
(款) 13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

款 本年度 節

項 (前年度) 区分 金額

目 <比較>

2 建築台帳記載証明 1,050

3 境界証明 2,640

4 開発登録簿 900

5 開発許可等 11,081

6 屋外広告物 20,338

7 捨て看板除却 1

8 放置自転車等撤去 8,650

9 サービス付高齢者向け住宅登 4

録

14 国庫支出金 37,759,139 

(35,886,223)

<1,872,916>

<5.2%増>

1 国庫負担金 32,272,927 

(31,944,488)

<328,439>

<1.0%増>

1 民生費国庫負担金 31,925,240 1 社会福祉費 539,163

(31,801,742)

<123,498>

<0.4%増>

2 障害者福祉費 6,259,860

3 老人福祉費 38,944

4 児童福祉費 10,879,044
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説明

　１　建築台帳記載証明　　　　　　　　　　　　　　　　［建築審査課］

　１　境界証明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［財産課］

　１　開発登録簿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［開発審査課］

　１　開発許可等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［開発審査課］

　１　屋外広告物許可　　　　　　　　　　　　　　　　　［まちなみ景観課］ 20,083

　２　屋外広告業登録　　　　　　　　　　　　　　　　　［まちなみ景観課］ 10

　３　屋外広告物講習会　　　　　　　　　　　　　　　　［まちなみ景観課］ 245

　１　捨て看板除却　　　　　　　　　　　　　　　　　　［まちなみ景観課］

　１　自転車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［交通事業課］ 7,500

　２　原動機付自転車　　　　　　　　　　　　　　　　　［交通事業課］ 1,150

　１　サービス付高齢者向け住宅登録　　　　　　　　　　［住宅政策課］

　１　国民健康保険事業基盤安定　　　　　　　　　　　　［保険年金課］ 434,221

　(1)　保険者支援分 (434,221)　

　２　中国残留邦人支援　　　　　　　　　　　　　　　　［福祉政策課］ 70,256

　(1)　中国残留邦人支援費 (70,256)　

　３　生活困窮者自立支援　　　　　　　　　　　　　　　［生活自立支援課］ 34,686

　(1)　自立相談支援事業 (28,017)　

　(2)　住居確保給付金 (6,669)　

　１　障害者自立支援給付　　　　　　　　　　　　　　　［障害者福祉課］ 6,060,607

　(1)　障害者自立支援介護・訓練等給付 (4,883,939)　

　(2)　自立支援医療費給付 (372,783)　

　(3)　身体障害者（児）補装具費 (66,000)　

　(4)　障害児通所等給付 (737,885)　

　２　特別障害者手当　　　　　　　　　　　　　　　　　［障害者福祉課］ 158,849

　３　障害児福祉手当　　　　　　　　　　　　　　　　　［障害者福祉課］ 38,436

　４　福祉手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［障害者福祉課］ 1,968

　１　低所得者介護保険料軽減　　　　　　　　　　　　　［介護保険課］

　１　子どものための教育・保育給付費　　　　　　　　　［保育幼稚園課］ 4,469,289

　２　入院助産保護費　　　　　　　　　　　　　　　　　［生活福祉総務課］ 4,277

　３　入院助産保護費　　　　　　　　　　　　　　　　　［子育て支援課］ 3,103
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(款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

款 本年度 節

項 (前年度) 区分 金額

目 <比較>

5 生活保護費 14,208,229

2 衛生費国庫負担金 91,600 1 保健所費 16,507

(92,952)

<△ 1,352>

<1.5%減>2 保健事業費 75,093

3 教育費国庫負担金 217,447 1 学校建設費 217,447

(49,794)

<167,653>

<336.7%増>

4 災害復旧事業費国庫負担金 38,640 1 公立学校災害復旧費 38,640

(0)

<38,640>

<皆増>

2 国庫補助金 5,303,266 

(3,753,062)

<1,550,204>

<41.3%増>

1 総務費国庫補助金 162,427 1 文化芸術振興費補助金 2,900

2 社会保障・税番号活用推進費 159,527

(169,801)

<△ 7,374>

<4.3%減>

2 民生費国庫補助金 2,250,689 1 社会福祉費 48,279

(1,586,491)

