
【区分欄について】

個人 団体

1 防災危機管理室 消防費 川越市自主防災組織及び広域自主防災会活動補助金 事業費補助
地域における自主防災組織の活性化を図ることを目的に、各種補助金（結成時補助金、活動補助金、防災倉庫設置
補助金、可搬消防ポンプ整備補助金）を交付する。

4,054 0 71

2 防災危機管理室 消防費
コミュニティ助成事業補助金（自主防災組織育成事
業）

事業費補助
自主防災組織等が行う地域の防災活動に直接必要な設備等（建築物、消耗品は除く）の整備に関する事業に対し補
助金を交付する。

0 0 0

3 防災危機管理室 総務費 川越市浸水住宅等排水処理費補助金 その他の補助
水害により浸水した住宅等の基礎部の排水処理を行った者に対し、当該排水処理に要した費用の一部について補助
金を交付する。

0 0 0

4 政策企画課 総務費 特別定額給付金 その他の補助
国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和2年4月20日閣議決定）を受けて、基準日となる令和2年4月
27日において、本市の住民基本台帳に登録されている者に対し、一人当たり10万円の給付を行った。

35,259,800 352,598 0

5 地域創生課 総務費 川越市クラウドファンディング活用支援事業補助金 事業費補助
川越市内において地域活性化に資する事業を行うためクラウドファンディングを活用して資金調達をしようとする
者を支援することで、地域の活性化を図ることを目的に補助金を交付する。

50 0 1

6 地域創生課 総務費 川越市地域経済循環創造事業補助金 建設費等補助
地域資源を活かした先進的で持続可能な事業の取組を促進し、地域での経済循環を創造することを目的に、地域経
済循環創造事業交付金（総務省）の交付決定を受けた事業について、予算の範囲内において補助金を交付する。

14,055 0 1

7 職員課 総務費 川越市通信教育講座補助金 事業費補助 職員研修として位置付ける通信教育を受講し修了した者に対し、受講に要する経費について補助金を交付する。 0 0 0

8 職員課 総務費 川越市職員結婚祝金 その他の補助 職員福利厚生の一環として、対象職員が在職中に結婚したときに、結婚祝金を支給する。 290 29 0

9 職員課 総務費 川越市職員弔慰金 その他の補助
職員福利厚生の一環として、対象職員が在職中に死亡したときに弔慰金を、高度障害のある者になったときに、高
度障害見舞金を支給する。

1,200 3 0

10 職員課 総務費 川越市職員予防検診補助金 その他の補助 職員福利厚生の一環として、対象職員が予防検診を受検したときに、補助金を交付する。 1,199 300 0

11 職員課 総務費 川越市職員団体に対する補助金 その他の補助 職員福利厚生の一環として、職員団体に対し、補助金を交付する。 400 0 1

12 職員課 総務費 川越市職員災害見舞金 その他の補助
職員福利厚生の一環として、対象職員が風水震害火災により住宅等に損害を受けたときに、災害見舞金を支給す
る。

0 0 0

13 職員課 総務費 自主研究グループ活動費補助金 事業費補助
市政に関する事項について自主的に研究を行う職員のグループに対し、その活動を支援するため、活動経費の一部
について補助金を交付する。

0 0 0

14 人権推進課 総務費 川越市同和対策補助金 事業費補助 部落差別解消を目指すための支部員の諸活動の事業経費として、補助金を交付する。 1,179 0 4

15 人権推進課 総務費 川越市人権擁護活動事業補助金 事業費補助 川越市民の基本的人権の擁護及び人権思想の高揚普及を図るため、補助金を交付する。 180 0 1

16 管財課 諸支出金 川越市土地開発公社利子補給 その他の補助 川越市土地開発公社の事業に係る金融機関借入金利息について、補助金を交付する。 24,545 0 1

17 市民税課 総務費 川越市たばこ税対策活動補助金 事業費補助
たばこ税の安定確保及び喫煙に伴う各種対策を図るため、市内に所在するたばこ小売業者が組織した団体が実施す
るたばこの市内購入の促進に寄与すると認められる事業、及び喫煙に伴う環境等への影響を防止することを目的と
する啓発事業等に対し、補助金を交付する。

282 0 1

18 市民税課 総務費 川越市青色申告指導事業補助金 事業費補助
個人市民税等の適正な申告、納税の推進を図るため、川越青色申告会が実施する青色申告指導事業について、補助
金を交付する。

115 0 1

19 地域づくり推進課 総務費 川越市自治会集会施設等整備事業補助金 事業費補助
地域住民の自治意識の高揚と福祉の増進を図るため、自治会が実施する公共的施設の整備に要する経費について、
補助金を交付する。

38,393 0 108

20 地域づくり推進課 総務費 川越市自治会連合会事業補助金 事業費補助
自治会連合会が実施する事業（交通安全対策、防犯・防災対策、環境美化、青少年健全育成、広報、地域活動への
支援）を支援し、自治会活動の活性化を図るため、補助金を交付する。

1,400 0 1

21 地域づくり推進課 総務費 コミュニティ助成事業補助金 事業費補助 コミュニティ活動の健全な発展を図るため、コミュニティ組織に対し補助金を交付する。 2,500 0 1

22 地域づくり推進課 総務費 川越市自治会集会所建設事業補助金 事業費補助
地域の一体感の醸成や共通課題解決のため自治会が行うソフト事業を組み合せたコミュニティ活動拠点の整備につ
いて、補助金を交付する。

20,000 0 1

23 地域づくり推進課 総務費 川越市提案型協働事業補助金 事業費補助
協働によるまちづくりを積極的に推進するため、市民活動団体等が主体的に行う協働事業について、補助金を交付
する。

262 0 2

24 地域づくり推進課 総務費 川越市地域会議補助金
団体運営補助
事業費補助

地域住民や地域の中で活動する各種団体等が一体となった、協働による住みよい地域づくりを推進するため、地域
会議に対し、補助金を交付する。

1,634 0 19

25 防犯・交通安全課 総務費 川越防犯協会事業補助金 事業費補助
犯罪のない明るい社会の実現を目指し、自主防犯体制の確立を図るため、防犯パトロール、防犯講習会、広報活
動、啓発の事業について、補助金を交付する。

5,700 0 1

26 防犯・交通安全課 総務費 川越市犯罪被害者支援推進協議会事業補助金 事業費補助
犯罪による被害者等の救済を図るため、犯罪による被害者等に対する情報提供、精神的支援、法律相談、被害者の
安全確保等の事業について、補助金を交付する。

219 0 1

27 防犯・交通安全課 総務費 川越市交通安全推進協議会実施事業補助金 団体運営補助 各種交通安全運動等を行い、交通安全意識の高揚と浸透を図るため、補助金を交付する。 1,161 0 1

28 防犯・交通安全課 総務費 川越交通安全協会実施事業補助金 事業費補助 交通の安全及び円滑並びに交通秩序の確立に寄与するため、補助金を交付する。 365 0 1

29 防犯・交通安全課 総務費 川越市交通遺児奨学金 その他の補助 遺児の健全な育成に寄与するため、交通事故により遺児となった者に対し、補助金を交付する。 48 1 0

30 防犯・交通安全課 総務費 川越市交通指導員会事業実施補助金 団体運営補助 指導員の資質の向上を図り、円滑な交通安全指導を行うため、補助金を交付する。 75 0 1

31 防犯・交通安全課 総務費 川越市交通安全母の会実施事業補助金 団体運営補助 幼児・児童・高齢者を交通災害から守り、交通安全活動を行い明るい地域社会を作るため、補助金を交付する。 900 0 1

32 防犯・交通安全課 総務費 自治会防犯灯電気料補助金 事業費補助
防犯灯を整備(維持)し、夜間の犯罪を予防するとともに豊かで安全な社会生活を確保するため、補助金を交付す
る。

17,975 0 272

33 男女共同参画課 総務費 川越市女性団体事業補助金 団体運営補助 川越市女性団体連絡協議会の活動にかかる経費を支援し、男女共同参画の推進を図るため、補助金を交付する。 150 0 1

34 文化芸術振興課 総務費 川越市地区文化祭補助金 事業費補助 地域の文化振興を図るため、地区文化祭を開催する実行委員会に対し、補助金を交付する。 0 0 0

35 文化芸術振興課 総務費 川越市民文化祭補助金 事業費補助 市における芸術文化の普及を目的とした市民文化祭を開催する実行委員会に対し、補助金を交付する。 0 0 0

36 文化芸術振興課 総務費 川越市文化芸術によるまちづくり補助金 事業費補助
連携・協働による新たな文化芸術の創出及び若い世代の文化芸術活動を充実するため、新たな文化芸術活動を行う
団体に対し、補助金を交付する。

0 0 0

37 文化芸術振興課 総務費
川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設の新型コロ
ナウイルス感染症対策事業費補助金

事業費補助
利用料金制をとる施設において、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として施設を休館したことにより利用料
金収入がなくなったため、施設の管理運営のための必要最低限の経費のうち、指定管理料で賄いきれない不足分及
び、感染症対策として追加で必要となった経費について補助を行う。

