
(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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(款) 15 都支出金 (項) 1 都負担金

款 本年度 節

項 (前年度) 区分 金額

目 <比較>

1 都負担金 10,976,556 

(10,450,439)

<526,117>

<5.0%増>

1 民生費都負担金 10,937,431 1 社会福祉費 1,866,714

(10,410,824)

<526,607>

<5.1%増>

2 障害者福祉費 3,981,567

3 老人福祉費 19,472

4 児童福祉費 5,069,678

2 衛生費都負担金 22,498 1 予防費 15,481

2 保健事業費 7,017

(23,309)

<△ 811>

<3.5%減>

3 教育費都負担金 16,627 1 学校直結給水化モデル事業費 16,627

(16,306)

<321>

<2.0%増>

2 都補助金 14,986,317 

(14,977,640)

<8,677>

<0.1%増>

1 総務費都補助金 4,235,466 1 市町村総合交付金 4,200,000

(3,921,571)2 ２０２０オリンピック・パラ 7,912

<313,895> リンピック区市町村支援事業

<8.0%増>3 消費者行政推進交付金 10,334
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説明

　１　民生・児童委員協力員費　　　　　　　　　　　　　［福祉政策課］ 3,630

　２　国民健康保険事業基盤安定　　　　　　　　　　　　［保険年金課］ 1,178,196

　(1)　保険税軽減分 (961,086)　

　(2)　保険者支援分 (217,110)　

　３　後期高齢者医療保険基盤安定　　　　　　　　　　　［保険年金課］ 684,888

　(1)　保険料軽減分 (684,888)　

　１　障害者自立支援給付　　　　　　　　　　　　　　　［障害者福祉課］ 3,030,297

　(1)　障害者自立支援介護・訓練等給付 (2,441,966)　

　(2)　自立支援医療費給付 (186,391)　

　(3)　身体障害者（児）補装具費 (33,000)　

　(4)　障害児通所等給付 (368,940)　

　２　心身障害者福祉手当　　　　　　　　　　　　　　　［障害者福祉課］ 951,270

　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］ 2,332,659

　２　児童手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［子育て支援課］ 1,262,015

　３　児童育成手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　［子育て支援課］ 1,475,004

　１　予防接種費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［健康政策課］

　１　母子保健衛生費　　　　　　　　　　　　　　　　　［保健対策課］ 7,017

　(1)　自立支援（育成）医療給付費 (1,217)　

　(2)　未熟児養育医療費 (5,800)　

　１　学校直結給水化モデル事業費　　　　　　　　　　　［施設管理課］

　１　市町村総合交付金　　　　　　　　　　　　　　　　［財政課］ 4,142,950

　２　市町村総合交付金　　　　　　　　　　　　　　　　［経営計画第二課］ 57,050

　１　スポーツ振興等事業　　　　　　　　　　　　　　　［国際スポーツ大会推進室］

　１　消費者行政推進交付金　　　　　　　　　　　　　　［消費生活センター］
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(款) 15 都支出金 (項) 2 都補助金

款 本年度 節

項 (前年度) 区分 金額

目 <比較>

4 自動通話録音機設置促進補助 658

金

5 地域における見守り活動支援 16,562

事業補助金

2 民生費都補助金 7,305,873 1 社会福祉費 95,102

(7,784,094)

<△ 478,221>

<6.1%減>

2 障害者福祉費 1,460,675
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説明

　１　自動通話録音機設置促進補助金　　　　　　　　　　［防犯課］

　１　防犯設備補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　［防犯課］

　１　地域福祉推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　［障害者福祉課］ 6,250

　(1)　毎日食事サービス (2,500)　

　(2)　有償家事援助サービス (1,250)　

　(3)　ミニキャブ運行システム (2,500)　

　２　ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［福祉政策課］ 11,926

　(1)　トイレの洋式化 (11,926)　

　３　地域福祉推進区市町村包括補助　　　　　　　　　　［福祉政策課］ 76,926

　(1)　福祉サービス第三者評価　認知症高齢者ＧＨ等 (25,800)　

　(2)　福祉サービス第三者評価　認可保育所等 (2,025)　

　(3)　多摩地域福祉有償運送運営協議会負担金 (45)　

　(4)　成年後見制度の活用による日常生活支援 (8,826)　

