
内訳

内訳

内訳 地方債

内訳 地方債

　委員報酬：7,000千円×4人×1回

　＊欠員が生じた場合の1回開催分

○民生委員推薦会経費【28千円】

一般財源

○民生委員推薦会経費【28千円】

　委員報酬：7,000千円×4人×1回

　＊欠員が生じた場合の1回開催分

35,331

○東員町社会福祉協議会運営補助金【34,779千円】

　　＊Ｒ3年度から社会福祉協議会事業から移動

県補助 その他 一般財源 35,331

　＊民生委員一斉改選による推薦会開催分

R5 事業費(千円) 35,531 国補助 200 県補助 その他

その他 一般財源 35,270

○民生委員推薦会経費【56千円】

　委員報酬：7,000千円×4人×2回

地方債

34,779

R4 事業費(千円) 35,496 国補助 226 県補助

事業費(千円) 34,779 国補助 県補助 地方債 その他

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 8-1

事業名 社会福祉事業

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
一般財源R3

○東員町社会福祉協議会運営補助金【35,237千円】

○その他経費【203千円】

○東員町社会福祉協議会運営補助金【35,300千円】

○その他経費【203千円】

R6 事業費(千円) 35,531 国補助 200

○東員町社会福祉協議会運営補助金【35,300千円】

○その他経費【203千円】



内訳

内訳

内訳

内訳 その他 一般財源 615地方債

地方債

○障害計画策定経費【350千円】　　（障害者優先調達推進法による契約）
　第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画
　（期間：R6.4～R9.3）のPDCAサイクルによる調査・分析

○就労支援事業【200千円】
　就労支援アドバイザーによる障害者の一般就労に向けた事業経費

○地域療育支援事業【18千円】
　委託先：三重県（県立子ども心身発達医療センター）

○精神保健福祉協議会負担金【5千円】

○その他の経費【42千円】

1,865

○障害計画策定経費【1,600千円】（障害者優先調達推進法による契約）
　第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画策定業務（期間:R6.4～R9.3）
【障害者基本法第11条第3項】　【障害者総合支援法第88条第2項及び児童福祉法第33条の20第2項】
　
○就労支援事業【200千円】
　就労支援アドバイザーによる障害者の一般就労に向けた事業経費

○地域療育支援事業【18千円】
　委託先：三重県（県立子ども心身発達医療センター）

○精神保健福祉協議会負担金【5千円】

○その他の経費【42千円】

R6 事業費(千円) 615 国補助 県補助

その他 一般財源R5 事業費(千円) 1,865 国補助 県補助

その他 一般財源 615

○障害計画策定経費【350千円】　（障害者優先調達推進法による契約）
　第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画
　（期間：R3.4～R6.3）のPDCAサイクルによる調査・分析

○就労支援事業【200千円】
　就労支援アドバイザーによる障害者の一般就労に向けた事業経費

○地域療育支援事業【18千円】
　委託先：三重県（県立子ども心身発達医療センター）

○精神保健福祉協議会負担金【5千円】

○その他の経費【42千円】

303

○障害計画策定経費【282千円】
　第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画
　（期間：R3.4～R6.3）のPDCAサイクルによる調査・分析
　（障害者優先調達推進法による契約）

○地域療育支援事業【16千円】
　委託先：三重県（県立子ども心身発達医療センター）

○精神保健福祉協議会負担金【5千円】

R4 事業費(千円) 615 国補助 県補助 地方債

地方債 その他 一般財源R3 事業費(千円) 303 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 8-2

事業名 障害福祉事業

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳 188,018地方債

R5 事業費(千円) 696,480

726,480 国補助 358,975 県補助 179,487 その他 一般財源

県補助

○自立支援給付費　　【530,000千円】
○障害児通所給付費  【114,000千円】
○自立支援医療費　　　【5,133千円】
○補装具給付費　　　　【5,300千円】

○電算システム経費　　【2,746千円】
　福祉サービス請求システム使用料　　　　　　634,000円
　障がい者福祉システム使用料　　　　　　　2,112,000円