20,893 0 1

38 スポーツ振興課 総務費 川越市全国大会選手派遣費補助事業補助金 事業費補助 全国大会以上の出場する選手に対し、負担の軽減を図るため、補助金を交付する。 395 0 25

39 スポーツ振興課 総務費 川越市棚倉町親善剣道大会補助事業補助金 事業費補助 剣道を通じ友好都市の交流を図るため、補助金を交付する。 0 0 0

40 スポーツ振興課 総務費 川越市総合型地域スポーツクラブ補助金 団体運営補助 本市における生涯にわたるスポーツの振興を図るため、補助金を交付する。 716 0 3

41 スポーツ振興課 総務費 川越市町内体育祭補助事業補助金 事業費補助 地域住民の健康の保持増進とスポーツ・レクリエーション活動の普及を図るため、補助金を交付する。 0 0 0

◯その他の補助・・・市民に対する利子補給等の他、上記4区分に当てはまらないもの。

担当課 予算科目（款） 補助金名称 区分 補助金の概要（目的）
交付額
（千円）

交付件数（件）

令和２年度補助金支出一覧

◯団体運営補助・・・特定の団体の行う事業に公共性があると市が認定し、当該事業を推進・奨励するために補助金として交付するものであって、主に市の施策を補完するために活動する団体に対して補助するもの。

◯団体育成補助・・・特定の団体の運営等に係る経費に対し、当該団体が経済的に自立するまでの期間、その支援をするため補助するもの。

◯事業費補助・・・市の施策を推進する上で、その目的を達成するため、一定の基準を満たす特定の事業に対し補助するもの。

◯建設費等補助・・・団体等が行う施設等の建設、修理、整備に係る事業に対し補助するもの。

1



個人 団体
担当課 予算科目（款） 補助金名称 区分 補助金の概要（目的）

交付額
（千円）

交付件数（件）

42 スポーツ振興課 総務費 川越市中学校体育連盟補助金 団体運営補助 中学校における体育活動の推進のため、補助金を交付する。 1,800 0 1

43 スポーツ振興課 総務費 川越市小学校体育連盟補助金 団体運営補助 小学校における体育活動の推進のため、補助金を交付する。 312 0 1

44 スポーツ振興課 総務費 川越市スポーツ推進委員連絡協議会補助金 団体運営補助
地域住民のスポーツ活動の振興のための事業を行うとともに、指導者としての資質の向上を図るため、補助金を交
付する。

168 0 1

45 スポーツ振興課 総務費 川越市スポーツ協会補助金 団体運営補助 スポーツを振興している体育協会の育成のため、補助金を交付する。 2,530 0 1

46 スポーツ振興課 総務費 川越市校区スポーツ振興連絡協議会補助金 団体運営補助 地域スポーツの振興のため、補助金を交付する。 510 0 17

47 国際文化交流課 総務費 川越市地域の国際化貢献事業補助金 事業費補助 地域の国際化に貢献する市民団体が実施する事業について、補助金を交付する。 40 0 1

48 国際文化交流課 総務費 川越市都市提携事業補助金 団体運営補助 本市と国内または国外の姉妹・友好都市との間における親善及び友好関係を推進するため、補助金を交付する。 0 0 0

49 福祉推進課 民生費 川越市民生委員児童委員協議会連合会補助金 事業費補助 民生委員・児童委員活動の促進と組織の強化を図るため、補助金を交付する。 5,796 0 1

50 福祉推進課 民生費 川越市社会福祉協議会運営費補助金 団体運営補助 社会福祉協議会の運営を支援し、もって市内における社会福祉の増進に資するため、補助金を交付する。 140,184 0 1

51 福祉推進課 民生費 川越市社会福祉協議会相談事業補助金 事業費補助
社会福祉協議会が在宅福祉に関する市民の相談に応じるために設置した相談所における相談事業を促進するため、
補助金を交付する。

249 0 1

52 福祉推進課 民生費 戦没者追悼事業補助金 事業費補助 川越市内（本庁管内及び出張所管内）で開催される戦没者追悼式について、補助金を交付する。 1,134 0 1

53 福祉推進課 民生費 川越地区保護司会川越支部補助金 事業費補助 保護司活動の促進と組織の強化を図るため、補助金を交付する。 100 0 1

54 福祉推進課 民生費 川越市遺族会補助金 事業費補助 戦没者遺族活動の促進と組織の強化を図るため、補助金を交付する。 225 0 1

55 福祉推進課 民生費
川越市社会福祉協議会ボランティアセンター活動事
業補助金

事業費補助
社会福祉協議会がボランティア活動の推進を図るため設置したボランティアセンターの活動を促進するため、補助
金を交付する。

13,496 0 1

56 福祉推進課 民生費
川越市社会福祉協議会住民参加型在宅福祉サービス
事業補助金

事業費補助
社会福祉協議会が行う住民参加型在宅福祉サービス事業を支援し、もって地域福祉の推進を図るため、補助金を交
付する。

13,598 0 1

57 福祉推進課 民生費
川越市社会福祉協議会コミュニティソーシャルワー
カー配置事業補助金

事業費補助
地域福祉サポートシステムの構築に向けて、地域の福祉課題に対して総合的に対応できるコミュニティソーシャル
ワーカーを配置することで、地域福祉の向上を図ることを目的に補助金を交付する。

12,078 0 1

58 福祉推進課 民生費 川越市地区別福祉プラン推進事業補助金 事業費補助
各地区社会福祉協議会が策定した地区別福祉プランの効率的な推進により、地域における支え合い、助け合いの活
動を促進するため、補助金を交付する。

321 0 1

59 福祉推進課 民生費
川越市平成29年台風第21号被災者生活復旧支援融資
に係る利子補助金

その他の補助
平成29年台風第21号による被災者の生活復旧を支援するため、当該被災者が生活復旧のために受けた融資に係る利
子相当額を補助する。

128 6 0

60 生活福祉課 民生費 川越市社会福祉協議会安定資金事業補助金 事業費補助
川越市社会福祉協議会が、生活保護受給世帯又は生活保護の申請が受理された世帯に対し、３万円を限度として貸
付を行う安定資金事業の原資について、当該事業の円滑な実施のため、協議会に対し、予算の範囲内において補助
金を交付する。

145 0 1

61 生活福祉課 民生費 川越市無料低額宿泊所施設整備費補助金 建設費等補助
無料低額宿泊所における新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、多床室の個室化改修工事に係る費用の補助を
行う。

7,500 0 1

62 障害者福祉課 民生費
川越市登録手話通訳者インフルエンザ予防接種補助
金

その他の補助
登録手話通訳者の健康保持増進及び経済的負担軽減のため、手話通訳者のインフルエンザ予防接種費用の一部を補
助する。

33 10 0

63 障害者福祉課 民生費 川越市障害者等移動支援補助金 事業費補助
外出時の移動支援を行い、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すため、屋外での移動に困難がある障害
者及び障害児に対して、補助金を交付する。

31,547 0 35

64 障害者福祉課 民生費 川越市地域活動支援センター事業補助金 事業費補助
障害者に創作活動、生産活動の機会等の便宜を供与し障害者の地域生活支援の促進を図るため、補助金を交付す
る。

105,241 0 2

65 障害者福祉課 民生費 川越市障害者等日中一時支援事業補助金 事業費補助
障害者等の日中における活動の場を提供し、障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的に、補助
金を交付する。

6,377 0 12

66 障害者福祉課 民生費 川越市身体障害者福祉会連合会運営費補助金 団体運営補助 障害者の福祉の増進を図るため、補助金を交付する。 197 0 1

67 障害者福祉課 民生費 川越市地区身体障害者福祉会運営費補助金 団体運営補助 障害者の福祉の増進を図るため、補助金を交付する。 198 0 9

68 障害者福祉課 民生費 川越市聴覚障害者協会運営費補助金 団体運営補助 障害者の福祉の増進を図るため、補助金を交付する。 27 0 1

69 障害者福祉課 民生費 川越市腎臓病患者友の会運営費補助金 団体運営補助 障害者の福祉の増進を図るため、補助金を交付する。 45 0 1

70 障害者福祉課 民生費 川越市手をつなぐ育成会運営費補助金 団体運営補助 障害者の福祉の増進を図るため、補助金を交付する。 45 0 1

71 障害者福祉課 民生費 川越市やまぶき会運営費補助金 団体運営補助 障害者の福祉の増進を図るため、補助金を交付する。 45 0 1

72 障害者福祉課 民生費 川越市障害者福祉施設連絡協議会運営費補助金 団体運営補助 障害者の福祉の増進を図るため、補助金を交付する。 45 0 1

73 障害者福祉課 民生費 川越市障害者福祉施設利用者交流会運営費補助金 事業費補助 障害者の福祉の増進を図るため、補助金を交付する。 206 0 1

74 障害者福祉課 民生費 川越市障害者等生活サポート事業補助金 事業費補助
障害者の福祉の向上及び介護者の負担軽減を図るため、在宅の障害者及びその家族の必要に応じて、迅速かつ柔軟
なサービスを提供する団体の運営に要する経費について、補助金を交付する。

