
１性質別分類　事業費補助

参考

8 市民生活部 協働推進課 生活ガイド６ヶ国語ホームページ管理事業補助金 115 事業費補助 市単独補助 1/4以上1/2未満 5年未満

16 健康福祉部 福祉課 埼玉土建国保組合補助金 627 事業費補助 市単独補助 その他 会員数×定額 20年以上

17 健康福祉部 福祉課 埼玉建設国保組合補助金 109 事業費補助 市単独補助 その他 会員数×定額 20年以上

22 健康福祉部 福祉課 地域福祉事業補助金 550 事業費補助 市単独補助 1/1 20年以上

23 健康福祉部 福祉課 ボランティア活性化事業補助金 3,030 事業費補助 市単独補助 1/1 20年以上

47 健康福祉部 子育て支援課 障害児保育事業費補助金 2,400 事業費補助 法令等補助 1/2以上2/3未満 県1/2市1/2 20年以上

48 健康福祉部 子育て支援課 一歳児担当保育士雇用助成費補助金 20,160 事業費補助 法令等補助 1/2以上2/3未満 県1/2市1/2 20年以上

49 健康福祉部 子育て支援課 延長保育推進事業補助金 27,800 事業費補助 市単独補助 1/4以上1/2未満 国1/3県1/3市1/3上乗せ有 20年以上

50 健康福祉部 子育て支援課 地域子育て支援拠点事業補助金 32,516 事業費補助 法令等補助 1/4以上1/2未満 国1/3県1/3市1/3 20年以上

51 健康福祉部 子育て支援課 保育対策等促進事業 9,720 事業費補助 法令等補助 1/4以上1/2未満 国1/3県1/3市1/3 5年以上10年未満

52 健康福祉部 子育て支援課 アレルギー等対応給食事業補助金 3,000 事業費補助 法令等補助 1/2以上2/3未満 県1/2市1/2 20年以上

53 健康福祉部 子育て支援課 子育てグループ活動費補助 40 事業費補助 市単独補助 その他 1団体40,000円 5年未満

54 健康福祉部 子育て支援課 賠償保険補助金 25 事業費補助 市単独補助 その他 8,100円以内 20年以上

56 健康福祉部 子育て支援課 保育士職等給与調整事業補助金 18,468 事業費補助 市単独補助 その他 定額 20年以上

57 健康福祉部 子育て支援課 事務職員雇用助成費補助金 2,560 事業費補助 市単独補助 その他 定額 20年以上

58 健康福祉部 子育て支援課 入所児童育成費補助金 16,446 事業費補助 市単独補助 その他 定額 20年以上

59 健康福祉部 子育て支援課 産休明け保育事業費補助金 6,000 事業費補助 市単独補助 その他 定額 20年以上

62 健康福祉部 子育て支援課 職員処遇改善費補助金 3,185 事業費補助 市単独補助 その他 1人35,000円上限 20年以上

63 健康福祉部 子育て支援課 特別支援学校放課後児童対策事業補助金 5,640 事業費補助 市単独補助 その他 定額 5年以上10年未満

64 健康福祉部 高齢者福祉課 敬老会地域開催事業補助金 14,060 事業費補助 市単独補助 その他 70歳以上1人1,000円　各町会10,000円 5年以上10年未満

67 健康福祉部 高齢者福祉課 福祉団体等育成補助金 3,419 事業費補助 法令等補助 1/4以上1/2未満 10年以上20年未満

78 健康福祉部 健康増進センター 富士見市食生活改善推進員協議会補助金 96 事業費補助 市単独補助 1/4以上1/2未満 20年以上

80 まちづくり環境部 まちづくり推進課 富士見都市計画土地区画整理組合連合会補助金 23 事業費補助 協定等補助 その他 1組合22,500円 20年以上

81 まちづくり環境部 まちづくり推進課 富士見市生け垣設置奨励事業補助金 160 事業費補助 市単独補助 その他 3,000円/ｍ　最高限度額30,000円 20年以上

