びにサークル活動等の場の提供とコー
ディネートをする。また、介護保険法に
基づく地域密着型サービスの介護予防小
規模多機能型施設の運営により、地域高
齢者の介護予防の促進を図る。

一般財源 （ホ） 43,478 44,215 45,322
経常 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 43,478 44,215 45,322

9

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

高齢者福祉センター管理運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

事業内容

事業計画

役務費　　　　　　　　　　　　9

地方自治法に基づく公の施設の指定管理
業務運営を主に、一般高齢者に対する地
域活動及び交流の拠点として、各種講座
並びにサークル活動等の場の提供とコー
ディネートをする。また、介護保険法に
基づく地域密着型サービスの介護予防小
規模多機能型施設の運営により、地域高
齢者の介護予防の促進を図る。

指定管理料　　　　　　　　　41,834 指定管理料　　　　　　　　　41,834 指定管理料　　　　　　　　　41,834

一般財源 （ホ） 41,962 41,962 41,962
経常 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

41,962

新倉高齢者福祉センター管理運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

8

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 41,962 41,962

単位（千円）
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事業区分

窓口パンフレット 窓口パンフレット 窓口パンフレット

　262円×1,500部　　　　 　　　393 　262円×1,500部　　　　　 　　393 　262円×1,500部　　　　　　 　393

事業区分

25,000,000円×3箇所　　　　　 75,000 25,000,000円×3箇所　　　　　 75,000 25,000,000円×3箇所　　　　　 75,000

介護予防プログラム作成委託料　 1,100 介護予防プログラム作成委託料　1,160 介護予防プログラム作成委託料　 1,218

委託センター事業費

地域包括支援センター運営委託料 地域包括支援センター運営委託料 地域包括支援センター運営委託料
事業内容

事業計画

委託センター事業費 委託センター事業費

委託型の地域包括支援センターにおいて、以下①～③の業務を行う。①介

護予防のマネジメント：市が実施する介護予防事業の企画・管理や、介護

予防事業と予防給付が効果的・効率的に提供されるよう、主任ケアマネー

ジャー・保健師（看護師）・社会福祉士等の専門職が適切なマネジメン

ト・調整を実施する。②総合相談支援・権利擁護：高齢者やその家族等の

相談を総合的に受けるとともに、訪問等により実態を把握し、必要なサー

ビスに繋ぐ。また、消費生活問題から高齢者虐待に渡る様々な権利擁護に

必要な援助を行う。③包括的・継続的ケアマネジメント：地域でのケアを

充実させるため、医療と介護の連携、在宅と施設の連携、支援困難事例へ

の対処などの強化に取り組む。利用者ひとりひとりについて、介護保険

サービスを始めとする地域における様々なサービスや資源を活用しながら

継続的にフォローアップする、包括的・継続的なマネジメントを実施す

る。平成２１年度からの第４期介護保険事業計画期間においては高齢者数

の増加・地理的状況等を勘案し北エリアに１センターを増設するととも

に、障害者自立支援法の相談支援事業を実施するため、全センターを５名

体制とし、２０１５年の地域包括ケアの確立に向けた体制強化を行う。

76,218

一般財源 （ホ）
経常 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ） 76,100 76,160

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 76,100 76,160 76,218

11

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

地域包括支援センター(介護） 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

　ダイジェスト 210円×2,500部　525

長寿あんしんプラン＆介護マップ 長寿あんしんプラン

　389円×2,500部　　　　 　　　973 　389円×2,500部　　　　　　 　973 　計画書 840円×1,400部  　　1,176

介護予防啓発パンフレット 介護予防啓発パンフレット

　200円×1,000部　　　　 　　　200 　200円×1,000部　　　　 　　　200 　200円×1,000部　　　　 　　　200

事業内容

事業計画

被保険者及び被保険者の家族等に対し、
介護保険制度の理解を深めるとともに長
寿あんしんプラン（介護保険事業計画及
び高齢者保健福祉計画）に係る施策を普
及し、介護保険サービスその他の高齢者
保健福祉サービスの適正な利用を促す。
各種パンフレットを窓口配布及び通知等
発送時に配布。