31,364 0 19

75 障害者福祉課 民生費 住替家賃差額補助金 その他の補助
民間賃貸住宅に居住の障害者世帯（※）が、家主の都合により立ち退きを要求され、市内の他の民間賃貸住宅に転
居した場合に、転居前の家賃と転居後の家賃の差額等について、補助金を交付する。※身体障害者手帳１級から３
級まで、療育手帳Ⓐ・Ａの交付を受けている障害者を含む世帯

0 0 0

76 障害者福祉課 民生費 川越市民間福祉施設土地賃借料補助金 団体運営補助 適正な施設の運営の確保に努めるため、施設が借用している土地に係る賃借料について、補助金を交付する。 4,378 0 5

77 障害者福祉課 民生費
地域活動支援センター（サービス向上型）運営費補
助金

事業費補助 地域活動支援センター（サービス向上型）の円滑な運営を図るため、補助金を交付する。 51,100 0 3

78 障害者福祉課 民生費 生活ホーム事業補助金 事業費補助 生活ホーム施設の円滑な運営を図るため、補助金を交付する。 0 0 0

79 障害者福祉課 民生費 障害者共同生活施設体験事業補助金 事業費補助
共同生活援助及び共同生活介護を行う住居並びに生活ホームでの生活を体験し、地域における生活への移行を促進
するため、補助金を交付する。

0 0 0

80 障害者福祉課 民生費 障害者共同生活援助事業補助金 事業費補助
障害者共同生活援助を行う事業の円滑な推進を図るため、障害者共同生活介護等を提供する指定障害福祉サービス
事業者に対し、補助金を交付する。

142 0 2

81 障害者福祉課 民生費 障害者共同生活援助事業安定化補助金 事業費補助
障害者共同生活援助を行う事業の安定化を図るため、障害者共同生活援助を行う指定障害福祉サービス事業者に対
し、補助金を交付する。（一月につき一人当たり10,000円交付する。）

14,550 0 19

82 障害者福祉課 民生費
川越市知的障害者障害福祉サービス事業者重度加算
等補助金

団体運営補助
生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援の円滑な推進を行うため、知的障害者に同サービスを行って
いる事業者に対し、補助金の交付をする。

75,851 0 37

83 障害者福祉課 民生費
川越市在宅超重症心身障害児の家族に対するレスパ
イトケア事業補助金

事業費補助
超重症心身障害児に対し、短期入所事業及び日中一時支援事業の利用を拡大・促進することについて必要な事項を
定めることにより、超重症心身障害児を介助する家族の精神的、身体的負担の軽減を図ることを目的として補助金
を交付する。

13,850 0 2

84 障害者福祉課 民生費 川越市障害者福祉施設等施設整備費市費補助金 建設費等補助 障害者福祉施設等の整備を促進するため、補助金を交付する。 309,173 0 2

85 障害者福祉課 民生費 川越市民間社会福祉施設整備促進事業補助金 建設費等補助
社会福祉施設の量的整備とともにその質的向上を図り、利用者の処遇向上のための環境整備を促進するため、社会
福祉施設の整備資金を補助する。

62,028 0 2

86 障害者福祉課 民生費 社会福祉施設等設備災害復旧費補助金 建設費等補助 令和元年東日本台風で被災した施設の設備復旧のために補助金を交付する。 125,360 0 1

87 障害者福祉課 民生費
川越市障害者総合支援事業費補助金（障害福祉サー
ビス等の衛生管理体制確保支援等事業）

事業費補助
新型コロナウイルス感染症対策に係る障害福祉サービス事業所等の衛生用品（マスク、消毒液等）購入等のために
補助金を交付する。

5,361 0 46

88 障害者福祉課 民生費
川越市障害者総合支援事業費補助金（障害福祉サー
ビス等事業者に対するサービス継続支援事業）

事業費補助
新型コロナウイルス感染症の発生による障害福祉サービス等の提供体制の影響を抑え、必要なサービスを継続して
提供できるよう、通常サービスでは想定されないかかり増し経費等に対し補助金を交付する。

616 0 1

89 障害者福祉課 民生費
川越市障害者総合支援事業費補助金（就労系障害福
祉サービス等の機能強化事業）

事業費補助
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により、減収となった就労継続支援事業所の生産活動の存続等に係
る費用に対して補助金を交付する。

2,500 0 5
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90 障害者福祉課 民生費
川越市障害者総合支援事業費補助金（障害福祉サー
ビスにおけるテレワーク等導入支援事業）

事業費補助 就労移行支援事業所及び就労継続支援事業所における在宅就労等の費用に対し補助金を交付する。 2,141 0 3

91 障害者福祉課 民生費
川越市障害者福祉施設等施設整備費市費補助金（繰
越明許費分）

建設費等補助 障害者福祉施設等の整備を促進するため、補助金を交付する。 75,721 0 2

92 高齢者いきがい課 民生費 川越市老人クラブ連合会運営費補助金 団体運営補助
高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進するため、地域を中心とした社
会参加交流事業の推進、指導者の育成、会員の加入促進及び資質向上を図る川越市老人クラブ連合会の運営費につ
いて、補助金を交付する。

243 0 1

93 高齢者いきがい課 民生費 川越市老人クラブ補助金 団体運営補助
高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進するため、川越市老人クラブ連
合会に加入する老人クラブが行う社会奉仕活動、老人教養講座、健康増進のための事業等の実施について、補助金
を交付する。

4,521 0 94

94 高齢者いきがい課 民生費 川越市地域福祉対策特別事業補助金 事業費補助
一人暮らし高齢者等の食生活の改善を通じて健康保持を図り、安否の確認や交流を行いながら在宅の生活を支える
給食サービス事業を促進するため、社会福祉協議会が実施する給食サービス(給食・会食）の経費について、補助金
を交付する。

3,339 0 1

95 高齢者いきがい課 民生費 川越市生きがい対策事業真寿窯運営費補助金 事業費補助
生きがい対策事業の促進を図るため、高齢者が陶芸を通じて趣味・教養娯楽活動を行う工房真寿窯の運営費につい
て、補助金を交付する。

1,000 0 1

96 高齢者いきがい課 民生費 川越市シルバー人材センター補助金 団体運営補助
組織運営の安定化を図り、高齢者の社会参加と生きがいの向上のため、川越市シルバー人材センターが行う事業の
実施に要する経費（職員人件費等の一部）について、補助金を交付する。

27,000 0 1

97 高齢者いきがい課 民生費 川越市在宅高齢者居宅改善費助成事業 その他の補助
高齢者の在宅生活の安定と介護予防を図るため、介護保険法による要介護者及び要支援者に該当しない65歳以上の
高齢者の居宅の改善に要する経費について、補助金を交付する。

5,978 58 0

98 高齢者いきがい課 民生費 川越市高齢者世帯等住替家賃助成 その他の補助
高齢者の住まいの安定を図るため、民間賃貸住宅に居住している高齢者世帯が、家主の都合により立ち退きを要求
され、市内の他の民間賃貸住宅に転居した場合に、転居前の家賃と転居後の家賃の差額等について、補助金を交付
する。

1,541 9 0

99 高齢者いきがい課 民生費 川越市社会福祉協議会法人後見事業補助金 事業費補助
認知症高齢者の増加に伴い増大していく成年後見制度の需要に対応するため、川越市社会福祉協議会が実施する法
人後見事業に係る経費について補助金を交付する。

10,501 0 1

100 高齢者いきがい課 民生費 川越市軽費老人ホーム事務費補助金 団体運営補助
入所者の負担を軽減するため、軽費老人ホームを設置する社会福祉法人が、入所者から徴収すべきサービスの提供
に要する費用の一部を減免した場合に、減免分について、補助金を交付する。

112,860 0 3

101 高齢者いきがい課 民生費 川越市民間福祉施設土地賃借料補助金 団体運営補助
適正な施設の運営の確保に努めるため、軽費老人ホームが借用している土地に係る賃借料について、補助金を交付
する。

1,633 0 1

102 高齢者いきがい課 民生費 川越市長寿祝い金 その他の補助 長寿を祝福し高齢者福祉の増進を図るため、高齢者に対し、補助金（長寿祝い金）を交付する。 79,020 5,956 0

103 高齢者いきがい課 民生費 川越市自治会老人憩いの家管理運営費補助金 事業費補助
高齢者のふれあいの場の提供を図るため、自治会がその集会所等に付加、新築または建物の借り上げ等により整備
した老人憩いの家の管理運営費（光熱水費、借上げ費）について、補助金を交付する。

1,311 0 50

104 高齢者いきがい課 民生費 地域介護・福祉空間設備等施設整備事業義補助金 建設費等補助
高齢者施設等の防災・減災対策を推進し、利用者の安全・安心を確保するための事業の実施に必要な経費につい
て、事業を実施する民間事業者に対し、補助金を交付する。

0 0 0

105 高齢者いきがい課 民生費
令和元年台風第１９号に係る川越市社会福祉施設等
設備災害復旧費補助金

建設費等補助
社会福祉法人等が川越市内において令和元年台風第１９号の被害を受けた被災事業所等の設備災害復旧に要する費
用の一部について補助金を交付する。

284,385 0 1

106 高齢者いきがい課 民生費 介護サービス継続支援補助金 団体運営補助
有料老人ホーム等の施設で、新型コロナウイルス感染症による感染者が発生した場合にも、サービス提供を継続す
るために必要な費用の一部を補助する。

