
  ３款 民生費   １項 社会福祉費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

1 社会福祉総 774,315 669,970 104,345 95,359 32,800 5,372 640,784 2 給料 153,815 1 給与費 303,473

務費 一般職　４２人 303,473(1)

3 職員手当等 99,448 2 社会福祉管理費 44,859

社会福祉管理事業費 41,490(1)

管理職手当 福祉計画推進会議委員　 19人4,287

扶養手当 福祉総合情報システム改修・運用管理3,194

地域手当 フィランセ内福祉相談窓口運営4,801

住居手当 　県社会福祉協議会賛助会費1,533 10

通勤手当 福祉啓発事業費 3,184(2)3,848

特殊勤務手当 　福祉展開催900

時間外勤務手 　社会福祉大会事業負担金20,000 400

当 　人権相談事業費等負担金 1,024

休日勤務手当 　社会を明るくする運動負担金100 1,600

期末手当 要援護者支援事業費 185(3)37,090

勤勉手当 　災害時要援護者支援啓発23,695

3 生活困窮者自立支援費 59,763

4 共済費 54,094 自立相談支援事業費 20,952(1)

生活困窮者のための相談事業

7 賃金 26,364 自立支援計画作成

支援調整会議開催

8 報償費 695 住居確保給付事業費 10,786(2)

就労支援員 　 　　　 　　1人

9 旅費 654 住居確保給付金支給　　　15世帯／月

一時生活支援事業費 2,153(3)

普通旅費 住居不定者への宿泊所・食事等の提供233

特別旅費 生活自立相談421

学習支援事業費 21,776(4)

11 需用費 9,658 学習支援員 　　　　　　　2人

子どもの学習支援等事業

消耗品費 　　　　　　　　（市民協働事業提案制度）1,467

食糧費 　発達障害を持つ児童・生徒に対する18

印刷製本費 　　　　　　　　　　　　　　学習支援等事業635

光熱水費 緊急援護扶助費 4,096(5)488

修繕料 　フードバンク活動費補助金7,050 400
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220 221



  ３款 民生費   １項 社会福祉費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

12 役務費 933 4 ユニバーサル就労推進費 41,983

ユニバーサル就労推進事業費 41,983(1)

通信運搬費 （地方創生推進交付金事業）43

広告料 　ユニバーサル就労支援プロジェクト事業78

手数料 　　被保護者・生活困窮者就労準備支援811

筆耕翻訳料 　　就労困難者就労支援1

　　協力企業等開拓

13 委託料 211,595 　　　協力企業等支援

　市民ネットワーク推進事業

14 使用料及び賃 20,843 　　　ユニバーサル就労普及推進

借料 5 女性保護相談費 7,270

女性保護相談事業費 7,270(1)

15 工事請負費 41,000 　女性保護相談員　　　　　2人

　全国婦人相談員連絡協議会負担金 4

18 備品購入費 43 　東海四県婦人相談員連絡協議会負担金 2

6 民生委員支援費 43,392

19 負担金、補助 141,541 民生委員支援事業費 43,392(1)

及び交付金 民生委員児童委員　　  429人

民生委員児童委員協議会補助金 42,655

負担金 民生委員制度創設100周年記念式典補助金3,040 500

補助金 7 遺家族等援護費 4,162138,501

遺家族等援護事業費 3,007(1)

20 扶助費 11,454 遺族活動費補助金 1,220

戦没者追悼事業費 1,155(2)

25 積立金 2,178 戦没者追悼式開催

8 行旅死亡人等取扱費 1,372

行旅死亡人等取扱事業費 1,372(1)

行旅病人診療　　　 　　20人

行旅死亡人移送・棺桶等　6体

9 社会福祉センター運営費 172,137

社会福祉センター運営管理事業費 124,144(1)

　社会福祉センター（指定管理）　4か所

　滝川福祉センター・元町福祉センター運営

　地域交流センターみんなの家運営

社会福祉センター施設管理事業費 47,993(2)
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  ３款 民生費   １項 社会福祉費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

社会福祉センター維持補修

鷹岡市民プラザ昇降機改修

東部市民プラザ昇降機・排水設備改修

田子浦荘受変電設備修繕

10 福祉基金積立費 2,178

福祉基金積立事業費 2,178(1)

福祉基金積立金

11 民間社会福祉団体推進費 93,715

社会福祉協議会助成費 83,771(1)

社会福祉事業費補助金 76,491

　地域福祉活動推進事業費補助金 7,280

民間社会福祉施設運営助成費 8,314(2)

　民間社会福祉施設事業費補助金

社会福祉団体助成費 1,630(3)

　保護司活動費補助金 1,080

　更生保護団体支援費補助金 550

12 老人及び障害者住宅整備資金貸付費 11

老人及び障害者住宅整備資金貸付事業費 11(1)

老人及び障害者住宅整備資金 11

　　　　　　　　　　貸付利子補給金

2 国民年金費 29,020 40,474    △ 11,454 29,020 2 給料 11,566 1 給与費 20,318

一般職　４人 20,318(1)

3 職員手当等 5,436 2 国民年金事務費 8,702

国民年金事務費 8,702(1)

扶養手当 第1号被保険者　　　　28,855人51

地域手当 保険料免除被保険者　　8,498人349

住居手当 年金相談員　　　　　　　　2人279

通勤手当 188

時間外勤務手 315

当

休日勤務手当 50

期末手当 2,636

勤勉手当 1,568
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  ３款 民生費   １項 社会福祉費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

