
款   名 事                   項 頁

総 務 費 国民保護計画推進経費 522
#N/A #N/A

新 公式ウェブサイトリニューアル事業費 1 7,700
#N/A #N/A
公共施設のあり方検討事業費 2 1,516
#N/A #N/A
行財政改革推進経費 3 1,702
#N/A #N/A
債権管理適正化推進経費 4,061
#N/A #N/A

新 強制的徴収推進経費 3,897
#N/A #N/A
人事管理経費 15,839
#N/A #N/A
職員研修経費 12,099
#N/A #N/A
自治会活動等推進経費 28,704
　　うち自治会長及び区長報償費　27,904千円
　　　　自治会掲示板設置事業費　　 713千円
#N/A #N/A
広報活動経費 32,049
#N/A #N/A
グループウェアシステム等管理経費 54,276
#N/A #N/A
情報システム管理経費 144,706
#N/A #N/A
指導検査事務経費 7,437
#N/A #N/A
危機管理一般事務経費 4,565
#N/A #N/A
一般管理事務経費 133,398
#N/A #N/A
庁舎改修事業費 4 37,500
#N/A #N/A

新 公共施設管理事業費 5 6,000
#N/A #N/A
庁舎管理経費 82,581
#N/A #N/A
財産管理経費 33,546
#N/A #N/A
西駅交流センター施設整備事業費 3,763
#N/A #N/A
西市民プラザ管理運営経費 30,273
#N/A #N/A
西駅交流センター管理経費 37,773
#N/A #N/A

新 西地区多機能施設管理経費 31,042
#N/A #N/A

     主 な 事 務 事 業 調 べ （平成２７年度 ）

◎  一  般  会  計                     

千円

金   額

資 料 ２ 

－1－



款   名 事                   項 頁

千円
拡 引揚記念館整備事業費 6 379,357
#N/A #N/A
文化施設整備事業費 32,910

拡 　　うち市民会館整備事業費　　9,700千円 7

文化のまちづくり推進事業費 8 3,168
#N/A #N/A

新 文化の仕掛人配置事業費 9 4,000
#N/A #N/A

新 記憶遺産プロモーション事業費 10 3,500
#N/A #N/A
引揚の史実継承事業費 11 5,294
#N/A #N/A

新 海外引揚70周年記念事業費 12 11,500
#N/A #N/A
舞鶴市文化事業団事業費補助金 6,000
#N/A #N/A
総合文化会館管理運営経費 81,195
#N/A #N/A
市民会館管理運営経費 25,277
#N/A #N/A
引揚記念館管理運営経費 35,088
#N/A #N/A
赤れんがパーク整備事業費 8,431
#N/A #N/A

拡 赤れんがパーク賑わい創出事業費 13 17,440
#N/A #N/A
赤れんがパーク管理運営経費 51,670
#N/A #N/A
赤れんが博物館管理運営経費 27,524
#N/A #N/A

新 地方創生拠点整備事業費 14 11,711
#N/A #N/A

新 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費 15 961
#N/A #N/A
市民とともに進める政策づくり事業費 16 743
#N/A #N/A
高等教育機関等連携交流促進事業費 1,511
#N/A #N/A
元気なまちづくり事業費 17 1,700
#N/A #N/A
地籍調査事業費 2,500
#N/A #N/A
市民病院跡地調査等事業費 18 15,000
#N/A #N/A
男女共同参画計画推進事業費 19 4,659
#N/A #N/A
男女共同参画センター管理運営経費 7,706

金   額
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(仮称)舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業費補助金 20 14,150
#N/A #N/A
北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金 21 79,697
#N/A #N/A
バス路線維持確保対策費補助金 22 87,800
#N/A #N/A

新 公共交通利用環境改善事業費補助金 23 5,000
#N/A #N/A
犯罪被害者等見舞金 400
#N/A #N/A
地域集会所建設等事業費補助金 17,000
#N/A #N/A
自治会振興交付金 27,900
#N/A #N/A
京都地方税機構負担金 55,875
#N/A #N/A

拡 住民基本台帳システム改修経費 32,457
#N/A #N/A
選挙費 44,451
　府議会議員一般選挙費 25,002
　加佐土地改良区総代選挙費 500
#N/A #N/A