0 0 0

107 介護保険課 民生費
川越市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対す
る助成事業

団体運営補助
低所得で生計が困難である者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑
み、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図る。

0 0 0

108 介護保険課 民生費 川越市地域密着型サービス等整備事業費等補助金 建設費等補助 特定の地域密着型サービス施設等を開設する事業者に対して、整備費用等の一部を補助する。 78,031 0 4

109 介護保険課 民生費
川越市特別養護老人ホーム等施設整備費及び設備整
備費市費補助金

建設費等補助
特別養護老人ホーム等の整備を促進するため、社会福祉法人が川越市内において特別養護老人ホーム等の建設を行
なう際に要する費用の一部を予算の範囲内において補助する。

270,000 0 1

110 介護保険課 民生費
川越市高齢者施設新規入居者に対する新型コロナウ
イルス感染症検査助成

事業費補助
市内に住所を有する方で、６５歳以上の高齢者又は基礎疾患のある方において、高齢者施設に新規入所する方を対
象に、本人希望により自己負担でPCR検査を行い、検査に要した費用に対して20,000円を限度に助成する。

404 0 22

111 介護保険課 民生費
川越市地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補
助金

建設費等補助
高齢者施設等の防災・減災対策及び新型コロナウイルス感染拡大防止対策を推進し、利用者の安全・安心を確保す
るための事業の実施に必要な経費について、事業を実施する民間事業者に対し、予算の範囲内において補助する

36,459 0 3

112 介護保険課 民生費
川越市新型コロナウイルス感染症に係る介護サービ
ス事業所等に対するサービス継続事業費等補助金

団体・運営補助
介護サービス事業所・介護施設等が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、新型コロナウイルス感染症の感染機会
を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供できるよう、通常の介護サービスの提供時では想定されない、
かかり増し経費等に対し、予算の範囲内において補助する。

25,795 0 13

113 こども政策課 民生費 民間保育所等整備費補助金 建設費等補助 保育所緊急整備事業を行う事業者を対象に建設費補助を行う。 131,783,000 0 3

114 こども政策課 教育費 認定こども園施設整備補助金 建設費等補助 認定こども園に移行する私立幼稚園に対し、幼稚園部分に係る施設整備費について補助金を交付する。 0 0 0

115 こども政策課 民生費
川越市認可外保育施設に係る登園自粛分保育料補助
金

事業費補助
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため認可外保育施設の園児が登園自粛を行った際の保育料に関し、その保護
者に対し予算の範囲内において補助金を交付する。

257,000 14 0

116 こども政策課 民生費
川越市保育対策総合支援事業費補助金（保育環境改
善等事業）

事業費補助 認可外保育施設が実施する新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策に必要となる経費を補助する。 10,193,000 0 30

117 こども政策課 民生費
川越市新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
費補助金

事業費補助 認可外保育施設が実施する新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策に必要となる経費を補助する。 11,408,000 0 27

118 こども政策課 民生費 子育て世帯臨時特別給付金給付事業 その他の補助 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援する。 425,580,000 25,765 0

119 こども育成課 民生費 川越市青少年相談員協議会活動事業補助金 事業費補助
青少年の健全育成を目的としたボランティア活動及び地域づくりリーダーとしての活動を行う青少年相談員を支援
するため、補助金を交付する。

87 0 1

120 こども育成課 民生費 川越市青少年団体自主活動補助金 事業費補助 実践的な青少年活動を行う団体の自主活動を振興し、青少年の健全育成を図るため、補助金を交付する。 165 0 3

121 こども育成課 民生費 川越市青少年健全育成事業補助金 団体運営補助
川越市青少年を育てる市民会議の活動にかかる経費を支援し、市民総ぐるみによる青少年の健全育成を推進するた
め、補助金を交付する。

1,481 0 1

122 こども育成課 民生費 川越市少年補導員会非行防止活動事業補助金 事業費補助
青少年の非行防止を行う川越市少年補導員の自主的な活動を支援するため、川越市少年補導員会に対し、補助金を
交付する。

0 0 0

123 こども育成課 民生費 川越市民間放課後児童クラブ事業補助金 事業費補助
放課後における児童の健全な育成を図るため、市内で放課後児童健全育成事業として民間放課後児童クラブを実施
する者に対し、補助金を交付する。

6,422 0 1

124 こども育成課 民生費
川越市民間放課後児童クラブに係る小学校臨時休業
時等支援補助金

事業費補助
民間放課後児童クラブにおいて、市内小学校の臨時休業を受け、開所時間を延長し、午前中から児童の受入れを
行った場合の人件費及び、感染拡大防止に係る児童の利用自粛に伴う保育料減収額に対し、補助金を交付する。

895 0 1

125 こども育成課 民生費
川越市民間放課後児童クラブ新型コロナウイルス感
染拡大防止対策費補助金

事業費補助
民間放課後児童クラブに対し、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に係る衛生用品の購入等経費への補助金を交
付する。

500 0 1

126 こども育成課 民生費
川越市新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
費補助金（児童福祉施設等分）

事業費補助 児童福祉施設等に対し、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に係る経費への補助金を交付する。 9,051 0 22

127 こども育成課 民生費
新型コロナウイルス感染症対策に伴う川越市ファミ
リー・サポート・センター事業等利用助成金

その他の補助
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う小学校等の臨時休業により、川越市ファミリー・サポート・セン
ター事業等を利用した保護者を対象に利用料の助成を行う。

21 5 0

128 こども家庭課 民生費 自立支援教育訓練給付金 その他の補助
ひとり親家庭の母または父の主体的な能力開発の取組を支援し、もってひとり親家庭の自立促進を図るため、補助
金を交付する。

346 7 0

129 こども家庭課 民生費 高等職業訓練促進給付金 その他の補助
ひとり親家庭の母または父の就職の際に有利であり、かつ生活安定に資する資格取得を促進するため、補助金を交
付する。

35,648 35 0

130 こども家庭課 民生費 高等職業訓練修了支援給付金 その他の補助
ひとり親家庭の母または父の資格取得に係る養成機関への入学時の負担軽減を図り、当該資格取得を容易にするた
め、補助金を交付する。

500 12 0

131 こども家庭課 民生費
高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
（修了時給付金、合格時給付金）

その他の補助
ひとり親家庭の保護者または児童の学び直しを支援するため、高等学校卒業程度認定試験に係る講座の修了時及び
合格時に補助金を交付する。

150 1 0

132 こども家庭課 民生費 ひとり親世帯臨時特別給付金 その他の補助
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心
身に生じていることを踏まえ、こうした世帯に対する支援を行うため、補助金を交付する。

377,420 2,427 0

133 こども家庭課 民生費 川越市民間母子生活支援施設土地賃借料補助金 事業費補助
母子生活支援施設を運営する社会福祉法人に対して、適正な施設運営の確保に努めるため、土地賃借料を補助金を
交付する。

3,502 0 1

134 こども家庭課 民生費
川越市児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金
（新型コロナウイルスの感染拡大を図る事業等（令
和２年度分補正予算分）分）

事業費補助
母子生活支援施設を運営する社会福祉法人に対して、新型コロナウイルス感染症対策を行うため、衛生用品購入費
等のための補助金を交付する。

600 0 1

135 こども家庭課 民生費
川越市新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
費補助金（児童福祉施設分）

事業費補助
母子生活支援施設を運営する社会福祉法人に対して、新型コロナウイルス感染症対策を行うため、衛生用品購入費
等のための補助金を交付する。

500 0 1

136 保育課 教育費 川越市私立幼稚園協会事業補助金 事業費補助
市内私立幼稚園の振興と幼児教育の充実を図るため、川越地区私立幼稚園協会の運営に係る事業に対して補助金を
交付する。

576 0 1

137 保育課 教育費 川越市私立幼稚園児健康診断補助金 事業費補助 園児の健康増進及び疾病の早期発見を図るため、補助金を交付する。 2,380 0 26
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138 保育課 教育費 川越市私立幼稚園運営補助金 団体運営補助
幼児教育の振興、私立幼稚園教員の育成及び施設などの充実並びに保護者の負担軽減を図るため、補助金を交付す
る。

63,244 0 26

139 保育課 教育費 私立幼稚園預かり保育補助金 事業費補助 待機児童対策として、多様な保育ニーズに対応するため、補助金を交付する。 119,414 0 24

140 保育課 教育費 川越市一時預かり事業（幼稚園型）補助金 事業費補助
多様化する保育ニーズに応え、安心して子育てができる環境の整備及び地域における子ども・子育て支援の向上を
図るため、補助金を交付する。

19,296 0 14

141 保育課 民生費 産休等代替職員費補助金 事業費補助 民間保育所の運営の充実を図るため、産休等の代替臨時職員の任用に要する経費について、補助金を交付する。 444 0 1

142 保育課 民生費 民間保育所整備（賃貸）費補助金 事業費補助 保育所緊急整備事業を行う事業者を対象に賃貸借料について、補助金を交付する。 12,033 0 4

143 保育課 民生費 川越市私立保育園協会補助金 事業費補助
私立保育園の保育及び発展に資するため、市内の私立保育園間の連絡及び協調を行う川越市私立保育園協会に対し
て、補助金を交付する。