4 共済費 4,272

7 賃金 6,423

9 旅費 23

普通旅費 23

11 需用費 1,171

消耗品費 694

印刷製本費 477

12 役務費 129

通信運搬費 129

3 国民健康保 2,121,868 2,516,078   △ 394,210 889,292 1,232,576 28 繰出金 2,121,868 1 国民健康保険費 2,121,868

険費 国民健康保険事業特別会計繰出金 2,121,868(1)

保険基盤安定分 1,185,724

職員給与費等分 207,046

出産育児一時金分 84,000

財政安定化支援事業分 62,618

その他分 582,480

4 後期高齢者 2,415,398 2,331,820 83,578 292,171 6,000 2,117,227 19 負担金、補助 60,222 1 後期高齢者医療費 2,415,398

医療費 及び交付金 後期高齢者医療事業負担金 60,222(1)

県後期高齢者医療広域連合負担金

負担金 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 2,355,176(2)60,222

療養給付費分 1,885,578

28 繰出金 2,355,176 　保険基盤安定分 389,562

　保健事業費分 21,228

　職員給与費等分 41,318

　事務費等分 17,490
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  ３款 民生費   １項 社会福祉費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

臨時福祉給 0 276,200   △ 276,200 （廃目）

付金給付費

5,340,601 5,834,542   △ 493,941 1,305,842 32,800 11,372 3,990,587計

  ３款 民生費   ２項 老人福祉費

1 高齢者対策 136,013 130,746 5,267 5,767 512 129,734 4 共済費 630 1 高齢者福祉管理費 132

費 高齢者福祉管理事業費 132(1)

7 賃金 3,953 　外国人高齢者福祉手当支給　　　　 　　1人

2 ひとり暮らし高齢者等生活支援費 6,985

8 報償費 38,698 高齢者等あんしん生活支援事業費 6,985(1)

　シルバーハウジングＬＳＡ派遣

9 旅費 20 　　上堀団地、駿河台団地

　ふれあいコール　　　　　　 　　　　 62人

普通旅費 3 高齢者生きがい活動推進費 11,95820

老人クラブ活動推進事業費 11,805(1)

11 需用費 891 老人クラブ活動費補助金 7,202

高齢者生きがい活動推進事業費 153(2)

消耗品費 全国健康福祉祭選手激励金473

食糧費 4 敬老事業費 116,93820

印刷製本費 敬老事業費 116,938(1)45

光熱水費 敬老会　　　　77歳以上　　　　　28,608人353

敬老祝金　　　80歳から5歳おき　　5,280人

12 役務費 119 米寿記念品　　88歳　　　　　　　 1,124人

長寿祝金　 　100歳　　　　　　　　　65人

通信運搬費 106

筆耕翻訳料 13

13 委託料 84,315

14 使用料及び賃 53

借料
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  ３款 民生費   ２項 老人福祉費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

19 負担金、補助 7,202

及び交付金

補助金 7,202

20 扶助費 132

2 要援護高齢 511,785 483,200 28,585 248,745 40,657 222,383 4 共済費 769 1 要援護高齢者福祉管理費 7,736

者対策費 要援護高齢者福祉管理事業費 7,736(1)

7 賃金 5,116 　在宅高齢者実態調査

　会議、研修会出席者負担金 2

8 報償費 240 2 老人保護費 171,215

老人保護事業費 171,215(1)

9 旅費 107 　老人ホーム入所判定委員会　　　 　 　 6回

　養護老人ホーム保護措置費

普通旅費 　　するが荘　外3施設　　　　　　　　 93人76

特別旅費 　緊急保護措置費31

緊急ショートステイ事業　　　　　  延84日

11 需用費 498 3 養護老人ホーム支援費 13,928

養護老人ホーム支援助成費 13,928(1)

消耗品費 養護老人ホーム運営費等補助金335

食糧費 4 高齢者自立生活支援費 14,5174

印刷製本費 ひとり暮らし高齢者等支援事業費 6,857(1)159

軽度生活援助事業　　　　　　　　　 660回

12 役務費 54 福祉電話設置事業　　　　　　　　　　42台

要介護高齢者等支援事業費 5,160(2)

手数料 外出支援サービス事業　　　　　　　 240人54

訪問理美容サービス事業　　　　　　 320回

13 委託料 72,771 寝具クリーニングサービス事業　　　　45回

地域たすけあい活動支援事業費 2,500(3)

14 使用料及び賃 981 　成年後見推進事業

借料 5 介護予防活動支援費 59,045

介護予防活動支援事業費 59,045(1)

19 負担金、補助 259,217 　生きがいデイサービス事業　　　　　23か所

及び交付金 6 介護施設等整備費 244,287
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  ３款 民生費   ２項 老人福祉費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

介護施設等整備事業費 244,287(1)

負担金 地域密着型サービス拠点等施設等2 244,287

補助金 　　　　　　　　　　　　　　整備費補助金259,215

　介護施設整備　　　　　　　 　 　　 5件

20 扶助費 172,032 7 介護人材確保対策費 1,000

介護人材確保対策事業費 1,000(1)

介護職員初任者研修受講費補助金　　　20人 1,000

8 有料老人ホーム施設運営指導事業費 57

有料老人ホーム施設運営指導事業費 57(1)

　有料老人ホーム設置書類審査

3 老人医療費 137 400       △ 263 137 20 扶助費 137 1 老人医療扶助費 137

老人医療扶助費 137(1)