新 国勢調査経費 36,442

民 生 費 長寿社会プラン推進会議運営費 450
#N/A #N/A
民生児童委員活動費 33,093
#N/A #N/A
災害時要援護者支援対策事業費 2,119
#N/A #N/A

新 生活困窮者自立相談支援事業費 24 19,061
#N/A #N/A
社会福祉協議会事業費補助金 37,221
#N/A #N/A
ふれあいのまちづくり事業費補助金 2,000
#N/A #N/A

拡 国民健康保険事業会計繰出金 25 763,085
保険基盤安定制度分 467,910
財政安定化支援分 82,347
出産育児一時金分 36,400
事務費分 176,428

#N/A #N/A
拡 介護人材確保支援事業費 26 49,417

#N/A #N/A
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【障害者福祉】

障害者自立支援給付費　　1,752,570千円 27

障害者サービス利用計画給付費 17,900
（身障センター費分含む）
#N/A #N/A
地域相談支援給付費 350
#N/A #N/A
障害者施設支援給付費 1,390,600
（身障センター費分含む）
#N/A #N/A
障害（児）者短期入所給付費 31,040
#N/A #N/A
障害（児）者居宅介護給付費 118,800
#N/A #N/A
障害者共同生活援助・介護給付費 57,600
#N/A #N/A
重度視覚障害者（児）同行援護給付費 18,900
#N/A #N/A
障害者自立支援医療給付費 89,850
#N/A #N/A
障害（児）者補装具給付費 27,000
#N/A #N/A
障害者虐待防止支援事業費 530
#N/A #N/A

障害者地域生活支援事業費　　139,790千円 28

障害支援区分判定等審査会運営費 1,785
#N/A #N/A
障害認定調査等経費 2,765
#N/A #N/A
障害者相談支援事業費 26,000
（身障センター費分含む）
#N/A #N/A
障害者地域活動支援センター事業費 30,000
（身障センター費分含む）
#N/A #N/A
障害者等移動支援事業費 3,930
#N/A #N/A
聴覚言語障害者等支援事業費 13,215
#N/A #N/A
要約筆記奉仕員等派遣事業費 3,512
#N/A #N/A
障害（児）者日常生活用具給付費 29,800
#N/A #N/A
障害者成年後見制度利用支援事業費 533
#N/A #N/A
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障害（児）者日中一時支援事業費 22,300
#N/A #N/A
心身障害者訪問入浴サービス事業費 5,230
#N/A #N/A
身体障害者用自動車改造助成費 200
#N/A #N/A
障害者自動車運転免許取得助成費 340
#N/A #N/A

新 障害者就労支援推進調査事業費 29 180
#N/A #N/A
障害者自立支援低所得者負担軽減対策経費 6,900
#N/A #N/A
医療的ケア支援事業費補助金 3,000
#N/A #N/A
北部障害者歯科診療所運営費補助金 1,400
#N/A #N/A
福祉医療費

重度心身障害児（者）医療助成費 145,400
ひとり親家庭医療助成費 73,200

#N/A #N/A
重度心身障害老人健康管理助成費 74,170
#N/A #N/A
中国残留邦人生活支援事業費 9,980
#N/A #N/A
遺族会事業費補助金 2,660
#N/A #N/A
【老人福祉】

老人福祉施設入所措置費 83,400
#N/A #N/A
老人医療助成費 157,017
#N/A #N/A
在日外国人高齢者福祉給付金 1,200
#N/A #N/A
介護保険事業会計繰出金 1,223,123

介護給付費分 925,386
地域支援事業分 68,240

新 低所得者保険料軽減分 15,930
事務費分 213,567

後期高齢者医療療養給付費負担金 30 855,641
#N/A #N/A
後期高齢者医療事業会計繰出金 30 301,371

保険基盤安定分 232,936
事務費分 68,435

#N/A #N/A
敬老事業費 20,140
#N/A #N/A
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介護保険低所得者負担軽減対策経費 1,270
#N/A #N/A
老人クラブ活動事業費補助金 7,600
#N/A #N/A
地域づくりサロン活動推進事業費補助金 2,000
#N/A #N/A

新 市民交流センター施設整備事業費 31 12,750
#N/A #N/A
市民交流センター運営等事業費 34,492
#N/A #N/A
地域交流活性化支援事業費 1,539
#N/A #N/A
人権啓発事業費 32 2,317
#N/A #N/A
臨時福祉給付金給付事業費 33 107,790
#N/A #N/A
【児童福祉】