82 まちづくり環境部 まちづくり推進課 保存樹木・樹林補助金 285 事業費補助 市単独補助 その他 20年以上

87 まちづくり環境部 環境課 生ごみ処理器購入費補助金 719 事業費補助 市単独補助 その他 定額・定率 5年以上10年未満

95 まちづくり環境部 産業振興課 野菜価格安定事業補助金 320 事業費補助 市単独補助 1/4以下 20年以上

97 まちづくり環境部 産業振興課 地域特産物産業化促進事業補助金 80 事業費補助 市単独補助 その他 定額 5年以上10年未満

112 建設部 道路交通課 富士見市内循環バス運行経費補助金 29,000 事業費補助 市単独補助 その他 差額補助 10年以上20年未満

121 教育委員会 生涯学習課 県民総合体育大会富士見市実行委員会補助金 64 事業費補助 市単独補助 その他 定額 20年以上

122 教育委員会 生涯学習課 体育指導委員連絡協議会補助金 80 事業費補助 市単独補助 その他 定額 10年以上20年未満

123 教育委員会 生涯学習課 体育協会補助金 3,264 事業費補助 市単独補助 その他 定額 20年以上

127 教育委員会 学校教育課 富士見市教育研究委嘱校等補助金 400 事業費補助 市単独補助 1/1 20年以上

128 教育委員会 学校教育課 富士見市教職員研修費補助金 510 事業費補助 市単独補助 1/1 20年以上

129 教育委員会 学校教育課 富士見市特色ある学校づくり補助金 1,786 事業費補助 市単独補助 1/1 5年以上10年未満

130 教育委員会 学校教育課 富士見市教育研究会等補助金 64 事業費補助 市単独補助 1/1 20年以上

132 教育委員会 学校教育課 富士見市教育研究会等補助金 32 事業費補助 市単独補助 1/1 20年以上

206,753

整理
番号

所　管　課 補　助　金　名 ４経過年数部局 予算額 １性質 ２根拠 ３補助率



１性質別分類　団体運営費補助

参考
3 市民生活部 協働推進課 婦人会活動費補助金 84 団体運営費補助 市単独補助 その他 800円×会員数 20年以上
4 市民生活部 協働推進課 富士見市コミュニティ協議会補助金 64 団体運営費補助 市単独補助 その他 定額 5年以上10年未満
5 市民生活部 協働推進課 富士見市町会長連合会運営事業補助金 320 団体運営費補助 市単独補助 その他 定額 5年以上10年未満
7 市民生活部 協働推進課 富士見市国際都市交流事業補助金 256 団体運営費補助 市単独補助 1/4以上1/2未満 20年以上
15 健康福祉部 福祉課 社会福祉協議会補助金 49,027 団体運営費補助 市単独補助 1/1 20年以上
18 健康福祉部 福祉課 川越地区保護司会富士見支部補助金 178 団体運営費補助 市単独補助 1/1 20年以上
19 健康福祉部 福祉課 みのり会補助金 30 団体運営費補助 市単独補助 1/1 20年以上
20 健康福祉部 福祉課 民生児童委員協議会補助金 18,014 団体運営費補助 法令等補助 1/2以上2/3未満 20年以上
29 健康福祉部 障害福祉課 知的障害者共同生活援助等事業運営費補助金 372 団体運営費補助 法令等補助 1/2以上2/3未満 5年未満
37 健康福祉部 障害福祉課 心身障害者地域デイケア事業運営費補助 13,302 団体運営費補助 法令等補助 1/2以上2/3未満 10年以上20年未満
38 健康福祉部 障害福祉課 入間東部福祉会運営費補助 74,143 団体運営費補助 協定等補助 1/1 10年以上20年未満
39 健康福祉部 障害福祉課 生活ホーム運営費補助 5,184 団体運営費補助 法令等補助 1/2以上2/3未満 10年以上20年未満
40 健康福祉部 障害福祉課 グループホーム運営安定化補助 720 団体運営費補助 市単独補助 その他 1人30,000円×人数 5年未満
41 健康福祉部 障害福祉課 ゆいの里運営費補助 13,626 団体運営費補助 市単独補助 1/1 5年以上10年未満
42 健康福祉部 障害福祉課 くらし体験事業運営費補助 70 団体運営費補助 法令等補助 1/2以上2/3未満 5年未満
44 健康福祉部 障害福祉課 はつかり会補助金 14 団体運営費補助 協定等補助 その他 協定に基づく負担割合 20年以上
45 健康福祉部 障害福祉課 精神障害者家族会補助金 30 団体運営費補助 市単独補助 その他 定額 20年以上
65 健康福祉部 高齢者福祉課 ふじみ在宅福祉サービスセンター運営費補助金 8,465 団体運営費補助 市単独補助 1/1 職員1名分の人件費 20年以上
68 健康福祉部 高齢者福祉課 (社)富士見シルバー人材センター補助金 14,220 団体運営費補助 市単独補助 1/4以上1/2未満 20年以上
71 健康福祉部 健康増進センター 富士見市母子保健推進員連絡協議会補助金 352 団体運営費補助 市単独補助 1/1 20年以上