　身体障害者手帳3級及び4級の一部　　　28件

4 介護保険費 2,648,376 2,570,135 78,241 21,427 69 2,626,880 11 需用費 1,003 1 低所得者利用者負担対策費 5,320

低所得者利用者負担軽減事業費 5,320(1)

消耗品費 障害者ホームヘルプ利用者負担軽減措置事業3

印刷製本費 　利用見込者数　　　　　　　　　　 　1人1,000

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度 5,301

12 役務費 1 　　　　　　　　　　　　　　事業費補助金

　補助対象社会福祉法人数　　　　　22法人

手数料 2 介護保険事業特別会計繰出金 2,640,2371

介護保険事業特別会計繰出金 2,640,237(1)

13 委託料 1,816 介護給付費分 2,110,773

地域支援事業費分 147,929

19 負担金、補助 5,301 低所得者保険料軽減分 23,254

及び交付金 職員給与等事務費分 358,281

3 介護予防支援費 69

補助金 介護予防支援事業費 69(1)5,301

　介護予防サービス計画作成　　　 　　 18件

20 扶助費 17 4 介護保険事業計画等見直し事業費 2,750

介護保険事業計画等見直し事業費 2,750(1)

23 償還金、利子 1 　第８次高齢者保健福祉計画・

及び割引料 　　　　　　　　第７期介護保険事業計画策定
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  ３款 民生費   ２項 老人福祉費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

28 繰出金 2,640,237

老人ホーム 0 100,500   △ 100,500 （廃目）

費

3,296,311 3,284,981 11,330 275,939 41,238 2,979,134計

  ３款 民生費   ３項 児童福祉費

1 児童福祉総 216,981 221,101     △ 4,120 58,581 158,400 1 報酬 590 1 給与費 120,808

務費 子ども・子育て会議委員　１５人 590(1)

2 給料 59,905 一般職　１７人 120,218(2)

2 子育て支援費 84,938

3 職員手当等 40,309 ファミリーサポートセンター事業費 7,221(1)

　ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ　2人

管理職手当 ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ援助活動利用料助成金797 300

扶養手当 ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ事業契約負担金531 54

地域手当 子育て支援センター運営管理費 63,003(2)1,827

住居手当 フィランセ内「カスタネット」911

通勤手当 浅間保育園内「トライアングル」1,633

特殊勤務手当 松野こども園内「ルンルン」320

時間外勤務手 東部児童館内「タンバリン」10,821

当 広見児童館内

休日勤務手当 地域子育て支援拠点事業（私立9園）300

期末手当 少子化対策推進事業費 14,714(3)14,031

勤勉手当 結婚支援事業9,138

　高校生ライフデザインセミナー

4 共済費 25,039 　結婚相談支援

　　（仮称）ふじ結婚支援ネットワーク会議

7 賃金 34,660 　　情報発信　ほか

　子育て支援事業

8 報償費 932 　　移動子育て支援センター　ほか

　出会い創出支援事業補助金 400

9 旅費 275 　育児支援資金利子補給補助金 400

 ３款  民生費
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  ３款 民生費   ３項 児童福祉費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

3 家庭児童福祉費 11,235

費用弁償 家庭児童相談事業費 8,606(1)29

普通旅費 家庭相談員　2人167

特別旅費 養護、不登校相談　ほか79

里親制度普及促進事業

11 需用費 974 　　　　　　　　（市民協働事業提案制度）

東部家庭児童相談室連絡協議会負担金 35

消耗品費 県家庭児童相談室連絡協議会負担金536 10

食糧費 児童虐待防止事業費 2,629(2)8

印刷製本費 要保護児童対策地域協議会研修会、会議開催430

　虐待防止街頭啓発

12 役務費 993 医療的機能強化等事業

　会議、研修会出席者負担金 2

通信運搬費 714

手数料 26

保険料 253

13 委託料 51,303

14 使用料及び賃 550

借料

18 備品購入費 184

19 負担金、補助 1,201

及び交付金

負担金 101

補助金 1,100

20 扶助費 66

2 児童手当費 4,282,286 4,418,367   △ 136,081 3,616,152 60 666,074 4 共済費 1,099 1 児童手当費 4,282,286

児童手当事務費 15,865(1)

7 賃金 9,269 　受給資格認定等事務

 ３款  民生費
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  ３款 民生費   ３項 児童福祉費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

9 旅費 18 児童手当扶助費 4,266,421(2)

0～3歳未満被用者　　　　　　　　52,116人

普通旅費 0～3歳未満非被用者　　　　　　　11,424人18

小学校修了前第1、2子　　　　　 200,844人

11 需用費 633 小学校修了前第3子　　 　　　　　26,976人

中学生　　　　　　　　　　　　　78,840人

消耗品費 特例給付　　　　　　　　　　　　22,368人308

印刷製本費 325

12 役務費 4,140

通信運搬費 4,120

手数料 20

13 委託料 446

14 使用料及び賃 37

借料

18 備品購入費 223

20 扶助費 4,266,420

23 償還金、利子 1

及び割引料

3 児童扶養手 858,744 887,671    △ 28,927 284,554 574,190 4 共済費 360 1 児童扶養手当費 858,744

当費 児童扶養手当事務費 5,078(1)

7 賃金 3,103 受給資格認定等事務

児童扶養手当扶助費 853,666(2)

9 旅費 6 　母子・父子・養育者家庭　　　 　　1,861人

普通旅費 6

11 需用費 151

 ３款  民生費
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  ３款 民生費   ３項 児童福祉費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