母子自立支援事業費 11,251
#N/A #N/A

拡 保育所運営事業 34・35 1,738,401
民間保育園
保育委託事業費 1,239,143
一時保育事業費補助金 21,991
私立保育園運営費等補助金 12,550
延長保育促進事業費補助金 10,063
保育所運営・人材確保基盤強化支援事業補助金 20,740
民間社会福祉施設職員特別健康検診費補助金 375
保育所発達支援事業費補助金 47,975
私立保育園看護師配置支援事業費補助金 1,350
保育所施設整備資金借入金利子補給金 2,019

公立保育所運営費 382,195

新 幼児教育・保育の質向上推進事業費 36 2,800
民間保育所分 2,200
公立保育所分 600
#N/A #N/A
病児保育支援事業費 12,335
#N/A #N/A

新 軽・中等度難聴児支援事業費補助金 37 458
#N/A #N/A
障害児通園事業費補助金 22,529
#N/A #N/A

拡 子育て支援医療助成費 38 256,463
#N/A #N/A
未熟児養育医療費 3,808
#N/A #N/A
子育て世帯臨時特例給付金 39 44,000
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児童手当給付費 1,294,766
#N/A #N/A
児童扶養手当給付費 415,922
#N/A #N/A
特別障害者手当等給付費 43,965
#N/A #N/A
障害児通所給付費 75,380
#N/A #N/A
障害者自立支援医療（育成医療）給付費 27 4,448
#N/A #N/A
放課後児童クラブ整備事業費 1,441
#N/A #N/A

拡 放課後児童健全育成事業費 40 90,870
#N/A #N/A

新 子育て交流施設管理運営経費 41 28,240
#N/A #N/A

新 子育て交流広場管理経費 42 1,458
#N/A #N/A

拡 子育て支援基幹センター運営経費 43 5,651
#N/A #N/A
地域子育て支援拠点運営経費 28,230
#N/A #N/A
ファミリー･サポート・センター事業費 5,475
#N/A #N/A
子ども総合相談センター運営経費 12,884
#N/A #N/A
【生活保護、災害救助】

生活保護扶助費 44 1,882,881

地域再建被災者住宅等支援事業補助金 45 36,561
#N/A #N/A

衛 生 費 環境基本計画推進事業費 6,974
新 　うち、第２期環境基本計画見直し経費 46 2,041
#N/A #N/A
環境マネジメントシステム普及事業費 1,000
#N/A #N/A
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費 57
#N/A #N/A
電気自動車・電力供給設備導入支援補助金 47 3,200
#N/A #N/A
まいづる環境市民会議等事業費補助金 2,262
#N/A #N/A
合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 793
#N/A #N/A

拡 不妊・不育治療給付費 48 4,790
#N/A #N/A

拡 予防接種事業費 49 245,168
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新 風しん予防接種助成事業費 522
#N/A #N/A
狂犬病予防事業費 2,414
#N/A #N/A
妊婦健康診査事業費 50 59,176
#N/A #N/A
母子健康事業費 51 16,202
　妊産婦・新生児訪問指導事業費 2,523
　乳幼児健康診査事業費 10,566
　母子健康相談指導事業費 452
　妊産婦歯科健康診査事業費 730
　子どものむし歯予防事業費 1,931
#N/A #N/A
成人保健事業費 52 76,389
　健康教育事業費 2,891
　健康相談事業費 38
　健康診査事業費 64,128
　肝炎ウイルス検診事業費 5,225
　訪問指導事業費 392
　歯周疾患検診事業費 782
　健康づくり啓発事業費 2,933
#N/A #N/A

拡 がん検診事業費 53 76,463
#N/A #N/A
斎場施設整備事業費 9,872
#N/A #N/A

新 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定経費 54 5,000
#N/A #N/A
不法投棄対策事業費 55 11,800
#N/A #N/A
環境美化推進事業費 14,674
#N/A #N/A
環境美化里親制度推進事業費 374
#N/A #N/A
ごみ減量化推進事業費 56 98,522
#N/A #N/A
生ごみ堆肥・減容化推進事業補助金 56 913
#N/A #N/A
可燃ごみ収集事業費 260,178
#N/A #N/A
不燃ごみ収集事業費 121,886
#N/A #N/A
粗大ごみ戸別収集事業費 3,764
#N/A #N/A