72 健康福祉部 健康増進センター 医師会運営事業費補助金 1,060 団体運営費補助 市単独補助 1/1 20年以上
73 健康福祉部 健康増進センター 休日診療所運営費補助金 5,600 団体運営費補助 市単独補助 1/1 20年以上
74 健康福祉部 健康増進センター 歯科医師会運営事業費補助金 768 団体運営費補助 市単独補助 1/1 20年以上
75 健康福祉部 健康増進センター 病診連携推進事業費補助金 746 団体運営費補助 協定等補助 1/1 5年以上10年未満
76 健康福祉部 健康増進センター 小児時間外救急診療所運営費補助金 8,316 団体運営費補助 協定等補助 1/1 5年以上10年未満
77 健康福祉部 健康増進センター 在宅当番医制運営費補助金 1,468 団体運営費補助 協定等補助 1/1 20年以上
83 まちづくり環境部 鶴瀬駅西口整備事務所 富士見市まちづくり推進事業補助金 480 団体運営費補助 市単独補助 その他 定額 10年以上20年未満
84 まちづくり環境部 鶴瀬駅東口整備事務所 鶴瀬駅東口まちづくり協議会補助金 480 団体運営費補助 市単独補助 その他 定額 10年以上20年未満
85 まちづくり環境部 安心安全課 富士見市自主防災組織育成補助金 1,100 団体運営費補助 市単独補助 2/3以上1/1未満 10年以上20年未満
86 まちづくり環境部 環境課 富士見市環境施策推進市民会議補助金 240 団体運営費補助 市単独補助 その他 定額 5年以上10年未満
89 まちづくり環境部 産業振興課 富士見市労働団体福祉活動補助金 30 団体運営費補助 市単独補助 その他 定額 20年以上
90 まちづくり環境部 産業振興課 富士見市労働団体福祉活動補助金 40 団体運営費補助 市単独補助 その他 定額 20年以上
93 まちづくり環境部 産業振興課 農業青年会議所補助金 152 団体運営費補助 市単独補助 その他 定額 20年以上
94 まちづくり環境部 産業振興課 農業後継者対策協議会補助金 152 団体運営費補助 市単独補助 その他 定額 20年以上
96 まちづくり環境部 産業振興課 水稲広域防除事業補助金 1,944 団体運営費補助 市単独補助 その他 定額 20年以上
98 まちづくり環境部 産業振興課 埼玉中部農業共済組合補助金 1,422 団体運営費補助 協定等補助 その他 定額 20年以上
99 まちづくり環境部 産業振興課 農家組合長連絡協議会補助金 30 団体運営費補助 市単独補助 その他 定額 20年以上
100 まちづくり環境部 産業振興課 農業研究団体連絡協議会補助金 385 団体運営費補助 市単独補助 その他 定額 20年以上
101 まちづくり環境部 産業振興課 梨出荷組合補助金 200 団体運営費補助 市単独補助 その他 定額 20年以上
102 まちづくり環境部 産業振興課 酪農組合補助金 120 団体運営費補助 市単独補助 その他 定額 20年以上
103 まちづくり環境部 産業振興課 土地改良団体連絡協議会補助金 65 団体運営費補助 市単独補助 その他 定額 20年以上
104 まちづくり環境部 産業振興課 揚水機場動力費補助金 3,000 団体運営費補助 市単独補助 その他 定額 20年以上
106 まちづくり環境部 産業振興課 富士見市商工会事業運営費補助金 10,500 団体運営費補助 市単独補助 その他 定額 20年以上
107 まちづくり環境部 産業振興課 商店街照明施設維持管理事業 8,468 団体運営費補助 市単独補助 1/1 20年以上
109 建設部 道路交通課 東入間交通安全協会鶴瀬・南畑・水谷支部補助金 576 団体運営費補助 市単独補助 1/4以下 20年以上
110 建設部 道路交通課 富士見市交通安全対策協議会補助金 316 団体運営費補助 市単独補助 2/3以上1/1未満 20年以上
111 建設部 道路交通課 富士見市交通安全母の会補助金 227 団体運営費補助 市単独補助 2/3以上1/1未満 20年以上
113 建設部 道路交通課 交通災害共済加入募集委託交付金 480 団体運営費補助 市単独補助 その他 1件40円 20年以上
116 議会事務局 議会事務局 富士見市議会政務調査費 5,040 団体運営費補助 市単独補助 その他 1人24万円 5年以上10年未満
119 教育委員会 生涯学習課 子ども会育成会活動費補助金 1,335 団体運営費補助 市単独補助 その他 連合会300,000円１人300円 20年以上
120 教育委員会 生涯学習課 富士見市文化財保存団体連絡協議会補助金 200 団体運営費補助 市単独補助 1/4以上1/2未満 20年以上
131 教育委員会 学校教育課 富士見市小・中学校体育連盟補助金 240 団体運営費補助 市単独補助 1/1 20年以上
134 教育委員会 学校教育課 富士見市小・中学校体育連盟補助金 32 団体運営費補助 市単独補助 1/1 20年以上