介護予防啓発パンフレット

長寿あんしんプラン＆介護マップ

2,294

一般財源 （ホ）
経常 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ） 1,566 1,566

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

10

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ） 1,566

趣旨普及活動（介護） 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２３年度 平成２４年度

1,566 2,294

単位（千円）
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事業区分

事業区分

成年後見人制度利用支援手数料 　　 24

成年後見人制度利用補助　　　 　2,200 成年後見人制度利用補助　　　 　2,584 成年後見人制度利用補助　　　 　2,713

後見人等謝礼　　　　 　　　　　1,386

成年後見人制度利用支援郵送切手代  12 成年後見人制度利用支援郵送切手代  16 成年後見人制度利用支援郵送切手代  17
事業内容

事業計画

後見人等謝礼　　　　　　　　　 1,100 後見人等謝礼　　　　　　　　　 1,320

市が申し立てる低所得の高齢者に係る成
年後見制度の申し立て等に要する経費や
成年後見人等の報酬を助成する。

成年後見人制度利用支援手数料 　　 19 成年後見人制度利用支援手数料 　　 23

828

一般財源 （ホ） 666 789 828
経常 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ） 666 789

所管課 地方債 （ハ）

789 828県支出金 （ロ） 666

1,577 1,656

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 3,331 3,943 4,140

13

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

地域生活支援事業 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 1,332

食の自立・栄養改善              3,925

紙オムツ等支給                 17,370

地域送迎　　　　　　　　　　　 25,720 地域送迎　　　　　　　　　　　 27,006 地域送迎　　　　　　　　　　　 28,356
事業内容

事業計画

紙オムツ等支給                 15,756 紙オムツ等支給                 16,543

平成１５年度からの第２期介護保険事業
計画から本市が独自に投入した、紙オム
ツ・地域送迎・食の自立栄養改善サービ
スからなる市町村特別給付は、介護予防
及び居宅介護の限界点の向上に効果を出
し、要介護認定者の低減と施設介護率の
低減というアウトカム数値を出してい
る。平成２１年度からの第４期計画にお
いても、これらのサービスは、必要量と
供給量を的確に見込み計画に位置づけ
る。

食の自立・栄養改善              3,560 食の自立・栄養改善              3,738

一般財源 （ホ） 45,036 47,287 49,651
経常 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

事業費　（イ）～（ホ） 45,036 47,287 49,651

12

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

在宅介護支援(介護） 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２３年度 平成２４年度

単位（千円）
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事業区分

事業区分

健康増進浴場等利用補助　　　　　8,547

第１号被保険者に対する保険料納付還元
及び健康増進・介護予防の促進ならびに
介護者のリフレッシュのため、指定健康
増進浴場施設等における利用料の補助を
行う。

事業内容

事業計画

健康増進浴場等利用補助　　　　　7,869 健康増進浴場等利用補助　　　　　8,140

一般財源 （ホ） 7,869 8,140 8,547
経常 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 7,869 8,140 8,547

15

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

健康増進・介護者リフレッシュ 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

介護予防スクリーニング郵送料　　　312

介護予防スクリーニング委託料　　3,060 介護予防スクリーニング委託料　　3,060 介護予防スクリーニング委託料　　3,060
事業内容

事業計画

介護予防スクリーニング郵送料　　　312 介護予防スクリーニング郵送料　　　312

郵送方式による介護予防スクリーニング
調査を実施し、分析結果を個人に送付す
る。高齢者が要支援・要介護状態となる
リスクの把握・分析し、運動・栄養・閉
じこもり等のリスクを抱える高齢者に対
し介護予防事業等への参加を促し、状態
の維持・改善をすることで要支援・要介
護状態への移行を予防する。また、介護
予防・健康寿命の延伸についての意識向
上を図る。

一般財源 （ホ） 3,910 3,910 3,910
経常 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 3,910 3,910 3,910

14

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

健康度調査 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）

－121－



－122－

事業区分

介護予防プログラム作成委託料 介護予防プログラム作成委託料 介護予防プログラム作成委託料

事業区分

介護予防特定高齢者施策事業費　66,375

介護予防一般高齢者施策事業費　12,538 介護予防一般高齢者施策事業費　12,556 介護予防一般高齢者施策事業費　13,184
事業内容

事業計画

介護予防特定高齢者施策事業費　61,947 介護予防特定高齢者施策事業費　62,262

要介護状態に陥るリスクのある被保険者
（特定高齢者）及び一般高齢者を中心
に、地域における自立支援を図るため
の、運動機能向上・栄養改善・閉じこも
り予防等の通所・訪問スタイルでの目標
指向型の介護予防サービスの提供及びマ
ネジメントを実施する。

36,115

一般財源 （ホ） 25,346 25,353 26,620
経常 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ） 34,268 34,395

所管課 地方債 （ハ）

5,023 5,275県支出金 （ロ） 4,957

10,047 10,549

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 74,485 74,818 78,559

17

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

介護予防高齢者施策事業 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 9,914

単位（千円）

1,430 1,508 1,583
事業内容

事業計画

市内３エリアのうち、南エリアに設置さ
れた南地域包括支援センターを市の直営
で運営している。地域包括支援センター
が担う主要業務のうち、要支援認定者に
対する介護予防支援計画作成業務を一部
委託し、対象者の在宅での生活を支援す
る。