消耗品費 35

印刷製本費 116

12 役務費 1,458

通信運搬費 1,458

20 扶助費 853,665

23 償還金、利子 1

及び割引料

4 こども医療 852,734 893,722    △ 40,988 238,623 7,241 606,870 4 共済費 742 1 こども医療費 852,734

費 こども医療事務費 78,817(1)

7 賃金 4,907 　医療費請求事務　　　　　　　　 503,481件

こども医療助成費 773,917(2)

11 需用費 144 小学校就学前の入院 　　　　　　　1,090件

小中学生の入院　　　　　　　　　 　530件

消耗品費 0歳児の通院　　　　　　　　　　 32,050件15

印刷製本費 1歳以上小学校就学前の通院　　　214,304件129

小中学生の通院　　　　　 　　　255,507件

12 役務費 73,024 養育育成の入・通院　　　　　　　 1,337件

通信運搬費 3,040

手数料 69,984

20 扶助費 773,917

5 母子家庭等 87,303 87,394        △ 91 46,001 41,302 9 旅費 7 1 母子家庭等対策費 27,767

対策費 母子家庭等対策管理費 5,317(1)

普通旅費 　入学祝金（小・中学校）　　　　　　 444人7

　母子家庭等中卒就職者激励記念品　　　13人

11 需用費 138 　単親家庭福祉対策促進事業

母子等一時保護事業費 1,351(2)

 ３款  民生費
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  ３款 民生費   ３項 児童福祉費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

消耗品費 子育て短期支援事業76

印刷製本費 母子生活支援施設等措置事業費 9,974(3)62

母子生活支援施設措置費　　　　　　 2世帯

12 役務費 3,132 助産施設措置費　　　　　　　　　　　 2人

母子家庭等自立支援対策事業費 11,125(4)

手数料 母子家庭等自立支援教育訓練給付金　　 4人3,132

母子家庭等高等職業訓練促進給付金　　10人

13 委託料 2,151 　高卒認定試験合格支援給付金

2 母子家庭等医療費 59,536

20 扶助費 81,874 母子家庭等医療事務費 3,192(1)

　医療費請求事務　　　　 　　 　　22,532件

23 償還金、利子 1 母子家庭等医療助成費 56,344(2)

及び割引料 　入院　142件　　通院　26,680件

6 児童健全育 375,693 372,447 3,246 218,161 3,500 1,500 152,532 4 共済費 2,995 1 児童館運営費 31,371

成費 児童館運営管理事業費 27,332(1)

7 賃金 23,340 　広見児童館

ぐるん・ぱ　よねのみや

8 報償費 959 東部児童館

県東部地区児童厚生施設連絡協議会負担金 56

9 旅費 69 児童館施設管理事業費 4,039(2)

防犯対策強化事業

普通旅費 　防犯カメラ整備　　　　　　　　　　 4館69

機械警備　ほか

11 需用費 7,217 2 放課後児童健全育成費 344,322

放課後児童クラブ運営管理費 326,367(1)

消耗品費 48クラブ　2,282人780

印刷製本費 放課後児童クラブ施設管理費 17,955(2)91

光熱水費 神戸小学校余裕教室改修1,821

修繕料 機械警備　ほか4,510

医薬材料費 15

12 役務費 605

通信運搬費 224

 ３款  民生費
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  ３款 民生費   ３項 児童福祉費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

手数料 19

保険料 362

13 委託料 327,831

14 使用料及び賃 5,580

借料

15 工事請負費 4,894

18 備品購入費 2,147

19 負担金、補助 56

及び交付金

負担金 56

7 児童館建設 103,200 0 103,200 26,396 59,200 17,604 9 旅費 5 1 （仮称）北西部児童館建設費 103,200

費 （仮称）北西部児童館建設事業費 103,200(1)

普通旅費 木造　平屋建　289㎡5

水道加入者負担金 216

11 需用費 579 下水道受益者負担金 63

消耗品費 525

印刷製本費 54

12 役務費 40

手数料 40

15 工事請負費 92,997

18 備品購入費 9,300

 ３款  民生費
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  ３款 民生費   ３項 児童福祉費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

19 負担金、補助 279

及び交付金

負担金 279

8 保育園費 2,393,502 2,292,337 101,165 23,343 2,800 487,694 1,879,665 1 報酬 3,163 1 給与費 1,134,107

嘱託医　２０人 3,163(1)

2 給料 612,011 一般職　２０５人 1,130,944(2)

2 保育園等運営管理費 1,187,801

3 職員手当等 332,993 保育園等運営管理事業費 25,309(1)

　公立保育園　　　 18園　　　定員　1,700人

管理職手当 　公立認定こども園　1園　　　定員　　165人7,381

扶養手当 　子育て家庭相談訪問5,438

地域手当 　待機児童解消加速化事業18,676

住居手当 　　企業主導型保育施設開設支援5,458

通勤手当 　　公立幼稚園内小規模保育事業18,917

時間外勤務手 　　潜在保育士・幼稚園教諭就職支援研修事業43,067

当  　　　　　　 　（市民協働事業提案制度）

休日勤務手当 県・市社会福祉協議会負担金50 353

期末手当 県保育所連合会東部支部負担金143,275 692

勤勉手当 日本スポーツ振興センター災害共済掛金90,731 700

その他各種団体負担金等 60

4 共済費 294,801 保育園等臨時職員管理事務費 937,642(2)