<664,198>

<41.9%増>
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説明

　４　児童手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［子育て支援課］ 5,731,785

　５　母子保護費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［子育て支援課］ 11,862

　６　児童扶養手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　［子育て支援課］ 658,728

　１　生活保護費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［生活福祉総務課］ 14,181,483

　２　被保護者就労支援　　　　　　　　　　　　　　　　［生活自立支援課］ 26,746

　１　感染症予防　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［保健対策課］ 4,518

　２　感染症発生動向調査　　　　　　　　　　　　　　　［保健対策課］ 997

　３　感染症患者入院医療費　　　　　　　　　　　　　　［保健対策課］ 48

　４　結核医療費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［保健対策課］ 10,944

　１　母子保健衛生費　　　　　　　　　　　　　　　　　［保健対策課］ 14,135

　(1)　自立支援（育成）医療給付費 (2,435)　

　(2)　療育給付医療費 (100)　

　(3)　未熟児養育医療費 (11,600)　

　２　小児慢性特定疾病対策　　　　　　　　　　　　　　［保健対策課］ 60,958

　(1)　小児慢性特定疾病医療費 (60,900)　

　(2)　小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 (58)　

　１　校舎改築　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［学校複合施設整備課］ 186,791

　２　屋内運動場改築　　　　　　　　　　　　　　　　　［学校複合施設整備課］ 30,656

　１　公立学校災害復旧　　　　　　　　　　　　　　　　［施設管理課］

　１　文化芸術創造拠点形成事業　　　　　　　　　　　　［学園都市文化課］

　１　個人番号カード交付費　　　　　　　　　　　　　　［市民課］ 107,700

　２　社会保障・税番号制度システム整備　　　　　　　　［情報管理課］ 51,827

　１　民生委員・児童委員研修事業　　　　　　　　　　　［生活自立支援課］ 425

　２　中国残留邦人等地域生活支援　　　　　　　　　　　［生活自立支援課］ 3,377

　３　生活困窮者自立支援　　　　　　　　　　　　　　　［生活自立支援課］ 44,477

　(1)　就労準備支援 (3,525)　

　(2)　学習支援 (20,000)　
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(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

款 本年度 節

項 (前年度) 区分 金額

目 <比較>

2 障害者福祉費 320,051

3 老人福祉費 10,489

4 児童福祉費 1,785,851
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説明

　(3)　家計相談支援 (6,804)　

　(4)　自立促進支援 (4,148)　

　(5)　共助の基盤づくり (10,000)　

　１　障害者地域生活支援　　　　　　　　　　　　　　　［障害者福祉課］ 225,659

　(1)　コミュニケーション支援 (10,100)　

　(2)　重度心身障害者日常生活用具給付費 (72,780)　

　(3)　移動支援給付 (85,950)　

　(4)　地域活動支援センター (4,500)　

　(5)　福祉ホーム (2,208)　

　(6)　日中一時支援 (16,985)　

　(7)　重度障害者巡回入浴車派遣 (11,021)　

　(8)　奉仕員養成研修 (2,853)　

　(9)　点字・声の広報等発行 (2,790)　

　(10) 保育園・幼稚園巡回発達相談 (9,506)　

　(11) 居住支援 (2,510)　

　(12) 障害者虐待防止対策支援 (1,569)　

　(13) 成年後見制度利用支援 (1,928)　

　(14) 差別禁止条例イベント (59)　

　(15) 緊急時通学支援 (900)　

　２　障害者（児）施設整備費補助　　　　　　　　　　　［障害者福祉課］ 94,392

　１　老人クラブ運営事業補助金　　　　　　　　　　　　［高齢者いきいき課］

　１　母子家庭等対策総合支援事業費補助　　　　　　　　［子育て支援課］ 61,117

　２　防音事業関連維持　　　　　　　　　　　　　　　　［保育幼稚園課］ 355

　３　次世代育成支援対策施設整備交付金　　　　　　　　［児童青少年課］ 2,333

　４　児童虐待・ＤＶ対策等総合支援　　　　　　　　　　［子どものしあわせ課］ 924

　５　子ども・子育て支援交付金　　　　　　　　　　　　［子どものしあわせ課］ 606,930

　(1)　利用者支援 (30,204)　

　(2)　延長保育 (44,801)　

　(3)　実費徴収に係る補足給付 (422)　

　(4)　多様な事業者の参入促進・能力活用 (2,350)　

　(5)　放課後児童健全育成 (380,395)　

　(6)　子育て短期支援 (1,598)　

　(7)　乳児家庭全戸訪問 (7,888)　