　(5)　福祉サービス総合支援 (4,765)　

　(6)　社会福祉協議会運営費 (3,400)　

　(7)　生活保護世帯に対する健全育成 (10,352)　

　(8)　思いやり駐車スペース普及 (80)　

　(9)　低所得者・離職者対策 (12,500)　

　(10) スキルアップ・定着支援推進 (195)　

　(11) 地域の潜在力を活かした福祉サービス提供のしくみづくり (8,938)　

　１　障害者自立生活支援　　　　　　　　　　　　　　　［障害者福祉課］ 6,000

　２　日常生活支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　［障害者福祉課］ 30,229

　(1)　重度脳性麻痺者介護人派遣 (30,229)　

　３　重症心身障害児（者）通所事業補助　　　　　　　　［障害者福祉課］ 143,630

　４　障害者日中活動系サービス推進（加算分）補助　　　［障害者福祉課］ 202,218

　５　高次脳機能障害者支援促進事業補助　　　　　　　　［障害者福祉課］ 3,076

　６　障害者地域生活支援　　　　　　　　　　　　　　　［障害者福祉課］ 106,351

　(1)　重度心身障害者日常生活用具給付費 (36,390)　

　(2)　移動支援給付 (42,975)　

　(3)　地域活動支援センター (2,250)　

　(4)　福祉ホーム (1,104)　

　(5)　日中一時支援 (8,492)　

　(6)　重度障害者巡回入浴車派遣 (5,510)　

　(7)　点字・声の広報等発行 (1,395)　

　(8)　保育園・幼稚園巡回発達相談 (4,753)　

　(9)　居住支援 (1,255)　

　(10) 障害者虐待防止対策支援 (784)　

　(11) 成年後見制度利用支援 (964)　
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(款) 15 都支出金 (項) 2 都補助金

款 本年度 節

項 (前年度) 区分 金額

目 <比較>

3 老人福祉費 657,515
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説明

　(12) 差別禁止条例イベント (29)　

　(13) 緊急時通学支援 (450)　

　７　障害者施策推進区市町村包括補助　　　　　　　　　［障害者福祉課］ 969,171

　(1)　障害者工賃向上推進 (2,893)　

　(2)　重度身体障害者グループホーム補助 (7,319)　

　(3)　障害者就労支援 (26,376)　

　(4)　東京都認定短期入所 (6,067)　

　(5)　自立サポート環境整備 (2,000)　

　(6)　リフト付乗用自動車運行助成 (17,830)　

　(7)　心身障害者福祉センター運営 (6,448)　

　(8)　知的障害児療育支援 (14,666)　

　(9)　心身障害者緊急一時保護 (11,227)　

　(10) 障害者グループホーム等家賃助成 (1,465)　

　(11) 庁内ワークシェアリング推進 (2,518)　

　(12) 障害者グループホーム等支援 (16,325)　

　(13) 重度身体障害者（児）住宅設備改善費給付 (3,180)　

　(14) 障害者日中活動系サービス推進 (468,792)　

　(15) 発達障害者支援体制整備推進 (11,613)　

　(16) 短期入所（都加算分） (24,970)　

　(17) 図書館収蔵図書デイジー化推進及び対面朗読 (482)　

　(18) 知的障害者グループホーム等（都加算分） (142,243)　

　(19) 精神障害者グループホーム等（都加算分） (172,383)　

　(20) 児童発達支援センターサービス推進 (26,885)　

　(21) 精神障害者早期訪問支援 (2,736)　

　(22) 中等度難聴児発達支援 (753)　

　１　ホームヘルプサービス自己負担軽減措置　　　　　　［介護保険課］ 9

　２　シルバー人材センター助成　　　　　　　　　　　　［高齢者いきいき課］ 16,645

　(1)　管理運営費 (12,495)　

　(2)　事業費 (4,150)　

　３　認知症高齢者グループホーム緊急整備支援　　　　　［高齢者いきいき課］ 60,000

　４　サービス提供事業者利用者負担軽減助成　　　　　　［介護保険課］ 3,275

　(1)　サービス提供事業者による利用者負担軽減支援措置 (1,125)　

　(2)　利用者負担軽減支援措置（社会福祉法人） (1,500)　

　(3)　利用者負担軽減支援措置（介護サービス事業者） (650)　