臨時保育士、臨時調理員　ほか　　　 367人

7 賃金 828,781 子育てコンシェルジュ　　　　　　　 　1人

保育サポート員　　 　　　　　　　 　 8人

8 報償費 310 保育園等備品整備事業費 14,450(3)

園児用机・椅子など管理備品等整備

9 旅費 1,355 各保育園等運営費 63,368(4)

保育園18園・認定こども園1園への

費用弁償 　　　　　　　　　　　　　　　　配当運営費81

普通旅費 　　（電気料、水道料、消耗品費　ほか）817

特別旅費 　メール等による緊急連絡網457

保育士等研修事業費 1,223(5)

11 需用費 226,786 　県保育士研修会、施設長研修　ほか

 ３款  民生費
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  ３款 民生費   ３項 児童福祉費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

会議、研修会出席者負担金 110

消耗品費 保育園等給食事業費 145,809(6)22,001

燃料費 調理業務7,214

印刷製本費 3 保育園等施設管理費 71,5941,746

光熱水費 保育園等施設管理事業費 10,567(1)32,696

修繕料 各種設備保守点検22,578

賄材料費 　（浄化槽維持管理、機械警備　ほか）140,551

保育園等維持補修事業費 61,027(2)

12 役務費 6,109 待機児童解消加速化事業

　　小規模保育事業所整備に係る幼稚園改修

通信運搬費 　　　　　　　　　　　　（南・天間幼稚園）2,695

手数料 　　保育室改修（浅間保育園）3,076

保険料 　防犯対策強化事業338

　　防犯カメラ整備　　5園

13 委託料 12,785 　空調設備改修（柏原・森島保育園）

　緊急維持補修　ほか

14 使用料及び賃 13,756

借料

15 工事請負費 40,551

16 原材料費 439

18 備品購入費 16,747

19 負担金、補助 1,915

及び交付金

負担金 1,915

22 補償、補填及 1,000

び賠償金

補償金及び補 1,000

填金

 ３款  民生費
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  ３款 民生費   ３項 児童福祉費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

9 保育園振興 3,368,657 3,640,125   △ 271,468 1,750,293 482,128 1,136,236 13 委託料 67,746 1 私立保育園等振興費 3,368,657

費 施設型給付費 2,760,941(1)

19 負担金、補助 323,355 私立保育園 　　 　 15園

及び交付金 認定こども園　 　　11園

地域型保育給付費 284,361(2)

補助金 家庭的保育事業（保育ママ事業）323,355

小規模保育事業　　8施設

20 扶助費 2,977,555 　事業所内保育事業　1施設

私立保育園運営等助成費 23,960(3)

23 償還金、利子 1 　運営円滑化等事業費補助金 10,232

及び割引料 　障害児保育対策事業費補助金 13,728

保育対策等促進事業費 118,206(4)

　一時預かり事業費補助金 35,380

延長保育事業費補助金 19,670

病児保育事業費補助金 36,144

　保育体制強化事業費補助金 25,920

　実費徴収補足給付事業費補助金 792

家庭的保育改修費等支援事業費補助金 300

多様な保育推進事業費 147,785(5)

乳幼児保育事業費補助金 134,564

外国人児童保育事業費補助金 480

ひとり親家庭子育てサポート事業費補助金 396

年度途中入所サポート事業費補助金 9,360

認可外保育施設運営費補助金 2,985

私立保育園施設整備助成費 33,404(6)

私立保育園施設整備費借入金償還補助金 23,404

待機児童解消加速化事業 10,000

　企業主導型保育施設整備費補助金　　 1件

12,539,100 12,813,164   △ 274,064 6,262,104 65,500 978,623 5,232,873計

 ３款  民生費
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  ３款 民生費   ４項 障害者福祉費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

1 障害者福祉 4,351 3,726 625 26 4,325 4 共済費 406 1 障害者福祉管理費 4,351

総務費 障害福祉管理費 4,351(1)

7 賃金 2,766 第４次障害者計画・第５期障害福祉計画策定

9 旅費 44

普通旅費 30

特別旅費 14

11 需用費 1,134

消耗品費 228

印刷製本費 906

23 償還金、利子 1

及び割引料

2 障害者医療 633,592 616,148 17,444 291,272 28,003 314,317 9 旅費 4 1 重度心身障害児（者）医療費 458,149

手当給付費 重度心身障害児（者）医療事務費 17,829(1)

普通旅費 事務取扱　　　　　　　　　　　 115,333件4

重度心身障害児（者）医療等扶助費 440,320(2)

11 需用費 97 県補助事業　　　　　　　　　　 107,668件

市単独事業　　　　　　　　　　　 7,665件

消耗品費 2 特別障害者手当等給付費 114,3466

印刷製本費 特別障害者手当等給付事務費 109(1)91

特別障害者手当等扶助費 114,237(2)

12 役務費 15,872 特別障害者手当 　 　　　　　　　　 277人

障害児福祉手当　　　　　　　　 　　134人

手数料 経過措置福祉手当　　　　　　　　　　 9人15,872

3 重症心身障害者等介護手当費 6,960

13 委託料 965 重症心身障害者等介護手当費 6,960(1)

　対象者　　　　　　　　　　　　　　 116人

19 負担金、補助 27,003 4 精神障害者医療費 23,054

及び交付金 精神障害者医療扶助費 23,054(1)