新 次期最終処分場調査事業費 2,000
#N/A #N/A
滝ヶ下埋立処理場管理経費 10,010
#N/A #N/A
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最終処分場施設管理経費 70,060
#N/A #N/A
清掃事務所施設改修事業費 269,051
#N/A #N/A
清掃事務所施設管理運営経費 252,802
#N/A #N/A
リサイクル事務所施設改修事業費 22,205
#N/A #N/A
リサイクル事務所施設管理運営経費 203,232
#N/A #N/A
し尿処理施設改築事業費 57 464,204
#N/A #N/A
処理場施設（東浄化センター）整備事業費 6,971
#N/A #N/A
し尿処理事業費補助金 16,991
（遠隔地・ホース延長を含む）
#N/A #N/A
上水道事業会計補助金（統合簡易水道等分） 6,203
#N/A #N/A
簡易水道事業会計繰出金 87,128
#N/A #N/A
舞鶴市休日急病診療所整備事業費 58-1 96,032
#N/A #N/A

新 舞鶴市休日急病診療所管理運営経費 58-2 14,284
#N/A #N/A

拡 舞鶴地域医療連携機構事業費等補助金 59 144,531
#N/A #N/A
舞鶴市地域医療確保奨学金等貸付金 60 20,400
#N/A #N/A
病院事業会計補助金 61 282,404
#N/A #N/A

労 働 費 緊急雇用創出（地域人づくり）事業費 62 6,589
#N/A #N/A
就業支援センター運営経費 63 9,860
#N/A #N/A
シルバー人材センター事業費補助金 15,964
#N/A #N/A
中小企業勤労者融資貸付金 5,000
#N/A #N/A
ものづくり「たから者」育成奨学金 64 4,746
#N/A #N/A

農林水産業
費

【農業費】
#N/A #N/A

新 集落営農組織等担い手育成支援事業費 65 1,000
#N/A #N/A
農地集積・集約化推進事業費 66 4,100
#N/A #N/A
農業公園等施設整備事業費 9,500
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新 加佐地区農業・農村活性化戦略事業費 67 8,500
#N/A #N/A

新 田舎の魅力体感推進事業費 68 4,350
#N/A #N/A

拡 農村移住者受入促進事業費 69 13,592
#N/A #N/A
経営所得安定対策直接支払推進事業費 6,048
#N/A #N/A
中山間地域等直接支払交付事業費 70 47,700
#N/A #N/A
高付加価値農業生産拠点（ハウス団地）構想検討調査事業費 71 2,180
#N/A #N/A
万願寺甘とう振興事業費 72 22,450
#N/A #N/A
佐波賀だいこんブランド化推進事業費 73 500
#N/A #N/A
特別栽培米生産振興事業費等補助金 74 1,500
#N/A #N/A
京の水田農業総合対策事業費補助金 75 3,077
#N/A #N/A
「いただきます。地元産」推進事業費補助金 2,097
#N/A #N/A
担い手養成実践農場整備支援事業費補助金 6,595
#N/A #N/A
青年就農給付金 76 11,250
#N/A #N/A
災害に強い農場拡大支援事業費補助金 77 12,300
#N/A #N/A
農村復興地域づくり支援事業費補助金 78 6,200
#N/A #N/A

拡 農村集落活性化支援事業費補助金 79 6,300
#N/A #N/A
基盤整備促進事業費 80 93,900
#N/A #N/A

拡 地域活動支援事業費（農地費・林業振興費・林道開設費） 81 4,500
#N/A #N/A
多面的機能支払事業費 82 68,860
#N/A #N/A
災害に強いハウス用地整備事業費補助金 77 2,100
#N/A #N/A
土地改良事業費補助金 10,000
#N/A #N/A
【林業費】

拡 有害鳥獣被害防止対策事業費 83 38,580
84

新 中丹地域有害鳥獣処理施設管理運営費負担金 10,060
#N/A #N/A
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款   名 事                   項 頁