389 0 1

144 保育課 民生費 障害児保育補助金 事業費補助 障害児の成長と発達を支援する場所を確保するため、補助金を交付する。 2,777 0 2

145 保育課 民生費 民間保育所補助金 事業費補助 民間保育所の運営の充実と振興を図るため、及び児童・職員の処遇改善を図るため、補助金を交付する。 506,212 0 40

146 保育課 民生費 人権保育推進事業補助金 事業費補助 人権問題の解決と乳幼児の健全育成及び明るい地域社会の形成を図るため、補助金を交付する。 450 0 1

147 保育課 民生費 認可外保育施設の衛生・安全対策事業補助金 事業費補助
認可外保育施設の職員および児童の衛生・安全を確保し、児童の健全育成に資するため、職員の健康診断に係る経
費に対して補助金を交付する。

181 0 8

148 保育課 民生費 川越市保育環境改善等事業費補助金 事業費補助 民間保育所等の新型コロナウイルス感染症対策を図るため、衛生用品等の購入に対して補助金を交付する。 28,533 0 70

149 保育課 教育費 川越市私立幼稚園耐震改修事業費補助金 事業費補助 市内の私立幼稚園園舎に係る耐震補強工事等を行う学校法人に対して、補助金を支給する。 0 0 0

150 保育課 教育費 川越市私立幼稚園長時間預かり保育事業補助金 事業費補助
子どもを安心して育てることができるような体制整備を行う長時間の教育活動を行う私立幼稚園に対して、補助金
を支給する。

3,578 0 1

151 保育課 民生費
川越市新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
費補助金

事業費補助 民間保育所等の新型コロナウイルス感染症対策を図るため、衛生用品等の購入に対して補助金を交付する。 37,696 0 66

152 療育支援課 民生費
障害福祉サービス等の衛生管理体制確保支援等事業
費補助金

事業費補助
障害児通所支援事業所に対し、新型コロナウイルス感染症対策にかかる衛生用品の確保に係る経費に対する補助金
を交付する。

1,974 0 23

153 保健医療推進課 衛生費
川越市地域医療従事者養成事業補助金（川越市医師
会川越看護専門学校・准看護学科）

事業費補助 地域医療を担う准看護師の安定的な養成を図るため、市内の養成機関に対し、補助金を交付する。 1,584 0 1

154 保健医療推進課 衛生費
川越市地域医療従事者養成事業補助金（川越市医師
会川越看護専門学校・看護学科）

事業費補助 地域医療を担う看護師の安定的な養成を図るため、市内の養成機関に対し、補助金を交付する。 2,257 0 1

155 保健医療推進課 衛生費
川越市地域医療従事者養成事業補助金（埼玉医科大
学附属総合医療センター看護専門学校）

事業費補助 地域医療を担う看護師の安定的な養成を図るため、市内の養成機関に対し、補助金を交付する。 4,189 0 1

156 保健医療推進課 衛生費 川越市地域保健医療事業協力補助金 事業費補助
地域保健医療事業の推進を図るため、本市が行う予防接種、健（検）診といった保健事業、健康教育事業等に対す
る協力や、市民向け講演会の開催などの健康啓発に係る事業について、市医師会に補助金を交付する。

6,000 0 1

157 保健医療推進課 衛生費 川越市地域医療連携推進事業補助金 事業費補助
地域医療機関と中核医療機関との連携や、急性期から在宅療養まで包括的かつ継続的な看護の定着を図る事業を行
う市医師会に対し、補助金を交付する。

1,800 0 1

158 保健医療推進課 衛生費
川越市夜間休日診療事業補助金（夜間休日診療所運
営事業）

事業費補助
平日の夜間及び休日における軽症の救急患者に対する医療を確保するため、夜間休日診療事業を実施する法人に対
し、補助金を交付する。

24,000 0 1

159 保健医療推進課 衛生費
川越市夜間休日診療事業補助金（夜間休日診療所調
剤等事業）

事業費補助
平日の夜間及び休日における軽症の救急患者に対する医療を確保するため、夜間休日診療事業（調剤等事業）を実
施する法人に対し、補助金を交付する。

2,500 0 1

160 保健医療推進課 衛生費 川越市病院群輪番制病院運営費補助金 事業費補助
休日及び夜間における救急医療体制を確保するため、病院群輪番制方式により第二次救急医療を行う救急告示病院
に対し、川越地区3市2町（川越市・富士見市・ふじみ野市・三芳町・川島町）により補助金を交付する。

31,044 0 1

161 保健医療推進課 衛生費 川越市救急医療拠点病院運営事業補助金 事業費補助
本市の救急医療体制の安定化を図るため、病院群輪番制病院とともに休日及び夜間の重症救急患者の受入機関と
なっている救命救急センター等を運営する者に対し、補助金を交付する。

20,480 0 1

162 保健医療推進課 衛生費 川越市二次救急搬送受入支援事業補助金 事業費補助
救急医療体制の確保を図るため、市内の二次救急医療機関の運営に要する費用のうち、救急搬送患者の受入れに要
する費用に対し、補助金を交付する。

28,124 0 10

163 保健医療推進課 衛生費 外国人未払医療費対策事業補助金 その他の補助
救急医療体制の円滑な運営に資するため、市内に居所等を有する外国人に対して発生した救急医療に係る医療費
で、医療機関が回収に相当の努力を払ったのにもかかわらず、未払いとなっているものについて、医療機関に補助
金を交付する。

0 0 0

164 保健医療推進課 衛生費
川越市新型コロナウイルス帰国者・接触者外来協力
医療機関補助金

事業費補助
新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来を確保するため、市内において帰国者・接触者外来を行う医
療機関に対し、補助金を交付する。

3,500 0 1

165 保健医療推進課 衛生費
令和２年度川越市新型コロナウイルス感染症緊急
包括支援交付金（医療分）

事業費補助
新型コロナウイルス感染症への対応として緊急に必要となる感染拡大防止や医療提供体制の整備等に取り組む事業
者を包括的に支援するため、事業者に対し、支援金を交付する。

349,731 0 19

166 保健医療推進課 衛生費
川越市新型コロナウイルス感染症に係る夜間休日診
療所事業継続支援金

事業費補助
新型コロナウイルス感染症により経営状況に影響を受けた川越市医師会夜間休日診療所の事業継続を支援するた
め、市医師会に対し、支援金を交付する。

35,000 0 1

167 保健医療推進課 衛生費
川越市新型コロナウイルス感染症入院受入医療機関
支援事業費補助金

事業費補助
新型コロナウイルス感染症の医療提供体制を構築するため、県の要請に応じて一般病床等でコロナ患者等を受け入
れる医療機関に対し、補助金を交付する。

100,000 0 2

168 保健医療推進課 衛生費
川越市新型コロナウイルス感染症にかかる医療機関
等事業継続支援金

事業費補助
新型コロナウイルス感染症により経営状況に影響を受けた市内の医療機関等の事業継続を支援し、地域医療の提供
体制を維持するため、市内の医療機関等に対し、支援金を交付する。

161,300 0 563

169 保健医療推進課 衛生費
川越市新型コロナウイルス感染症外来医療機関協力
金

事業費補助
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型コロナウイルス感染症に係る外来診療を行う医療機関に対
し、協力金を交付する。

44,956 0 76

170 保健医療推進課 衛生費
川越市新型コロナウイルス感染症患者転院受入協力
金

事業費補助
地域医療体制の維持・充実を図るため、新型コロナウイルス感染症患者の転院受入れを行った医療機関に対し、協
力金を交付する。

5,000 0 8

171 国民健康保険課 民生費 川越市国民健康保険組合運営費補助金 団体運営補助 組合被保険者の健康保持及び福祉の向上のため、補助金を交付する。 1,491 0 2

172 保健予防課 衛生費 埼玉いのちの電話運営補助金 事業費補助 自殺予防の観点から相談しやすい体制の充実を図るため、補助金を交付する。 300 0 1

173 保健予防課 衛生費 川越市結核予防費補助金 事業費補助 健診の受診率の向上を図るため、法に基づき私立学校等が行う結核定期健康診断について、補助金を交付する。 1,446 0 15

174 食品・環境衛生課 衛生費
川越市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術に対する
補助金

事業費補助 飼い主のいない猫の繁殖の抑制を図り、地域の良好な生活環境を促進するため、補助金を交付する。 464 80 0

175 健康管理課 衛生費 骨髄移植ドナー助成費 その他の補助 骨髄提供者（ドナー）の増加を図り、骨髄移植等を推進するため、補助金を交付する。 420 3 0

176 健康管理課 衛生費 川越市予防接種費用助成金 その他の補助
予防接種法で定める定期予防接種をやむを得ない理由により、市の委託医療機関以外で受けた者に対して、接種費
用を償還払いすることで接種を受けた者及びその保護者の経済的負担の軽減を図る。

5,352 790 0

177 健康づくり支援課 衛生費 川越市妊婦健康診査助成金 その他の補助
母子保健法第13条の規定に基づき、妊婦に対して健康診査の受診を推奨するため、里帰りなどで委託医療機関以外
（ただし国内に限る）で受診した妊婦を対象に、補助金を交付する。