　対象件数　 　　 　　　　　　　　 1,500件

 ３款  民生費

252 253



  ３款 民生費   ４項 障害者福祉費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

負担金 5 重度心身障害児等福祉手当費 4,0803,423

交付金 重度心身障害児等福祉手当費 4,080(1)23,580

重度心身障害児　　　　　　　　　　　34人

20 扶助費 588,651 6 心身障害者扶養共済事業費 27,003

心身障害者扶養共済事業費 27,003(1)

21 貸付金 1,000 心身障害者扶養共済制度給付金 23,580

　年金受給者　　 　　　　　　　　　 83人

　心身障害者扶養共済制度掛金 3,423

　加入者　　　　 　　　　　　　　　 15人

　（掛金減免者を除く）

3 障害者自立 4,414,018 3,836,458 577,560 3,189,399 6 1,224,613 1 報酬 1,600 1 給与費 1,600

支援費 障害支援区分認定等審査会委員　１０人 1,600(1)

4 共済費 983 　審査会開催　　　　　　　　 　　　　 15回

　委員研修開催　　　　　　　　 　　　　1回

7 賃金 6,490 2 認定等審査会費 2,584

障害支援区分認定事務費 2,584(1)

8 報償費 1,654 主治医意見書　　　　　　　　　　 　395件

認定調査件数　　　　　　　　　　 　 45件

9 旅費 84 3 自立支援事業費 4,288

総合支援法施行事務費 4,288(1)

費用弁償 国保連審査支払件数　　　　 　2,000件／月6

普通旅費 障害者週間記念事業78

自立支援協議会研修事業

11 需用費 280 基幹相談支援センター研修事業

障害者差別解消法啓発事業

消耗品費 4 介護給付費 2,040,49388

印刷製本費 在宅支援事業費 1,680,502(1)192

居宅介護（身体介護・家事援助等）　 210人

12 役務費 6,113 重度訪問介護　　　　　　 　　　　　　6人

　行動援護　　　　　　　　　　　　　　11人

通信運搬費 　同行援護　　　　　　　　　　　　　　27人130

手数料 　療養介護　　　　　　　　　　　　　　27人5,972

保険料 　生活介護　　　　　　　　　　　　　 465人11

 ３款  民生費
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  ３款 民生費   ４項 障害者福祉費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

13 委託料 53,939 短期入所　　　　　　　　　　　 　　 86人

高額障害福祉サービス等給付費

14 使用料及び賃 2,850 計画相談支援　ほか

借料 施設支援事業費 359,991(2)

施設入所支援　　　　　　　　　　　 234人

19 負担金、補助 840 特定障害者特別給付　　　　 　　　　202人

及び交付金 5 訓練等給付費 1,190,336

訓練等事業費 1,190,336(1)

補助金 自立訓練840

　　生活訓練　　　　　　　　 　　 　　25人

20 扶助費 4,339,185 　　機能訓練　　　　　　　　　　　　　 2人

　　宿泊型自立訓練　　　　　　　　　　 4人

　就労移行支援　　　　　　　　　　　 105人

　就労継続支援A型 　　　　　　　 　　124人

　就労継続支援B型　　　　　　　　　　330人

　共同生活援助（グループホーム） 　　131人

　共同生活援助家賃補助　　　　　　　 117人

6 障害児通所給付費 713,198

障害児通所事業費 713,198(1)

国保連審査支払件数　　　　　　 700件／月

児童発達支援　　　　　　　　　　　　67人

放課後等デイサービス　　　　　　　 460人

高額障害児通所給付費

障害児計画相談　　　　　　　　　　 870件

7 自立支援医療費 166,301

更生医療費 159,115(1)

対象件数　　　　　　　　　　　　 　966件

育成医療費 7,186(2)

対象件数　　　　　　　　　　　 　　420件

8 補装具費 41,800

補装具給付費 41,800(1)

　補装具　給付・修理　　　　　　　　 383件

9 地域生活支援費 253,418

相談支援等事業費 44,326(1)

　障害者相談支援事業　　　　　　　 4事業所

 ３款  民生費
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  ３款 民生費   ４項 障害者福祉費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

相談支援機能強化事業　　　　　　 6事業所

成年後見制度利用支援事業　　　　　　 1人

地域生活支援事業費 119,663(2)

訪問入浴　　　　　　　　　　　　 　 14人

地域活動支援ｾﾝﾀｰ　　10事業所延べ19,950人

日中一時支援　　　　　　　　　　 6,132件

社会参加促進支援事業費 42,423(3)

　車いす移送車運行事業　　　　　　　　 3台

心身障害当事者団体バス借上げ事業　　57回

　障害者移動支援（ガイドヘルパー） 　 88人

　ことばの相談室　　　　　　 指導員1人配置

　カルチャー講座　華道、茶道、料理 外6講座

　福祉機器リサイクル事業

心身障害児（者）ふれあい交流事業

　市民福祉まつり

音声行政情報提供事業

　奉仕員等養成事業　　　　　　　　　 4事業

重度身体障害者自動車運転免許取得費 840

　　　　及び自動車改造費補助金　　　 9件

日常生活用具給付事業費 47,006(4)

日常生活用具給付件数　　　　　　 4,956件

4 障害者援護 60,378 63,281     △ 2,903 5,207 1,500 53,671 4 共済費 474 1 障害者援護活動費 60,378

事業費 援護活動事業費 3,902(1)

7 賃金 3,157 精神保健福祉士　　　　　　　　　　　 1人

県精神保健福祉士会・保健師会負担金 6

8 報償費 1,280 障害者相談員事業費 1,378(2)

