
所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数)

補助金 266,200 事業費 355,000 平成19年度実績額

会員負担金　 88,800 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 355,000 合　計　 355,000

補助金 84,000 事業費 333,977 平成19年度実績額

会員負担金　 126,000 次年度繰越金 62,914

前年度繰越金 99,343 その他 176,419

事業費 220,700 　 平成21年度交付予定額

雑収入 43,267 　

合　計　 573,310 合　計　 573,310

補助金（市） 64,000 事業費 106,806 平成19年度実績額

補助金（県） 37,000 次年度繰越金 14,828

会員負担金　 4,500

前年度繰越金 16,068 　 平成21年度交付予定額

雑収入 66 　

合　計　 121,634 合　計 121,634

補助金 320,000 事業費 634,074 平成19年度実績額

会員負担金　 280,000 次年度繰越金 267,117

前年度繰越金 186,853 会議費 138,943

雑入 290,870 事務費 12,489 平成21年度交付予定額

交際・慶弔費 25,100

合　計　 1,077,723 合　計 1,077,723

補助金 4,000,000 事業費 10,397,102 平成19年度実績額

一般協賛金 4,252,580 次年度繰越金 2,047,642

前年度繰越金 3,546,568

模擬店出店料 413,800 平成21年度交付予定額

その他 231,796 　

合　計　 12,444,744 合　計 12,444,744

補助金 256,000 事業費 550,515 平成19年度実績額

会員負担金　 214,400 次年度繰越金 183,174

前年度繰越金 206,725

雑収入 56,564 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 733,689 合　計 733,689

256,000
富士見市国際都市
交流事業補助金交
付要綱

外国籍市民や諸外国の市民相互の友
好関係の拡大と異文化交流が図られ
た。

256,000

256,000

7
富士見市国際都市交流事
業補助金

富士見市国際友好協会
諸外国との市民相互の友好関係を密に
し、文化・教育等の交流を図るため

4,000,000
富士見ふるさと祭
り実行委員会補助
金交付要綱

町会長連合会や商工会をはじめ、市
内の幅広い市民団体で構成する実行
委員会が、展示、模擬店、舞台発表
など多彩なイベントを企画運営し、
入場者数が推計約３万人という大き
な成果を得て、終了することができ
ました。

4,000,000

4,000,000

6
富士見ふるさと祭り実行
委員会補助金

富士見ふるさと祭り実行委員会
実行委員会（構成団体１８団
体）

富士見ふるさと祭りの推進を図るため

市民生活部

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№２～１４

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額

交付の根拠とな
る法令、条例、
要綱等及び補助
額算定基準

交  付  金  額

（市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

2
富士見市コミュニティ施
設整備事業補助金

自治会

自治会が所有し、管理する集会所の老朽
化（竣工ｓ55）による床の沈み込みが発
生したことから、玄関から台所に至る床
の張替え工事を実施するため。

266,200

修繕の実施により、これまで維持、
管理がされてきた地域立集会所が、
今後においても活用され、自治会活
動が積極的に継続されることが期待
される。

富士見市コミュニ
ティ施設整備事業
補助金交付要綱

3 婦人会活動費補助金
水谷婦人会
（１０５名）

婦人会の活動の推進と活性化を図るため
84,800

78,400

320,000

婦人会活動費補助
金交付要綱

64,000

64,000

320,000

コミュニティづくりの推進を図るため 64,000
富士見市コミュニ
ティ協議会補助金
交付要綱

地域行事のお手伝い及び各支部ボラ
ンティア活動、婦人活動サークルな
どに積極的に取り組むことができ
た。

84,000

青少年の体験活動の促進として富士見ふる
さと祭り会場において「ミニ鉄道運転会」
を実施。市民交流の場を広げ地域コミュニ
ティの促進に役立った。また、地域におけ
る防犯活動の促進として「花いっぱい運
動」及び「防犯啓発街頭活動」を実施。地
域ぐるみの防犯のまちづくりを推進するコ
ミュニティ活動を展開することができた。

4
富士見市コミュニティ協
議会補助金

320,000

会員相互の交流、情報交流や研修会
などを実施することにより、正副町
会長の職務を円滑に進めることがで
きた。

5
富士見市町会長連合会運
営事業費補助金

富士見市町会長連合会
（市内５６町会正副町会長）

連合会の発展及び目的推進のため
富士見市町会長連
合会運営事業費補
助金交付要綱

富士見市コミュニティ協議会
（団体３）
（個人３）

市民生活部1



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数)

市民生活部

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№２～１４

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額

交付の根拠とな
る法令、条例、
要綱等及び補助
額算定基準

交  付  金  額

（市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

補助金 115,000 サーバーレンタル料 85,000 平成19年度実績額

他市町からの収入 230,000 HP維持管理料 60,000

前年度繰越金 日本語原稿作成 20,000

修正部分翻訳 80,000 平成21年度交付予定額

HP修正作業 100,000

合　計　 345,000 合　計　 345,000

補助金 事業費 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 合　計　

補助金 事業費 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 　 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 合　計

補助金 事業費 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 合　計　

115,000

生活ガイド６カ国
語ホームページ管
理事業補助金交付
要綱

２市１町に在住する外国籍市民に必
要な最新生活ガイドを提供すること
ができた。
　H20.4～H21.3　アクセス件数
　　　　　　　　　120,845件

115,000

115,000

8
生活ガイド６カ国語ホー
ムページ管理事業補助金

特定非営利活動法人
ふじみの国際交流センター

生活ガイドホームページのサーバー維持
及びその内容の更新

9 市民葬祭費補助金 申請者２７件
市民の葬祭経費の軽減を図るため、市民
葬祭を行った者に対し、１件につき４
０，０００円の補助金を交付する。

1,080,000

補助金等の交付手
続等に関する規
則、富士見市民葬
祭補助金交付要綱

市民の葬祭経費の軽減が図られた。
2,080,000

2,000,000

13 人間ドック利用補助金 国民健康保険被保険者・342名
被保険者の疾病予防及び健康の保持増進
を図ることを目的に検査料を補助

9,199,800
26,900×342人

富士見市国民健康
保険人間ドック検
査料補助要綱

被保険者の疾病予防及び健康の保持
増進が図られる

8,339,000

9,200,000

14 宿泊施設利用補助金 国民健康保険被保険者・1038名
宿泊施設や入浴施設などを利用して被保
険者の健康増進を図るため

第１種　　860，000
第２種　　357，000
第３種　　127，200
1，344，200

富士見市国民健康
保険保養施設利用
規則

被保険者の健康増進に寄与
1,616,100

1,350,000

市民生活部2



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数)

補助金 51,854,000 事業費 50,713,998 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 51,854,000 合　計　 50,713,998

補助金 2,000,000 事業費 3,291,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 541,000

前年度繰越金

その他 1,832,000 　 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 3,832,000 合　計 3,832,000

補助金 634,950 事業費 1,401,891 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

その他 766,941 　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 1,401,891 合　計 1,401,891

補助金 117,000 事業費 493,320 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 8,360

前年度繰越金 14,668

その他 370,012 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 501,680 合　計 501,680

補助金 562,000 事業費 476,794 平成19年度実績額

会員負担金　 95,000 次年度繰越金 424,184

前年度繰越金 173,721

その他 70,257 　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 900,978 合　計　 900,978

補助金 事業費 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 　 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 合　計

補助金 18,022,000 事業費 20,188,342 平成19年度実績額

会員負担金　 1,361,200 次年度繰越金 926,868

前年度繰越金 951,020

その他 780,990 　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 21,115,210 合　計 21,115,210

15 社会福祉協議会補助金
社会福祉法人富士見市社会福祉
協議会

福祉行政の増進を目的とした団体に
対して補助金を交付するとともにそ
の育成指導を通し、地域福祉推進体
制の充実並びに市民の福祉活動の推
進を図る。

51,854,000

交  付  金  額

（市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

健康福祉部

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№１５～７８

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額

交付の根拠とな
る法令、条例、
要綱等及び補助
額算定基準

福祉団体等育成費
補助金交付要綱、
定額補助

社会福祉協議会の基盤強化を図る
ことができた。

60,000,000

49,027,000

15 社会福祉協議会補助金
社会福祉法人富士見市社会福祉
協議会

福祉資金貸付原資として、福祉行政
の増進を目的とした団体に対して補
助金を交付するとともにその育成指
導を通し、地域福祉推進体制の充実
並びに市民の福祉活動の推進を図
る。

2,000,000
福祉団体等育成費
補助金交付要綱

福祉資金貸付原資として活用され
た

16 埼玉土建国保組合補助金
埼玉土建国民健康保険組合ふじ
み野支部
（２，８２２人）

福祉行政の増進を目的とした団体に
対して補助金を交付するとともにそ
の育成指導を通し、地域福祉推進体
制の充実並びに市民の福祉活動の推
進を図る。

634,950
福祉団体等育成費
補助金交付要綱

組合員家族の保健、予防活動に成
果を上げた。

638,325

627,000

17 埼玉建設国保組合補助金
埼玉県建設国民健康保険組合富
士見支部
(５２０人）

福祉行政の増進を目的とした団体に
対して補助金を交付するとともにそ
の育成指導を通し、地域福祉推進体
制の充実並びに市民の福祉活動の推
進を図る。

117,000
２２５円×５２０人

福祉団体等育成費
補助金交付要綱

組合員の福利厚生及び健康保持向
上活動に一定の成果があった。

125,325

109,000

18
川越地区保護司会富士見
支部補助金

川越地区保護司会富士見支部
（１９人）

福祉行政の増進を目的とした団体に
対して補助金を交付するとともにそ
の育成指導を通し、地域福祉推進体
制の充実並びに市民の福祉活動の推
進を図る。

178,000
福祉団体等育成費
補助金交付要綱、
定額補助

少年院刑務所等の視察や研修に参
加することができ、保護司として
の資質の向上が図れ、更生保護活
動を通して健全な地域社会づくり
に貢献できた。

178,000

178,000

19 みのり会補助金
富士見市心身障害児者親の会み
のり会
（１１４人）

福祉行政の増進を目的とした団体に
対して補助金を交付するとともにそ
の育成指導を通し、地域福祉推進体
制の充実並びに市民の福祉活動の推
進を図る。

30,000
福祉団体等育成費
補助金交付要綱、
定額補助

会員相互の親睦、関係団体との交
流、市福祉スポーツ大会に参加し
市民との交流啓発等を図ることが
できた。

30,000

30,000

20
民生児童委員協議会補助
金

富士見市民生委員児童委員協議
会連合会
（定数１６５人）

民生委員法に基づき民生委員の指導
及び活動に必要な経費の補助を行う
ことによって地域福祉の推進を図
り、行政の福祉推進の協力を得る。

18,022,000
福祉団体等育成費
補助金交付要綱、
定額補助

安定した事業の運営、充実した活
動、研修等が図れた。

17,631,000

18,014,000

健康福祉部1



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数)

交  付  金  額

（市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

健康福祉部

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№１５～７８

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額

交付の根拠とな
る法令、条例、
要綱等及び補助
額算定基準

補助金 205,000 事業費 375,308 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 47,576

前年度繰越金 217,583

その他 301 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 422,884 合　計 422,884

補助金 695,379 事業費 698,884 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 695,379 合　計　 698,884

補助金 3,030,000 事業費 3,162,930 平成19年度実績額

会員負担金　 132,930 次年度繰越金

前年度繰越金

　 　 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 3,162,930 合　計 3,162,930

補助金 850,000 事業費 806,143 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 275,060

前年度繰越金 230,901

302 　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 1,081,203 合　計 1,081,203

補助金 事業費 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 合　計　

補助金 事業費 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 　 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 合　計

補助金 57,027,054 事業費 792,372,640 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

その他 747,820,744 　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 804,847,798 合　計　 792,372,640

57,027,054
福祉団体等育成費
補助金交付要綱

利用者　みよしの里  　 １８名
　　　　ふじの木作業所 ２３名
　　　　むさしの作業所 ２５名

104,011,256

74,143,000

38
入間東部福祉会運営費補
助金

（福）入間東部福祉会

みよしの里　むさしの作業所　ふじ
の木作業所を運営する（福）入間東
部福祉会に対し運営費と建設費借入
償還金を補助する。

1,660,825

身体障害者手帳交
付に係る診断書料
に対する補助実施
要綱

対象者366名
1,126,475

1,500,000

36 診断書料補助金 申請者

身体障害者手帳交付に要する診断書
料を補助し身体障害者手帳の交付申
請を容易にすることによりその福祉
の増進を図るものである。

63,823

富士見市補装具の
購入又は修理に要
する費用に係る補
助金交付要綱

決定者１６名
42,730

321,000

28
自立支援補装具自己負担
補助金

申請者
低所所得世帯の給付対象者に負担軽
減を図る

21 福祉スポーツ大会補助金
富士見市福祉スポーツ大会実行
委員会

福祉行政の増進を目的とした団体に
対して補助金を交付するとともにそ
の育成指導を通し、地域福祉推進体
制の充実並びに市民の福祉活動の推
進を図る。

120,000
福祉団体等育成費
補助金交付要綱、
定額補助

高齢者や障害者、母子父子家庭の
人たちが一堂に会し、スポーツを
通しふれあいが深められた。

289,000

100,000

22 地域福祉事業補助金
社会福祉法人富士見市社会福祉
協議会

福祉行政の増進を目的とした団体に
対して補助金を交付するとともにそ
の育成指導を通し、地域福祉推進体
制の充実並びに市民の福祉活動の推
進を図る。

695,379
福祉団体等育成費
補助金交付要綱、
定額補助

社会福祉協議会が「ふれあい福祉
センター」として取り組んでいる
心配ごと相談、アルコール相談及
び在宅高齢者介護相談において、
相談者の心配ごと等の解決が図ら
れた。