1,583

一般財源 （ホ）
経常 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ） 1,430 1,508

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 1,430 1,508 1,583

16

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

介護予防支援計画 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）
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事業区分

事業区分

ヘルパー対象介護食等調理講習会　 105

包括ケアプラン（困難ケース支援等）　

　3,000円×266件　　　　　　　　 798 　3,000円×269件　　　　　　　　 807 　3,000円×282件　　　　　　　　 846
事業内容

事業計画

包括ケアプラン（困難ケース支援等）　 包括ケアプラン（困難ケース支援等）　

被保険者を対象に、保健医療・福祉の専
門家がケアプランを検証し、心身等の状
況を定期的に協議するなどの取り組みを
通じて、地域において自立した日常生活
を営むことができるように包括的かつ継
続的な支援を行う事業。

ヘルパー対象介護食等調理講習会　 105 ヘルパー対象介護食等調理講習会　 105

193

一般財源 （ホ） 181 182 190
経常 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ） 181 185

所管課 地方債 （ハ）

185 193県支出金 （ロ） 181

369 385

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 903 912 951

19

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 361

口腔ケアステーション

　8,500円×561件　　　　　　　 4,769 　8,500円×564件　　　　　　　 4,794 　8,500円×592件　　　　　　　 5,032

栄養マネジメント

　8,500円×561件　　　　　　　 4,769 　8,500円×564件　　　　　　　 4,794 　8,500円×592件　　　　　　　 5,032
事業内容

事業計画

栄養マネジメント 栄養マネジメント

栄養状態の低下に関するリスクを有する
と認められる被保険者に対し、栄養改善
の指導等を行う。摂食・咀嚼機能等の口
腔機能の低下またはその恐れのある被保
険者や、口腔衛生状態の不良を改善する
必要がある被保険者に対し、口腔機能改
善に関する指導・訓練等を実施する。

口腔ケアステーション 口腔ケアステーション

2,013

一般財源 （ホ） 1,908 1,918 2,013
経常 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ） 1,908 1,918

所管課 地方債 （ハ）

4,026

県支出金 （ロ） 1,908 1,918 2,013

10,064

ケアマネジメント事業 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 3,815 3,835

単位（千円）

18

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 9,538 9,588
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事業区分

事業区分

シルバー人材センター負担金

全国シルバー人材協会賛助会費　　　20 全国シルバー人材協会賛助会費　　　20 全国シルバー人材協会賛助会費　　　20

高齢者見守りネットワーク   　　15,850

地域送迎サービス　　　　　　　　6,841

紙オムツ等支給                  1,137 紙オムツ等支給                  1,150 紙オムツ等支給                  1,208
事業内容

事業計画

地域送迎サービス　　　　　　　　6,438 地域送迎サービス　　　　　　　　6,515

要支援・要介護認定のない被保険者に対
し、紙おむつ購入費や通院・通所の際の
送迎費を助成する。また１人暮らしある
いは高齢者世帯で、身体的慢性疾患など
により、日常生活において不安のある高
齢者の住まいに緊急通報システムを導入
し、在宅生活の維持を図る。

高齢者見守りネットワーク   　　15,080 高齢者見守りネットワーク   　　15,095

9,535

一般財源 （ホ） 9,055 9,081 9,535
経常 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ） 9,055 9,081

所管課 地方債 （ハ）

1,533 1,610県支出金 （ロ） 1,515

3,066 3,219

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 22,655 22,760 23,899

20

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

日常生活圏域ネットワーク事業 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 3,030

単位（千円）

シルバー人材センター負担金    5,520

高齢者の豊かな経験・知識・技能を生か
せるようシルバー人材センターの運営を
支援、老人クラブ等の健康づくり・友
愛・奉仕活動支援

老人クラブ補助金　　   　　　　2,110 老人クラブ補助金　　　　 　　　2,150 老人クラブ補助金　　     　　　2,230

事業内容

事業計画

5,510 シルバー人材センター負担金     5,520

一般財源 （ホ） 7,138 7,188 7,268
経常 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

502 502県支出金 （ロ） 502

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 7,640 7,690 7,770

21

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

生きがい活動 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）
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　　　　　　　Ⅲ　健やかで優しい和光の実現のために【保健・福祉・医療】

