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市単独事業の見直しに係る検証対象事業（６３事業） 

 

○高齢者福祉関連事業 

 事業名 令和元年度予算額 事業概要 

１ はり、きゅう、マッサージ等

費用助成事業 

17,844千円 はり、きゅう、マッサージ等を受けた高齢

者に対し、その費用の一部を助成。 

２ 敬老行事事業 139,822千円 老人に対し、敬老記念品を交付。 

３ 敬老行事交付金 148,570千円 敬老行事を実施する町会・自治会等に対

し、敬老行事交付金を交付。 

４ ひとり暮らし高齢者入浴料扶

助費 

9,528千円 ひとり暮らし高齢者に対し、入浴助成券を

交付。 

５ ひとり暮らし高齢者等地域交

流促進事業費 

2,670千円 ひとり暮らし高齢者等を対象とした地域

交流事業等を実施する地域の団体に対し、

施設使用料等を補助するほか、ひとり暮ら

し高齢者等を対象に健康教室を開催。 

６ ひとり暮らし高齢者等見守り

活動支援事業費 

12,059千円 地域の団体に対し、ひとり暮らし高齢者等

の見守り活動をした場合に、その活動に要

する費用の一部を補助。 

７ 避難行動要支援者及び安心登

録カード登録者見守り活動支

援事業補助金 

6,299千円 実施主体である船橋市社会福祉協議会に

対し、避難行動要支援者・安心登録カード

登録者見守り活動支援事業費の一部を補

助。 

８ 白内障助成扶助費 12,240千円 白内障の手術を受けた高齢者が手術後の

視力回復のために必要とする特殊眼鏡等

に要した費用の一部を助成。 

 

○障害者福祉関連事業 

 事業名 令和元年度予算額 事業概要 

９ 難病疾患患者扶助費 185,000千円 指定難病の患者に対し、援助金を支給。 

１０ 心身障害者援護施設整備事業

資金償還元金補助金 

60,067千円 社会福祉施設を設置している社会福祉法

人に対し、社会福祉施設整備事業借入金元

金補助金を交付。 

１１ 心身障害者援護施設整備事業

資金利子補給金 

10,782千円 社会福祉施設を設置している社会福祉法

人が社会福祉施設の整備事業に必要な資

金の融資を受けた場合において、当該融資
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を受けた資金の利子の一部を補給。 

１２ 心身障害者援護施設運営費補

助金 

53,604千円 船橋市援護者が利用する社会福祉施設を

運営する事業者に対し、運営に要する費用

の一部を補助。 

１３ 重度心身障害者医療扶助費 883,301千円 重度心身障害者が保険診療を受けた場合

に、医療費の一部を助成。 

 

○ひとり親・保育関連事業 

 事業名 令和元年度予算額 事業概要 

１４ 小中学校児童入学援助金 6,028千円 経済的理由により小学校・中学校への就学

が困難な児童の保護者に対し、援助金を支

給。 

１５ 母子家庭等医療扶助費 186,140千円 ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を助

成。 

１６ 母子家庭等高等学校等修学援

助金 

42,202千円 高校生を扶養しているひとり親家庭等に

対し、修学援助金を支給。 

１７ 母子家庭等児童入学等祝金 5,056千円 母子・父子家庭等において、小・中・高等

学校に入学する児童又は中学校を卒業し

て就職する児童を養育している者に対し、

祝金を支給。 

１８ 民間保育所建物改修費等補助

金 

162,000千円 建物を賃借して保育所を設置する場合の

建物の改修等に係る経費の一部を補助。 

１９ 保育所施設整備事業資金償還

元金補助金 

150,467千円 社会福祉施設を設置している社会福祉法

人等に対し、社会福祉施設整備事業借入金

元金補助金を交付。 

２０ 保育所施設整備事業資金利子

補給金 

24,874千円 社会福祉施設を設置している社会福祉法

人等が社会福祉施設の整備事業に必要な

資金の融資を受けた場合において、当該融

資を受けた資金の利子の一部を補給。 

２１ 保育所土地賃借料補助金 37,579千円 土地を賃借して保育所を設置する事業者

に対し、土地賃借料の一部を補助。 

２２ 保育所建物賃借料補助金 215,562千円 建物を賃借して保育所を設置する事業者

に対し、建物賃借料の一部を補助。 

２３ 認定こども園施設整備事業資

金償還元金補助金 

11,490千円 社会福祉施設を設置している社会福祉法

人等に対し、社会福祉施設整備事業借入金

元金補助金を交付。 
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２４ 認定こども園施設整備事業資

金利子補給金 

3,828千円 社会福祉施設を設置している社会福祉法

人等が社会福祉施設の整備事業に必要な

資金の融資を受けた場合において、当該融

資を受けた資金の利子の一部を補給。 

２５ 認証保育所運営費補助金 107,389千円 認証保育所を運営する事業者に対し、運営

に要する費用の一部を補助。 

２６ 一時預かり事業 372,778千円 一時預かり事業を実施する事業者に対し、

事業の実施に要する費用の一部を補助。 

２７ 保育所運営費補助金 3,440,775千円 保育所を運営する事業者に対し、運営に要

する費用の一部を補助。 

２８ 認定こども園運営費補助金 183,522千円 認定こども園を運営する事業者に対し、運

営に要する費用の一部を補助。 

２９ 病児・病後児保育事業費 192,237千円 事業者への委託により、病児・病後児保育

事業を実施。 

 