810,000

550,000

23
ボランティア活性化事業
補助金

社会福祉法人富士見市社会福祉
協議会

福祉行政の増進を目的とした団体に
対して補助金を交付するとともにそ
の育成指導を通し、地域福祉推進体
制の充実並びに市民の福祉活動の推
進を図る。

3,030,000
福祉団体等育成費
補助金交付要綱、
定額補助

ボランティア事業の活性化が図ら
れた。

3,030,000

3,030,000

24
ふじみ福祉フォーラム２
１実行委員会補助金

ふじみ福祉フォーラム２１実行
委員会（実行委員４０人）

福祉行政の増進を目的とした団体に
対して補助金を交付するとともにそ
の育成指導を通し、地域福祉推進体
制の充実並びに市民の福祉活動の推
進を図る。

750,000
福祉団体等育成費
補助金交付要綱、
定額補助

各種ボランティアグループで実行
委員会を形成し、活発な議論がで
き、学習や体験等を通し自らも福
祉に対する理解を深め、市民にも
福祉の理解と参加をすすめること
ができた。

750,000

392,000

健康福祉部2



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数)

交  付  金  額

（市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

健康福祉部

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№１５～７８

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額

交付の根拠とな
る法令、条例、
要綱等及び補助
額算定基準

補助金 3,120,000 事業費 17,336,748 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

その他 16,974,857 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 20,094,857 合　計 17,336,748

補助金 13,626,000 事業費 155,411,054 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

その他 2,080,712 　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 15,706,712 合　計 155,411,054

補助金 1,008,000 事業費 1,552,821 平成19年度実績額

会員負担金　 8,000 次年度繰越金

前年度繰越金 管理費 1,136,084

本人負担金 93,850 　 平成21年度交付予定額

その他 1,532,650 　

合　計　 2,634,500 合　計 2,688,905

補助金 738,000 事業費 813,602 平成19年度実績額

会員負担金　 100,000 次年度繰越金 343,410

前年度繰越金 313,567

雑収入 5,445 　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 1,157,012 合　計 1,157,012

補助金 30,000 事業費 111,034 平成19年度実績額

会員負担金　 27,400 次年度繰越金 7,531

前年度繰越金 11,193

49,972 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 118,565 合　計 118,565

補助金 336,000 事業費 336,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 336,000 合　計　 336,000

補助金 336,000 事業費 336,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 336,000 合　計 336,000

30,000
会の活性化が図られ当事者相互の
励ましのわが広がっている。

30,000

30,000

45 精神障害者家族会補助金 歩みの会
精神障害者を持つ家族がお互いに情
報交換し励ましあってお互いのいや
しを図るための会に補助する。

14,000

なし　　川越児童
相談所管内１８市
町村で助成してい
る。（人口割、人
数割、均等割）

里親制度の普及啓発及び会員相互
の交流、親睦が図られた。

14,000

14,000

44 県川越里親会補助金 はつかり会
児童福祉を補完する里親に対し自治
体からの補助として里親会への団体
育成のための補助を実施する。

1,008,000
富士見市日中一時
支援事業安定化補
助金交付要綱

障害者自立支援法の地域生活支援
事業に規定する日中一時支援事業
の運営安定化が図られ利用実績が
あがった。

504,000

1,008,000

43
日中一時支援事業安定化
補助

（特非）サポートハウスみんな
のて

富士見市日中一時支援事業の運営安
定化を図るため登録業者に対し補助
金を交付する

13,626,000
（福）ゆいの里福
祉会補助金交付要
綱

利用者数 入所 入所支援 ３０名
　　　　　　　生活介護 ３０名
　　　　 通所 生活介護 １２名
　　　　　　　就労継続B型９名

12,120,000

13,626,000

41 ゆいの里運営補助 （福）ゆいの里福祉会
重度の知的障害者が利用している障
害者支援施設

720,000
富士見市共同生活
援助等事業安定化
補助金交付要綱

利用人数2名
270,000

720,000

40
グループホーム運営安定
化補助

（福）めぐみ会

障害者自立支援法に規定する共同生
活介護及び共同生活援助の事業安定
化のため当該事業を実施する事業者
に対し補助金を交付する。

施設補助費月額10,000
円×12月×=120,000円
家賃加算補助月額
18,000円×12月＝
216,000円
計336,000円

富士見市家庭保育
室事業実施要綱

延べ０歳児３２名、１・２歳児６
１名計９３名の乳幼児の入室を委
託した

336,000

384,000

46 家庭保育室施設補助費 キッズルームTinkerBell
指定した家庭保育室の運営を助成す
るため

施設補助費月額10,000
円×12月×=120,000円
家賃加算補助月額
18,000円×12月＝
216,000円
計336,000円

富士見市家庭保育
室事業実施要綱

延べ０歳児４７名、１・２歳児８
７名計１３４名の乳幼児の入室を
委託した

336,000

384,000

46 家庭保育室施設補助費 マーガレット保育室
指定した家庭保育室の運営を助成す
るため

健康福祉部3



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数)

交  付  金  額

（市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

健康福祉部

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№１５～７８

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額

交付の根拠とな
る法令、条例、
要綱等及び補助
額算定基準

補助金 336,000 事業費 336,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 336,000 合　計　 336,000

補助金 8,100 事業費 8,100 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 8,100 合　計 8,100

補助金 40,000 事業費 41,957 平成19年度実績額

会員負担金　 3,600 次年度繰越金 8,627

前年度繰越金 4

前年度繰越金 6,980 　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 50,584 合　計　 50,584

補助金 6,390 事業費 6,390 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 　 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 6,390 合　計 6,390

補助金 8,100 事業費 8,100 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 　 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 8,100 合　計 8,100

補助金 800,000 事業費 1,473,600 平成19年度実績額

会員負担金　 683,600 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 1,483,600 合　計 1,473,600

補助金 800,000 事業費 3,628,883 平成19年度実績額

会員負担金　 2,828,883 次年度繰越金

前年度繰越金

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 3,628,883 合　計 3,628,883

40,000
子育てサークル支
援事業補助金要綱

地域で子育て仲間をつくり、安心して子育て
ができる地域づくりをめざし、子育て中のお
母さんスタッフが子育てサークル間の交流や
情報交換（新リーダーさんのおしゃべりタイ
ム・子育てサークルの周知活動（サロン訪
問、子育てまちゅり開催、サークルインフォ
メーション・マップの発行）にとりくみ、当
事者性を活かしながら行政では行き届かない
きめ細やかな活動をしている。

40,000

40,000

53 子育てサークル支援事業
富士見市子育てサークルネット
ワーク

子育てをしている親の子育て不安の
解消及び児童の健全育成を図るた
め、家庭で子育てしている親で組織
する団体（子育てサークル）を支援
する団体に対して、その活動に要す
る経費の一部を補助する。

8,100
富士見市家庭保育
室事業実施要綱

延べ０歳児３４名、１・２歳児７
４名計１０８名の乳幼児の入室を
委託した

8,100

8,100

54
家庭保育室賠償保険補助
費

キッズルームTinkerBell 2
指定した家庭保育室の運営を助成す
るため

8,100
富士見市家庭保育
室事業実施要綱

延べ０歳児３２名、１・２歳児６
１名計９３名の乳幼児の入室を委
託した

8,100

8,100

46 家庭保育室施設補助費 キッズルームTinkerBell
指定した家庭保育室の運営を助成す
るため

6,390
富士見市家庭保育
室事業実施要綱

延べ０歳児４７名、１・２歳児８
７名計１３４名の乳幼児の入室を
委託した

6,390

6,390

54
家庭保育室賠償保険補助
費

マーガレット保育室
指定した家庭保育室の運営を助成す
るため

施設補助費月額10,000
円×12月×=120,000円
家賃加算補助月額
18,000円×12月＝
216,000円
計336,000円

富士見市家庭保育
室事業実施要綱

延べ０歳児３４名、１・２歳児７
４名計１０８名の乳幼児の入室を
委託した

224,000

384,000

46 家庭保育室施設補助費 キッズルームTinkerBell 2
指定した家庭保育室の運営を助成す
るため

800,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

保育所の安定的な運営が行なわ
れ、年間延べ1607人の児童の保育
をすることができました

800,000

800,000

55 振興事業 けやき保育園
施設整備に対する借入金の償還等、
保育所の振興に要する経費を助成す
る

800,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

保育所の安定的な運営が行なわ
れ、年間延べ1241人の児童の保育
をすることができました

800,000

800,000

55 振興事業 西みずほ台保育園
施設整備に対する借入金の償還等、
保育所の振興に要する経費を助成す
る

健康福祉部4



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数)

交  付  金  額

（市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

健康福祉部

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№１５～７８

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額

交付の根拠とな
る法令、条例、
要綱等及び補助
額算定基準

補助金 800,000 事業費 6,325,000 平成19年度実績額

会員負担金　 5,041,000 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 5,841,000 合　計　 6,325,000

補助金 3,240,000 事業費 3,240,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 3,240,000 合　計 3,240,000

補助金 4,194,000 事業費 4,194,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 4,194,000 合　計　 4,194,000

補助金 3,024,000 事業費 3,024,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 　 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 3,024,000 合　計 3,024,000

補助金 4,860,000 事業費 4,860,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 4,860,000 合　計 4,860,000

補助金 3,240,000 事業費 3,240,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 3,240,000 合　計 3,240,000

補助金 514,000 事業費 514,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 514,000 合　計 514,000

3,240,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

保育所の安定的な運営が行なわ
れ、年間延べ1124人の児童の保育
をすることができました

3,024,000

3,240,000

56 保育士職等給与調整事業 勝瀬こばと保育園
職員の所得格差を是正することで、
安定した保育運営が行なわれること
を目的とする。

4,860,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

保育所の安定的な運営が行なわ
れ、年間延べ1241人の児童の保育
をすることができました

4,752,000

4,968,000

56 保育士職等給与調整事業 西みずほ台保育園
職員の所得格差を是正することで、
安定した保育運営が行なわれること
を目的とする。

3,024,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

保育所の安定的な運営が行なわ
れ、年間延べ403人の児童の保育
をすることができました

2,844,000

2,916,000

56 保育士職等給与調整事業 子どものそのBaby
職員の所得格差を是正することで、
安定した保育運営が行なわれること
を目的とする。

4,194,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

保育所の安定的な運営が行なわ
れ、年間延べ1607人の児童の保育
をすることができました

4,302,000

4,104,000

56 保育士職等給与調整事業 けやき保育園
職員の所得格差を是正することで、
安定した保育運営が行なわれること
を目的とする。

3,240,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

保育所の安定的な運営が行なわ
れ、年間延べ1124人の児童の保育
をすることができました

3,249,000

3,240,000

56 保育士職等給与調整事業 こばと保育園
職員の所得格差を是正することで、
安定した保育運営が行なわれること
を目的とする。

800,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

保育所の安定的な運営が行なわ
れ、年間延べ1124人の児童の保育
をすることができました

800,000

800,000

55 振興事業 勝瀬こばと保育園
施設整備に対する借入金の償還等、
保育所の振興に要する経費を助成す
る

514,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

保育所の安定的な運営が行なわ
れ、年間延べ1184人の児童の保育
をすることができました

514,000

514,000

57 事務職員雇用助成事業 こばと保育園
事務職員の雇用を補助することで、
運営の安定化を図る

健康福祉部5



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数)

交  付  金  額

（市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

健康福祉部

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№１５～７８

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額

交付の根拠とな
る法令、条例、
要綱等及び補助
額算定基準

補助金 514,000 事業費 514,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 514,000 合　計 514,000

補助金 514,000 事業費 514,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 514,000 合　計 514,000

補助金 514,000 事業費 514,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 514,000 合　計 514,000

補助金 514,000 事業費 514,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 514,000 合　計 514,000

補助金 3,219,000 事業費 3,219,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 　 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 3,219,000 合　計 3,219,000

補助金 4,708,000 事業費 4,708,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 4,708,000 合　計 4,708,000

補助金 1,701,000 事業費 1,701,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 1,701,000 合　計 1,701,000

3,219,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

保育所の安定的な運営が行なわ
れ、年間延べ1184人の児童の保育
をすることができました

3,170,000

3,336,000

58 入所児童育成事業 こばと保育園
公立保育所入所児童との処遇格差を
是正するため

514,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

保育所の安定的な運営が行なわ
れ、年間延べ403人の児童の保育
をすることができました

514,000

514,000

57 事務職員雇用助成事業 子どものそのBaby
事務職員の雇用を補助することで、
運営の安定化を図る

514,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

保育所の安定的な運営が行なわ
れ、年間延べ1607人の児童の保育
をすることができました

514,000

514,000

57 事務職員雇用助成事業 けやき保育園
事務職員の雇用を補助することで、
運営の安定化を図る

1,701,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

保育所の安定的な運営が行なわ
れ、年間延べ403人の児童の保育
をすることができました

1,809,000

1,764,000

58 入所児童育成事業 子どものそのBaby
公立保育所入所児童との処遇格差を
是正するため

4,708,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

保育所の安定的な運営が行なわ
れ、年間延べ1607人の児童の保育
をすることができました

4,677,000

4,626,000

58 入所児童育成事業 けやき保育園
公立保育所入所児童との処遇格差を
是正するため

514,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

保育所の安定的な運営が行なわ
れ、年間延べ1124人の児童の保育
をすることができました

514,000

514,000

57 事務職員雇用助成事業 勝瀬こばと保育園
事務職員の雇用を補助することで、
運営の安定化を図る

514,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

保育所の安定的な運営が行なわ
れ、年間延べ1241人の児童の保育
をすることができました

514,000

514,000

57 事務職員雇用助成事業 西みずほ台保育園
事務職員の雇用を補助することで、
運営の安定化を図る

健康福祉部6



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数)