　(8)　養育支援訪問 (5,340)　

　(9)　子どもを守る地域ネットワーク機能強化 (1,353)　

　(10) 地域子育て支援拠点 (62,600)　

　(11) 一時預かり (47,953)　

　(12) 病児保育 (14,693)　

　(13) 子育て援助活動支援 (7,333)　

　６　子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［子どものしあわせ課］ 2,397
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(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

款 本年度 節

項 (前年度) 区分 金額

目 <比較>

5 生活保護費 86,019

3 衛生費国庫補助金 1,399,866 1 保健所費 16,662

(523,904)

<875,962>

<167.2%増>

2 がん検診推進 9,556

3 保健事業費 64,100

4 地域医療推進費 3,486

5 放射性物質汚染対処事業費 2,566

6 循環型社会形成推進交付金 4,507

7 二酸化炭素排出抑制対策事業 1,298,989

費交付金

4 土木費国庫補助金 927,637 1 社会資本整備総合交付金 923,796

(1,044,848)

<△ 117,211>

<11.2%減>
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説明

　(1)　職員の資質向上・人材確保等研修事業 (2,397)　

　７　保育所等整備交付金　　　　　　　　　　　　　　　［保育対策課］ 848,397

　８　保育対策総合支援事業費補助金　　　　　　　　　　［保育幼稚園課］ 184,165

　(1)　保育士確保対策 (141,099)　

　(2)　小規模保育等の改修等 (43,066)　

　９　子ども・子育て支援整備交付金　　　　　　　　　　［児童青少年課］ 74,432

　(1)　放課後児童クラブ (74,432)　

１０　子ども・子育て支援推進費補助金　　　　　　　　　［保育幼稚園課］ 4,801

　１　生活保護適正実施推進　　　　　　　　　　　　　　［生活自立支援課］ 59,175

　２　被保護者就労準備支援　　　　　　　　　　　　　　［生活自立支援課］ 26,844

　１　特定感染症検査等　　　　　　　　　　　　　　　　［保健対策課］ 8,187

　(1)　ＨＩＶ検査・エイズ相談事業費 (3,960)　

　(2)　緊急肝炎ウイルス検査事業費 (728)　

　(3)　性感染症検査・性感染症相談事業費 (3,499)　

　２　エイズ対策促進　　　　　　　　　　　　　　　　　［保健対策課］ 66

　３　感染症対策特別促進　　　　　　　　　　　　　　　［保健対策課］ 4,698

　(1)　結核対策特別推進事業費 (2,735)　

　(2)　肝炎対策事業費 (1,963)　

　４　結核医療費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［保健対策課］ 1,344

　５　難病特別対策推進　　　　　　　　　　　　　　　　［保健対策課］ 473

　６　地域保健従事者現任教育推進事業費　　　　　　　　［保健対策課］ 1,894

　１　がん検診推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　［成人健診課］

　１　母子保健衛生費　　　　　　　　　　　　　　　　　［大横保健福祉センター］ 2,232

　(1)　妊娠・出産包括支援 (2,232)　

　２　母子保健衛生費　　　　　　　　　　　　　　　　　［保健対策課］ 60,963

　(1)　特定不妊治療費 (60,963)　

　３　小児慢性特定疾病対策　　　　　　　　　　　　　　［保健対策課］ 905

　(1)　小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付 (335)　

　(2)　小児慢性特定疾病医療事務費 (564)　

　(3)　小児慢性特定疾病指定医育成 (6)　

　１　口腔保健推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　［健康政策課］ 3,486

　(1)　口腔保健支援センター設置推進 (3,486)　

　１　放射性物質汚染対処事業費　　　　　　　　　　　　［戸吹クリーンセンター］

　１　総合的廃棄物処理・リサイクル施設整備　　　　　　［清掃施設整備課］

　１　先進的設備導入推進事業　　　　　　　　　　　　　［戸吹クリーンセンター］

　１　雨水浸透施設設置　　　　　　　　　　　　　　　　［水再生課］ 924

　２　道路橋りょう費　　　　　　　　　　　　　　　　　［中心市街地整備推進課］ 11,000

　(1)　電線共同溝の整備 (11,000)　

　３　道路橋りょう費　　　　　　　　　　　　　　　　　［路政課］ 56,650

　(1)　路面補修 (40,700)　
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(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