○町会・自治会関連事業 

 事業名 令和元年度予算額 事業概要 

３０ 町会自治会館設置費補助金 88,400千円 町会・自治会等が、会館の新築等、増築、

修繕、大規模の模様替え又は購入をする場

合に、その費用の一部を補助。 

３１ 町会自治会館維持管理費補助

金 

12,200千円 町会・自治会等に対し、会館の光熱水費等

会館の維持管理に要する費用の一部を補

助。 

３２ 自治会連合協議会補助金 9,000千円 船橋市自治会連合協議会に対し、その事業

に要する経費の一部を補助。 

３３ 防犯灯維持管理費補助金 175,220千円 防犯灯を維持管理する団体に対し、補助金

を交付。 

３４ 有価物・資源ごみ回収費 79,184千円 有価物回収事業・資源ごみ回収事業を行う

団体に対し、協力金を交付。 

清掃思想の啓発を図り、一般廃棄物の減量

活動の推進を図る事業。 

 

○イベント・啓発関連事業 

 事業名 令和元年度予算額 事業概要 

３５ 地域医療推進活動費 5,100千円 ヘルシー船橋フェア実行委員会に対し、交

付金を交付。 

３６ 環境学習・啓発推進費（夏休

みセミのぬけがら調査） 

634千円 夏休みセミのぬけがら調査を実施。 
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３７ 船橋三番瀬クリーンアップ交

付金 

200千円 ふなばし三番瀬クリーンアップ実行委員

会に対し、交付金を交付。 

３８ 地球温暖化対策費（緑のカー

テン普及事業） 

1,396千円 緑のカーテンの普及事業（ゴーヤの苗、種

等の配布）を実施。 

３９ 環境フェア交付金 400千円 環境フェア実行委員会に対し、交付金を交

付。 

４０ 市民まつり負担金 17,687千円 ふなばし市民まつり実行委員会に対し、負

担金を支出。 

４１ 花火大会負担金 16,000千円 ふなばし市民まつり実行委員会に対し、負

担金を支出。 

４２ 観光振興諸経費 6,156千円 ふなばし９路線鉄道スタンプラリー実行

委員会・ふなばし銭湯スタンプラリー実行

委員会等に対し、負担金を支出。 

その他、観光パンフレット制作、ポケット

ガイド作成等を実施。 

４３ 産品ブランド推進事業費 14,524千円 ふなばし産品ブランド協議会に対し、負担

金を支出。 

４４ 朝市開催事業費 4,500千円 ふなばし朝市委員会に対し、負担金を支

出。 

４５ 経済ミーティング事業費 500千円 経済ミーティング実行委員会に対し、負担

金を支出。 

４６ 個店の魅力向上事業費 862千円 個店の魅力向上事業（ふなばしお店グラン

プリ）を行うための費用。 

４７ 農水産祭負担金 4,200千円 農水産祭実行委員会に対し、負担金を支

出。 

４８ 生活展負担金 1,800千円 生き活き展実行委員会に対し、負担金を支

出。 

４９ 都市緑化推進協力事業費 13,101千円 緑化の普及を図り、緑地の保全と緑化の推

進を行うための費用。 

花壇コンテスト、ふれあい花壇事業、緑と

花のジャンボ市、花いっぱいまちづくり事

業等を実施。 

５０ 千葉県消防協会東葛飾支部船

橋分会交付金 

540千円 千葉県消防協会東葛飾支部船橋分会に対

し、交付金を交付。 

消防フェスティバルを実施。 

５１ ふなばし音楽フェスティバル

（ＦＭＦ） 

14,680千円 ふなばし音楽フェスティバル実行委員会

に対し、交付金を交付。 
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千人の音楽祭、地域ふれあいコンサート、

ふなばしミュージックストリート、まちか

ど音楽ステージを実施。 

５２ 少年少女交歓大会交付金 1,649千円 少年少女交歓大会実行委員会に対し、交付

金を交付。 

５３ 運動公園管理運営費 395,516千円 運動公園内のホタルの里において、ホタル

観賞会を実施。 

 

○その他（他市と比較して突出、類似・重複等） 

 事業名 令和元年度予算額 事業概要 

５４ 老人クラブ等自動車支援事業

費 

31,388千円 老人クラブ、市民大学校いきいき学部等の

高齢者団体を対象としたバス事業に要す

る費用。 

５５ 社会福祉協議会活動促進事業

補助金 

101,669千円 福祉団体・福祉関係機関等を対象とした福

祉バス運営費補助事業に要する費用。 

５６ 生涯学習振興諸経費 14,305千円 社会教育施設、社会教育関係団体、連合町

会、町会・自治会、福祉団体、障害者福祉

団体、公共的団体を対象としたバス事業に

要する費用。 

５７ 町の美化推進費（動物死体運

搬焼却業務） 

21,704千円 動物死体の運搬焼却処分業務委託に要す

る費用。 

５８ 雇用促進奨励金 16,368千円 高年齢者・障害者を１年以上雇用する事業

主に対し、奨励金を交付。 

５９ 津別町青少年交流費 3,505千円 津別町青少年交流事業に要する費用。 

６０ 学校開放運営費 14,040千円 学校プール開放事業に要する費用。 

６１ 学校安全費 45,720千円 児童・生徒が学校の管理下で発生した災害

に対し、治療費等を支給するため、日本ス

ポーツ振興センター法に基づく災害共済

に加入するための費用。 

６２ パソコン講習事業費 2,075千円 パソコンの基本操作・ワードを使用した文

書作成・インターネット体験会等の初心者

向けパソコン講習会を実施。 

６３ 青少年海外視察派遣費補助金 1,200千円 市内の青少年を海外に派遣し、その派遣費

用の一部を補助。 

 