4,062 140 0

178 健康づくり支援課 衛生費 川越市保健推進員協議会運営費補助金 団体運営補助
「健康かわごえ推進プラン」に基づく、健康づくりを保健推進員活動において円滑に推進するため、補助金を交付
する。

310 0 1

179 健康づくり支援課 衛生費 川越市食生活改善推進員協議会運営費補助金 団体運営補助 「健康かわごえ推進プラン」に基づき、食育推進活動を円滑に推進するため、補助金を交付する。 45 0 1

180 健康づくり支援課 衛生費 薬と健康の週間事業補助金 事業費補助 薬の正しい使い方の啓発や市民の健康づくりの推進を図るため、補助金を交付する。 85 0 1

181 健康づくり支援課 衛生費 川越市妊婦分娩前ウイルス検査費用助成金 その他の補助
川越市妊婦分娩前ウイルス検査実施要綱に基づき。新型コロナウイルス感染症の流行下における、不安を抱える妊
婦への分娩前ウイルス検査を適正に行うために、補助金を交付する。

20 1 0

182 健康づくり支援課 衛生費 赤ちゃん応援手当給付金 その他の補助
川越市赤ちゃん応援手当給付事業実施要綱に基づき、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う影響を鑑み、令和２
年度中に生まれた子どもに対して、経済的な支援を行うために、補助金を交付する。

56,100 1,870 0

183 環境政策課 衛生費 かわごえ環境ネット補助金 団体運営補助 川越市環境基本計画に基づき、環境保全活動事業の協働を推進していくため、補助金を交付する。 380 0 1

184 環境政策課 衛生費 環境保全活動事業費補助金 事業費補助 公害防止管理者等の育成を図り、事業所活動における環境保全の推進に資するため、補助金を交付する。 80 0 1

185 環境政策課 衛生費 再生可能エネルギー機器等普及促進事業補助金 事業費補助
再生可能エネルギー機器等の設置を促し、市内から排出される温室効果ガスを削減するため、市内に居住する住宅
に再生可能エネルギー機器等を設置しようとする方に対して、補助金を交付する。

2,950 55 0

4



個人 団体
担当課 予算科目（款） 補助金名称 区分 補助金の概要（目的）

交付額
（千円）

交付件数（件）

186 環境政策課 衛生費 くぬぎ山地区自然再生協議会補助金 団体運営補助
くぬぎ山地区の平地林の保全、自然再生を行うくぬぎ山地区自然再生協議会の運営に要する経費について、補助金
を交付する。

0 0 0

187 環境政策課 衛生費 保存樹木・保存樹林奨励金 その他の補助 川越市における緑の保全を図り、もって住みよく美しいまちづくりに寄与するため、奨励金を交付する。 2,782 142 0

188 環境政策課 衛生費 みどりの補助金 その他の補助
みどり豊かな都市景観の形成を図るとともに、地球温暖化対策に役立てるため、民間施設における緑化事業に対
し、補助金を交付する。

0 0 0

189 環境対策課 衛生費 川越市新河岸川浄化活動事業補助金 団体運営補助
新河岸川上流の汚染の要因であるゴミの不法投棄及び汚物の流入を防止し、新河岸川上流の環境浄化を図るため、
補助金を交付する。

788 0 1

190 環境対策課 衛生費 川越市不老川浄化活動事業補助金 団体運営補助
不老川、久保川及び今福堀（川）の快適で住みよい環境をつくり、市民に親しめる河川とすることを目的に、補助
金を交付する。

526 0 1

191 環境対策課 衛生費 川越市河川浄化活動事業補助金（小畔川） 団体運営補助 小畔川の河川環境浄化のため、補助金を交付する。 82 0 2

192 環境対策課 衛生費 川越市河川浄化活動事業補助金（伊佐沼） 団体運営補助 伊佐沼の清掃及び蓮の移植の推進のため、補助金を交付する。 41 0 1

193 環境対策課 衛生費 川越市合併処理浄化槽設置整備事業補助金 事業費補助
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境を保全するため、単独処理浄化槽または汲み取り便槽か
ら合併処理浄化槽への転換を促進する。

13,016 21 0

194 環境対策課 衛生費 川越市居住用合併処理浄化槽維持管理補助金 事業費補助 合併処理浄化槽の適正な維持管理（法定検査・保守点検・清掃）を推進するため、補助金を交付する。 841 107 0

195 資源循環推進課 衛生費 かわごえ環境推進員協議会補助金 団体運営補助 かわごえ環境推進員が効果的に事業を実施するため、推進員で組織する協議会に対し、補助金を交付する。 600 0 1

196 資源循環推進課 衛生費 集団回収事業協力業者育成補助金 事業費補助 ごみの減量・資源化を推進するため、集団回収事業協力業者に対し、補助金を交付する。 5,554 0 20

197 資源循環推進課 衛生費 家庭用生ごみ処理機器購入費補助 事業費補助
家庭から出る生ごみの自家処理の促進と市民へのごみ減量の啓発を図るため、生ごみ処理機器の購入者へ対し、補
助金を交付する。

502 88 0

198 資源循環推進課 衛生費 吸込下水槽清掃等補助金 その他の補助 市民の生活環境の保全のため、補助金を交付する。 518 113 0

199 産業振興課 商工費 川越市商店街振興促進補助金 事業費補助 市内商店街の振興・活性化・にぎわい創出・魅力創出を促進するため、補助金を交付する。 10,528 0 53

200 産業振興課 商工費 川越市商店街空き店舗対策事業補助金 事業費補助 市内の空き店舗の利活用を促進し、商店街の振興及び活性化を図るため、補助金を交付する。 1,100 3 0

201 産業振興課 商工費 川越市中小企業事業資金融資保証料補助金 その他の補助
中小企業者の経営の安定及び事業の発展を図るため、中小企業者が埼玉県信用保証協会に支払った信用保証料につ
いて、補助金を交付する。

28,757 162 0

202 産業振興課 商工費 川越市中小企業事業資金融資利子補給金 その他の補助 融資を受けた中小企業者等の金利負担の軽減を図るため、市が融資取扱金融機関に対して利子の補給を行う。 855 0 29

203 産業振興課 商工費 川越市中小企業災害復旧資金融資利子補助金 その他の補助
令和元年台風第19号により被害を受け、事業活動に支障が生じている中小企業者の早期復旧を図るため、復旧のた
めに借り入れた災害復旧資金融資に係る利子について、補助金を交付する。

1,499 9 0

204 産業振興課 商工費
小規模企業者セーフティ融資（新型コロナウイルス
特例）利子補助金

その他の補助
小規模企業者が借り入れた新型コロナウイルス特例融資に係る利子について、初回利払日の属する月から2年間分の
利子を補助する。

6,656 152 0

205 産業振興課 商工費 川越市商工団体等事業補助金 事業費補助 商工業の振興を図るため、補助金を交付する。 8,341 0 6

206 産業振興課 商工費 川越百万灯夏まつり補助金 事業費補助
まつりを通じて市民の郷土意識及び協調性の高揚を図るとともに、中心市街地の活性化を図るため、補助金を交付
する。

0 0 0

207 産業振興課 商工費 川越市住宅改修補助金 その他の補助 地域経済対策の一環として市内業者の振興を図るため、補助金を交付する。 21,121 405 0

208 産業振興課 商工費 川越市創業支援事業及び販路開拓事業補助金 事業費補助 市内における創業と販路の拡大を支援し、商工業の振興を図るため、補助金を交付する。 2,738 0 2

209 産業振興課 商工費 川越市中心市街地活性化協議会補助金 団体運営補助 協議会の安定した運営及び本市の中心市街地の活性化を図るため、補助金を交付する。 1,300 0 1

210 産業振興課 商工費
川越市産業観光館の休業期間中における施設運営経
費に係る補助金

団体運営補助 新型コロナウイルス感染症の拡大を受け休業した産業観光館の施設運営を支援するため、補助金を交付する。 54,302 0 1

211 産業振興課 商工費
川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO認定製品・技
術PR補助金

事業費補助 川越ものづくりブランドKOEDO E-PROの販路開拓・拡大を支援するため、補助金を交付する。 1,400 0 7

212 産業振興課 商工費
川越市地域のしごと総合ポータルサイト運営事業補
助金

事業費補助
若者に対する地元就業のための情報提供と地元企業に対する販路拡大支援等の情報発信を図るため、補助金を交付
する。

1,799 0 1

213 産業振興課 商工費 川越市企業立地奨励金 その他補助
企業立地を促進させるため、市内に新規立地をして交付対象として認定された製造業の企業に対し、課税された固
定資産税相当額を補助金として交付する。

8,741 0 2

214 産業振興課 商工費 川越市事業継続緊急支援金 その他補助
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、売上高の減少等によって経営の安定に支障が生じている市内中小企
業者の事業継続を支援するため、補助金を交付する。

707,000 4,077 2,993

215 産業振興課 商工費 川越市事業承継店舗改修等補助金 事業費補助
市内事業者の円滑な事業承継による商業の振興を図るため、事業承継をする方が行う店舗の改修又は設備整備に要
する費用に対し、補助金を交付する。