○その他経費　　　　　【3,034千円】

その他

その他

171,987 地方債

○自立支援給付費　　【580,000千円】
○障害児通所給付費  【130,000千円】
○自立支援医療費　　　【5,200千円】
○補装具給付費　　　　【5,500千円】

○電算システム経費　　【2,746千円】
　福祉サービス請求システム使用料　　　　　　634,000円
　障がい者福祉システム使用料　　　　　　　2,112,000円

○その他経費　　　　　【3,034千円】

180,518

○自立支援給付費　　【560,000千円】
○障害児通所給付費  【120,000千円】
○自立支援医療費　　　【5,200千円】
○補装具給付費　　　　【5,500千円】

○電算システム経費　　【2,746千円】
　福祉サービス請求システム使用料　　　　　　634,000円
　障がい者福祉システム使用料　　　　　　　2,112,000円

○その他経費　　　　　【3,034千円】

R6 事業費(千円)

169,950

一般財源

一般財源

国補助 343,975

R4 事業費(千円) 327,342 県補助 162,921 地方債660,213 国補助

306,162 県補助R3 事業費(千円) 153,081 地方債

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 8-3

事業名 障害者自立支援事業

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
その他 一般財源 174,077

○自立支援給付費　　【509,853千円】
○障害児通所給付費 　【110,423千円】
○自立支援医療費　　　【3,750千円】
○補装具給付費　　　　【3,521千円】

○電算システム経費　　【2,746千円】
　福祉サービス請求システム使用料　　　　　　634,000円
　障がい者福祉システム使用料　　　　　　　2,112,000円

○その他経費　　　　　【3,027千円】

633,320 国補助



内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 8-4

事業名 障害者地域生活支援事業

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
R3 事業費(千円) 43,549 国補助 9,640 県補助 4,820 地方債 その他 一般財源 29,089

○基幹相談支援事業【15,080千円】
　【委託先：特定医療法人北勢会、社会福祉法人いずみ、社会福祉法人東員町社会福祉協議会】

○地域生活支援拠点等事業【4,000千円】

○重度障害者加算補助金【710千円】

○地域生活支援事業給付費【21,829千円】
　日常生活用具給付、移動支援事業、日中一時支援事業等

○その他経費【1,930千円】

R4 事業費(千円) 50,810 国補助 23,460 県補助 11,730 地方債 その他 一般財源 15,620

○基幹相談支援事業【15,080千円】
　【委託先：特定医療法人北勢会、社会福祉法人いずみ、社会福祉法人東員町社会福祉協議会】

○地域生活支援拠点等事業【4,000千円】

○重度障害者加算補助金【720千円】

○地域生活支援事業給付費【28,338千円】
　日常生活用具給付、移動支援事業、日中一時支援事業等

○その他経費【2,672千円】

R5 事業費(千円) 50,992 国補助 23,520 県補助 11,760 地方債 その他 一般財源 15,712

○基幹相談支援事業【15,080千円】
　【委託先：特定医療法人北勢会、社会福祉法人いずみ、社会福祉法人東員町社会福祉協議会】

○地域生活支援拠点等事業【4,000千円】

○重度障害者加算補助金【840千円】

○地域生活支援事業給付費【28,400千円】
　日常生活用具給付、移動支援事業、日中一時支援事業等

○その他経費【2,672千円】

R6 事業費(千円) 51,592 国補助 24,500 県補助 12,250 地方債 その他 一般財源 14,842

○基幹相談支援事業【15,080千円】
　【委託先：特定医療法人北勢会、社会福祉法人いずみ、社会福祉法人東員町社会福祉協議会】

○地域生活支援拠点等事業【4,000千円】

○重度障害者加算補助金【840千円】

○地域生活支援事業給付費【29,000千円】
　日常生活用具給付、移動支援事業、日中一時支援事業等

○その他経費【2,672千円】



内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 8-5

事業名 保健福祉センター事業

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
R3 事業費(千円) 15,259 国補助 県補助 地方債 7,400 その他 245 一般財源 7,614