　５　高齢者見守り相談窓口設置　　　　　　　　　　　　［高齢者いきいき課］ 23,193

　６　介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助　　　［高齢者いきいき課］ 93,621

　７　地域密着型サービス等重点整備事業費補助　　　　　［高齢者いきいき課］ 31,541

　８　地域密着型サービス等整備助成事業補助　　　　　　［高齢者いきいき課］ 314,324

　９　認知症早期発見・早期診断推進事業補助　　　　　　［高齢者福祉課］ 3,900

１０　特別養護老人ホーム等看取り対応改修費補助　　　　［高齢者いきいき課］ 4,500

１１　介護人材緊急対策事業費補助　　　　　　　　　　　［高齢者いきいき課］ 9,422
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(款) 15 都支出金 (項) 2 都補助金

款 本年度 節

項 (前年度) 区分 金額

目 <比較>

4 児童福祉費 5,092,581
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説明

１２　高齢社会対策区市町村包括補助　　　　　　　　　　［高齢者いきいき課］ 97,085

　(1)　ひとり暮らし高齢者への交通安全レター発送 (186)　

　(2)　中高年男性の生活支援のための料理講座 (42)　

　(3)　機能強化型地域包括支援センター設置促進事業 (11,000)　

　(4)　高齢者自立支援住宅改修給付 (12,249)　

　(5)　シルバーピア (1,816)　

　(6)　社会参加のしくみづくり (1,623)　

　(7)　高齢者電話相談 (2,164)　

　(8)　生活支援ショートステイ (2,650)　

　(9)　長寿を祝う会 (9,455)　

　(10) 認知症高齢者介護支援のための普及啓発 (375)　

　(11) 高齢者のための趣味の教室 (1,361)　

　(12) 老人クラブへの助成 (33,034)　

　(13) 緊急通報システム (5,940)　

　(14) サロン事業 (9,272)　

　(15) はちおうじ志民塾 (1,710)　

　(16) 介護の日事業 (50)　

　(17) ふらっとほーむ (1,073)　

　(18) 社会福祉施設への出張図書館サービス等事業 (2,030)　

　(19) ゆうゆうシニア講座 (735)　

　(20) 高齢者虐待防止対策 (318)　

　(21) 中高年男性の介護参画促進講座 (2)　

　１　子育て推進交付金　　　　　　　　　　　　　　　　［子どものしあわせ課］ 2,688,834

　２　子ども・子育て支援交付金　　　　　　　　　　　　［子どものしあわせ課］ 610,930

　(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 (384,395)　

　(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)　

　３　利用者支援体制強化事業補助　　　　　　　　　　　［子どものしあわせ課］ 8,683

　４　保育士等キャリアアップ補助　　　　　　　　　　　［保育幼稚園課］ 192,922

　５　認証保育所運営　　　　　　　　　　　　　　　　　［保育幼稚園課］ 135,161

　６　認可外保育施設利用支援事業補助　　　　　　　　　［保育幼稚園課］ 26,538
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(款) 15 都支出金 (項) 2 都補助金

款 本年度 節

項 (前年度) 区分 金額

目 <比較>

3 衛生費都補助金 152,939 1 保健所費 3,724

(143,016)

<9,923>2 医療保健政策区市町村包括補 48,740

<6.9%増> 助事業費

3 保健事業費 76,311

4 小児初期救急平日診療費 4,410

5 区市町村在宅療養推進事業費 13,624
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説明

　７　幼稚園型一時預かり事業補助　　　　　　　　　　　［保育幼稚園課］ 25,456

　８　乳幼児医療費助成　　　　　　　　　　　　　　　　［子育て支援課］ 458,084

　(1)　事業費分 (431,632)　

　(2)　事務費分 (26,452)　

　９　義務教育就学児医療費助成　　　　　　　　　　　　［子育て支援課］ 510,991

　(1)　事業費分 (489,826)　

　(2)　事務費分 (21,165)　

１０　ひとり親家庭医療費助成　　　　　　　　　　　　　［子育て支援課］ 175,797

　(1)　事業費分 (169,026)　

　(2)　事務費分 (6,771)　