交  付  金  額

（市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

健康福祉部

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№１５～７８

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額

交付の根拠とな
る法令、条例、
要綱等及び補助
額算定基準

補助金 3,107,000 事業費 3,107,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 　 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 3,107,000 合　計 3,107,000

補助金 917,000 事業費 917,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 　 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 917,000 合　計 917,000

補助金 988,000 事業費 988,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 988,000 合　計 988,000

補助金 1,000,000 事業費 1,000,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 1,000,000 合　計 1,000,000

補助金 688,000 事業費 688,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 688,000 合　計　 688,000

補助金 3,311,000 事業費 3,311,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 3,311,000 合　計　 3,311,000

補助金 400,000 事業費 1,160,407 平成19年度実績額

会員負担金　 760,407 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 1,160,407 合　計　 1,160,407

400,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

トイレの改修を行ない、衛生環境
を改善することができました

400,000

400,000

60 施設補修事業 こばと保育園

老朽化した設備の補修に必要な費用
の一部を助成することにより、入所
児童の安全の確保及び保育の質の向
上を図る

688,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

保育所の安定的な運営が行なわ
れ、乳児３人の産休明け保育をす
ることができました

421,000

1,180,000

59 産休明け保育事業 勝瀬こばと保育園
産休明け保育の実施に必要な職員の
加配に要する経費の補助を行い。入
所児童の処遇の改善を図る

1,000,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

保育所の安定的な運営が行なわ
れ、乳児３人の産休明け保育をす
ることができました

1,057,000

1,180,000

59 産休明け保育事業 子どものそのBaby
産休明け保育の実施に必要な職員の
加配に要する経費の補助を行い。入
所児童の処遇の改善を図る

988,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

保育所の安定的な運営が行なわ
れ、乳児６人の産休明け保育をす
ることができました

915,000

1,180,000

59 産休明け保育事業 けやき保育園
産休明け保育の実施に必要な職員の
加配に要する経費の補助を行い。入
所児童の処遇の改善を図る

917,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

保育所の安定的な運営が行なわ
れ、乳児３人の産休明け保育をす
ることができました

349,000

1,180,000

59 産休明け保育事業 こばと保育園
産休明け保育の実施に必要な職員の
加配に要する経費の補助を行い。入
所児童の処遇の改善を図る

3,107,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

保育所の安定的な運営が行なわ
れ、年間延べ1124人の児童の保育
をすることができました

2,731,000

3,348,000

58 入所児童育成事業 勝瀬こばと保育園
公立保育所入所児童との処遇格差を
是正するため

3,311,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

保育所の安定的な運営が行なわ
れ、年間延べ1241人の児童の保育
をすることができました

3,380,000

3,372,000

59 産休明け保育事業 西みずほ台保育園
公立保育所入所児童との処遇格差を
是正するため

健康福祉部7



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数)

交  付  金  額

（市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

健康福祉部

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№１５～７８

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額

交付の根拠とな
る法令、条例、
要綱等及び補助
額算定基準

補助金 400,000 事業費 1,200,000 平成19年度実績額

会員負担金　 800,000 次年度繰越金

前年度繰越金

　 　 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 1,200,000 合　計 1,200,000

補助金 800,000 事業費 1,700,000 平成19年度実績額

会員負担金　 900,000 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 1,700,000 合　計　 1,700,000

補助金 800,000 事業費 2,880,000 平成19年度実績額

会員負担金　 2,080,000 次年度繰越金

前年度繰越金

　 　 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 2,880,000 合　計 2,880,000

補助金 800,000 事業費 4,752,000 平成19年度実績額

会員負担金　 3,952,000 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 4,752,000 合　計 4,752,000

補助金 800,000 事業費 5,400,000 平成19年度実績額

会員負担金　 4,600,000 次年度繰越金

前年度繰越金

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 5,400,000 合　計 5,400,000

補助金 560,000 事業費 560,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 560,000 合　計 560,000

補助金 685,000 事業費 685,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 6

　

合　計　 685,000 合　計　 685,000

400,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

屋根の塗装を行い、施設環境を整
えることができました

400,000

400,000

60 施設補修事業 けやき保育園

老朽化した設備の補修に必要な費用
の一部を助成することにより、入所
児童の安全の確保及び保育の質の向
上を図る

800,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

保育所の安定的な運営が行なわ
れ、年間延べ1241人の児童の保育
をすることができました

800,000

800,000

61 保育所用地借上げ事業 西みずほ台保育園
保育所用地の借上げに要する費用の
一部を助成することにより、保育所
運営の安定化を図る

800,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

保育所の安定的な運営が行なわ
れ、年間延べ403人の児童の保育
をすることができました

800,000

800,000

61 保育所用地借上げ事業 子どものそのＢａｂｙ
保育所用地の借上げに要する費用の
一部を助成することにより、保育所
運営の安定化を図る

800,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

保育所の安定的な運営が行なわ
れ、年間延べ1607人の児童の保育
をすることができました

800,000

800,000

61 保育所用地借上げ事業 けやき保育園
保育所用地の借上げに要する費用の
一部を助成することにより、保育所
運営の安定化を図る

800,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

保育所の安定的な運営が行なわ
れ、年間延べ1184人の児童の保育
をすることができました

800,000

800,000

61 保育所用地借上げ事業 こばと保育園
保育所用地の借上げに要する費用の
一部を助成することにより、保育所
運営の安定化を図る

685,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

保育所の安定的な運営が行なわ
れ、年間延べ1607人の児童の保育
をすることができました

840,000

805,000

62 職員処遇改善事業 けやき保育園
職員の処遇の改善を図ることで、安
定した保育運営が行なわれることを
目的とする。

560,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

保育所の安定的な運営が行なわ
れ、年間延べ1184人の児童の保育
をすることができました

595,000

560,000

62 職員処遇改善事業 こばと保育園
職員の処遇の改善を図ることで、安
定した保育運営が行なわれることを
目的とする。

健康福祉部8



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数)

交  付  金  額

（市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

健康福祉部

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№１５～７８

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額

交付の根拠とな
る法令、条例、
要綱等及び補助
額算定基準

補助金 490,000 事業費 490,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 　 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 490,000 合　計 490,000

補助金 805,000 事業費 805,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 805,000 合　計 805,000

補助金 560,000 事業費 560,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 560,000 合　計 560,000

利用者負担金 709,400 人件費 3,577,791 平成19年度実績額

補助金 2,820,000 事務費 63,542

寄付金 696,168 事業費 100,703

雑収入等 38,244  経理区分間繰入金支出 82,445 平成21年度交付予定額

 経理区分間繰入金収入 3,684,033 次年度繰越金 4,206,229

前年度繰越金 82,865 　

合　計　 8,030,710 合　計 8,030,710

補助金 12,520,000 事業費 12,520,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 　 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 12,520,000 合　計 12,520,000

補助金 8,569,000 事業費 2,539,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金 260,000 人件費支出 7,205,142

事業収入 2,450,000 事務費支出 169,000 平成21年度交付予定額

人件費返還金 814,858

合　計　 11,279,000 合　計　 10,728,000

補助金 事業費 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 合　計　

7,754,142
富士見市福祉団体
補助金交付要綱

市民の参加と協力で、高齢者の家
事援助サービスの提供ができ、利
用者とのコミュニティや協働事業
に寄与することができる。

8,836,000

3,233,000

65
ふじみ在宅福祉サービス
運営費補助金

社会福祉法人　富士見市社会福
祉協議会(会員数111人)

市民の参加と協力で,一人暮らしや
老夫婦世帯等で介護保険の給付の対
象とならない家事援助サービスを行
なう「ふじみ在宅福祉サービスセン
ター」の運営費を補助する。

12,520,000
富士見市地域開催
敬老事業補助金交
付要綱

高齢者同士の仲間づくりが出来つ
つある。

11,642,000

14,060,000

64
敬老会地域開催事業補助
金

30町会及び５地区社協
（対象者70歳以上11,960人）

地域において、高齢者の交流の機会
を作ることを目的として開催する。

8,124,290
富士見市介護保険
利用者負担補助要
綱

低所得者に対して介護保険サービ
スに係る利用者負担額の減免措置
をした。在宅介護サービス利用料
（自己負担）に対して保険料第1
段階（50％）12件45,590円　第
2・3段階（25％）4,582件
8,078,700円

5,861,130

8,500,000

66
富士見市介護保険利用者
負担補助金

申請者４２４人
在宅サービス利用の被保険者に対し
て、低所得者が支払う利用者負担金
の一部を補助する。

2,256,000

富士見市特別支援
学校放課後児童対
策事業費補助金交
付要綱

①平成２０年度より父母の自主運
営から社会福祉法人による事業と
してスタート
②５名の生徒が利用し、保護者の
就労保障と生徒の放課後活動の充
実を図ることができた。

1,065,800

5,640,000

63
特別支援学校放課後児童
対策事業費補助金

社会福祉法人ゆいの里福祉会
理事長

富士見特別支援学校に通学する障害
のある児童及び生徒の放課後の健全
育成を図る

560,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

保育所の安定的な運営が行なわ
れ、年間延べ1124人の児童の保育
をすることができました

560,000

560,000

62 職員処遇改善事業 勝瀬こばと保育園
職員の処遇の改善を図ることで、安
定した保育運営が行なわれることを
目的とする。

805,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

保育所の安定的な運営が行なわ
れ、年間延べ1241人の児童の保育
をすることができました

770,000

805,000

62 職員処遇改善事業 西みずほ台保育園
職員の処遇の改善を図ることで、安
定した保育運営が行なわれることを
目的とする。

490,000
富士見市民間保育
所補助金交付要綱

保育所の安定的な運営が行なわ
れ、年間延べ403人の児童の保育
をすることができました

490,000

455,000

62 職員処遇改善事業 子どものそのBaby
職員の処遇の改善を図ることで、安
定した保育運営が行なわれることを
目的とする。

健康福祉部9



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数)

交  付  金  額

（市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

健康福祉部

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№１５～７８

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額

交付の根拠とな
る法令、条例、
要綱等及び補助
額算定基準

補助金 14,220,000 事業費 428,311,857 平成19年度実績額

会員負担金　 926,700 次年度繰越金 12,334,455

前年度繰越金 12,191,897

その他 429,307,715 その他 16,000,000 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 456,646,312 合　計 456,646,312

補助金 事業費 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 合　計　

補助金 352,000 事業費 298,564 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 32,311

前年度繰越金 32,034 会議費他 59,384

諸収入 6,225 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 390,259 合　計 390,259

補助金 1,020,000 事業費 8,215,515 平成19年度実績額

会員負担金　 1,275,000 次年度繰越金 95,306

前年度繰越金 39,136

他収入 5,976,685 　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 8,310,821 合　計　 8,310,821

補助金 5,600,000 事業費 14,151,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

診療報酬金 7,000,000 　 平成21年度交付予定額

一部負担金 1,551,000 　

合　計　 14,151,000 合　計 14,151,000

補助金 1,449,000 事業費 2,525,933 平成19年度実績額

会員負担金　 1,040,000 次年度繰越金 437,839

前年度繰越金 449,726

雑収入 25,046 　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 2,963,772 合　計 2,963,772

補助金 2,000,000 事業費 2,000,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 2,000,000 合　計 2,000,000

14,220,000

社団法人富士見市
シルバー人材セン
ター補助金交付要
綱

就業の機会の拡大を図り、健康維
持により医療費の軽減や生きがい
の充実・地域社会に寄与する。

14,220,000

14,220,000

68
社)富士見市シルバー人材
センター運営補助事業

社)富士見市シルバー人材
センター（会員数802人）

就業の機会を確保し、提供すること
により、生きがいの充実や活力ある
地域社会づくりに寄与する。

69
70
予防接種補助金 個人（市民）  12名

病気等により委託医療機関で予防接
種ができない市民へ委託料を限度額
とし接種費用を補助する。

46,745
区域外予防接種補
助金交付要綱

101,690

120,000

71
母子保健推進員連絡協議
会補助金

母子保健推進員連絡協議会

母と子の健康を守るため、地域の身
近な相談相手として町会単位に活動
している。妊婦・乳児の各家庭への
訪問活動をはじめ育児支援としての
グループ活動や保健事業の連絡協力
等幅広い活動

352,000
母子保健推進員連
絡協議会補助金交
付要綱

家庭訪問や子育て支援事業を通じ
母子保健の向上を図った。

352,000

352,000

72 医師会運営事業費補助金 富士見医師会
地域医療を確保し、地域保健事業を
推進する。

1,020,000
富士見市医療機関
の団体の運営費補
助金交付要綱

乳幼児健診、予防接種等の地域保
健事業の推進が図られた。

1,060,000

1,060,000

73 休日診療所運営費補助金 東入間医師会 休日急患医療体制を推進する。 5,600,000
富士見市医療機関
の団体の運営費補
助金交付要綱

休日急患医療体制を確保
（健康増進センター内にある診療
所で日曜・祝日・12月31日～1月3
日の午前9時～午後4時まで内科・
小児科を診療）平成20年度1,079
人

5,680,000

5,600,000

74
歯科医師会運営事業費補
助金

富士見市歯科医師会
地域歯科医療を確保し、地域保健事
業を推進するため及び歯の健康フェ
アを実施する。

748,000
富士見市医療機関
の団体の運営費補
助金交付要綱

歯科保健事業が推進され、歯の健
康フェアを通じて歯の健康への啓
発が図られた。

748,000

768,000

75
病診連携推進事業費補助
金

東入間医師会
開業医と中核的病院（大学病院）と
の連絡調整を行い相互の連携と効率
的な医療供給体制の確立を図る。

745,700
富士見市医療機関
の団体の運営費補
助金交付要綱

中核的病院（大学病院）との連絡
調整を行い連携を図ることができ
た。また、東入間医師会による市
民公開講座を開催した。

746,540

746,000

健康福祉部10



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数)