身体障害者相談員　　　　　　　　　　28人

9 旅費 215 知的障害者相談員　　　　　　　　　　22人

精神障害者相談員　　　　　　　　　　 4人

普通旅費 地域生活安全事業費 22,986(3)215

　緊急通報システム　　　　　　　　　 2世帯

11 需用費 144 　福祉電話設置　　　　　　　　　　　　 1台

　重度身体障害児（者）紙おむつ支給　 177人

消耗品費 　重度障害者タクシー利用助成　　　　 530件50

 ３款  民生費
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  ３款 民生費   ４項 障害者福祉費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

印刷製本費 人工呼吸器用外部バッテリー　　　　　 3件89

修繕料 災害情報受信関連機器　　　　　　　　 3件5

ライフサポート事業

12 役務費 19 　ヘルパー派遣　　　　　　　　　 133時間

　短期入所（日帰り利用）　　　 4,143時間

通信運搬費 　短期入所（宿泊利用）　　　　　 　204回19

　デイサービス　　　　　　　　　 170時間

13 委託料 32,394 　　児童用補聴器　　　　　　　　　　　 4件

障害者配食サービス事業　　　　　　　38人

14 使用料及び賃 85 入居支援事業費 27,100(4)

借料 　あおぞら寮（指定管理）

　そびな寮（指定管理）

15 工事請負費 800 　　防犯対策強化事業

　　　防犯カメラ整備

19 負担金、補助 1,418 日中活動支援事業費 612(5)

及び交付金 　障害児学童保育事業補助金 612

　　ピュール

負担金 就労機能パワーアップ事業費 3,600(6)6

補助金 （地方創生推進交付金事業）1,412

　就労支援コーディネーター　　　　　 2人

20 扶助費 20,392 援護助成費 800(7)

身体障害者福祉会補助金 300

三福祉スポーツ大会補助金 100

手をつなぐ育成会事業補助金 150

障害児体験・支援プログラム事業補助金 150

精神障害者自立支援事業補助金 100

5 障害者就労 121,770 114,552 7,218 86,442 35,328 2 給料 33,379 1 給与費 63,002

支援施設費 一般職　８人 63,002(1)

3 職員手当等 19,216 2 くすの木学園管理費 58,768

くすの木学園運営管理事業費 25,550(1)

管理職手当 　通所定員　　50人614

扶養手当 　社会就労センター協議会負担金1,286 88

地域手当 　県知的障害者福祉協会負担金1,055 97

住居手当 　県・市社会福祉協議会負担金317 13

 ３款  民生費
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  ３款 民生費   ４項 障害者福祉費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

通勤手当 その他各種団体負担金等1,215 37

特殊勤務手当 会議、研修会出席者負担金500 94

時間外勤務手 くすの木学園利用者自立支援事業費 33,218(2)1,191

当 トイレットペーパー加工

休日勤務手当 ペーパーフラワー製作50

期末手当 その他受託作業7,992

勤勉手当 4,996

4 共済費 13,380

7 賃金 19,859

8 報償費 17

9 旅費 490

普通旅費 346

特別旅費 144

11 需用費 1,536

消耗品費 763

印刷製本費 273

修繕料 500

12 役務費 9,346

通信運搬費 451

手数料 8,657

保険料 238

13 委託料 230

14 使用料及び賃 1,453

借料

 ３款  民生費
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  ３款 民生費   ４項 障害者福祉費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

16 原材料費 22,352

18 備品購入費 43

19 負担金、補助 329

及び交付金

負担金 329

20 扶助費 140

6 障害児入所 281,593 332,336    △ 50,743 108,543 39,282 133,768 2 給料 63,978 1 給与費 137,101

施設費 一般職　１７人 137,101(1)

3 職員手当等 51,255 2 ふじやま学園管理費 57,792

ふじやま学園運営管理事業費 57,165(1)

管理職手当 　入所定員　50人（18歳未満児）614

扶養手当 　県知的障害者福祉協会負担金1,250 135

地域手当 県・市社会福祉協議会負担金1,983 18

住居手当 その他各種団体負担金等640 22

通勤手当 会議、研修会出席者負担金2,650 101

特殊勤務手当 ふじやま学園短期入所事業費 627(2)1,400

時間外勤務手 短期入所・日中一時支援事業利用者8,663

当 　延べ3,620人

休日勤務手当 会議、研修会出席者負担金4,500 15

夜間勤務手当 3 ふじやま・くすの木学園管理費 86,700700

宿日直手当 ふじやま・くすの木学園施設管理事業費 33,799(1)4,000

期末手当 防犯対策強化事業15,147

勤勉手当 　防犯カメラ整備9,708

空調設備保守点検　ほか

4 共済費 28,526 ふじやま・くすの木学園給食事業費 41,157(2)

　調理業務

7 賃金 48,833 　県栄養士会等負担金 20

　会議、研修会出席者負担金 1

8 報償費 120 ふじやま・くすの木学園健康管理事業費 664(3)

 ３款  民生費
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  ３款 民生費   ４項 障害者福祉費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

9 旅費 631 健康管理、感染予防対策　ほか

計画相談事業費 11,080(4)