１１　母子生活支援施設産休等代替職員補助　　　　　　　［子育て支援課］ 614

１２　学童クラブ整備費補助　　　　　　　　　　　　　　［児童青少年課］ 23,867

１３　都型学童クラブ事業　　　　　　　　　　　　　　　［児童青少年課］ 59,236

１４　児童館環境整備事業補助　　　　　　　　　　　　　［児童青少年課］ 2,333

１５　子ども家庭支援区市町村包括補助　　　　　　　　　［子どものしあわせ課］ 173,135

　(1)　学習活動等を支援する保育サービス (1,527)　

　(2)　赤ちゃん・ふらっと整備 (250)　

　(3)　児童館活動の充実 (1,600)　

　(4)　子ども家庭支援センター (18,542)　

　(5)　乳幼児発達健康診査 (946)　

　(6)　子育てプロモーション推進 (299)　

　(7)　学童保育所機能拡充 (26,562)　

　(8)　ひとり親家庭支援 (300)　

　(9)　母子・父子保護 (324)　

　(10) 安全安心確保対策 (8,428)　

　(11) 親の子育て力向上支援 (441)　

　(12) 保育サービス充実 (113,916)　

　１　地域自殺対策緊急強化　　　　　　　　　　　　　　［保健対策課］ 1,602

　２　食育推進活動支援　　　　　　　　　　　　　　　　［健康政策課］ 98

　３　在宅難病患者医療機器貸与訪問看護　　　　　　　　［保健対策課］ 2,024

　１　先駆的事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［健康政策課］ 185

　２　選択事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［健康政策課］ 24,303

　３　一般事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［健康政策課］ 24,252

　１　健康診査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［成人健診課］ 30,989

　２　健康教育　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［大横保健福祉センター］ 1,093

　３　健康相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［大横保健福祉センター］ 1,014

　４　出産・子育て応援　　　　　　　　　　　　　　　　［大横保健福祉センター］ 43,215

　(1)　利用者支援 (42,099)　

　(2)　産後ケア (1,116)　

　１　小児初期救急平日診療　　　　　　　　　　　　　　［地域医療政策課］

　１　区市町村在宅療養推進事業費　　　　　　　　　　　［地域医療政策課］
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(款) 15 都支出金 (項) 2 都補助金

款 本年度 節

項 (前年度) 区分 金額

目 <比較>

6 看護学校費 6,130

4 労働費都補助金 29,938 1 人づくり・人材確保支援事業 29,938

補助金

(26,781)

<3,157>

<11.8%増>

5 農林業費都補助金 83,096 1 農業委員会費 3,957

2 農業振興費 76,540

(65,009)

<18,087>

<27.8%増>

3 市行造林事業費 1,629

4 市有林管理費 970

6 商工費都補助金 133,666 1 商工振興費 131,942

(138,251)

<△ 4,585>2 観光費 1,724

<3.3%減>

7 土木費都補助金 811,154 1 国土利用計画法経由事務費 169

2 交通安全施設整備費 4,150

(746,050)

<65,104>3 道路建設費 88,950

<8.7%増>

4 無電柱化事業費 8,200

5 地籍調査事業費 56,025

6 区画整理事業費 125,825

7 都市計画道路事業費 117,325

8 公園事業費 27,500
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説明

　１　看護師等養成所運営費　　　　　　　　　　　　　　［看護専門学校総務課］

　１　人づくり・人材確保支援事業補助金　　　　　　　　［産業政策課］

　１　農業委員会費　　　　　　　　　　　　　　　　　　［農業委員会事務局］

　１　農作物獣害防止対策　　　　　　　　　　　　　　　［農林課］ 7,356

　２　都市農業活性化支援　　　　　　　　　　　　　　　［農林課］ 31,104

　３　青年就農給付金　　　　　　　　　　　　　　　　　［農林課］ 4,500

　４　基盤整備促進　　　　　　　　　　　　　　　　　　［農林課］ 17,055

　５　遊休農地再生　　　　　　　　　　　　　　　　　　［農林課］ 2,800

　６　都市農地保全支援プロジェクト　　　　　　　　　　［農林課］ 13,725

　１　市行造林枝打　　　　　　　　　　　　　　　　　　［農林課］ 719

　２　市行造林間伐　　　　　　　　　　　　　　　　　　［農林課］ 910

　１　市有林間伐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［農林課］

　１　産業集積活性化支援　　　　　　　　　　　　　　　［企業支援課］ 100,000

　２　はばたけ商店街　　　　　　　　　　　　　　　　　［産業政策課］ 27,442

　３　商店街防犯設備整備　　　　　　　　　　　　　　　［産業政策課］ 4,500

　１　歩行者用観光案内標識設置支援　　　　　　　　　　［観光課］ 1,216

　２　区市町村観光インフラ整備支援　　　　　　　　　　［観光課］ 508

　１　土地取引届出経由事務　　　　　　　　　　　　　　［都市総務課］

　１　交通安全施設の整備　　　　　　　　　　　　　　　［路政課］ 4,150

　(1)　防護柵 (4,150)　