交  付  金  額

（市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

健康福祉部

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№１５～７８

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額

交付の根拠とな
る法令、条例、
要綱等及び補助
額算定基準

補助金 22,361,022 事業費 28,821,322 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

診療報酬金 6,111,000 　 平成21年度交付予定額

一部負担金他 349,300 　

合　計　 28,821,322 合　計 28,821,322

補助金 4,044,000 事業費 4,044,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 4,044,000 合　計 4,044,000

補助金 96,000 事業費 294,273 平成19年度実績額

会員負担金　 83,200 次年度繰越金 42,460

前年度繰越金 63,415

事業収入 88,000 平成21年度交付予定額

諸収入 6,118 　

合　計　 336,733 合　計 336,733

76
小児時間外救急診療所運
営費補助金

東入間医師会
小児時間外（平日夜間）救急医療体
制を確保する。

8,298,228
富士見市医療機関
の団体の運営費補
助金交付要綱

小児時間外救急医療体制の確保が
図られた。（16歳未満を対象に東
入間医師会館内にある診療所で月
～土の午後8時～10時まで診療）
平成20年度1,130人

8,466,168

8,299,000

77
在宅当番医制運営費補助
金

東入間医師会
救急医療体制の確保・充実を図る。
（産婦人科の在宅診療）

1,486,667
富士見市医療機関
の団体の運営費補
助金交付要綱

救急医療体制の確保が図られた。
（産婦人科の在宅診療）

1,533,074

1,487,000

78
食生活改善推進員協議会
補助金

健康の維持・増進につながるバラン
ス食等の地域への伝達・普及および
健康月間事業への協力等食生活を通
した健康づくりの活動

96,000
富士見市食生活改
善推進員協議会補
助金交付要綱

食生活改善のための啓発活動をは
じめ、地域で料理講習会を実施
し、食生活の改善を図った。

96,000

96,000

健康福祉部11



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数)

補助金 90,000 事業費 386,443 平成19年度実績額

会員負担金　 230,000 次年度繰越金 38,063

前年度繰越金 104,073

その他 433 　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 424,506 合　計　 424,506

補助金 事業費 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 　 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 合　計

補助金 480,000 事業費 514,995 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 7,533

前年度繰越金 42,208

（雑入） 320 　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 522,528 合　計　 522,528

補助金 480,000 会議費 92,332 平成19年度実績額

会員負担金　 需用費 420,171

雑収入 17,220 事業費 248,277

前年度繰越金 375,060 次年度繰越金 111,500 平成21年度交付予定額

　

合　計　 872,280 合　計　 872,280

補助金 40,000 事業費 62,180 平成19年度実績額

会員負担金　 25,000 次年度繰越金 2,839

前年度繰越金

利息 19 　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 65,019 合　計　 65,019

補助金 50,000 事業費 75,705 平成19年度実績額

会員負担金　 30,000 次年度繰越金 8,595

前年度繰越金 4,300

　 　 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 84,300 合　計 84,300

補助金 50,000 事業費 463,430 平成19年度実績額

会員負担金　 400,000 次年度繰越金 166,747

前年度繰越金 179,792

雑収入 385 　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 630,177 合　計 630,177

まちづくり環境部

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№８０～１０８

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額交  付  金  額

（市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

交付の根拠となる
法令、条例、要綱
等及び補助額算定

基準

80
富士見都市計画土地区画
整理組合連合会補助金

富士見都市計画土地区画整理組
合連合会

まちづくりを推進する地元地権者組織
が行う活動を支援する。

22,500

組合区画整理事業の推進のた
め、各地区共通の課題研究に関
し、研修・勉強会を実施するな
どの事業が行われた。

22,500

22,500

富士見市まちづく
り推進事業補助金
交付要綱

富士見市生け垣設
置奨励事業補助金
交付要綱

90,000

160,000

81
生け垣設置奨励事業補助
金

市民（申請者）
（４名）

みどりの保護及び緑化の推進を図るた
め、災害防止に役立つ生け垣の設置を
奨励し、その事業に対して予算の範囲
内で補助金を交付する。

114,000 ・みどりの保護及び緑化の推進

83
富士見市まちづくり推進
事業補助金

鶴瀬駅西口区画整理事業推進協
議会

区画整理の研究会や視察研修等を行
い、事業の推進を図る。

480,000
富士見市まちづく
り推進事業補助金
交付要綱

広報紙「西口だより」の発行や
視察研修の実施により、事業の
理解とまちづくりに対する関心
を深めた。

439,631

480,000

84
鶴瀬駅東口まちづくり協
議会補助金

鶴瀬駅東口まちづくり協議会
（会員数：１８６名）

鶴瀬駅東口地区全体でのまちづくり活
動を促進するため、地元地権者組織に
よる調査・研究活動に対し補助するも
の

480,000
富士見市まちづく
り推進事業補助金
交付要綱

・地区内を歩き、現状把握や問題点
を発見する「東口を歩く会」の開
催。
・さいたま市岩槻区の岩槻駅西口土
地区画整理事業への視察研修会。
・建物移転等に関する「相談会」の
開催。
　以上の主な事業により、地区全体
の調和のあるまちづくり実現に向け
た活動を行った。

487,817

480,000

85
富士見市自主防災組織育
成補助金

南畑第１町会防災会 自主防災組織の育成を図るため 40,000

富士見市自主防災組織育成
補助金交付要綱
自主防災組織構成世帯数
（限度額）100世帯未満
（20,000円）、100世帯以
上～200世帯未満（25,000
円）、200世帯以上～300世
帯未満（30,000円）、300
世帯以上～500世帯未満
（40,000円）、500世帯以
上（50,000円）

自主防災組織の育成に寄与する
ことができた。

40,000

85
富士見市自主防災組織育
成補助金

鶴瀬東2丁目南町会自主防災会 自主防災組織の育成を図るため 50,000
自主防災組織の育成に寄与する
ことができた。

50,000

50,000

85
富士見市自主防災組織育
成補助金

水谷東3丁目町会自主防災会 自主防災組織の育成を図るため 50,000
自主防災組織の育成に寄与する
ことができた。

50,000

50,000

まちづくり環境部1



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数)

まちづくり環境部

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№８０～１０８

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額交  付  金  額

（市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

交付の根拠となる
法令、条例、要綱
等及び補助額算定

基準

補助金 50,000 事業費 102,875 平成19年度実績額

会員負担金　 50,000 次年度繰越金 2,505

前年度繰越金 5,287

利息 93 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 105,380 合　計 105,380

補助金 40,000 事業費 77,476 平成19年度実績額

会員負担金　 30,000 次年度繰越金 8,604

前年度繰越金 16,027

利息 53 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 86,080 合　計 86,080

補助金 30,000 事業費 45,025 平成19年度実績額

会員負担金　 15,000 次年度繰越金

前年度繰越金

利息 25 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 45,025 合　計 45,025

補助金 50,000 事業費 403,593 平成19年度実績額

会員負担金　 280,000 次年度繰越金 318,117

前年度繰越金 252,147

雑収入 139,563 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 721,710 合　計 721,710

補助金 50,000 事業費 97,615 平成19年度実績額

会員負担金　 80,000 次年度繰越金 32,385

前年度繰越金

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 130,000 合　計 130,000

補助金 50,000 事業費 101,024 平成19年度実績額

会員負担金　 50,000 次年度繰越金 3,724

前年度繰越金 4,732

利息 16 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 104,748 合　計 104,748

補助金 50,000 事業費 275,189 平成19年度実績額

会員負担金　 201,720 次年度繰越金 121,167

前年度繰越金 92,535

雑収入 52,101 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 396,356 合　計 396,356

85
富士見市自主防災組織育
成補助金

羽沢2丁目町会防災会 自主防災組織の育成を図るため 50,000
自主防災組織の育成に寄与する
ことができた。

40,000

50,000

85
富士見市自主防災組織育
成補助金

鶴瀬東2丁目北町会防災会 自主防災組織の育成を図るため 40,000
自主防災組織の育成に寄与する
ことができた。

40,000

40,000

85
富士見市自主防災組織育
成補助金

南畑第3町会防災会 自主防災組織の育成を図るため 30,000
自主防災組織の育成に寄与する
ことができた。

30,000

30,000

85
富士見市自主防災組織育
成補助金

東みずほ台2丁目町会防災会 自主防災組織の育成を図るため 50,000
自主防災組織の育成に寄与する
ことができた。

50,000

50,000

85
富士見市自主防災組織育
成補助金

羽沢3丁目町会防災会 自主防災組織の育成を図るため 50,000
自主防災組織の育成に寄与する
ことができた。

50,000

50,000

85
富士見市自主防災組織育
成補助金

鶴馬関沢自主防災会 自主防災組織の育成を図るため 50,000
自主防災組織の育成に寄与する
ことができた。

50,000

50,000

85
富士見市自主防災組織育
成補助金

水谷東2丁目防災会 自主防災組織の育成を図るため 50,000
自主防災組織の育成に寄与する
ことができた。

50,000

50,000

まちづくり環境部2



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数)

まちづくり環境部

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№８０～１０８

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額交  付  金  額

（市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

交付の根拠となる
法令、条例、要綱
等及び補助額算定

基準

補助金 50,000 事業費 78,308 平成19年度実績額

会員負担金　 28,308 次年度繰越金

前年度繰越金

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 78,308 合　計 78,308

補助金 30,000 事業費 42,161 平成19年度実績額

会員負担金　 20,000 次年度繰越金 22,580

前年度繰越金 14,673

利息 68 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 64,741 合　計 64,741

補助金 40,000 事業費 95,292 平成19年度実績額

会員負担金　 51,100 次年度繰越金 335

前年度繰越金 4,527

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 95,627 合　計 95,627

補助金 50,000 事業費 186,760 平成19年度実績額

会員負担金　 136,760 次年度繰越金

前年度繰越金

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 186,760 合　計 186,760

補助金 50,000 事業費 186,501 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 209,080

前年度繰越金 344,186

雑収入 1,395 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 395,581 合　計 395,581

補助金 50,000 事業費 615,240 平成19年度実績額

会員負担金　 565,240 次年度繰越金

前年度繰越金

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 615,240 合　計 615,240

補助金 17,400 事業費 26,100 平成19年度実績額

会員負担金　 49,200 次年度繰越金 271,804

前年度繰越金 231,025 その他 19,900

利息 379 平成21年度交付予定額

その他 19,800 　

合　計　 317,804 合　計 317,804

85
富士見市自主防災組織育
成補助金

上沢3丁目防災会 自主防災組織の育成を図るため 50,000
自主防災組織の育成に寄与する
ことができた。

50,000

50,000

85
富士見市自主防災組織育
成補助金

サンライトマンション「ひの
き」防災会

自主防災組織の育成を図るため 20,000
自主防災組織の育成に寄与する
ことができた。

20,000

20,000

85
富士見市自主防災組織育
成補助金

水谷東1丁目町会自主防災会 自主防災組織の育成を図るため 40,000
自主防災組織の育成に寄与する
ことができた。

40,000

40,000

85
富士見市自主防災組織育
成補助金

西みずほ台3丁目防災会 自主防災組織の育成を図るため 50,000
自主防災組織の育成に寄与する
ことができた。

50,000

50,000

85
富士見市自主防災組織育
成補助金

打越防災会 自主防災組織の育成を図るため 50,000
自主防災組織の育成に寄与する
ことができた。

50,000

50,000

85
富士見市自主防災組織育
成補助金

東みずほ台3・4丁目町会防災会 自主防災組織の育成を図るため 50,000
自主防災組織の育成に寄与する
ことができた。

39,312

50,000

85
富士見市自主防災組織育
成補助金

竹際寿自治会防災部 自主防災組織の育成を図るため 17,400
自主防災組織の育成に寄与する
ことができた。

20,000

20,000

まちづくり環境部3



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数)

まちづくり環境部

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№８０～１０８

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額交  付  金  額

（市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

交付の根拠となる
法令、条例、要綱
等及び補助額算定

基準

補助金 30,000 事業費 104,475 平成19年度実績額

会員負担金　 500,000 次年度繰越金 3,055,938

前年度繰越金 2,627,037

利息 3,376 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 3,160,413 合　計 3,160,413

補助金 50,000 事業費 235,260 平成19年度実績額

会員負担金　 200,000 次年度繰越金 1,019,651

前年度繰越金 1,002,232

雑収入 2,679 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 1,254,911 合　計 1,254,911

補助金 50,000 事業費 128,329 平成19年度実績額

会員負担金　 78,329 次年度繰越金

前年度繰越金

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 128,329 合　計 128,329

補助金 1,949,000 事業費 4,872,500 平成19年度実績額

会員負担金　 2,923,500 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 4,872,500 合　計 4,872,500

補助金 90,000 事業費 3,071,213 平成19年度実績額

会員負担金　 1,558,040 次年度繰越金 14,485

前年度繰越金 227,216

その他 1,210,442 　 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 3,085,698 合　計 3,085,698

補助金 1,420,000 事業費 5,734,113 平成19年度実績額

会員負担金　 3,796,400 次年度繰越金 59,915

前年度繰越金 78,668

　 498,960 　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 5,794,028 合　計 5,794,028

補助金 1,945,400 事業費 1,945,400 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 1,945,400 合　計 1,945,400