千円

金   額

拡 森林整備地域活動支援交付事業費 85 6,929
#N/A #N/A
森林整備推進事業費 86 24,220
    林業活性化支援事業費 1,600
    緑の公共事業費 11,056
    豊かな森づくり推進事業費 8,750
    流域森林総合整備事業費補助金 2,814
#N/A #N/A
竹林整備・竹活用ネットワーク協議会活動事業費補助金 87 400
#N/A #N/A
森林組合活動事業費補助金 2,460
#N/A #N/A
林道改良事業費 88 13,200
#N/A #N/A
【水産業費】

アサリ資源増殖対策事業費 89 4,689
#N/A #N/A

新 漁業担い手育成支援事業費 90 2,090
#N/A #N/A
漁業体質強化支援事業費補助金 91 9,873
#N/A #N/A
漁業振興基金積立金 10,023
　舞鶴湾地区漁業振興のための積立 #N/A
#N/A #N/A
漁港施設長寿命化事業費 92 51,450
#N/A #N/A

新 漁港海岸保全施設長寿命化事業費 93 15,750
#N/A #N/A
漁港海岸保全対策事業費 94 4,907
#N/A #N/A
舞鶴漁港整備事業費負担金 95 18,000

商 工 費 拡 舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業費 96 43,841
#N/A #N/A
舞鶴赤れんがパークブランディング事業費 97 29,500
#N/A #N/A

拡 着地型観光推進事業費 98 22,677
#N/A #N/A
京都舞鶴港クルーズ推進事業費 99 12,937
#N/A #N/A
観光産業育成支援事業費 100 2,000
#N/A #N/A

拡 海の京都観光推進事業費 101 12,654
#N/A #N/A
周遊観光バス運行事業費補助金 102 13,132

#N/A #N/A
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款   名 事                   項 頁

千円

金   額

まいづる元気産業創出事業費 103 8,053
#N/A #N/A

拡 企業誘致実現プロジェクト事業費 104 47,604
#N/A #N/A
商工会議所連携推進事業費 4,000
#N/A #N/A
まいづる「逸品」創造促進事業費 3,000
#N/A #N/A
商店街創業促進支援事業費 105 5,670
#N/A #N/A
「商店街ラボ」産官学連携推進事業費 1,080
#N/A #N/A
中小企業環境対策設備導入補助金 3,000
#N/A #N/A
商店街イノベーション推進事業費補助金 5,000
#N/A #N/A
魅力ある商店街づくり推進事業費補助金 2,804
#N/A #N/A
融資制度事業　　　　　　728,649千円
中小企業資金融資事業　　724,434千円
中小企業融資制度貸付金 106 700,000
中小企業融資制度保証料補給金 106 24,100
中小企業融資制度損失補償金 100
中小企業災害特別融資事業費補助金 234

商店街等資金融資事業　　4,215千円
商店街等近代化共同事業資金融資制度貸付金 4,200
商店街等近代化共同事業資金融資制度利子補給金 15

#N/A #N/A
商工観光センター改修事業費 10,025
#N/A #N/A
商工観光センター管理運営経費 67,493
#N/A #N/A
東地区中心市街地複合施設管理運営経費 10,637
#N/A #N/A
国際交流活動推進費 107 22,824
#N/A #N/A
京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費 108 48,330
#N/A #N/A
京都舞鶴港振興会等補助金 109 117,103
#N/A #N/A
消費者啓発事業費 1,440

土 木 費 【道路橋りょう費】
#N/A #N/A
道路舗装修繕事業費 110 78,000
#N/A #N/A
道路施設修繕事業費 110 105,000
#N/A #N/A
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千円
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道路除雪対策事業費 111 48,719
#N/A #N/A
交通安全推進事業費 112 151,700
#N/A #N/A
幹線道路整備事業費 113 634,000
#N/A #N/A
地域間連絡道路整備事業費 114 130,000
#N/A #N/A
地域内道路整備事業費 115 59,000
#N/A #N/A
高潮対策事業費 116 33,200
#N/A #N/A
防衛施設周辺整備事業費 117 59,500
#N/A #N/A
橋りょう長寿命化事業費 118 130,000
#N/A #N/A
【河川費】
#N/A #N/A
河川整備事業費 145,488
　静渓川等の整備　　　100,350千円 119