　１　市町村土木事業補助　　　　　　　　　　　　　　　［路政課］ 88,950

　(1)　道路建設・改築 (25,500)　

　(2)　道路補修 (58,950)　

　(3)　橋りょう新設・架替 (4,500)　

　１　電線共同溝の整備　　　　　　　　　　　　　　　　［中心市街地整備推進課］ 4,500

　(1)　区市町村無電柱化 (4,500)　

　２　電線共同溝の整備　　　　　　　　　　　　　　　　［路政課］ 3,700

　(1)　無電柱化チャレンジ支援 (3,700)　

　１　地籍調査事業補助　　　　　　　　　　　　　　　　［管理課］

　１　中野中央土地区画整理　　　　　　　　　　　　　　［区画整理課］ 14,200

　２　宇津木土地区画整理　　　　　　　　　　　　　　　［区画整理課］ 96,100

　３　中野西土地区画整理　　　　　　　　　　　　　　　［区画整理課］ 15,525

　１　都市計画道路３・４・５４号線　　　　　　　　　　［路政課］ 22,500

　２　都市計画道路３・４・６１号線　　　　　　　　　　［路政課］ 18,825

　３　都市計画道路３・３・７４号線　　　　　　　　　　［路政課］ 76,000

　１　公園（施設）　　　　　　　　　　　　　　　　　　［公園課］ 16,000

　(1)　防犯設備整備 (16,000)　
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(款) 15 都支出金 (項) 2 都補助金

款 本年度 節

項 (前年度) 区分 金額

目 <比較>

9 住宅耐震改修事業費 58,615

10 市営住宅整備事業費 91,760

11 緊急輸送道路沿道建築物耐震 227,104

化促進事業費

12 空き家利活用促進事業費 1,731

13 住宅確保要配慮者賃貸住宅供 3,800

給促進事業費

8 消防費都補助金 750 1 消防団用防火衣整備費 750

(0)

<750>

<皆増>

9 教育費都補助金 922,114 1 公立学校防犯設備整備事業費 7,484

2 コミュニティスクール導入補 660

(828,824) 助金

<93,290>3 私立幼稚園等園児保護者負担 232,777

<11.3%増> 軽減事業費

4 被災児童生徒就学支援等事業 793

費

5 夜間学級運営費 1,300

6 スクール・サポート・スタッ 123,585

フ配置事業費

7 部活動指導員事業費 1,604

8 特別支援教室設置条件整備費 21,900

9 多摩ニュータウン関連学校施 525,658

設取得費

10 埋蔵文化財調査費 697

11 国史跡整備費 5,047

12 民俗文化財調査費 609

10 公債費都補助金 1,311,321 1 多摩ニュータウン関連施設整 1,311,321

備債償還費

(1,324,044)

<△ 12,723>

<1.0%減>
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説明

　２　公園（用地）　　　　　　　　　　　　　　　　　　［公園課］ 11,500

　(1)　片倉城跡公園整備 (11,500)　

　１　木造住宅耐震化啓発活動　　　　　　　　　　　　　［住宅政策課］ 750

　２　分譲マンション耐震化促進　　　　　　　　　　　　［住宅政策課］ 57,865

　１　市営住宅整備事業補助　　　　　　　　　　　　　　［住宅政策課］

　１　事業費分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［住宅政策課］ 227,103

　２　事務費分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［住宅政策課］ 1

　１　空き家利活用促進整備　　　　　　　　　　　　　　［住宅政策課］

　１　住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進事業費　　　　　［住宅政策課］ 3,800

　(1)　住宅改修 (2,000)　

　(2)　家賃低廉化助成 (1,600)　

　(3)　家賃債務保証料低廉化助成 (200)　