85
富士見市自主防災組織育
成補助金

榎町町会自主防災会 自主防災組織の育成を図るため 30,000
自主防災組織の育成に寄与する
ことができた。

30,000

30,000

85
富士見市自主防災組織育
成補助金

 西みずほ台１丁目町会南町会
防災会

自主防災組織の育成を図るため 50,000
自主防災組織の育成に寄与する
ことができた。

50,000

50,000

85
富士見市自主防災組織育
成補助金

水谷第３町会防災会 自主防災組織の育成を図るため 50,000
自主防災組織の育成に寄与する
ことができた。

50,000

88 小用排水路工事等補助金
富士見市土地改良団体連絡協議
会
　要望団体(９団体）

安定的な農業基盤の確保のため、用水
の効率的な安定供給と用排水路の適正
管理を行い優良農地の保全を図るため
の補助をおこなう。

1,949,000

富士見市農林水産
振興事業補助金の
交付手続等に関す
る規則
土地改良事業等補
助金交付要綱

協議会加入９団体に事業費の４
0%以内の補助規定に対し、各団
体については39.80%の補助実績
となり、水田農業の安定した基
盤の整備に貢献できた

2,440,000

2,049,000

89
入間東部労働組合連合会
補助金

入間東部労働組合連合会
労働者全体の福祉の向上を図るため、
福祉活動を行う労働団体に対し、補助
金を交付する。

30,000
富士見市労働団体
福祉活動補助金交
付要綱

福祉活動を行う労働団体に対
し、補助金を交付することによ
り事業の充実が図られ、労働者
の福利、厚生に寄与する。

30,000

30,000

90
川越地方労働組合連絡協
議会補助金

川越地方労働組合連絡協議会
労働者全体の福祉の向上を図るため、
福祉活動を行う労働団体に対し、補助
金を交付する。

40,000
富士見市労働団体
福祉活動補助金交
付要綱

福祉活動を行う労働団体に対
し、補助金を交付し労働者の福
利、厚生が図られる。

40,000

40,000

91
中小企業退職金共済掛金
等補助金

中小企業退職金共済法又は特定
退職金共済契約により、新たに
契約の被共催者となる従業員を
有する市内の事業主。51事業所
244人

中小企業の育成及び雇用する従業員の
福祉の増進を図るため中退共掛金等の
補助金を事業主に対し交付する。

1,945,400
富士見市中小企業
退職金共済契約掛
金補助要綱

独力では退職金制度を設けるこ
とが困難な中小企業に対し、掛
け金の一部を補助することで中
小企業の育成及び雇用する従業
員の福祉の増進が図られる。

1,530,200

1,700,000

まちづくり環境部4



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数)

まちづくり環境部

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№８０～１０８

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額交  付  金  額

（市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

交付の根拠となる
法令、条例、要綱
等及び補助額算定

基準

補助金 事業費 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

平成21年度交付予定額

合　計　 合　計　

補助金 152,000 事業費 646,080 平成19年度実績額

会員負担金　 360,000 次年度繰越金 20,305

前年度繰越金 21,889 その他 20,757

その他 153,253 　 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 687,142 合　計 687,142

補助金 152,000 事業費 151,098 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 14,998

前年度繰越金 14,994 会議費 1,020

雑収入 122 平成21年度交付予定額

合　計　 167,116 合　計 167,116

補助金 15,265 事業費 305,262 平成19年度実績額

会員負担金　 68,592 次年度繰越金

前年度繰越金

国県補助金 221,405 　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 305,262 合　計　 305,262

補助金 1,944,000 事業費 6,785,578 平成19年度実績額

会員負担金　 5,273,326 次年度繰越金 3,532

前年度繰越金 40,766 業務費 507,290

雑収入 102,851 事務費 59,143 平成21年度交付予定額

雑費 5,400

合　計　 7,360,943 合　計　 7,360,943

補助金 80,000 事業費 349,628 平成19年度実績額

会員負担金　 269,628 次年度繰越金

前年度繰越金

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 349,628 合　計 349,628

補助金 1,422,000 事業費 99,658,607 平成19年度実績額

自己資金 746,147,122 次年度繰越金 9,063,178

前年度繰越金 9,123,878 業務費等 650,652,119

雑収入 2,680,904 　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 759,373,904 合　計 759,373,904

92
農業近代化資金利子補給
補助金

農業近代化資金借入者
上期　　１５件
下期　　１４件

農業者等の資本整備の高度化を図り、
農業経営の近代化に資するために交付
する。

205,813
上期　  115,284
下期　　90,529

富士見市農業近代
化資金利子補給要
綱

農業者等の資本整備の高度化を
図り、農業経営の近代化に資す
ることができた。

317,772

93 農業青年会議所補助金
富士見市農業青年会議所
（２０）

地域農業等の発展等に農業青年の意向
を反映することにより、農業後継者の
育成確保及び就農環境の整備を図るた
めに交付する。

152,000

富士見市農林水産
振興事業補助金等
の交付手続等に関
する規則、定額補
助

地域の農業者が抱えている地域
農業や農業生活に係わる諸問題
の中から会員の総意に基づいて
課題を選定することができた。

152,000

152,000

94
農業後継者対策協議会補
助金

富士見市農業後継者対策協議会
（１０）

農業後継者対策に関する総合的な企画
調整及び事業の推進を図るために交付
する。

152,000

富士見市農林水産
振興事業補助金等
の交付手続等に関
する規則、定額補
助

学童農園として、市内小中学校
等１４団体へ野菜苗を援助・児
童交換体験学習事業を助成し、
後継者育成に貢献した。

190,000

152,000

95

（農業生産支援等補助金）

野菜価格安定事業補助金 いるま野農業協同組合
（３５）

野菜の生産は、気象の変動によって作
柄が左右され、また、需給の不均衡に
より価格が不安定になり易い。このた
め、市場価格の低落時に価格差補給金
の交付を受けるため積み立てた資金に
対して、補助し農業経営の安定を図
る。

15,265
富士見市野菜価格
安定事業補助金交
付要綱

農産物の価格低落を補助補填す
ることにより農産物の安定供給
と農家経済の安定が図られた。

46,035

320,000

96

（農業生産支援等補助金）

水稲広域防除事業補助金 富士見市農作物病害虫防除協議
会　　（３０７）

農作物病害虫発生の複雑化、多発的傾
向に対処して病害虫防除知識の普及・
徹底を図るとともに病害虫の異常発生
時には、広域防除を実施し農業生産の
増進を図り農業経営の安定を図る

1,944,000

富士見市農林水産
振興事業補助金等
の交付手続等に関
する規則、定額補
助

農作物病害虫発生の複雑化に対
応して病害虫防除と普及徹底を
図ると共に広域防除を実施し、
農業生産の増進を図り農業経営
の安定が図られた。

1,944,000

1,944,000

97

（農業生産支援等補助金）

地域特産物産業化促進事
業補助金

富士見市商工会
（１，５８７）

事業組合等が主体となって行う、地元
農産物を利用した加工食品などの開発
や販売促進を支援し、農業・商業の活
性化に資するとともに米の消費拡大を
推進する。

80,000

富士見市農林水産
振興事業補助金等
の交付手続等に関
する規則、定額補
助

地元産米で醸造した純米吟醸酒
「縄文海進」の製造販売によ
り、米の消費拡大と特産品の開
発につながり、農業振興化と商
業の活性化が図られた。

80,000

80,000

98

（農業生産支援等補助金）

埼玉中部農業共済組合補
助金

埼玉中部農業共済組合
（４６，７６３）

農業者が不慮の事故によって受ける損
失を補填して、農業経営の安定を図
り、農業生産力の発展に資するため農
業災害補償法に基づき、設置した共済
組合が行う共済事業に対し交付する。

1,422,000

富士見市農林水産
振興事業補助金等
の交付手続等に関
する規則、定額補
助

農業災害補償法に定められた農
作物共済、家畜、果樹、畑作そ
の他を実施し、農業者が不慮の
事故によって受ける損失を農業
保険により補填し経営の安定を
図れた。

1,422,000

1,422,000

まちづくり環境部5



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数)

まちづくり環境部

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№８０～１０８

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額交  付  金  額

（市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

交付の根拠となる
法令、条例、要綱
等及び補助額算定

基準

補助金 1,422,000 事業費 99,658,607 平成19年度実績額

自己資金 746,147,122 次年度繰越金 9,063,178

前年度繰越金 9,123,878 業務費等 650,652,119

雑収入 2,680,904 　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 759,373,904 合　計 759,373,904

補助金 387,000 事業費 415,218 平成19年度実績額

会員負担金　 14,000 次年度繰越金 98,894

前年度繰越金 98,862 会議費 3,674

参加負担金 21,600 事務費 3,990 平成21年度交付予定額

雑収入 314 　

合　計　 521,776 合　計 521,776

補助金 265,380 事業費 2,012,035 平成19年度実績額

会員負担金　 2,029,890 次年度繰越金 257,034

前年度繰越金 269,122 その他 332,615

その他 37,292 　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 2,601,684 合　計 2,601,684

補助金 120,000 事業費 574,900 平成19年度実績額

自己負担金 314,245 次年度繰越金 17,794

前年度繰越金 83,093

組合費 75,000 　 平成21年度交付予定額

雑収入 356 　

合　計　 592,694 合　計 592,694

補助金 65,000 事業費 406,548 平成19年度実績額

会員負担金　 331,845 次年度繰越金 100,932

前年度繰越金 110,635

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 507,480 合　計　 507,480

補助金 3,100,000 事業費 6,776,241 平成19年度実績額

会員負担金　 3,676,241 次年度繰越金

前年度繰越金

　 　 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 6,776,241 合　計 6,776,241

補助金 事業費 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 合　計　

98

（農業生産支援等補助金）

埼玉中部農業共済組合補
助金

埼玉中部農業共済組合
（４６，７６３）

農業者が不慮の事故によって受ける損
失を補填して、農業経営の安定を図
り、農業生産力の発展に資するため農
業災害補償法に基づき、設置した共済
組合が行う共済事業に対し交付する。

1,422,000

富士見市農林水産
振興事業補助金等
の交付手続等に関
する規則、定額補
助

農業災害補償法に定められた農
作物共済、家畜、果樹、畑作そ
の他を実施し、農業者が不慮の
事故によって受ける損失を農業
保険により補填し経営の安定を
図れた。

1,422,000

1,422,000

100

（農業生産支援等補助金）

農業研究団体連絡協議会
補助金

富士見市農業研究団体連絡協議
会
（７団体）

農業の振興を目的とする団体で組織
し、今日的課題の克服や農業生産の向
上を図ることを目的とし、現在は地産
地消と環境にやさしい農業を目指して
活動している。

387,000

富士見市農林水産
振興事業補助金等
の交付手続等に関
する規則、定額補
助

生産者と消費者との交流の機会
をつくり、農業に対する取り組
みについて理解が得られ、富士
見市の農業振興の一助になっ
た。

487,000

385,000

101

（農業生産支援等補助金）

 梨出荷組合補助金 富士見市梨出荷組合
（１９）

特産品としての梨の品質向上と生産性
の向上により農業経営の安定を図り、
梨農業の存続のために交付する。

200,000

富士見市農林水産
振興事業補助金等
の交付手続等に関
する規則、定額補
助

梨の品質向上に向け、摘果、選
定、栽培講習や視察研修を行
い、防鳥・防風網の協同購入な
ど、組合の活性化と農業の安定
が図られた。

200,000

200,000

102

（農業生産支援等補助金）

酪農組合事業補助金 富士見酪農組合
（３）

牛の改良、増殖、病気の予防及び畜産
公害及び細菌感染の防止を図る

120,000

富士見市農林水産
振興事業補助金等
の交付手続等に関
する規則、定額補
助

優秀牛をつくり、畜産公害及び
細菌感染の防止を図った

120,000

120,000

103
土地改良団体連絡協議会
補助金

富士見市土地改良団体連絡協議
会 (10団体）

土地改良団体相互の連携を図り、用水
の確保を目的に防災面や都市化の進展
に伴って生ずる諸問題について調査研
究し基盤の確立を図るなど地域に寄与
する。

65,000

富士見市農林水産
振興事業補助金の
交付手続等に関す
る規則
土地改良事業等補
助金交付要綱

・視察研修の実施（美里町･高
崎市）
・市長懇談会及び市長懇親会を
実施し、農業基盤の確立を図れ
た。

66,000

65,000

104 揚水機場動力費補助金
富士見市土地改良団体連絡協議
会
　全加入団体(１０団体）

安定的な農業基盤の確保のため、自然
環境に左右されやすい水稲の作付けに
対し、地下水等を用水とするための費
用である電気動力費に対する補助をす
る。

3,100,000

富士見市農林水産
振興事業補助金の
交付手続等に関す
る規則
土地改良事業等補
助金交付要綱

協議会加入10団体に事業費の
50%以内の補助規定に対し、
45.75%の実績であり水田農業の
安定した基盤の整備に貢献でき
た

2,534,000

3,000,000

105
中小企業融資保証料補助
金

申請者８件

小口融資制度利用者は、融資を受ける
代わりに保証料を当初に支払ってい
る。そこで、遅延なく完済した利用者
には保証料相当分を補助することによ
り、負担軽減を図ろうとするものであ
る。

1,685,296
中小企業融資保証
料補助規則

小口融資制度利用者の負担軽減
が図られた

まちづくり環境部6



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数)

まちづくり環境部

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№８０～１０８

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額交  付  金  額

（市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

交付の根拠となる
法令、条例、要綱
等及び補助額算定

基準

補助金 10,500,000 事業費 60,553,064 平成19年度実績額

会員負担金　 25,566,900 次年度繰越金 5,270,254

前年度繰越金 4,660,709 その他 26,426,899

その他 51,522,608 　 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 92,250,217 合　計 92,250,217

補助金 事業費 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 合　計

補助金 176,000 事業費 529,200 平成19年度実績額

会員負担金　 353,200 次年度繰越金

前年度繰越金

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 529,200 合　計 529,200

補助金 500,000 事業費 2,456,580 平成19年度実績額

会員負担金　 1,956,580 次年度繰越金

前年度繰越金

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 2,456,580 合　計 2,456,580

補助金 114,000 事業費 342,563 平成19年度実績額

会員負担金　 228,563 次年度繰越金

前年度繰越金

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 342,563 合　計 342,563

補助金 500,000 事業費 3,425,485 平成19年度実績額

会員負担金　 667,485 次年度繰越金

協賛金等 2,258,000

前年度繰越金 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 3,425,485 合　計 3,425,485