253,683

整理
番号

所　管　課 補　助　金　名 ４経過年数部局 予算額 １性質 ２根拠 ３補助率



１性質別分類　イベント補助

参考
6 市民生活部 協働推進課 富士見市ふるさと祭り実行委員会補助金 4,000 イベント等補助 市単独補助 その他 定額 5年以上10年未満
21 健康福祉部 福祉課 福祉スポーツ大会補助金 100 イベント等補助 市単独補助 1/1 20年以上
24 健康福祉部 福祉課 ふじみ福祉フォーラム２１実行委員会補助金 392 イベント等補助 市単独補助 1/1 10年以上20年未満
108 まちづくり環境部 産業振興課 商店街活性化推進事業補助金 2,299 イベント等補助 市単独補助 1/4以上1/2未満 5年以上10年未満
124 教育委員会 生涯学習課 地区体育祭補助金 1,100 イベント等補助 市単独補助 その他 定額 20年以上
125 教育委員会 生涯学習課 スポーツフェスティバル補助金 520 イベント等補助 市単独補助 その他 定額 10年以上20年未満
126 教育委員会 学校教育課 富士見市立学校開校記念事業補助金 320 イベント等補助 その他補助 1/1 10年以上20年未満
133 教育委員会 学校教育課 富士見市立学校大会出場等補助金 1,500 イベント等補助 市単独補助 1/1 5年以上10年未満

10,231

１性質別分類　利子補給

参考
1 総合政策部 管財課 土地開発公社利子補給 3,150 利子補給 市単独補助 1/1 20年以上
91 まちづくり環境部 産業振興課 富士見市中小企業退職金共済契約等掛金補助金 1,700 利子補給 市単独補助 その他 上限額の20％ 10年以上20年未満
92 まちづくり環境部 産業振興課 農業近代化資金利子補給補助金 385 利子補給 法令等補助 その他 定率2％ 20年以上
105 まちづくり環境部 産業振興課 中小企業融資保証料補助金 589 利子補給 市単独補助 1/1 20年以上
114 建設部 建築指導課 住宅改良資金利子補給 4 利子補給 市単独補助 その他 定率 20年以上
118 教育委員会 教育総務課 富士見市高等学校等入学準備金利子補給金 1,796 利子補給 市単独補助 1/1 5年未満

7,624

１性質別分類　投資的補助

参考
2 市民生活部 協働推進課 富士見市コミュニティ施設整備事業補助金 700 投資的補助 市単独補助 2/3以上1/1未満 20年以上
46 健康福祉部 子育て支援課家庭保育室施設補助金 1,152 投資的補助 市単独補助 その他 20,000円:基礎　12,000円：加20年以上
55 健康福祉部 子育て支援課振興事業 2,400 投資的補助 市単独補助 その他 1ヶ所800,000円以内 20年以上
60 健康福祉部 子育て支援課施設補修費補助 1,200 投資的補助 市単独補助 1/2以上2/3未満 20年以上
61 健康福祉部 子育て支援課保育所用地借上げ事業補助金 3,200 投資的補助 市単独補助 その他 年額80万円上限 20年以上
88 まちづくり環境部 産業振興課 小用排水路工事等補助金 2,049 投資的補助 市単独補助 1/4以上1/2未満 20年以上