　　　　　　　３　地域で日常生活を共有するバリアフリーの心づくり（障害者福祉）

事業区分

ゆめあい和光まつり実行委員会補助金 50

指定管理委託料等　　　　    　144,914　

事務機器等借上げ料　　　      　　695 　事務機器等借上げ料　　　      　　695 　事務機器等借上げ料　　　      　　695　　

各種消耗品・光熱水費等　     　25,079　　

建物保険料・通信費等　　 　　   　924　 建物保険料・通信費等　　 　　   　924　 建物保険料・通信費等　　 　　   　924　
事業内容

事業計画

各種消耗品・光熱水費等　     　25,079 　各種消耗品・光熱水費等　     　25,079 　

総合福祉会館を運営するための管理業務
及び委託業務を行う。

指定管理委託料等　　　　    　144,914　 指定管理委託料等　　　　    　144,914　

ゆめあい和光まつり実行委員会補助金 50 ゆめあい和光まつり実行委員会補助金 50

5,001

一般財源 （ホ） 164,034 164,034 164,034
経常 社会福祉課

その他特定財源 （ニ） 5,001 5,001

所管課 地方債 （ハ）

2,627 2,627県支出金 （ロ） 2,627

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 171,662 171,662 171,662

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

総合福祉会館管理運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）

　　　　　　　　　 リハビリテーションから就労までの体系的な支援
　　　　　　     　地域福祉の推進及び人材育成の促進・活用
　　          　 　まち全体におけるバリアフリー化の促進

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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事業区分

事業区分

障害福祉システム保守委託料等　　4,910

朝霞地区福祉会運営費負担金等　 52,760 朝霞地区福祉会運営費負担金等　 52,760 朝霞地区福祉会運営費負担金等　 52,760

障害者福祉相談員報酬等         25,535

障害福祉消耗品等　　　　　　　　4,744 障害福祉消耗品等　　　　　　　　4,744 障害福祉消耗品等　　　　　　　　4,744
事業内容

事業計画

障害者福祉相談員報酬等         24,117 障害者福祉相談員報酬等         24,816

障害者が安心して地域で自立した生活を
おくるために障害者団体への補助及び運
営負担金し支援体制を図る。

障害福祉システム保守委託料等　　4,910 障害福祉システム保守委託料等　　4,910

一般財源 （ホ） 85,202 85,903 86,602
経常 社会福祉課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

1,213 1,232県支出金 （ロ） 1,212

114 115

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 86,531 87,230 87,949

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

障害者福祉支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 117

単位（千円）

2

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

第３期和光市障害福祉計画策定 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 0 4,600 0

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

臨時 社会福祉課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 4,600

事業内容

事業計画

積算基礎

業務委託料　　　　　　　　　　　4,600

障害者が自らその居住する場所を選択
し、その必要とする障害福祉サービスそ
の他の支援を受けつつ、障害者の自立と
社会参加の実現を図る。障害者福祉サー
ビスの数値目標を設定し、計画的な基盤
整備を踏まえた、障害福祉計画の推進と
見直しを行う。
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事業区分