○施設維持管理経費【5,163千円】（光熱水費・保守点検等経常経費）

○施設改修経費【10,096千円】
　照明設備等改修工事（LED化）　　 　　　　　8,919,000円※
　改修工事監理業務　　　　　　　　　 　　　 　363,000円※
　外壁等改修工事設計業務　　　　　　 　　　   814,000円
　【施工スケジュール】
　　5月～ 8月　改修工事・監理業務
　　7月～ 9月　設計業務

　※地方債は公共施設等適正管理推進事業債を予定（90％充当）

R4 事業費(千円) 24,114 国補助 県補助 地方債 14,600 その他 536 一般財源 8,978

○施設維持管理経費【6,526千円】（光熱水費・保守点検等経常経費）

○施設改修経費【17,588千円】
　外壁等改修工事　　　　　　　　　　　　　　15,905,000円※
　改修工事監理業務　　　　　　　　　　　　　 　363,000円※
　調理室等改修工事設計業務　　　　　　　　　 1,320,000円

　※地方債は公共施設等適正管理推進事業債を予定（90％充当）

R5 事業費(千円) 56,955 国補助 県補助 地方債 44,900 その他 600 一般財源 11,455

○施設維持管理経費【7,000千円】（光熱水費・保守点検等経常経費）

○施設改修経費【49,955千円】
　調理室等改修工事　　　　　　　　　　　　　47,955,000円※
　調理室等改修工事監理業務　　　　　　　　　 2,000,000円※

　※地方債は公共施設等適正管理推進事業債を予定（90％充当）

R6 事業費(千円) 12,000 国補助 県補助 地方債 その他 600 一般財源 11,400

○施設維持管理経費【7,000千円】（光熱水費・保守点検等経常経費）

○施設改修経費【5,000千円】
　ホール（大講堂）照明・音響改修工事設計業務　5,000,000円



内訳

内訳

内訳

内訳 9,400 その他 8,000 一般財源 7,600

○施設維持管理経費【13,500千円】（光熱水費・保守点検等経常経費）

○施設改修経費【11,500千円】
　防災設備等改修工事　　　　　　　　　　　　　10,000,000円※
　改修工事監理業務　　　　　　　　　　　　   　  500,000円※
　通信設備等改修工事設計業務　　　　　　　  　 1,000,000円

　※地方債は公共施設等適正管理推進事業債を予定（90％充当）

7,800

○施設維持管理経費【13,500千円】（光熱水費・保守点検等経常経費）

○施設改修経費【13,500千円】
　エレベーター改修工事　　　　　　　　　　　12,000,000円※
　改修工事監理業務　　　　　　　　　　　　   　500,000円※
　防災設備等改修工事設計業務　　　　　　　　 1,000,000円

　※地方債は公共施設等適正管理推進事業債を予定（90％充当）

R6 事業費(千円) 25,000 国補助 県補助 地方債

地方債 11,200 その他 8,000 一般財源R5 事業費(千円) 27,000 国補助 県補助

33,800 その他 7,972 一般財源 17,178

○施設維持管理経費【13,344千円】（光熱水費・保守点検等経常経費）

○施設改修経費【45,606千円】
　金属屋根・外壁等改修工事　　　　　　　　　44,033,000円※
　改修工事監理業務　　　　　　　　　　　　 　1,078,000円※
　エレベーター改修工事設計業務　　　　　　　 　495,000円

　※地方債は公共施設等適正管理推進事業債を予定（90％充当）

11,016

○施設維持管理経費【13,015千円】（光熱水費・保守点検等経常経費）

○施設改修経費【1,760千円】
　金属屋根・外壁等改修工事設計業務　　　　　1,760,000円
　【施工スケジュール】
　　7月～9月　設計業務
　

R4 事業費(千円) 58,950 国補助 県補助 地方債

地方債 その他 3,759 一般財源R3 事業費(千円) 14,775 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 8-6

事業名 ふれあいセンター事業

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）