款 本年度 節

項 (前年度) 区分 金額

目 <比較>

2 重層的住宅セーフティネット 241

構築支援事業費

3 公的賃貸住宅家賃対策調整補 3,600

助金
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説明

　(2)　路面性状調査 (1,100)　

　(3)　橋りょう点検 (11,550)　

　(4)　横断歩道橋点検 (3,300)　

　４　道路橋りょう費　　　　　　　　　　　　　　　　　［管理課］ 3,850

　(1)　トンネル点検 (3,850)　

　５　都市再生整備計画事業　　　　　　　　　　　　　　［中心市街地整備推進課］ 28,800

　(1)　中心市街地の総合的な再生 (28,800)　

　６　区画整理事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　［区画整理課］ 162,450

　(1)　中野中央土地区画整理 (28,400)　

　(2)　宇津木土地区画整理 (96,100)　

　(3)　都市計画道路７・５・３号線ほか３路線 (37,950)　

　７　都市計画道路事業費　　　　　　　　　　　　　　　［路政課］ 207,350

　(1)　都市計画道路３・４・５４号線 (55,000)　

　(2)　都市計画道路３・４・６１号線 (9,350)　

　(3)　都市計画道路３・３・７４号線 (143,000)　

　８　公園整備事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　［公園課］ 18,900

　(1)　公園施設長寿命化対策 (6,600)　

　(2)　片倉城跡公園整備 (12,300)　

　９　緑化対策費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［環境保全課］ 436

　(1)　生け垣造成補助 (436)　

１０　市営住宅整備事業費　　　　　　　　　　　　　　　［住宅政策課］ 57,808

　(1)　建替 (57,808)　

１１　木造住宅耐震化啓発活動費　　　　　　　　　　　　［住宅政策課］ 2,117

　(1)　木造住宅耐震化普及啓発活動 (2,117)　

１２　建築物耐震改修等事業費　　　　　　　　　　　　　［住宅政策課］ 369,824

　(1)　木造住宅耐震改修 (10,625)　

　(2)　緊急輸送道路 (238,372)　

　(3)　耐震診断 (1,848)　

　(4)　分譲マンション耐震化 (115,739)　

　(5)　省エネルギー化・長寿命化 (1,890)　

　(6)　加齢対応・バリアフリー化 (1,350)　

１３　空き家利活用促進整備　　　　　　　　　　　　　　［住宅政策課］ 1,687

１４　住宅確保要配慮者支援事業費　　　　　　　　　　　［住宅政策課］ 2,000

　(1)　住宅改修 (2,000)　

　１　居住支援協議会の運営　　　　　　　　　　　　　　［住宅政策課］

　１　公的賃貸住宅家賃対策事業費　　　　　　　　　　　［住宅政策課］ 3,600

　(1)　家賃低廉化助成 (3,200)　

　(2)　家賃債務保証料低廉化助成 (400)　
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(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

款 本年度 節

項 (前年度) 区分 金額

目 <比較>

5 消防費国庫補助金 145,412 1 消防施設整備費 10,772

2 社会資本整備総合交付金 134,640

(138,772)

<6,640>

<4.8%増>

6 教育費国庫補助金 417,235 1 幼稚園就園奨励費 170,791

2 理科教育等振興費 900

(289,246)3 児童生徒援助費 3,940

<127,989>4 特別支援教育振興費 8,332

<44.2%増>

5 教育支援体制整備事業費 25,673

6 部活動指導員事業費 1,604

7 学校施設環境改善交付金 113,470

8 校舎防音改築費 3,729

9 学校・家庭・地域連携協力推 45,807

進事業費

10 埋蔵文化財調査費 1,394

11 国史跡整備費 40,376

-84-一般会計



  

説明

　１　防火水槽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［防災課］

　１　防災行政ネットワーク　　　　　　　　　　　　　　［防災課］

　１　幼稚園就園奨励費　　　　　　　　　　　　　　　　［保育幼稚園課］

　１　理科教育等振興費　　　　　　　　　　　　　　　　［施設管理課］

　１　修学旅行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［教育支援課］

　１　通学費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［教育支援課］ 3,713

　２　新入学児童生徒学用品　　　　　　　　　　　　　　［教育支援課］ 268

　３　学校給食費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［保健給食課］ 2,170

　４　学用品通学用品　　　　　　　　　　　　　　　　　［教育支援課］ 828

　５　校外活動（日帰り）　　　　　　　　　　　　　　　［教育支援課］ 97

　６　校外活動（宿泊）　　　　　　　　　　　　　　　　［教育支援課］ 241

　７　修学旅行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［教育支援課］ 552

　８　職場実習交通費　　　　　　　　　　　　　　　　　［教育支援課］ 40

　９　交流交通費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［教育支援課］ 423

　１　帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業　　　　［教育支援課］ 1,441

　(1)　帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業 (1,441)　