106
富士見市商工会事業運営
費補助金

富士見市商工会

市内中小企業者を会員とする富士見市
商工会が、会員のために行う、経営・
税務・金融等の指導や相談業務は中小
企業育成のために不可欠であり、専門
家集団である商工会活動を支援するこ
とは、すなわち市内中小企業者を育て
ることにつながるため。

10,500,000
富士見市商工会事
業費補助金交付要
綱

商工会を通して市内商工業の振
興及び小規模事業者の支援が図
られた。

107 街路灯使用電灯料補助金 扇田商店会　他２１商店会等
商店会が設置した商店街灯電気料の負
担軽減（年間電気料の５０％を限度）

3,578,304
商店街環境施設整
備事業等補助金交
付要綱

商店街灯電気料の負担軽減が図
られた

108
商店街活性化推進事業補
助金

寺下商店街振興組合
商店会の活性化及び振興を図るため、
商店会の行う各種催しに対しその必要
経費の一部を補助する。

176,000
商店街活性化推進
事業費補助金交付
要綱

商店会が行う各種催しが円滑に
行われ、地域振興の一助となっ
た。

108
商店街活性化推進事業補
助金

西みずほ台商店会
商店会の活性化及び振興を図るため、
商店会の行う各種催しに対しその必要
経費の一部を補助する。

500,000
商店街活性化推進
事業費補助金交付
要綱

商店会が行う各種催しが円滑に
行われ、地域振興の一助となっ
た。

108
商店街活性化推進事業補
助金

鶴瀬西銀座商店会
商店会の活性化及び振興を図るため、
商店会の行う各種催しに対しその必要
経費の一部を補助する。

114,000
商店街活性化推進
事業費補助金交付
要綱

商店会が行う各種催しが円滑に
行われ、地域振興の一助となっ
た。

108
商店街活性化推進事業補
助金

鶴瀬西商店会連合
商店会の活性化及び振興を図るため、
商店会等の行う各種催しに対しその必
要経費の一部を補助する。

500,000
商店街活性化推進
事業費補助金交付
要綱

商店会等が行う各種催しが円滑
に行われ、地域振興の一助と
なった。

まちづくり環境部7



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数)

補助金 192,000 事業費 858,917 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 39,493

前年度繰越金 275,765

助成金 400,000 平成21年度交付予定額

雑収入 30,645 　

合　計　 898,410 合　計 898,410

補助金 192,000 事業費 752,833 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 3,504

前年度繰越金 183 　 　

助成金 500,000 　 平成21年度交付予定額

雑収入 64,154 　

合　計　 756,337 合　計　 756,337

補助金 192,000 事業費 772,576 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 115,955

前年度繰越金 67,174

助成金 500,000 　 平成21年度交付予定額

雑収入 129,357 　

合　計　 888,531 合　計 888,531

補助金 316,000 事業費 312,738 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 60,265

前年度繰越金 56,788

雑収入 215 　 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 373,003 合　計 373,003

補助金 227,000 事業費 221,300 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 91,094

前年度繰越金 36,198

雑収入 49,196 　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 312,394 合　計 312,394

補助金 25,083,743 事業費 39,400,147 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金 　 　

運賃収入 14,316,404 　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 39,400,147 合　計　 39,400,147

111

112

227,000

227,000

24,084,109

29,000,000

一般乗車数 ８５，５８７人
優待者数　 ６８，１７２人
合　　計 １５３，７５９人

各種交通安全運動及び交通安全活
動に参加・協力し、交通事故防止
を呼びかけた。また、会員自らが
研修会等に参加し交通安全思想及
び知識の高揚を図った。

富士見市交通安全推進団
体事業費補助金

富士見市交通安全母の会

建設部

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№１０９～１１２

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額

交  付  金  額

（市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

交付の根拠とな
る法令、条例、
要綱等及び補助
額算定基準

192,000

192,000

富士見市交通安全
推進団体事業費補
助金交付要綱

109
富士見市交通安全推進団
体事業費補助金

東入間交通安全協会鶴瀬支部
交通安全思想の普及、街頭指導及び広
報活動を強化推進し、交通事故防止を
図る。

市及び関係機関、諸団体と相互に
連携を図りながら、各種交通安全
事業を積極的に展開することによ
り、交通安全意識の高揚と交通安
全意識の高揚を図る。

富士見市交通安全
推進団体事業費補
助金交付要綱

192,000

市及び東入間警察署などの関係機
関、諸団体と相互に連携を図りな
がら、各種交通安全事業を積極的
に展開することにより、交通安全
意識の高揚を図る。

109
富士見市交通安全推進団
体事業費補助金

東入間交通安全協会南畑支部
交通安全思想の普及、街頭指導及び広
報活動を強化推進し、交通事故防止を
図る。

109
富士見市交通安全推進団
体事業費補助金

192,000

192,000

市及び関係機関、諸団体と相互に
連携を図りながら、各種交通安全
事業を積極的に展開することによ
り、交通安全意識の高揚と交通安
全意識の高揚を図る。

富士見市交通安全
推進団体事業費補
助金交付要綱

東入間交通安全協会水谷支部
交通安全思想の普及、街頭指導及び広
報活動を強化推進し、交通事故防止を
図る。

192,000

市及び東入間警察署などの関係機
関及び諸団体と連携を図り、街頭
活動をはじめとした各種交通安全
推進事業に積極的に参画し、市民
に対して交通安全思想を普及する
とともに、交通安全機運の醸成を
図るなど交通事故防止に努めた。

110
富士見市交通安全推進団
体事業費補助金

富士見市交通安全対策協議会

市民生活の安全を確保するため、交通
道徳を高揚し、適切な各種の指導処置
を通じ、市民を交通事故から守るた
め、対策を協議し、交通安全を推進す
る。

192,000

192,000

192,000

交通事故のない明るい家庭と地域社会
をつくることに寄与することを目的と
する。

227,000
富士見市交通安全
推進団体事業費補
助金交付要綱

352,000

316,000

316,000
富士見市交通安全
推進団体事業費補
助金交付要綱

補助金等の交付手
続に関する規則
富士見市内循環バ
ス運行経費補助金
交付要綱
富士見市内循環バ
ス特別乗車証交付
要綱

富士見市内循環バス運行
経費補助金

東武バスウエスト株式会社
富士見市内循環バスの事業主体である
バス事業者に対し、予算の範囲内で補
助金を交付する。

25,083,743

建設部1



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数)

補助金 900,000 事業費 487,458 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 900,000 合　計　 487,458

補助金 300,000 事業費 177,375 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 　 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 300,000 合　計 177,375

補助金 400,000 事業費 329,722 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 400,000 合　計 329,722

補助金 940,000 事業費 938,918 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 940,000 合　計 938,918

補助金 760,000 事業費 641,901 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 760,000 合　計　 641,901

補助金 720,000 事業費 655,560 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 　 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 720,000 合　計 655,560

補助金 480,000 事業費 482,686 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 480,000 合　計 482,686

480,000

富士見市議会政務
調査費の交付に関
する条例、規程、
細則

調査研究活動などが充実するこ
とにより議会活動が活性化され
る。

480,000

116
富士見市議会政務調査費
補助金

民主党
地方自治法第１００条第１４項の規程
に基づき条例を制定し、市議会議員の
調査研究に資することを目的とする。

720,000

富士見市議会政務
調査費の交付に関
する条例、規程、
細則

調査研究活動などが充実するこ
とにより議会活動が活性化され
る。

720,740
116
富士見市議会政務調査費
補助金

ニューコア
地方自治法第１００条第１４項の規程
に基づき条例を制定し、市議会議員の
調査研究に資することを目的とする。

960,000

H20.5.26
760,000に変更

富士見市議会政務
調査費の交付に関
する条例、規程、
細則

調査研究活動などが充実するこ
とにより議会活動が活性化され
る。

836,754

1,680,000

116
富士見市議会政務調査費
補助金

２１・未来クラブ
地方自治法第１００条第１４項の規程
に基づき条例を制定し、市議会議員の
調査研究に資することを目的とする。

116
富士見市議会政務調査費
補助金

960000

H21.2.26申請
940,000に変更

富士見市議会政務
調査費の交付に関
する条例、規程、
細則

116
富士見市議会政務調査費
補助金

日本共産党
地方自治法第１００条第１４項の規程
に基づき条例を制定し、市議会議員の
調査研究に資することを目的とする。

富士見市民ネットワーク
地方自治法第１００条第１４項の規程
に基づき条例を制定し、市議会議員の
調査研究に資することを目的とする。

240,000

H20.7.28申請
400,000に変更

富士見市議会政務
調査費の交付に関
する条例、規程、
細則

調査研究活動などが充実するこ
とにより議会活動が活性化され
る。

400,000

480,000

富士見市議会政務
調査費の交付に関
する条例、規程、
細則

480,000

H20.6.13申請
300,000に変更

調査研究活動などが充実するこ
とにより議会活動が活性化され
る。

720,000

199,640
調査研究活動などが充実するこ
とにより議会活動が活性化され
る。

708,663

116
富士見市議会政務調査費
補助金

草の根
地方自治法第１００条第１４項の規程
に基づき条例を制定し、市議会議員の
調査研究に資することを目的とする。

960,000

H20.12.3申請
900,000に変更

調査研究活動などが充実するこ
とにより議会活動が活性化され
る。

793,585

960,000

富士見市議会政務
調査費の交付に関
する条例、規程、
細則

116
富士見市議会政務調査費
補助金

公明党
地方自治法第１００条第１４項の規程
に基づき条例を制定し、市議会議員の
調査研究に資することを目的とする。

（市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

交付の根拠とな
る法令、条例、
要綱等及び補助
額算定基準

議会事務局

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№１１６

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額交  付  金  額

議会事務局1



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数) （市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

交付の根拠とな
る法令、条例、
要綱等及び補助
額算定基準

議会事務局

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№１１６

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額交  付  金  額

補助金 240,000 事業費 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 240,000 合　計

補助金 160,000 事業費 160,165 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 160,000 合　計　 160,165

補助金 60,000 事業費 60,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 　 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 60,000 合　計 60,000

60,000

富士見市議会政務
調査費の交付に関
する条例、規程、
細則

調査研究活動などが充実するこ
とにより議会活動が活性化され
る。

116
富士見市議会政務調査費
補助金

無所属の会
地方自治法第１００条第１４項の規程
に基づき条例を制定し、市議会議員の
調査研究に資することを目的とする。

160,000

富士見市議会政務
調査費の交付に関
する条例、規程、
細則

調査研究活動などが充実するこ
とにより議会活動が活性化され
る。

240,000

116
富士見市議会政務調査費
補助金

市民の絆
地方自治法第１００条第１４項の規程
に基づき条例を制定し、市議会議員の
調査研究に資することを目的とする。

240,000

富士見市議会政務
調査費の交付に関
する条例、規程、
細則

調査研究活動などが充実するこ
とにより議会活動が活性化され
る。

116
富士見市議会政務調査費
補助金

清新会
地方自治法第１００条第１４項の規程
に基づき条例を制定し、市議会議員の
調査研究に資することを目的とする。

議会事務局2



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数)

補助金 事業費 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 合　計　

補助金 事業費 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 　 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 合　計

補助金 300,000 事業費 208,263 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 11,012

前年度繰越金 43,162 71,733

13,084 39,740 平成21年度交付予定額

25,498

合　計　 356,246 合　計　 356,246

補助金 21,300 事業費 812,571 平成19年度実績額

会員負担金　 21,900 次年度繰越金 23,742

前年度繰越金 757,532 18,000

30,000 721,823 平成21年度交付予定額

745,404 　

合　計　 1,576,136 合　計 1,576,136

補助金 10,200 事業費 102,034 平成19年度実績額

会員負担金　 17,500 次年度繰越金 2,239

前年度繰越金 228,012 12,940

25,000 8,214 平成21年度交付予定額

148,021 303,306

合　計　 428,733 合　計 428,733

補助金 18,000 事業費 55 平成19年度実績額

会員負担金　 33,500 次年度繰越金 3,012

前年度繰越金 385,683 24,600

30,000 18,057 平成21年度交付予定額

624,041 339,206

合　計　 1,091,224 合　計 384,930

補助金 15,900 事業費 231,364 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 9,163

前年度繰越金 198,813 36,054

50,000 70,175 平成21年度交付予定額

450,145 368,102

合　計　 714,858 合　計　 714,858

1,354,579

1,796,000

1,101,739
保護者の経済的負担を軽減する
ことにより、教育の振興につな
がる。

富士見市高等学校
等入学準備金利子
補給金交付要綱

118 入学準備金利子補給
・日本政策金融公庫の融資を
　受けた保護者
・融資を受けた保護者

教育の機会均等と経済的負担の軽減を
図るとともに、教育の振興に資するこ
とを目的とする。

127,815,000

　
富士見市私立幼稚
園等就園奨励費補
助金交付要綱

117
幼稚園等就園奨励費補助
金

谷津幼稚園ほか４1園（子ども
のその等私立幼稚園に準ずる施
設を含む）

私立幼稚園等就園児（満３歳、３～５
歳児）の保護者の経済的負担を軽減
し、幼稚園教育の振興を図る。

114,574,150

私立幼稚園に満３歳、３～５歳児を
通園させる本市に住所を有する保護
者に対して保育料を減免する設置者
に補助することにより幼稚園教育の
振興に寄与している。また、当該補
助金の保護者への交付事務を行う設
置者に対して、事務費補助を行うこ
とにより幼稚園の円滑な運営に寄与
している。