拡 　西地区浸水対策　　　 45,138千円 120
#N/A #N/A
由良川緊急水防災対策促進事業費 121 27,480
#N/A #N/A
急傾斜対策等促進事業費負担金 122 15,750
#N/A #N/A
【港湾費】
#N/A #N/A
京都舞鶴港整備事業費負担金 123 53,000
#N/A #N/A
【都市計画費】
#N/A #N/A
中心市街地活性化事業費 124 73,000
#N/A #N/A
都市計画基礎調査等事業費 125 17,764
#N/A #N/A
西舞鶴道路整備等促進事業費 126 36,042
#N/A #N/A
府道小倉西舞鶴線改良促進事業費 127 8,745
#N/A #N/A
都市公園整備事業費 128 262,500
#N/A #N/A

拡 公園緑地整備事業費 129 86,496

【住宅費】
#N/A #N/A

拡 民間建築物耐震改修等推進事業費 130 33,399
　木造住宅耐震改修費助成（本格改修型）　9,000千円
　木造住宅耐震改修費助成（簡易改修型）　6,000千円
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千円
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　木造住宅耐震診断士派遣　　　　　　　　　864千円
　放置家屋対策支援事業費　　　　　　　　6,000千円 #N/A
　大規模建築物耐震化緊急支援助成　　 　11,535千円

新 崖地近接等危険住宅移転事業費 131 802
#N/A #N/A
子育て応援住宅助成金 8,000
#N/A #N/A
公営住宅建替事業費 132 611,185
#N/A #N/A
公営住宅改善事業費 133 24,200
#N/A #N/A

消 防 費 消防活動等の知識・技術の伝承（人づくり）事業費 7,107
#N/A #N/A
救急・救助体制充実強化事業費 10,053
#N/A #N/A
火災予防対策事業費 1,115
#N/A #N/A
応急手当普及啓発事業費 400
#N/A #N/A
消防団活性化対策事業費 540
#N/A #N/A

拡 消防団員出動等手当 134 9,862
#N/A #N/A
消防施設整備事業費 135 76,990
　救助資機材更新整備
　はしご付き消防ポンプ自動車オーバーホール
　通信指令室改修
#N/A #N/A
消防救急無線デジタル化事業費 136 54,000
#N/A #N/A
消火栓新設工事等負担金 16,220
#N/A #N/A
防火施設整備費補助金 137 5,484
#N/A #N/A
防災行政無線（同報系）整備事業費 138 4,000
#N/A #N/A

新 総合防災訓練実施事業費 139 1,500
#N/A #N/A
舞鶴市地域防災計画見直し事業費 5,747
#N/A #N/A
ハザードマップ作成事業費 5,181
#N/A #N/A
自主防災組織づくり推進経費 260
#N/A #N/A
備蓄物資整備事業費 1,732
#N/A #N/A

教 育 費 いじめ・不登校対策経費 140 18,060
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千円
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いじめから子どもを守る会議運営費 395
#N/A #N/A
加佐地区の新しい教育創造事業経費 600
#N/A #N/A
英語指導助手（ＡＥＴ）設置経費 33,567
#N/A #N/A

新 小中一貫教育推進事業費 141 1,045
#N/A #N/A

拡 夢チャレンジサポート事業費（事務局、中学校） 142 25,242
#N/A #N/A
特色ある教育環境づくり支援事業費 143 21,000
#N/A #N/A
児童生徒日本語学習支援事業費 720
#N/A #N/A
育英資金 18,510
#N/A #N/A
文化・スポーツ振興基金費 17,205
　芸術創造普及事業費　　　1,700千円
　地域文化振興事業費　　　1,706千円
　赤れんが杯ジュニアスポーツ大会助成金　1,200千円
　競技力向上対策助成金　　6,276千円　等

学校給食運営経費（小学校、中学校） 144 436,160
#N/A #N/A
施設整備事業費（小学校、中学校、幼稚園） 81,034
#N/A #N/A
特別支援教育支援員設置経費（小学校、中学校） 145 32,697
#N/A #N/A
教科書改訂等経費（小学校、中学校） 48,143
#N/A #N/A
特色ある教育活動支援事業費補助金（小学校、中学校） 146 9,015
#N/A #N/A
教育研究等助成費補助金（小学校、中学校、幼稚園） 3,703
#N/A #N/A
要保護及び準要保護児童援助費（小学校、中学校） 82,879
#N/A #N/A
通学援助費（小学校、中学校） 23,879
#N/A #N/A
校舎等増改築事業費 147 82,945
#N/A #N/A