0 0 0

216 雇用支援課 労働費
公益財団法人川越市勤労者福祉サービスセンター事
業補助金

団体運営補助
公益財団法人川越市勤労者福祉サービスセンターの事業に関し、その有効かつ円滑な運営に資するため、補助金を
交付する。

28,860 0 1

217 雇用支援課 労働費 中小企業退職金共済掛金補助金 事業費補助 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、補助金を交付する。 22,010 0 290

218 雇用支援課 労働費 事業所従業員定期健康診断料補助金 事業費補助 市内の事業所に雇用されている従業員の健康管理及び健康診断の促進を図るため、補助金を交付する。 115 0 5

219 雇用支援課 労働費 勤労者団体補助金 事業費補助
勤労者の福祉の向上、教養、文化の向上に資するため、市内の勤労者団体が行う事業について、補助金を交付す
る。

1,170 0 1

220 雇用支援課 労働費 勤労者団体運営費補助金 団体運営補助 市内の勤労者の労働環境の改善及び生活の安定に資するため、勤労者団体に対し補助金を交付する。 1,199 0 1

221 雇用支援課 労働費 認定職業訓練校補助金 事業費補助
技能労働者の確保と技術の向上に資するため、職業能力開発促進法に定める認定職業訓練校の運営に要する経費に
対し、補助金を交付する。

0 0 0

222 雇用支援課 労働費 川越市障害者雇用奨励金 その他の補助 障害者の雇用の促進を図るため、障害者を雇用した中小企業者等に対して、奨励金を交付する。 950 0 6

223 農政課 農林水産業費 経営所得安定対策推進事業費補助金 事業費補助
農業者経営所得安定対策制度を活用し、意欲のある農業者が農業を継続できる環境を整えるとともに、国内農業の
再生及び我が国の食料自給率の向上を図るため、補助金を交付する。

1,507 0 1

224 農政課 農林水産業費 水田麦等作付け奨励補助金 事業費補助
販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象に、その差額を交付することにより、農業経営の安定と生産
力の確保を図るため、補助金を交付する。

4,449 0 1

225 農政課 農林水産業費
農業生産体制総合推進事業（水田農業集団化促進事
業）費補助金

事業費補助 集落集団営農組織の編成及び育成を推進し、集落内の農家及び農地の保全を図るため、補助金を交付する。 600 0 1

226 農政課 農林水産業費
農業生産体制総合推進事業（主要農作物採種事業）
費補助金

事業費補助
主要農作物の優良種子を計画的かつ安定的に供給するため、採種を行う農業者の組織を強化するとともに、必要な
機械、施設等を整備し、主要農作物の品質及び生産性の向上を図るため、補助金を交付する。

150 0 1

227 農政課 農林水産業費
農業生産体制総合推進事業（川越産農産物ブランド
化事業）費補助金

団体運営補助 川越産農産物の域内での消費又は流通の活性化を図るため、補助金を交付する。 162 0 1

228 農政課 農林水産業費
農業生産体制総合推進事業（地場農産物消費拡大事
業）費補助金

事業費補助
地場農産物の学校給食への供給及び直売組合等の育成を推進するとともに、地場農産物の消費拡大を図るため、補
助金を交付する。

153 0 1

229 農政課 農林水産業費
農業生産体制総合推進事業（環境保全型農業推進事
業）費補助金

事業費補助
環境保全型農業を行うにあたり、必要な機械、施設及び資材を整備し、環境保全型農業の推進を図るため、補助金
を交付する。

519 0 2

230 農政課 農林水産業費
農業生産体制総合推進事業（土壌病害虫防除事業）
費補助金

事業費補助
農薬の適切かつ安定的な使用及び耕種的な方法による土壌病害虫防除、地力増進対策を推進し、野菜類の安定的生
産及び品質の向上を図るため、補助金を交付する。

644 0 1

231 農政課 農林水産業費 鳥獣被害防止対策事業補助金 事業費補助 野生鳥獣による農作物等の被害の防止または軽減を図るため、補助金を交付する。 5,166 0 1

232 農政課 農林水産業費
農業次世代人材投資事業（経営開始型）
（旧青年就農給付金）

その他の補助
経営の不安定な就農初期段階の青年就農者（原則４５歳未満）に対して青年就農給付金を給付することにより、青
年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、給付金を交付する。

6,000 4 0

233 農政課 農林水産業費 農業経営構造高度化促進事業費補助金 事業費補助
農業経営を高度化しようとする農家を中核として組織される農家集団を育成し、本市農業の担い手を確保するた
め、補助金を交付する。

1,768 0 2
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234 農政課 農林水産業費
農業団体組織育成事業（女性農業者組織活動支援事
業）推進費補助金

団体運営補助
女性農業者の地位向上と農家生活の改善のために必要な組織活動を通じ、女性農業者の資質向上を図るため、補助
金を交付する。

20 0 1

235 農政課 農林水産業費
農業団体組織育成事業（青年農業者組織活動支援事
業）推進費補助金

団体運営補助 地域農業の振興に寄与するとともに、組織活動を通じた青年農業者の資質向上を図るため、補助金を交付する。 4 0 1

236 農政課 農林水産業費
農業団体組織育成事業（川越市農業研究団体連合会
組織運営事業）推進費補助金

団体運営補助
農業後継者の育成及び地域農業の振興に寄与するとともに、組織活動を通じた農業者の資質向上を図るため、補助
金を交付する。

1 0 1

237 農政課 農林水産業費 農地中間管理機構集積協力金 事業費補助 担い手への農地集積を促進するため、農地中間管理機構に対し農地を貸付けた地域等に協力金を交付する。 0 0 0

238 農政課 農林水産業費 農業近代化資金利子補給金 その他の補助
長期かつ低利の資金の融通を円滑にするとともに、農業者等の農業経営の近代化に資するための資金の借り入れに
より生じる利子について、補助金を交付する。

338 0 3

239 農政課 農林水産業費 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 その他の補助
経営意欲と能力のある農業の担い手が経営改善を図ろうとする場合に、必要な長期資金が供給されるように借り入
れにより生じる利子について、補助金を交付する。

75 0 1

240 農政課 農林水産業費 農業機械等購入資金利子助成金 その他の補助
農業者の負担を軽減し、農作業の効率化と生産性の向上を図るため、農業機械等取得のための借り入れにより生じ
る利子について、補助金を交付する。

166 0 1

241 農政課 農林水産業費 農業災害対策特別措置事業補助金 事業費補助 農業生産力の維持及び農業経営の安定を図るため、農業災害を受けた農業者に対し、補助金を交付する。 0 0 0

242 農政課 農林水産業費 川越市強い農業・担い手づくり総合支援交付金 事業費補助 令和元年東日本台風で被災した施設の設備復旧のため、補助金を交付する。 8,344 9 0

243 農政課 農林水産業費
川越市農業振興総合推進事業（持続的生産強化対策
事業）

事業費補助 令和元年東日本台風でほ場に堆積した稲わらの撤去のため、補助金を交付する。 4,518 15 1

244 農政課 農林水産業費 家畜防疫衛生推進事業費補助金 事業費補助
家畜の伝染性疾病の予防及び飼養環境の清浄化を推進することにより、畜産経営の安定を図るため、補助金を交付
する。

332 0 1

245 農政課 農林水産業費 家畜改良推進事業費補助金 事業費補助 優良種畜等を導入し、家畜改良を推進することにより、畜産経営の安定を図るため、補助金を交付する。 263 0 1

246 農政課 農林水産業費 家畜飼料安定事業費補助金 事業費補助
家畜の自給飼料の増産、配合飼料の価格安定を推進することにより、畜産経営の安定を図るため、補助金を交付す
る。

24 0 1

247 農政課 農林水産業費 多面的機能支払交付金 団体運営補助
地域資源の適切な保全管理を推進することにより、農業の有する多面的機能が適切に維持・発揮されるようにする
とともに、担い手農家への農地集積という構造改革を後押しすることを目的に、地域において共同活動を行う組織
に対し補助金を交付する。

43,083 0 28

248 農政課 農林水産業費 土地改良区及び水利組合等土地改良事業補助金 建設費等補助
土地改良事業を行う土地改良区、農業協同組合及び共同施行者に対して、予算の範囲内において補助金を交付す
る。

12,009 0 10

249 農政課 農林水産業費 体験農園確保対策事業費補助金 事業費補助 体験農園を通じて市民との交流を図るため、補助金を交付する。 1,615 0 1

250 農政課 農林水産業費
埼玉型ほ場整備事業（担い手支援地域共助活動費）
補助金

団体運営補助
担い手への農地集積が図られることによる耕作者の減少に伴い、従来から取組まれてきた道水路等の地先管理体制
が損なわれないよう、地域の合意形成によるルール作りを支援するため、補助金を交付する。

0 0 0

251 農政課 農林水産業費 グリーンツーリズム整備推進費 団体運営補助 農泊事業を推進する蔵inガルテン川越グリーンツーリズム推進協議会へ支援を行うため、補助金を交付する。 429 0 1

252 観光課 商工費 公益社団法人小江戸川越観光協会事業費補助金 事業費補助
観光を通じた商業経済の振興と郷土文化の向上に貢献することを目的として、公益社団法人小江戸川越観光協会が
行う観光宣伝及び観光誘致事業に対し、公益事業費の補助を行うものである。