115,287,600

（市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

交付の根拠となる
法令、条例、要綱
等及び補助額算定

基準

教育委員会

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№１１７～１３４

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額交  付  金  額

119
子ども会育成会活動費補
助金

富士見市子ども会育成会連合会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

300,000
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

300,000

300,000

119
子ども会育成会活動費補
助金

勝瀬子ども会育成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

21,300
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

18,000

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

渡戸3丁目西子ども会育成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

10,200
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

8,100

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

羽沢1丁目子ども会育成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

18,000
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

14,400

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

羽沢2丁目子ども会育成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

15,900
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

16,500

小学生会員×300円

教育委員会1



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数) （市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

交付の根拠となる
法令、条例、要綱
等及び補助額算定

基準

教育委員会

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№１１７～１３４

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額交  付  金  額

補助金 13,200 事業費 121,284 平成19年度実績額

会員負担金　 22,000 次年度繰越金 37,024

前年度繰越金 96,821 1,057

84,000 134,157 平成21年度交付予定額

77,501 　

合　計　 293,522 合　計 293,522

補助金 16,500 事業費 300,500 平成19年度実績額

会員負担金　 57,000 次年度繰越金 34,878

前年度繰越金 31,293 4,916

121,890 9,806 平成21年度交付予定額

123,417 　

合　計　 350,100 合　計 350,100

補助金 10,800 事業費 315,218 平成19年度実績額

会員負担金　 37,000 次年度繰越金 30,296

前年度繰越金 149,610 49,482

23,051 90,381 平成21年度交付予定額

264,916 　

合　計　 485,377 合　計 485,377

補助金 6,600 事業費 46,607 平成19年度実績額

会員負担金　 19,200 次年度繰越金 15,326

前年度繰越金 22,679 26,599

40,000 　 平成21年度交付予定額

53 　

合　計　 88,532 合　計　 88,532

補助金 14,100 事業費 114,100 平成19年度実績額

会員負担金　 42,500 次年度繰越金 3,822

前年度繰越金 3,832 1,033

60,000 6,552 平成21年度交付予定額

5,075 　

合　計　 125,507 合　計 125,507

補助金 49,500 事業費 105,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 17,000

前年度繰越金 53,650 5,000

82,500 24,000 平成21年度交付予定額

34,650

合　計　 185,650 合　計 185,650

補助金 39,000 事業費 124,057 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 1,725

前年度繰越金 10,163 23,660

40,000 1,721 平成21年度交付予定額

62,000 　

合　計　 151,163 合　計 151,163

119
子ども会育成会活動費補
助金

上沢1丁目子ども会育成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

13,200
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

12,000

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

上沢2丁目子ども会育成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

16,500
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

15,300

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

鶴瀬東1丁目子ども会育成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

10,800
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

13,200

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

鶴瀬東2丁目北町会子ども会育
成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

6,600
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

7,500

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

鶴瀬東2丁目南町会子ども会育
成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

14,100
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

18,000

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

羽沢3丁目子ども会育成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

49,500
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

48,000

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

山室子ども会育成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

39,000
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

38,100

小学生会員×300円

教育委員会2



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数) （市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

交付の根拠となる
法令、条例、要綱
等及び補助額算定

基準

教育委員会

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№１１７～１３４

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額交  付  金  額

補助金 15,000 事業費 44,247 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 8,740

前年度繰越金 3,397 445

35,000 　 平成21年度交付予定額

35 　

合　計　 53,432 合　計　 53,432

補助金 31,200 事業費 64,064 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 558

前年度繰越金 8,285 836

35,000 9,076 平成21年度交付予定額

49 　

合　計　 74,534 合　計 74,534

補助金 52,500 事業費 100,162 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 27,238

前年度繰越金 30,857 2,100

80,000 34,012 平成21年度交付予定額

155 　

合　計　 163,512 合　計 163,512

補助金 8,100 事業費 110,320 平成19年度実績額

会員負担金　 29,000 次年度繰越金 1,518

前年度繰越金 70,522 546

30,000 50,129 平成21年度交付予定額

24,891 　

合　計　 162,513 合　計 162,513

補助金 11,700 事業費 119,935 平成19年度実績額

会員負担金　 68,400 次年度繰越金 2,000

前年度繰越金 31,853 1,350

40,000 28,744 平成21年度交付予定額

76 　

合　計　 152,029 合　計　 152,029

補助金 18,300 事業費 143,986 平成19年度実績額

会員負担金　 72,000 次年度繰越金 33,023

前年度繰越金 141,731 12,183

56,250 176,298 平成21年度交付予定額

77,209 　

合　計　 365,490 合　計 365,490

補助金 6,300 事業費 52,576 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 9,262

前年度繰越金 4,698 405

34,250 3,545 平成21年度交付予定額

20,540 　

合　計　 65,788 合　計 65,788

119
子ども会育成会活動費補
助金

諏訪1丁目子ども会育成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

15,000
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

16,200

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

諏訪2丁目子ども会育成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

31,200
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

30,000

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

鶴馬1丁目子ども会育成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

52,500
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

57,900

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

鶴瀬西1・2丁目竹の子子ども会
育成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

8,100
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

12,900

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

二葉町子ども会育成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

11,700
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

12,600

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

上沢3丁目子ども会育成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

18,300
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

22,200

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

鶴瀬西2丁目中町会子ども会育
成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

6,300
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

4,800

小学生会員×300円

教育委員会3



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数) （市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

交付の根拠となる
法令、条例、要綱
等及び補助額算定

基準

教育委員会

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№１１７～１３４

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額交  付  金  額

補助金 34,800 事業費 141,366 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 18,968

前年度繰越金 42,102 3,660

51,250 41,186 平成21年度交付予定額

77,028 　

合　計　 205,180 合　計 205,180

補助金 31,800 事業費 230,917 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 25,177

前年度繰越金 48,566 84,771

60,000 　 平成21年度交付予定額

200,499 　

合　計　 340,865 合　計　 340,865

補助金 52,500 事業費 215,846 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 63,795

前年度繰越金 156,065 2,841

150,000 136,299 平成21年度交付予定額

60,216 　

合　計　 418,781 合　計 418,781

補助金 23,700 事業費 130,630 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 15,472

前年度繰越金 59,999 6,300

90,000 1,000 平成21年度交付予定額

18,296 38,593

合　計　 191,995 合　計 191,995

補助金 19,200 事業費 92,931 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 11,102

前年度繰越金 34,976 4,735

80,000 25,425 平成21年度交付予定額

17 　

合　計　 134,193 合　計 134,193

補助金 57,000 事業費 185,718 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 63,294

前年度繰越金 45,290 3,348

160,000 61,830 平成21年度交付予定額

51,900 　

合　計　 314,190 合　計　 314,190

補助金 15,600 事業費 112,022 平成19年度実績額

会員負担金　 52,000 次年度繰越金 11,427

前年度繰越金 97,004 2,287

40,000 1,023 平成21年度交付予定額

17,657 95,502

合　計　 222,261 合　計 222,261

119
子ども会育成会活動費補
助金

鶴瀬西3丁目東町会子ども会育
成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

34,800
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

35,100

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

鶴瀬西3丁目西町会子ども会育
成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

31,800
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

30,000

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

関沢2丁目旭子ども会育成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

52,500
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

51,600

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

関沢2丁目東子ども会育成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

23,700
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

21,900

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

関沢3丁目西町会子ども会育成
会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

19,200
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

20,700

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

関沢三丁目東町会子ども会育成
会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

57,000
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

58,200

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

西みずほ台１丁目南町子ども会
育成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

15,600
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

16,500

小学生会員×300円

教育委員会4



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数) （市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

交付の根拠となる
法令、条例、要綱
等及び補助額算定

基準

教育委員会

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№１１７～１３４

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額交  付  金  額

補助金 22,200 事業費 119,948 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 13,697

前年度繰越金 155,293 3,772

133,250 12,320 平成21年度交付予定額

204 161,210

合　計　 310,947 合　計 310,947

補助金 40,200 事業費 191,980 平成19年度実績額

会員負担金　 107,900 次年度繰越金 28,752

前年度繰越金 120,230 9,370

60,000 98,463 平成21年度交付予定額

235 　

合　計　 328,565 合　計 328,565

補助金 21,900 事業費 124,008 平成19年度実績額

会員負担金　 36,500 次年度繰越金 22,999

前年度繰越金 68,664 4,831

60,000 13,583 平成21年度交付予定額

5,623 27,266

合　計　 192,687 合　計　 192,687

補助金 39,000 事業費 158,328 平成19年度実績額

会員負担金　 61,100 次年度繰越金 31,964

前年度繰越金 92,033 3,626

50,000 平成21年度交付予定額

5,427 53,642

合　計　 247,560 合　計 247,560

補助金 25,800 事業費 104,665 平成19年度実績額

会員負担金　 25,800 次年度繰越金 752

前年度繰越金 77,563

平成21年度交付予定額

100,390 124,136

合　計　 229,553 合　計 229,553

補助金 22,800 事業費 96,880 平成19年度実績額

会員負担金　 30,400 次年度繰越金 16,065

前年度繰越金 777

40,000 945 平成21年度交付予定額

20,021 108

合　計　 113,998 合　計 113,998

補助金 92,700 事業費 296,424 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 68,494

前年度繰越金 54,799 9,882

270,000 3,069 平成21年度交付予定額

238 39,868

合　計　 417,737 合　計　 417,737

119
子ども会育成会活動費補
助金

西みずほ台３丁目子ども会育成
会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

22,200
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

21,900

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

水谷第１むらさき子ども会育成
会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

40,200
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

42,300

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

水谷第２町会子ども会育成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

21,900
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

19,500

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

水谷第３町会子ども会育成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

39,000
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

41,100

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

水谷第７育成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

25,800
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

24,000

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

東みずほ台１丁目町会子ども会
育成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

22,800
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

21,900

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

針ヶ谷１・２丁目子ども会育成
会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

92,700
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

96,300

小学生会員×300円

教育委員会5



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数) （市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

交付の根拠となる
法令、条例、要綱
等及び補助額算定

基準

教育委員会

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№１１７～１３４

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額交  付  金  額

補助金 17,100 事業費 176,581 平成19年度実績額

会員負担金　 58,000 次年度繰越金 16,206

前年度繰越金 158,634 47,848

86,000 15,000 平成21年度交付予定額

28,338 92,437

合　計　 348,072 合　計 348,072

補助金 14,700 事業費 118,354 平成19年度実績額

会員負担金　 49,420 次年度繰越金 880

前年度繰越金 17,248 1,118

50,000 平成21年度交付予定額

1,217 12,233

合　計　 132,585 合　計 132,585

補助金 16,800 事業費 98,451 平成19年度実績額

会員負担金　 56,000 次年度繰越金 15,810

前年度繰越金 60,843 7,069

58,400 平成21年度交付予定額

171 70,884

合　計　 192,214 合　計 192,214

補助金 14,100 事業費 82,304 平成19年度実績額

会員負担金　 23,500 次年度繰越金 2,346

前年度繰越金 15,704 4,362

36,000 平成21年度交付予定額

15,743 16,035

合　計　 105,047 合　計　 105,047

補助金 9,000 事業費 73,948 平成19年度実績額

会員負担金　 22,120 次年度繰越金 1,002

前年度繰越金 9,991 9,544

61,000 8,000 平成21年度交付予定額

1,075 10,692

合　計　 103,186 合　計 103,186

補助金 11,400 事業費 50,846 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 286

前年度繰越金 106,950 200

40,000 平成21年度交付予定額

1,758 108,776

合　計　 160,108 合　計 160,108

補助金 36,300 事業費 114,358 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 1,436

前年度繰越金 62,062 38,741

80,000 平成21年度交付予定額

15,783 39,610

合　計　 194,145 合　計 194,145

119
子ども会育成会活動費補
助金

南畑第１町会子ども会育成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

17,100
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

18,300

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

南畑第２町会子ども会育成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

14,700
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

16,500

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

南畑第３町会子ども会育成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

16,800
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

19,500

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

南畑第４町会子ども会育成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

14,100
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

14,700

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

南畑第５町会子ども会育成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

9,000
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

9,600

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

水谷東１丁目町会子ども会育成
会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

11,400
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

12,600

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

水谷東２丁目子ども会育成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

36,300
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

34,500

小学生会員×300円

教育委員会6



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数) （市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

交付の根拠となる
法令、条例、要綱
等及び補助額算定

基準

教育委員会

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№１１７～１３４

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額交  付  金  額

補助金 25,500 事業費 153,795 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金 1,010

前年度繰越金 127,584

80,000 平成21年度交付予定額

15,877 94,156

合　計　 248,961 合　計　 248,961

補助金 13,500 事業費 105,355 平成19年度実績額

会員負担金　 52,800 次年度繰越金 1,850

前年度繰越金 43,524 1,525

30,000 600 平成21年度交付予定額

13,288 43,782

合　計　 153,112 合　計 153,112

補助金 200,000 事業費 449,800 平成19年度実績額

会員負担金　 249,800 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 449,800 合　計　 449,800

補助金 64,000 事業費 124,187 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

自己財源 60,187 　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 124,187 合　計　 124,187