新 幼児教育・保育の質向上推進事業費 36 3,000
#N/A #N/A

新 第３子以降保育料無償化事業費補助金 148 42,880
#N/A #N/A
私立幼稚園すくすく育成補助金 16,725
#N/A #N/A
私立幼稚園教育振興費補助金 1,430
#N/A #N/A
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私立幼稚園就園奨励費補助金 180,738
#N/A #N/A
私立幼稚園施設整備費補助金 149 7,905
#N/A #N/A
少年補導委員活動費 5,924
#N/A #N/A
青少年善行表彰経費 224
#N/A #N/A
社会教育施設整備事業費 4,900
#N/A #N/A
生涯学習推進事業費（社会教育総務費、公民館） 150 5,125
#N/A #N/A
歴史文化資産保護経費 2,173
#N/A #N/A
市展開催経費 2,660
#N/A #N/A
人権教育推進事業費 1,502
#N/A #N/A
文化財保全事業費補助金 4,575
#N/A #N/A
公民館施設整備事業費 395
#N/A #N/A

新 図書館システム整備事業費 151 1,294
#N/A #N/A
図書館ふれあい事業費 232
#N/A #N/A
図書資料等充実経費 14,428
#N/A #N/A
体育施設整備事業費 7,450
#N/A #N/A

新 スポーツ交流拠点づくり事業費 152 3,730
#N/A #N/A
スポーツ教室開催経費 4,106
#N/A #N/A
赤れんがハーフマラソン開催経費 153 10,000
#N/A #N/A

新 全国高校総体開催費負担金 154 7,100
#N/A #N/A

新 ジュニアクイーンズカップ選手権大会開催費補助金 155 2,740
#N/A #N/A
体育館施設整備事業費 3,000
#N/A #N/A
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会 計 名 事                   項 頁

水 道 水道事業会計 2,814,760
　収益的支出 1,726,390

　資本的支出 1,088,370
　　うち上福井浄水場施設更新事業　  298,863千円　　　 　 156
　　　　配水管整備事業　　　　　　  438,394千円 157

病 院 病院事業会計 158 997,830
　　収益的支出 944,110
　　資本的支出 53,720

国民健康保険 国民健康保険事業会計 159 10,383,890
【歳入】国民健康保険事業基金繰入金 36,200
　　保険料負担軽減分　　　 　　28,251千円
　　人間ドック・脳ドック分　　　7,949千円

保険給付費 6,378,431

後期高齢者支援金 1,143,031

介護納付金 362,541

保健事業費 121,699
　　特定健康診査･特定保健指導       81,876千円 160
　　ジェネリック医薬品利用促進事業費 5,369千円
　　健康診査補助金（人間ドック等）  26,233千円 

簡 易 水 道 簡易水道施設整備事業費 161 753,900

下 水 道 浸入水対策事業費 11,000

下水道管布設事業費 162 1,130,300

長寿命化対策整備事業費 163 415,735

浄化槽施設整備事業費 164 37,579

駐 車 場 市営駐車場施設整備事業費 16,500

◎  特  別  会  計                     

千円

金   額
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介 護 保 険 介護保険事業会計 165 7,857,270

　保険事業勘定 7,851,270

　 うち保険給付費 7,403,092
　　　介護サービス等諸費
　　　介護予防サービス等諸費
　　　高額介護サービス等費
　　　高額医療合算介護サービス等費
　　　特定入所者介護サービス等費　他

　 うち地域支援事業費 166 224,066
　　　介護予防事業費　　　          22,535千円　
　　　  介護予防二次予防事業対象者施策事業費　
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　1,481千円
　　　  介護予防一次予防事業対象者施策事業費　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,954千円
　　　　総合事業費精算金　　　　 　　  100千円

　　　包括的支援事業・任意事業費 　 201,531千円
　　　  包括的支援事業分　　　  　　127,541千円

新 　　　　  生活支援・介護予防サービス 167
　　　　　　　　　　　  体制推進事業費　148千円

新 　　　　  在宅医療・介護連携推進事業費　102千円 167
　　　  任意事業分　　　　　　　　　 40,679千円
　　　  地域包括支援センター運営費　 33,311千円

　介護サービス事業勘定 6,000

後期高齢者
医 療

後期高齢者医療事業会計 168 1,188,270
　うち後期高齢者医療広域連合納付金 1,141,394千円

千円
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