10,701

１性質別分類　扶助費補助

参考
9 市民生活部 市民課 葬祭費補助金 2,000 扶助費補助 市単独補助 その他 1件4万円 10年以上20年未満
10 市民生活部 保険年金課 後期高齢者医療人間ドック補助・保養施設利用補助 550 扶助費補助 市単独補助 2/3以上1/1未満 5年未満
11 市民生活部 保険年金課 後期高齢者医療人間ドック補助・保養施設利用補助 135 扶助費補助 市単独補助 2/3以上1/1未満 5年未満
12 市民生活部 保険年金課 後期高齢者医療人間ドック補助・保養施設利用補助 135 扶助費補助 市単独補助 2/3以上1/1未満 5年未満
13 市民生活部 保険年金課 富士見市国民健康保険人間ドック検査料補助 10,760 扶助費補助 市単独補助 2/3以上1/1未満 20年以上
14 市民生活部 保険年金課 富士見市国民健康保険宿泊施設利用補助金 2,015 扶助費補助 市単独補助 2/3以上1/1未満 20年以上
25 健康福祉部 福祉課 災害弔慰金 1 扶助費補助 市単独補助 1/1 20年以上
26 健康福祉部 福祉課 交通遺児等就職支度金 20 扶助費補助 市単独補助 1/1 20年以上
27 健康福祉部 障害福祉課 重度障害者居宅改善整備費補助金 240 扶助費補助 法令等補助 1/2以上2/3未満 20年以上
28 健康福祉部 障害福祉課 自立支援補装具自己負担補助金 321 扶助費補助 市単独補助 2/3以上1/1未満 5年未満
30 健康福祉部 障害福祉課 地域活動支援センター事業補助 28,389 扶助費補助 協定等補助 2/3以上1/1未満 5年未満
31 健康福祉部 障害福祉課 移動支援事業補助 20,880 扶助費補助 協定等補助 1/4以上1/2未満 5年未満
32 健康福祉部 障害福祉課 日中一時支援事業補助 2,946 扶助費補助 協定等補助 1/4以上1/2未満 5年未満
33 健康福祉部 障害福祉課 自動車改造費補助 200 扶助費補助 法令等補助 1/4以上1/2未満 10年以上20年未満
34 健康福祉部 障害福祉課 自動車運転免許取得費補助 240 扶助費補助 法令等補助 1/4以上1/2未満 10年以上20年未満
35 健康福祉部 障害福祉課 障害児（者）生活サポート事業補助金 4,410 扶助費補助 法令等補助 1/2以上2/3未満 5年以上10年未満
36 健康福祉部 障害福祉課 診断書料補助金 1,500 扶助費補助 市単独補助 その他 5,000円上限 20年以上
43 健康福祉部 障害福祉課 日中一時支援事業安定化補助金 1,008 扶助費補助 その他補助 その他 月額84,000円上限 5年未満
66 健康福祉部 高齢者福祉課介護保険利用料補助 8,500 扶助費補助 市単独補助 1/4以下 10年以上20年未満
69 健康福祉部 健康増進セン富士見市区域外予防接種補助金 80 扶助費補助 市単独補助 その他 定額 5年以上10年未満
70 健康福祉部 健康増進セン富士見市定期外予防接種補助金 40 扶助費補助 市単独補助 その他 定額 5年以上10年未満
79 健康福祉部 健康増進セン富士見市妊婦健康診査補助金 4,635 扶助費補助 法令等補助 その他 定額(契約に基づく) 5年未満
115 建設部 下水道課 富士見市生活保護世帯水洗便所改造費補助金 510 扶助費補助 市単独補助 1/2以上2/3未満 20年以上
117 教育委員会 教育総務課 富士見市私立幼稚園等就園奨励費補助金 127,815 扶助費補助 法令等補助 1/2以上2/3未満 20年以上

217,330
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