補助金 80,000 事業費 270,435 平成19年度実績額

会員負担金　 183,000 次年度繰越金 39,171

前年度繰越金 46,606

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 309,606 合　計 309,606

補助金 3,264,000 事業費 5,475,848 平成19年度実績額

会員負担金　 2,225,903 次年度繰越金 434,104

前年度繰越金 420,049

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 5,909,952 合　計 5,909,952

補助金 110,000 事業費 285,835 平成19年度実績額

会員負担金　 175,000 次年度繰越金 104,255

前年度繰越金 105,090

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 390,090 合　計 390,090

119
子ども会育成会活動費補
助金

水谷東３丁目子ども会育成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

25,500
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

28,800

小学生会員×300円

119
子ども会育成会活動費補
助金

榎町町会子ども会育成会

市内子ども会育成会及び子ども会育成
会連合会に対し、経費の一部を補助す
ることにより青少年健全育成のための
円滑な活動を促す。

13,500
富士見市子ども会
育成会活動費補助
金交付要綱

連合会及び子ども会育成会の事
業が行われることにより、子ど
もの健全育成を図ることができ
た。また多くの地域住民が参加
し地域のコミュニティに寄与す
ることができた。

11,700

小学生会員×300円

120
富士見市文化財保存団体
連絡協議会補助金

富士見市文化財保存団体連絡協
議会（７団体）

市内に所在する市指定文化財である民
俗芸能の保存団体に対して補助金を交
付し、郷土芸能の保存と継承と後継者
育成に努め、市民文化の向上に資す
る。

200,000

富士見市文化財の
保存及び活用に関
する条例
富士見市文化財保
存事業費補助金交
付要綱

囃子１団体で道具の修繕、会員
７団体で後継者育成活動を行っ
た。

200,000

200,000

121
県民体育大会実行委員会
補助金

県民体育大会富士見市実行委員
会

県民総合体育大会は、埼玉県実行委員
会が主催となり、健康で明るく豊かな
県民生活を築くため、スポーツレクリ
エーションを広く県民の間に普及し、
生涯にわたるスポーツ活動を一層活発
化するとともに競技力の向上・県民相
互の連帯意識の高揚を図ることを目的
としている。富士見市実行委員会で
は、コミュニティ部門の参加とし、綱

64,000
富士見市社会体育
関係団体育成費補
助金交付要綱

綱引き、ウォーク＆ウォークを
開催し、市民相互の交流とス
ポーツ意識の高揚が図れた。

64,000

64,000

122
体育指導委員連絡協議会
補助金

富士見市体育指導委員連絡協議
会

生涯スポーツの振興のため、市民への
実技指導・助言・団体の育成を図るこ
と及び教育機関が行うスポーツ行事ま
たは、事業に協力することを目的とし
ている。

80,000
富士見市社会体育
関係団体育成費補
助金交付要綱

連絡協議会として、独自のス
ポーツ事業を実施したり、
ニュースポーツを考案して市民
への普及を図るなど、生涯ス
ポーツの振興に寄与している

80,000

80,000

123 体育協会補助金 富士見市体育協会

富士見市におけるスポーツレクリエー
ションの普及発展と市民の体力増進と
スポーツ精神の高揚を図り、健康で明
るい市民生活の向上に寄与することを
目的としている。

3,264,000
富士見市社会体育
関係団体育成費補
助金交付要綱

市内のスポーツ団体あるいは連
盟・協会などとともに、市民健
康増進スポーツ大会を主催し、
各種スポーツの普及・団体育成
などに寄与している

3,264,000

3,264,000

124
富士見市地区体育祭補助
金

水谷小学校区実行委員会
小学校区を単位として実施される地区
体育祭事業を推進し、市民の親睦と健
康増進を図る

110,000
富士見市地区体育
祭補助金交付要綱

各地区体育祭では各地域の特性
を生かした多彩な種目を開催
し、地域住民の親睦と健康増進
が図れた。

112,000

110,000

教育委員会7



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数) （市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

交付の根拠となる
法令、条例、要綱
等及び補助額算定

基準

教育委員会

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№１１７～１３４

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額交  付  金  額

補助金 110,000 事業費 852,461 平成19年度実績額

会員負担金　 743,463 次年度繰越金 1,002

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 853,463 合　計 853,463

補助金 110,000 事業費 573,096 平成19年度実績額

会員負担金　 464,061 次年度繰越金 29,415

前年度繰越金 28,450

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 602,511 合　計 602,511

補助金 110,000 事業費 592,104 平成19年度実績額

会員負担金　 471,000 次年度繰越金 17,208

前年度繰越金 28,312

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 609,312 合　計 609,312

補助金 110,000 事業費 437,757 平成19年度実績額

会員負担金　 449,718 次年度繰越金 121,961

前年度繰越金

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 559,718 合　計 559,718

補助金 110,000 事業費 707,070 平成19年度実績額

会員負担金　 595,070 次年度繰越金 2,500

前年度繰越金 4,500

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 709,570 合　計 709,570

補助金 110,000 事業費 502,071 平成19年度実績額

会員負担金　 392,071 次年度繰越金

前年度繰越金

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 502,071 合　計 502,071

補助金 110,000 事業費 462,924 平成19年度実績額

会員負担金　 354,000 次年度繰越金 1,076

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 464,000 合　計 464,000

124
富士見市地区体育祭補助
金

南畑小学校区実行委員会
小学校区を単位として実施される地区
体育祭事業を推進し、市民の親睦と健
康増進を図る

110,000
富士見市地区体育
祭補助金交付要綱

各地区体育祭では各地域の特性
を生かした多彩な種目を開催
し、地域住民の親睦と健康増進
が図れた。

112,000

110,000

124
富士見市地区体育祭補助
金

関沢小学校区実行委員会
小学校区を単位として実施される地区
体育祭事業を推進し、市民の親睦と健
康増進を図る

110,000
富士見市地区体育
祭補助金交付要綱

各地区体育祭では各地域の特性
を生かした多彩な種目を開催
し、地域住民の親睦と健康増進
が図れた。

112,000

110,000

124
富士見市地区体育祭補助
金

勝瀬小学校区実行委員会
小学校区を単位として実施される地区
体育祭事業を推進し、市民の親睦と健
康増進を図る

110,000
富士見市地区体育
祭補助金交付要綱

各地区体育祭では各地域の特性
を生かした多彩な種目を開催
し、地域住民の親睦と健康増進
が図れた。

112,000

110,000

124
富士見市地区体育祭補助
金

水谷東小学校区実行委員会
小学校区を単位として実施される地区
体育祭事業を推進し、市民の親睦と健
康増進を図る

110,000
富士見市地区体育
祭補助金交付要綱

各地区体育祭では各地域の特性
を生かした多彩な種目を開催
し、地域住民の親睦と健康増進
が図れた。

112,000

110,000

124
富士見市地区体育祭補助
金

諏訪小学校区実行委員会
小学校区を単位として実施される地区
体育祭事業を推進し、市民の親睦と健
康増進を図る

110,000
富士見市地区体育
祭補助金交付要綱

各地区体育祭では各地域の特性
を生かした多彩な種目を開催
し、地域住民の親睦と健康増進
が図れた。

112,000

110,000

124
富士見市地区体育祭補助
金

みずほ台小学校区実行委員会
小学校区を単位として実施される地区
体育祭事業を推進し、市民の親睦と健
康増進を図る

110,000
富士見市地区体育
祭補助金交付要綱

各地区体育祭では各地域の特性
を生かした多彩な種目を開催
し、地域住民の親睦と健康増進
が図れた。

112,000

110,000

124
富士見市地区体育祭補助
金

針ヶ谷小学校区実行委員会
小学校区を単位として実施される地区
体育祭事業を推進し、市民の親睦と健
康増進を図る

110,000
富士見市地区体育
祭補助金交付要綱

各地区体育祭では各地域の特性
を生かした多彩な種目を開催
し、地域住民の親睦と健康増進
が図れた。

112,000

110,000

教育委員会8



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数) （市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

交付の根拠となる
法令、条例、要綱
等及び補助額算定

基準

教育委員会

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№１１７～１３４

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額交  付  金  額

補助金 110,000 事業費 585,355 平成19年度実績額

会員負担金　 483,000 次年度繰越金 55,943

前年度繰越金 48,298

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 641,298 合　計 641,298

補助金 520,000 事業費 683,101 平成19年度実績額

会員負担金　 163,101 次年度繰越金

前年度繰越金

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 683,101 合　計 683,101

補助金 160,000 事業費 160,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 160,000 合　計　 160,000

補助金 160,000 事業費 1,546,058 平成19年度実績額

会員負担金　 1,520,918 次年度繰越金 134,860

前年度繰越金

　 　 平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 1,680,918 合　計 1,680,918

補助金 事業費 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 合　計

補助金 事業費 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 合　計

補助金 事業費 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 合　計

124
富士見市地区体育祭補助
金

つるせ台小学校区実行委員会
小学校区を単位として実施される地区
体育祭事業を推進し、市民の親睦と健
康増進を図る

110,000
富士見市地区体育
祭補助金交付要綱

各地区体育祭では各地域の特性
を生かした多彩な種目を開催
し、地域住民の親睦と健康増進
が図れた。

112,000

110,000

125
スポーツフェスティバル
補助金

スポーツフェスティバル実行委
員会

市民の親睦、健康増進並びに生涯ス
ポーツの推進を図るため、富士見市ス
ポーツフェスティバル事業を実施する
実行委員会に対し、補助金を交付して
いる。

520,000
スポーツフェス
ティバル補助金交
付要綱

スポーツの祭典であるフェス
ティバルでより多くの市民がさ
まざまなスポーツに親しむこと
のできる機会を提供している

520,000

520,000

126
富士見市立学校開校記念
事業補助金

ふじみ野小学校１０周年記念行
事実行委員会

開校記念事業を行うものを補助する。 160,000
富士見市立学校開
校記念事業補助金
交付要綱

開校記念事業が行われた。

126
富士見市立学校開校記念
事業補助金

富士見市立西中学校創立３０周
年記念事業実行委員会

開校記念事業を行うものを補助する。 160,000
富士見市立学校開
校記念事業補助金
交付要綱

開校記念事業が行われた。

127
富士見市教育研究委嘱校
等補助金

水谷小(教育全般)南畑小(国語科)勝
瀬小(特別支援教育)諏訪小(体育科)
針ケ谷小(英語活動)ふじみ野小(教育
全般)つるせ台小(特別支援教育)勝瀬
中(人権教育)水谷中(教育相談)関沢
小　英語活動(８名）関沢小　安全教
育・全般（５名）本郷中　社会科
（４名）

研究会等が行う研究又は研修による学
校教育の促進。

390,000
富士見市教育研究
委嘱校補助金交付
要綱

学校教育の充実と促進が図られ
た。

400,000

128
富士見市教職員研修費補
助金

鶴瀬小学校、水谷小、南畑小、
関沢小、勝瀬小、水谷東小、諏
訪小、みずほ台小、針ヶ谷小、
ふじみ野小、つるせ台小、台
中、本郷中、東中、西中、勝瀬
中、水谷中、養護

教職員の指導向上を図るため。 355,667
富士見市教職員研
修費補助金交付要
綱

教職員の指導向上が図られた。
650,000

510,000

129
富士見市特色ある学校づ
くり補助金

鶴瀬小、水谷小、南畑小、関沢
小、勝瀬小、水谷東小、諏訪
小、みずほ台小、針ヶ谷小、ふ
じみ野小、つるせ台小、台中、
本郷台中、東中、西中、勝瀬
中、水谷中、養護

地域に開かれた特色ある学校づくりを
推進する。

5,284,813
富士見市特色ある
学校づくり補助金
交付要綱

学校の創意工夫を活かした特色
ある事業を実施できた。

5,378,000

1,786,000

教育委員会9



所属：

(単位：円）

交 付 団 体 名 称 交　付　の　成　果

(会　員　数) （市　費） 収　　入　　額 支　　出　　額

交付の根拠となる
法令、条例、要綱
等及び補助額算定

基準

教育委員会

          市 単 独 補 助 金 交 付 状 況 調 書　№１１７～１３４

番
号

補　助　金　名　称 交　 付 　目　 的

交 付 団 体 に お け る 事 業 収 支 状 況

平成19年度実績額及び
21年度交付予定額交  付  金  額

補助金 64,000 事業費 64,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 64,000 合　計 64,000

補助金 240,000 事業費 240,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 240,000 合　計 240,000

補助金 32,000 事業費 32,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

　 平成21年度交付予定額

　

合　計　 32,000 合　計 32,000

補助金 事業費 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 合　計

補助金 32,000 事業費 32,000 平成19年度実績額

会員負担金　 次年度繰越金

前年度繰越金

平成21年度交付予定額

　 　

合　計　 32,000 合　計 32,000

130
富士見市教育研究会補助
金

富士見市教育研究会 学校教育の促進を図るため。 64,000
富士見市教育研究
会等補助金交付要
綱

教職員の指導向上が図られた。
64,000

64,000

131
中学校体育連盟富士見支
部補助金

中学校体育連盟富士見支部
連盟が行う富士市立中学校の生徒の交
流、体力の増進。

240,000
富士見市小・中学
校体育連盟補助金
交付要綱

入間東部地区における中学校生
徒間の交流、体力増進が図られ
た。

240,000

240,000

132
児童生徒体力向上推進委
員会補助金

児童生徒体力向上推進委員会
学校教育の促進のための研究又は研
修。

32,000
富士見市教育研究
会等補助金交付要
綱

学校教育の促進のための研究又
は研修に取組めた。

32,000

32,000

133
富士見市立学校大会出場
等補助金

鶴瀬小、台中、本郷中、東中、
西中、勝瀬中

スポーツ大会に出場、又は文化活動行
事に参加する児童又は生徒の負担軽
減。

1,176,070
富士見市立学校大
会出場等補助金交
付要綱

児童、生徒を大会に出場させ参
加させることにより学校教育の
充実が図られた。

134
小学校体育連盟富士見支
部補助金

埼玉県小学校体育連盟富士見支
部

連盟が行う富士市立小学校の生徒の交
流、体力の増進。

32,000
富士見市小・中学
校体育連盟補助金
交付要綱

入間東部地区における中学校生
徒間の交流、体力増進が図られ
た。

32,000

32,000
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