普通旅費 サービス等及び障害児支援利用計画作成329

特別旅費 会議、研修会出席者負担金302 14

11 需用費 47,337

消耗品費 2,183

燃料費 5,710

印刷製本費 231

光熱水費 11,000

修繕料 3,835

賄材料費 24,013

医薬材料費 365

12 役務費 1,946

通信運搬費 590

手数料 789

保険料 567

13 委託料 28,763

14 使用料及び賃 1,308

借料

15 工事請負費 1,500

16 原材料費 16

18 備品購入費 52

19 負担金、補助 326

及び交付金

 ３款  民生費
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  ３款 民生費   ４項 障害者福祉費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

負担金 326

20 扶助費 7,002

7 こども療育 287,313 294,479     △ 7,166 817 111,618 174,878 2 給料 106,643 1 給与費 195,099

センター費 一般職　２７人 195,099(1)

3 職員手当等 56,076 2 こども療育センター管理費 19,512

こども療育センター運営管理事業費 13,963(1)

管理職手当 運営事務費2,012

扶養手当 こども療育センター施設管理事業費 5,549(2)1,548

地域手当 　防犯対策強化事業3,293

住居手当 　　警備システム改修670

通勤手当 　施設警備等保守点検　ほか3,165

特殊勤務手当 3 こども療育事業費 8,7561,600

時間外勤務手 療育相談事業費 7,892(1)1,391

当 発達相談・言語相談

休日勤務手当 　日本理学療法士協会負担金50 20

期末手当 日本作業療法士協会負担金25,755 6

勤勉手当 その他各種団体負担金等16,592 13

会議、研修会出席者負担金 29

4 共済費 39,326 早期療育事業費 864(2)

早期療育・医療相談・保健指導

7 賃金 48,463 4 みはら園管理費 63,946

みはら園運営管理事業費 47,048(1)

8 報償費 775 対象児　就学前の幼児

通園児生活指導

9 旅費 280 療育指導・保健指導

県知的障害者福祉協会負担金 101

普通旅費 県・市社会福祉協議会負担金75 18

特別旅費 その他各種団体負担金等205 26

　会議、研修会出席者負担金 48

11 需用費 6,763 みはら園給食事業費 16,898(2)

　調理業務

消耗品費 　県給食協会負担金1,311 12

印刷製本費 　県栄養士会負担金270 8

 ３款  民生費

268 269



  ３款 民生費   ４項 障害者福祉費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

光熱水費 会議、研修会出席者負担金2,981 1

修繕料 1,890

賄材料費 251

医薬材料費 60

12 役務費 645

通信運搬費 385

手数料 124

保険料 136

13 委託料 26,998

14 使用料及び賃 615

借料

16 原材料費 74

18 備品購入費 373

19 負担金、補助 282

及び交付金

負担金 282

5,803,015 5,260,980 542,035 3,595,264 266,851 1,940,900計

  ３款 民生費   ５項 生活保護費

1 生活保護総 150,271 144,792 5,479 9,687 140,584 2 給料 56,190 1 給与費 129,826

務費 一般職　１７人 129,826(1)

3 職員手当等 52,789 2 生活保護運営対策費 20,445

生活保護運営対策事業費 19,248(1)

管理職手当 　生活保護嘱託医委託797

 ３款  民生費
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  ３款 民生費   ５項 生活保護費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

扶養手当 レセプト点検2,811

地域手当 生活支援員　　　　　　　　1人1,764

住居手当 年金調査支援員　　　　　　1人1,637

通勤手当 就労支援員　　　　　　　　1人2,086

特殊勤務手当 会議、研修会出席者負担金1,100 4

時間外勤務手 社会福祉統計調査事業費 1,197(2)20,422

当 国民生活基礎調査　　　5調査区

休日勤務手当 　社会保障生計調査　　　　8世帯50

期末手当 13,644

勤勉手当 8,478

4 共済費 22,272

7 賃金 9,676

8 報償費 1,010

9 旅費 389

普通旅費 96

特別旅費 293

11 需用費 1,199

消耗品費 620

印刷製本費 579

12 役務費 4,105

通信運搬費 2,600

手数料 1,505

13 委託料 1,540

 ３款  民生費

272 273



  ３款 民生費   ５項 生活保護費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

14 使用料及び賃 843

借料

18 備品購入費 254

19 負担金、補助 4

及び交付金

負担金 4

2 扶助費 2,666,761 2,533,474 133,287 2,092,643 574,118 8 報償費 158 1 各種扶助費 2,666,761

生活保護扶助費 2,653,001(1)

12 役務費 21 　生活扶助費　　　　1,300人／月

　住宅扶助費　　　　930世帯／月

手数料 　教育扶助費　 　　　　90人／月21

　介護扶助費　　　　　245人／月

20 扶助費 2,666,581 　医療扶助費　　　　1,200人／月

出産扶助費　　　　　　3件／年

23 償還金、利子 1 生業扶助費 　　　　　25人／月

及び割引料 葬祭扶助費 　　　　　55件／年

施設事務費 　　　　　15人／月

就労自立給付金　　　 10件／年

中国残留邦人生活支援給付費 13,760(2)

生活支援費　　　　　6世帯／月

住宅支援費　　　　　6世帯／月

医療支援費　　　　　　8人／月

介護支援費

配偶者支援金　　　　　1人／月

2,817,032 2,678,266 138,766 2,102,330 714,702計

 ３款  民生費
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  ３款 民生費   ６項 災害救助費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

1 災害救助費 514 514 0 514 9 旅費 6 1 災害救助費 514

災害救助事業費 514(1)

普通旅費 罹災者見舞金6

11 需用費 8

消耗品費 8

20 扶助費 500

514 514 0 514計

 ３款  民生費
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