　１　消防団用防火衣整備　　　　　　　　　　　　　　　［防災課］

　１　公立学校防犯設備整備事業補助　　　　　　　　　　［施設管理課］

　１　コミュニティスクール導入　　　　　　　　　　　　［教育総務課］

　１　事業費分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［保育幼稚園課］ 232,441

　２　事務費分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［保育幼稚園課］ 336

　１　被災児童生徒就学援助　　　　　　　　　　　　　　［教育支援課］

　１　夜間学級運営　　　　　　　　　　　　　　　　　　［施設管理課］

　１　スクール・サポート・スタッフ配置　　　　　　　　［教職員課］

　１　部活動指導員　　　　　　　　　　　　　　　　　　［指導課］

　１　特別支援教室設置条件整備　　　　　　　　　　　　［施設管理課］

　１　小学校分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［施設管理課］ 308,536

　２　中学校分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［施設管理課］ 217,122

　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］

　１　八王子車人形調査　　　　　　　　　　　　　　　　［文化財課］

　１　学校施設整備債元利償還金　　　　　　　　　　　　［財政課］
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(款) 15 都支出金 (項) 3 委託金

款 本年度 節

項 (前年度) 区分 金額

目 <比較>

3 委託金 1,124,712 

(1,257,188)

<△ 132,476>

<10.5%減>

1 総務費委託金 918,028 1 私立学校指導監督費 4,232

2 地域人権啓発活動活性化費 64

(1,063,773)3 都税徴収事務費 878,904

<△ 145,745>4 土地所有状況等調査事務費 174

<13.7%減>5 戸籍住民基本台帳費 933

6 在外選挙人名簿登録事務費 148

7 基幹統計調査費 33,573

2 民生費委託金 21,593 1 社会福祉費 147

2 障害者福祉費 16,856

(20,399)

<1,194>

<5.9%増>

3 児童福祉費 1,680

4 生活保護費 2,910

3 衛生費委託金 100,649 1 保健所費 20,509

(98,067)