　２　インクルーシブ教育システム推進事業　　　　　　　［教育支援課］ 18,761

　(1)　特別支援教育体制整備推進事業 (9,531)　

　(2)　医療的ケアのための看護師配置事業 (731)　

　(3)　早期支援コーディネーター配置事業 (5,632)　

　(4)　切れ目のない支援体制の整備 (2,867)　

　３　いじめ対策等総合推進事業　　　　　　　　　　　　［教育支援課］ 5,471

　(1)　スクールソーシャルワーカー活用事業 (5,471)　

　１　部活動指導員　　　　　　　　　　　　　　　　　　［指導課］

　１　プール改築　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［学校複合施設整備課］ 5,188

　２　学校給食施設整備　　　　　　　　　　　　　　　　［保健給食課］ 99,502

　３　学校給食施設整備　　　　　　　　　　　　　　　　［学校複合施設整備課］ 6,786

　４　太陽光発電等導入　　　　　　　　　　　　　　　　［学校複合施設整備課］ 1,994

　１　防音事業関連維持　　　　　　　　　　　　　　　　［施設管理課］

　１　学校・家庭・地域連携協力推進事業　　　　　　　　［生涯学習政策課］ 45,318

　(1)　学校支援地域本部 (1,845)　

　(2)　放課後子ども教室 (40,431)　

　(3)　家庭教育支援 (1,766)　

　(4)　地域ぐるみの学校安全体制整備 (1,276)　

　２　地域の豊かな社会資源を活用した土曜日の教育支援体制等構築事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［生涯学習政策課］ 489

　１　埋蔵文化財調査　　　　　　　　　　　　　　　　　［文化財課］

　１　国史跡八王子城跡内用地取得（直接買取分）　　　　［文化財課］
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(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

款 本年度 節

項 (前年度) 区分 金額

目 <比較>

12 民俗文化財調査費 1,219

3 委託金 182,946 

(188,673)

<△ 5,727>

<3.0%減>

1 総務費委託金 10,372 1 中長期在留者住居地届出等事 3,037

務費

(10,494)2 統計調査費 7,333

<△ 122>

<1.2%減>

3 自衛官募集事務費 2

2 民生費委託金 164,569 1 特別児童扶養手当事務費 1,156

2 国民年金事務費 163,413

(168,877)

<△ 4,308>

<2.6%減>

3 衛生費委託金 1,591 1 国民健康・栄養調査事務費 1,591

(1,625)

<△ 34>

<2.1%減>

4 土木費委託金 1,414 1 堰等管理事務費 414

2 都市と緑・農の共生まちづく 1,000

(1,416) り推進調査事務費

<△ 2>

<0.1%減>

5 教育費委託金 5,000 1 課題研究校事業費 5,000

(6,261)

<△ 1,261>

<20.1%減>

15 都支出金 27,087,585 

(26,685,267)

<402,318>

<1.5%増>
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説明

　１　八王子車人形調査　　　　　　　　　　　　　　　　［文化財課］

　１　中長期在留者住居地届出等事務費　　　　　　　　　［市民課］

　１　厚生労働統計調査事務　　　　　　　　　　　　　　［福祉政策課］ 106

　２　厚生労働統計調査事務　　　　　　　　　　　　　　［健康政策課］ 6,953

　３　社会保障・人口問題基本調査事務　　　　　　　　　［健康政策課］ 274

　１　自衛官募集事務　　　　　　　　　　　　　　　　　［市民生活課］

　１　特別児童扶養手当事務費　　　　　　　　　　　　　［障害者福祉課］

　１　国民年金事務費　　　　　　　　　　　　　　　　　［保険年金課］

　１　国民健康・栄養調査事務費　　　　　　　　　　　　［健康政策課］

　１　堰等管理事務費　　　　　　　　　　　　　　　　　［水環境整備課］

　１　都市と緑・農の共生まちづくり推進調査事務費　　　［土地利用計画課］

　１　課題研究校事業費　　　　　　　　　　　　　　　　［指導課］
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