事業区分

地域デイケア施設補助金等　　　 20,063

更生訓練費　　　　　　　　　　　　492 更生訓練費　　　　　　　　　　　　492 更生訓練費　　　　　　　　　　　　492

施設修繕等　　　　　　　　　　　235

地域デイケア施設委託料　　　　　6,365 地域デイケア施設委託料　　　　　6,365 地域デイケア施設委託料　　　　　6,365
事業内容

事業計画

施設修繕等　　　　　　　　　　　　235 施設修繕等　　　　　　　　　　　　235

障害者の日中活動・就労支援の充実を図
るため通所施設の心身障害者地域デイケ
ア施設等への補助及び運営負担金をす
る。

地域デイケア施設補助金等　　　 20,063 地域デイケア施設補助金等　　　 20,063

1

一般財源 （ホ） 23,603 23,603 23,603
経常 社会福祉課

その他特定財源 （ニ） 1 1

所管課 地方債 （ハ）

3,305 3,305県支出金 （ロ） 3,305

246 246

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 27,155 27,155 27,155

5

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

障害者施設支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 246

訪問入浴費　　　　　　　　　　　1,872 訪問入浴費　　　　　　　　　　　1,909 訪問入浴費　　　　　　　　　　　1,947

介護扶助等　　　　　　　　　　　　844 介護扶助等　　　　　　　　　　　　860 介護扶助等　　　　　　　　　　　　877

介護給付費・訓練等給付費　　　300,000 介護給付費・訓練等給付費　　　315,000 介護給付費・訓練等給付費　　　330,750

補装具交付･修理等　　　　　　　 8,761 補装具交付･修理等　　　　　　　 8,936 補装具交付･修理等　　　　　　　 9,114

在宅重度心身障害者手当等　　　 71,131 在宅重度心身障害者手当等　　　 72,553 在宅重度心身障害者手当等　　　 74,004

福祉タクシー利用料等　　　　　 18,236 福祉タクシー利用料等　　　　　 18,600

日常生活用具給付等　　　　　　 13,043 日常生活用具給付等　　　　　　 13,303 日常生活用具給付等　　　　　　 13,569

補助金　　　　　　　　　　　　 12,723

医療扶助等　　　　　　　　　　　2,080 医療扶助等　　　　　　　　　　　2,121 医療扶助等　　　　　　　　　　　2,163

業務委託料　　　　　　　　　　 32,086

施設入所委託料　　　　　　　　　2,012 施設入所委託料　　　　　　　　　2,052 施設入所委託料　　　　　　　　　2,093

介護人謝礼等　　　　　　　　　　3,173

福祉タクシー券印刷等　　　　　　2,532 福祉タクシー券印刷等　　　　　　2,582 福祉タクシー券印刷等等　　　　　2,633
事業内容

事業計画

介護人謝礼等　　　　　　　　　　3,050 介護人謝礼等　　　　　　　　　　3,111

障害者の在宅での経済的負担を軽減する
ために居宅生活支援、補装具・日常生活
用具の給付、各種手当支給、福祉タク
シー利用料、燃料費の補助等をする。

業務委託料　　　　　　　　　　 30,841 業務委託料　　　　　　　　　　 31,457

補助金　　　　　　　　　　　　 12,230 補助金　　　　　　　　　　　　 12,474

福祉タクシー利用料等　　　　　 17,879

一般財源 （ホ） 178,419 185,600 192,931
経常 社会福祉課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

197,966

県支出金 （ロ） 104,591 108,549 112,835

503,732

在宅障害者支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 183,265 190,445

単位（千円）

4

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 466,275 484,594
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事業区分

事業区分

負担金・補助及び交付金　　　　　　300

ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ大会手話通訳派遣　　　44

使用料及び賃借料　　　　　　　　　234 使用料及び賃借料　　　　　　　　　234 使用料及び賃借料　　　　　　　　　234

ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ水泳教室講師謝礼等　　　　803

ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ大会消耗品 　　　　　21 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ大会消耗品 　　　　　21 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ大会消耗品 　　　　　21
事業内容

事業計画

ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ水泳教室講師謝礼等　　　　803 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ水泳教室講師謝礼等　　　　803

障害者の地域交流事業の促進と支援とし
て、チャレンジドスポーツ大会、心身障
害児バスハイク、チャレンジド水泳教室
をする。

ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ大会手話通訳派遣　　　44 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ大会手話通訳派遣　　　44

負担金・補助及び交付金　　　　　　300 負担金・補助及び交付金　　　　　　300

1

一般財源 （ホ） 351 351 351
経常 社会福祉課

その他特定財源 （ニ） 1 1

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

1,050 1,050

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 1,402 1,402 1,402

7

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

障害者交流支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 1,050

医療扶助　　　　　　　　　　　182,550

役務費(手数料)等　　　　　　　　　673 役務費(手数料)等　　　　　　　　　757 役務費(手数料)等　　　　　　　　　673
事業内容

事業計画

医療扶助　　　　　　　　　　　165,570 医療扶助　　　　　　　　　　　173,850

障害者の必要な医療体制の充実を図るた
めに医療保険各法に基づく一部負担金の
助成、更生医療の給付、精神障害者通院
医療費の助成をする。

一般財源 （ホ） 98,353 102,847 107,397
経常 社会福祉課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

22,915

県支出金 （ロ） 48,030 50,411 52,911

183,223

障害者医療支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 19,860 21,349

単位（千円）

6

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 166,243 174,607

－128－



－129－

事業区分

事業区分

単位（千円）

埼玉県民生児童委員協議会負担金    665

民生委員児童委員活動事業消耗品等 　11 

視察研修バス借上料　　　　　      540 視察研修バス借上料　　　　　      540 視察研修バス借上料　　　　　      540

民生委員推薦会委員報酬　　      　 50　　

民生委員児童委員活動費　　　　   9609 民生委員児童委員活動費　　　　   9484 民生委員児童委員活動費　　　　   9484
事業内容

事業計画

民生委員推薦会委員報酬　　      　125 　民生委員推薦会委員報酬　　      　 50 　

低所得者層等の生活困窮者、障害者、高
齢者、ひとり親家庭等、地域においてさ
まざまな理由によって援助を必要とする
人々に対して、福祉サービスに関する情
報提供、生活相談、見守り、調査を行
う。