<2,582>

<2.6%増>

2 公害対策事務費 80,140
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説明

　１　私立学校指導監督　　　　　　　　　　　　　　　　［総務課］

　１　地域人権啓発活動活性化費　　　　　　　　　　　　［総務課］

　１　個人都民税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［税制課］

　１　土地所有状況等調査事務　　　　　　　　　　　　　［資産税課］

　１　戸籍住民基本台帳費　　　　　　　　　　　　　　　［市民課］

　１　在外選挙人名簿登録事務　　　　　　　　　　　　　［選挙管理委員会事務局］

　１　工業統計調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　［統計調査課］ 2,132

　２　学校基本調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　［統計調査課］ 73

　３　建設工事統計調査　　　　　　　　　　　　　　　　［路政課］ 152

　４　統計調査員確保対策　　　　　　　　　　　　　　　［統計調査課］ 150

　５　商業統計調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　［統計調査課］ 11,305

　６　住宅・土地統計調査　　　　　　　　　　　　　　　［統計調査課］ 19,662

　７　経済センサス調査区管理　　　　　　　　　　　　　［統計調査課］ 30

　８　国勢調査調査区設定　　　　　　　　　　　　　　　［統計調査課］ 2

　９　経済センサス‐基礎調査準備事務　　　　　　　　　［統計調査課］ 47

１０　農林業センサス調査区設定　　　　　　　　　　　　［統計調査課］ 20

　１　福祉のまちづくり推進事務　　　　　　　　　　　　［福祉政策課］

　１　心身障害者医療費助成事務　　　　　　　　　　　　［障害者福祉課］ 6,497

　２　無料乗車券発行事務　　　　　　　　　　　　　　　［障害者福祉課］ 150

　３　心身障害者扶養年金取扱事務　　　　　　　　　　　［障害者福祉課］ 1,850

　４　身体障害者・知的障害者相談員事務　　　　　　　　［障害者福祉課］ 17

　５　重度心身障害者手当施行事務　　　　　　　　　　　［障害者福祉課］ 2,947

　６　医療費助成申請書受理事務　　　　　　　　　　　　［障害者福祉課］ 462

　７　重症心身障害者通所事業（医療型）　　　　　　　　［障害者福祉課］ 4,933

　１　女性福祉資金貸付事務　　　　　　　　　　　　　　［子育て支援課］

　１　社会保障生計調査事務　　　　　　　　　　　　　　［生活福祉総務課］

　１　保健政策部所管法令関連事務　　　　　　　　　　　［健康政策課］ 67

　２　少子社会対策部所管事務　　　　　　　　　　　　　［健康政策課］ 2

　３　障害者施策推進部所管法令関係事務　　　　　　　　［健康政策課］ 10

　４　医療費助成等事務　　　　　　　　　　　　　　　　［保健対策課］ 4,085

　５　医療政策部所管法令関係事務　　　　　　　　　　　［健康政策課］ 5,554

　６　健康安全部所管法令関係事務　　　　　　　　　　　［健康政策課］ 10,791

　１　公害対策事務　　　　　　　　　　　　　　　　　　［環境保全課］
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(款) 15 都支出金 (項) 3 委託金

款 本年度 節

項 (前年度) 区分 金額

目 <比較>

4 農林業費委託金 457 1 農業経営基盤強化措置事務費 457

(546)

<△ 89>

<16.3%減>

5 土木費委託金 5,257 1 建築物調査費 53

2 建築物許可等事務費 64

(1,074)3 都営住宅入居募集事務費 931

<4,183>4 都市計画基礎調査費 4,209

<389.5%増>

6 教育費委託金 78,728 1 教職員給与事務費 16,009

2 教科書センター運営費 239

(73,329)3 臨時的欠員補助事業費 16,448

<5,399>4 成績一覧表調査委員会運営費 95

<7.4%増>5 調査統計事務費 14

6 課題研究校事業費 45,714

7 教員研修事業費 189

8 文化財保護事務費 20

16 財産収入 618,235 

(1,073,790)

<△ 455,555>

<42.4%減>

1 財産運用収入 160,281 

(149,831)

<10,450>

<7.0%増>

1 財産貸付収入 117,232 1 土地賃貸料 55,157

(117,275)

<△ 43>

<0.0%減>
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説明

　１　農業経営基盤強化措置事務　　　　　　　　　　　　［農業委員会事務局］

　１　建築物調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［建築審査課］

　１　建築物許可等事務　　　　　　　　　　　　　　　　［建築指導課］

　１　都営住宅入居募集事務　　　　　　　　　　　　　　［住宅政策課］

　１　都市計画基礎調査費　　　　　　　　　　　　　　　［都市計画課］

　１　教職員給与事務　　　　　　　　　　　　　　　　　［教職員課］

　１　教科書センター運営　　　　　　　　　　　　　　　［指導課］

　１　臨時的欠員補助　　　　　　　　　　　　　　　　　［教職員課］

　１　成績一覧表調査委員会運営　　　　　　　　　　　　［指導課］

　１　調査統計事務　　　　　　　　　　　　　　　　　　［教育総務課］

　１　課題研究校事業費　　　　　　　　　　　　　　　　［指導課］

　１　教員研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［指導課］

　１　文化財保護事務　　　　　　　　　　　　　　　　　［文化財課］

　１　市有地貸付料　　　　　　　　　　　　　　　　　　［管財課］ 17,667

　２　市有地貸付料　　　　　　　　　　　　　　　　　　［協働推進課］ 302

　３　市有地貸付料　　　　　　　　　　　　　　　　　　［学園都市文化課］ 6

　４　市有地貸付料　　　　　　　　　　　　　　　　　　［観光課］ 877

　５　市有地貸付料　　　　　　　　　　　　　　　　　　［住宅政策課］ 122

　６　市有地貸付料　　　　　　　　　　　　　　　　　　［公園課］ 74

　７　市有地貸付料　　　　　　　　　　　　　　　　　　［防災課］ 24

　８　市有地貸付料　　　　　　　　　　　　　　　　　　［施設管理課］ 2

　９　市有地貸付料　　　　　　　　　　　　　　　　　　［スポーツ振興課］ 102

１０　市有地貸付料　　　　　　　　　　　　　　　　　　［地域医療政策課］ 3,908

１１　市有地貸付料　　　　　　　　　　　　　　　　　　［保育幼稚園課］ 2,581

１２　市有地貸付料　　　　　　　　　　　　　　　　　　［都市整備推進課］ 2

１３　市有地貸付料　　　　　　　　　　　　　　　　　　［中心市街地整備推進課］ 26,289
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