50,000 0 1

253 観光課 商工費 川越市囃子連合会補助金 事業費補助
まつり囃子を保存育成し、会員相互の技術練磨を図り、伝統ある川越まつりの発展に資することを目的に、補助金
を交付する。

900 0 1

254 観光課 商工費 川越まつり協賛会補助金 事業費補助 永い伝統と歴史を誇る川越まつりを保存、発展させることを目的に、補助金を交付する。 5,278 0 1

255 観光課 商工費 一般社団法人ＤＭＯ川越補助金 団体運営補助
観光まちづくりによる地域経済の発展、地域力向上を図るため、一般社団法人ＤＭＯ川越が行う事務及び事業に対
し、補助金を交付する。

20,235 0 1

256 都市景観課 土木費 景観重要建造物等保存事業補助金 事業費補助 川越の都市景観を形成する上で重要な価値があると認められる建築物等の保全のため、補助金を交付する。 9,310 8 0

257 都市景観課 土木費 川越市歴史的風致維持向上計画修景事業補助金 事業費補助
都市景観形成地域内における、良好な都市景観の形成に寄与すると認められる建築物等の修景事業に対して、補助
金を交付する。

0 0 0

258 都市景観課 土木費 川越市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金 事業費補助
伝統的建造物群保存地区内における、伝統的建造物等の修理・修景等の保存事業を支援するため、補助金を交付す
る。

10,260 11 0

259 都市景観課 土木費 川越市伝統的建造物群保存地区保存活動事業補助金 事業費補助 伝統的建造物群保存地区の保存活動事業を支援するため、補助金を交付する。 150 0 1

260 交通政策課 総務費 川越市ノンステップバス導入促進事業費補助金 事業費補助 ノンステップバスの導入を促進するため、補助金を交付する。 0 0 0

261 交通政策課 総務費 川越市市内循環バス運行経費補助金 事業費補助 市内の主要公共施設への交通手段を確保し、利用者の利便性の向上を図るため、補助金を交付する。 164,683 0 3

262 交通政策課 総務費 川越市デマンド型交通運行経費補助金 事業費補助
デマンド型交通によって、交通空白地域における市民の移動を支援し、地域における生活の利便性の向上を図るた
め、補助金を交付する。

22,980 0 1

263 交通政策課 総務費 川越市路線バス利用促進事業費補助金 事業費補助 市民の利便性の向上を図るとともに市民の路線バスの利用を促進するため、補助金を交付する。 957 0 1

264 交通政策課 総務費 川越市バス・タクシー車内感染防止対策支援金 事業費補助
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図り、市民が安心して公共交通を利用できるよう、補助金を交付す
る。

13,570 7 26

265 交通政策課 総務費 川越市デマンド型交通かわまるＩＣ端末導入補助金 事業費補助
川越市デマンド型交通にＩＣ決済端末を導入し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、補助金を
交付する。

374 0 1

266 公園整備課 土木費
なぐわし公園温水利用型健康運動施設新型コロナウ
イルス感染症対策補助金

事業費補助 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、施設を休館した指定管理者が行う事業に対し、補助金を交付する。 4,448 0 1

267 建築指導課 土木費 川越市既存建築物耐震診断補助金 事業費補助 改定川越市建築物耐震改修促進計画に基づき、地震に強いまちづくりの推進のため、補助金を交付する。 8,372 0 2

268 建築指導課 土木費 川越市既存建築物耐震改修補助金 事業費補助 改定川越市建築物耐震改修促進計画に基づき、地震に強いまちづくりの推進のため、補助金を交付する。 0 0 0

269 建築指導課 土木費
川越市民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業補
助金

事業費補助
民間建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境の保全を
図るため、補助金を交付する。

0 0 0

270 建築指導課 土木費 川越市既存ブロック塀等撤去補助金 事業費補助
改定川越市建築物耐震改修促進計画に基づき、今後予想される地震災害に対しブロック塀等の倒壊による被害を未
然に防ぐため、補助金を交付する。

509 8 1

271 建設管理課 土木費 道路敷地寄附補助金 事業費補助 生活基盤である道路を安全で快適なものに整備していくため、寄附された道路敷地について、補助金を交付する。 18,877 88 0

272 河川課 衛生費 汚水処理等補助金 事業費補助
繰出基準にもとづいて補助金を交付し、一般会計と公共下水道事業会計の会計間における経費の負担区分を明確に
するもの。

33,188 0 1

273 河川課 衛生費 雨水建設改良補助金 事業費補助
繰出基準にもとづいて補助金を交付し、一般会計と公共下水道事業会計の会計間における経費の負担区分を明確に
するもの。

135,433 0 1

274 教育総務課 教育費 川越市大学奨学金 その他の補助 学業成績が優秀であり、経済的理由により大学における修学が困難な高校生等に対し、奨学金を支給する。 4,684 20 0

275 教育総務課 教育費
川越市外国人学校児童生徒保護者に対する通学補助
金

その他の補助 経済的負担の軽減を図るため、外国人学校児童生徒保護者に対し、補助金を交付する。 54 2 0

276 教育財務課 教育費 川越市児童生徒派遣費補助事業補助金 その他の補助
学校教育の一環として、県大会相当以上の大会に参加することにより心身共に健康な児童の育成を図るため、大会
参加経費の一部について、補助金を交付する。

0 0 0

277 教育財務課 教育費 川越市児童生徒派遣費補助事業補助金 その他の補助
学校教育の一環として、県大会相当以上の大会に参加することにより心身共に健康な生徒の育成を図るため、大会
参加経費の一部について、補助金を交付する。

119 166 0

278 教育財務課 教育費 川越市立小学校児童遠距離通学者通学費補助金 その他の補助
遠距離のため川越市立小学校へ公共交通機関を利用して通学する児童の保護者の負担軽減を図るため、予算の範囲
内で補助金を交付する

290 17 0

279 地域教育支援課 教育費 川越市子ども会育成団体連絡協議会事業費補助金 事業費補助
市内の子ども会育成団体の自主性を尊重しつつ相互の連絡協調を図り、その向上発展を期するため、川越市子ども
会育成団体連絡協議会が行う事業に対し、補助金を交付する。

104 0 1

280 地域教育支援課 教育費 川越市校区子ども会育成団体事業補助金 事業費補助 校区子ども会育成団体が実施する事業を支援し、子ども会活動の活性化を図ることを目的に、補助金を交付する。 232 0 26

281 地域教育支援課 教育費
川越市ジュニアリーダースクラブ連絡協議会事業補
助金

事業費補助
川越市子ども会育成団体連絡協議会が実施する川越市ジュニアリーダースクラブ連絡協議会事業を支援し、子ども
会活動の活性化を図ることを目的に、補助金を交付する。

150 0 1
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282 地域教育支援課 教育費 川越市ＰＴＡ連合会事業費補助金 事業費補助
広報紙「Ｐ連かわごえ」を発行し、会員の意識向上を図るとともに、青少年の健全育成のため、補助金を交付す
る。

282 0 1

283 地域教育支援課 教育費 小堤集会所ふれあいまつり事業費補助金 事業費補助
集会所指導事業における学習成果を発表しあい、相互理解を深めるとともに、広く大勢の人々に集会所事業につい
て関心を持ってもらうため、補助金を交付する。

0 0 0

284 文化財保護課 教育費 川越市文化財保存事業費補助金 事業費補助 国民共有の財産である貴重な文化財を保護し、将来に伝えていくため、補助金を交付する。 21,495 9 32

285 文化財保護課 教育費 川越市文化財保護活動事業費補助金 事業費補助
国民共有の財産である貴重な文化財を保護し、保存の進展に寄与、啓発に資する事業等を行う団体に対して、補助
金を交付する。

301 0 2

286 中央公民館 教育費 川越市町内公民館講座開設補助金 事業費補助
町内公民館活動の充実を図るため、地域の教育活動の振興や社会福祉の増進に寄与することを目的とする講座を開
設する公民館に対し、補助金を交付する。

1,536 0 46

287 教育指導課 教育費 川越市学校保健会事業補助金 団体運営補助
児童生徒及び教職員の健康の保持及び増進のため、学校における保健衛生の普及、啓発、調査研究等について、補
助金を交付する。

50 0 1

288 教育指導課 教育費 校外行事キャンセル料補助金 その他の補助
新型コロナウイルス感染症の拡大により中止した、校外行事（林間学校・修学旅行）のキャンセル料を支援し、保
護者の経済的な支援をする。

3,850 0 20

289 学校給食課 教育費 川越市学校給食材料納入業者補助金 その他の補助 キャンセルとなった食材に係る人件費等の経費を補助金として交付し、食材納入業者を支援しようとするもの。 7,550 0 1

290 教育センター 教育費 川越市教育研究会補助金 団体運営補助 本市教育の振興と教職員の資質向上を図るため、補助金を交付する。 200 0 1

291 市立川越高等学校 教育費 川越市立川越高等学校国際交流事業補助金 事業費補助
川越市立川越高等学校と姉妹校であるアメリカ合衆国オレゴン州ノースセーレム高校との親善及び友好関係を推進
するため、補助金を交付する。

0 0 0
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