民生委員児童委員活動事業消耗品等 　56 民生委員児童委員活動事業消耗品等 　11 

埼玉県民生児童委員協議会負担金    665 埼玉県民生児童委員協議会負担金    665

一般財源 （ホ） 5,023 4,851 4,851
経常 社会福祉課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

5,899 5,899県支出金 （ロ） 5,972

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 10,995 10,750 10,750

9

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

民生・児童委員活動支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

事業内容

事業計画

積算基礎

福祉相談支援事業業務委託　　　　3,133 福祉相談支援事業業務委託　　　　3,133

生活保護受給者、障害者やその家族からの相談を受け、
より迅速な支給決定をはかることで安定した市民生活に
つなげる。生活困窮者等からの生活保護申請をより迅速
に事務処理を進めるため保護担当に1名、また、障害者
や家族からの各種障害者サービスへの相談業務をより円
滑に進めるため障害給付担当に1名をそれぞれ業務委託
により配置して対象者が安定した市民生活が送れるよう
支援する。
なお、こ

一般財源 （ホ）
臨時 社会福祉課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ） 3,133 3,133

0

福祉相談支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

8

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 3,133 3,133
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事業区分

事業区分

災害見舞金支給　　　　　　　　     60
事業内容

事業計画

災害見舞金支給　　　　　　　　　　 60 災害見舞金支給　　　　　　　　     60

市民の自然災害時に遺族および被害を受
けた世帯に対し、一定額の災害見舞金を
支給する。

一般財源 （ホ） 60 60 60
経常 社会福祉課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

11

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

災害見舞金支給 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 60 60 60

埼玉県更生保護観察協会負担金　　　543

和光市社会福祉協議会等補助金　 84,872 和光市社会福祉協議会等補助金　 84,872 和光市社会福祉協議会等補助金　 84,872
事業内容

事業計画

埼玉県更生保護観察協会負担金　　　543 埼玉県更生保護観察協会負担金　　　543

地域における保健福祉活動を推進する目
的で、各種地域福祉団体に支援を目的に
補助を行う。

一般財源 （ホ） 85,415 85,415 85,415
経常 社会福祉課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

85,415

地域福祉団体活動支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）

10

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 85,415 85,415
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　　　　　　　Ⅲ　健やかで優しい和光の実現のために【保健・福祉・医療】

　　　　　　　４　一人ひとりの健康管理意識の向上と保健・医療サービスの充実（保健・医療）

事業区分

　（役務費）自賠責保険料等　　16,000円

　（備品購入費）原付　　　　135,000円

  (需用費）原付新車納車点検料　6,000円

負担金・補助及び交付金          1,100

備品購入費                        135

報償費　　　　　　　　　　　　    444

需用費　　　　                     18 需用費　　　　                     11 需用費　　　　                     11
事業内容

事業計画

報償費　　　　　　　　　　　　    444 報償費　　　　　　　　　　　　    444

健康づくり活動、精神保健事業、健康増
進計画・食育推進計画の推進等。

役務費                             16 負担金・補助金及び交付金　　　　1,100

負担金・補助及び交付金          1,100

備品購入費等内訳

一般財源 （ホ） 1,713 1,555 1,555
経常 健康支援課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 1,713 1,555 1,555

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

健康づくり 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）

　　　　　　　　　 健康づくり施策の推進
　　　　　　     　保健対策の推進
　　          　 　保健・医療の基盤整備

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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事業区分

報償費                         24,221

需用費                          1,718

役務費                             46

委託料                         79,343

備品購入費                        360

負担金・補助及び交付金          2,283

 備品購入費内訳

  長机　53,00円×3台＝159,000円

　ベビー用ベッド　1台　＝50,000円　 沐浴人形等教材＝108,000円

事業区分

役務費　　　　　　　　　　　　　　 17

役務費　　　　　　　　　　　　　　 17 委託料　　　　　　　　　  　　114,284 委託料　　　　　　　　　  　　114,284

報償費　　　　　　　　　　　　  　433

報償費　　　　　　　　　　　　　　433 需用費　　　　　　　　　　      1,230 　需用費　　　　　　　　　　      1,230　　
事業内容

事業計画

賃金                            1,107 報償費　　　　　　　　　　　　  　433

健康診査及び保健指導、各種がん検診、
個別脳疾患健診、骨粗しょう症検診、肝
炎ウィルス検査、歯周疾患等健診の実
施。健康教育、健康相談の実施と健康手
帳の配布等によって疾病予防と健康増進
を図る。

需用費　　　　　　　　　　　　　1,301 役務費　　　　　　　　　　　　　　 17

委託料                        133,308    

一般財源 （ホ） 113,008 113,007 113,007
経常 健康支援課

その他特定財源 （ニ）

2,957

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ） 2,957 2,957

136,166 115,964 115,964

成・老人保健 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 20,201

　沐浴人形等教材＝108,000円

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ）

　沐浴人形等教材＝108,000円

　携帯用体重計1台＝22,000円

 備品購入費内訳

  長机　53,00円×3台＝159,000円   長机　53,00円×3台＝159,000円

　訪問用自転車　　1台＝21,000円

備品購入費                        267

負担金・補助及び交付金          2,283 負担金・補助及び交付金          2,283

役務費                             46

委託料                         79,343 委託料                         79,343

報償費                         24,221

需用費                          1,718 需用費                          1,718

共済費                             19

賃金                            1,253 賃金                            1,253 賃金                            1,253
事業内容

事業計画

共済費                             19 共済費                             19

妊婦健康診査、乳幼児健康診査、新生児
等の訪問事業、各種相談、各種健康教育
等の事業実施。

報償費                        24,221

役務費                             46

備品購入費                        288

 備品購入費内訳

　訪問用自転車　　1台＝21,000円

66

一般財源 （ホ） 80,090 80,018 79,997

0

経常 健康支援課
その他特定財源 （ニ） 66 66

0 0所管課 地方債 （ハ）

2,943

県支出金 （ロ） 26,144 26,144 26,144

109,150

母子保健 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 2,943 2,943

単位（千円）

2

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 109,243 109,171
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事業区分

事業区分

役務費　　　　　　　　　　　　１５３

委託料　　　　　　　　　９０，４７６ 委託料　　　　　　　　　９０，４７６ 委託料　　　　　　　　　９０，４７６

報償費　　　　　　　　　　　　９４８

需用費　　　　　　　　　　１，１３７ 需用費　　　　　　　　　　１，１３７ 需用費　　　　　　　　　　１，１３７
事業内容

事業計画

報償費　　　　　　　　　　　　９４８ 報償費　　　　　　　　　　　　９４８

ポリオ、ＢＣＧ、麻疹、風しん、三種混
合、二種混合及び日本脳炎並び高齢者イ
ンフルエンザ予防接種の接種勧奨。予防
接種の実施(集団接種、個別接種の方法で
実施)

役務費　　　　　　　　　　　　１５０ 役務費　　　　　　　　　　　　１５２

一般財源 （ホ）
経常 健康支援課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

4

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ） 92,711

予防接種

単位（千円）

平成２３年度 平成２４年度

92,712 92,713

保健センター内部改修工事　　　　  461

（集団指導室カーテン交換、湯沸室修繕） （各部屋ブラインド交換）

保健センター外部改修工事　　　  7,760

キューピクル工事　　　　　　　　6,600 （外階段床改修工事） （防水改修等）
事業内容

事業計画

積算基礎

キューピクル工事設計委託　　　　　400 保健センター外部改修工事　　　　　456

保健センターの施設の維持整備を継続的
に行うことにより、保健センター機能を
維持する。また、継続的に施設の管理運
営を実施する。老朽化に対しては、計画
的に実施し、キューピクルについては設
置から27年経過しているため、交換する
必要があると関東電気保安協会から指摘
があったため交換工事を計画した。

保健センター内部改修工事　　　　　715

一般財源 （ホ） 7,000 1,171 7,806
投資 健康支援課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

5

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

保健センター施設整備 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 7,000 1,171 7,806
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事業区分

委託料　　　　　　　　　　４，１７０

使用料及び賃借料　　　　　　　１３２ 使用料及び賃借料　　　　　　　１３２ 使用料及び賃借料　　　　　　　１３２

需用費　　　　　　　　　　　　３００

役務費　　　　　　　　　　　　　　９ 役務費　　　　　　　　　　　　　　９ 役務費　　　　　　　　　　　　　　９
事業内容

事業計画

需用費　　　　　　　　　　　　３００ 需用費　　　　　　　　　　　　３００

保健センター維持管理業務（警備委託、
清掃業務委託、空調機点検、消防設備点
検、植木剪定等）

委託料　　　　　　　　　　４，１７０ 委託料　　　　　　　　　　４，１７０

一般財源 （ホ）
経常 健康支援課

その他特定財源 （ニ）

県支出金 （ロ）

4,611 4,611

保健センター管理運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

6

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ） 4,611

所管課 地方債 （ハ）

単位（千円）

平成２３年度 平成２４年度
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　　　　　　　Ⅲ　健やかで優しい和光の実現のために【保健・福祉・医療】

　　　　　　　５　効率的で効果的な社会保障制度の推進（社会保障）

事業区分

　　　　　　　　　 適正な国民健康保険事業の推進
　　　　　　     　国民年金制度の適正な活用
　　          　 　地域の実情に即した介護保険の運営
　　　　　　　　　 自立・自助への支援

単位（千円）

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 641 641 641

趣旨普及活動(国保） 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 健康支援課
その他特定財源 （ニ） 641 641 641

一般財源 （ホ）

事業内容

事業計画

国民健康保険制度周知用 国民健康保険制度周知用

国民健康保険制度に対する理解を深めて
もらうためのパンフレット等を作成し、
啓発する事業。

国民健康保険税周知用 国民健康保険税周知用

国保制度改正周知用　　　　　　　　105 国保制度改正周知用　　　　　　　　105

国民健康保険制度周知用

パンフレット等作成費　　　　　　　441 パンフレット等作成費　　　　　　　441 パンフレット等作成費　　　　　　　441

国民健康保険税周知用

パンフレット等作成費　　　　　　　95 パンフレット等作成費　　　　　　　95 パンフレット等作成費　　　　　　　95

国保制度改正周知用　　　　　　　　105

施策の大綱

施　策　名

施策の内容

－135－



－136－

事業区分

事業区分

診療報酬内容点検・審査事業費　　3,278 診療報酬内容点検・審査事業費　　3,278

単位（千円）

2

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 83,144 92,096 92,096

特定健康診査・特定保健指導 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 11,172 13,021 15,016

県支出金 （ロ） 11,172 13,021 15,016

所管課 地方債 （ハ）

経常 健康支援課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 60,800 66,054 62,064

事業内容

事業計画

賃金　　　　　　　　　　　　　 4,405 賃金　　　　　　　　　　　　　 4,405

国民健康保険被保険者の40歳から74歳ま
でを対象に、生活習慣病のおおもととな
るメタボリックシンドロームを発見する
ための検査を中心とする、特定健診を実
施し、該当者または予備軍を早期発見
し、改善のための保健指導を行う、平成
２０年度から新たに始まった事業。

役務費　　　　　　　　　　　　 2,610 役務費　　　　　　　　　　　　 2,610

賃金　　　　　　　　　　　　　 4,405

需用費　　　　　　　　　　　　 2,781 需用費　　　　　　　　　　　　 2,781 需用費　　　　　　　　　　　　 2,781

役務費　　　　　　　　　　　　 2,610

委託料　　　　　　　　　　　　73,348 委託料　　　　　　　　　　　　82,300 委託料　　　　　　　　        82,300　　　

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

保健衛生普及活動（国保） 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 32,359 32,359 32,359

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 健康支援課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 32,359 32,359 32,359

事業内容

事業計画

医療費通知事業　　　　　　　　　1,946 医療費通知事業　　　　　　　　　1,946

指定保養所、浴場施設補助事業費　2.630

保健啓発事業費（健康カレンダー等）80 保健啓発事業費（健康カレンダー等）80

医療費通知事業　　　　　　　　　1,946

診療報酬内容点検・審査事業費　　3,278

国民健康保険医療費適正化のために、被
保険者にかかった医療費を通知し、医療
内容の点検として診療報酬明細書内容点
検・審査を実施。また、被保険者向け保
健事業として、人間ドック補助、指定保
養所、浴場施設補助を実施。健康まつり
では、健康に関するチェックイベントを
実施。

人間ドック補助事業費　　　　　23,952 人間ドック補助事業費　　　　　23,952 人間ドック補助事業費　　　　　23,952

（パンフ、受診券、診断書作成、補助金） （パンフ、受診券、診断書作成、補助金） （パンフ、受診券、診断書作成、補助金）

指定保養所、浴場施設補助事業費　2.630 指定保養所、浴場施設補助事業費　2.630

健康まつりイベント事業　　　　　　473 健康まつりイベント事業　　　　　　473 健康まつりイベント事業　　　　　　473

保健啓発事業費（健康カレンダー等）80
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事業区分

単位（千円）

扶助費　　　　　　　　　　　1,173,068
事業内容

事業計画

扶助費　　　　　　　　　　　1,173,068 扶助費　　　　　　　　　　　1,173,068

生活保護法による生活困窮者に対する扶
助

5,000

一般財源 （ホ） 244,640 244,640 244,640
経常 社会福祉課

その他特定財源 （ニ） 5,000 5,000

所管課 地方債 （ハ）

43,627 43,627県支出金 （ロ） 43,627

879,801 879,801

4

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

生活保護 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 879,801

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 1,173,068 1,173,068 1,173,068
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