
子 育 て 支 援 係 

１ 児童福祉 
 

手当等の支給 

（１） 児童手当等の支給状況 

区分 種 別 延べ児童数（人） 支給月額（円） 支給総額（円） 

児
童
手
当 

３ 歳 未 満 13,595 15,000 203,925,000 

３歳以上 

小学校修了前 

第１子・２子 37,424 10,000 374,240,000 

第３子以降 4,467 15,000 67,005,000 

中 学 生 14,458 10,000 144,580,000 

特 例 給 付 4,673 5,000 23,365,000 

小 計 74,617  813,115,000 

育
成
手
当 

育 成 手 当 13,472 13,500 181,872,000 

障 害 手 当 761 15,500 11,795,500 

小 計 14,233  193,667,500 

合 計 88,850  1,006,782,500 

    ※児童手当等の支給額は、平成 27年２月分から平成 28年１月分まで 

 

（２） 特別児童扶養手当認定状況 

        区分 

年度 
申請件数（件） 認定件数（件） 年度末受給者数（人） 支給停止者数（人） 

平成 27年度 ７ ７ 61 ６ 

前 年 度 12 10 67 ６ 

 

   （３） 子育て世帯臨時特例給付金支給事業 

区分 

年度 
申請者数（人） 支給決定者数（人） 対象児童数（人） 支給額（円） 

平成 27年度 4,099 3,831 6,000 18,000,000 

前 年 度 3,434 3,247 5,181 51,810,000 

※平成 27年度の支給内容：平成 27年 6月分児童手当受給者（特例給付受給者は除く。）へ支給した。 

支給額は 3,000 円 

※前年度の支給内容：平成 26年 1月分児童手当受給者で、平成 25年の所得が基準額に満たない者（生

活保護受給者・臨時福祉給付金受給者は除く。）へ支給した。 

支給額は 10,000円 
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（４） 乳幼児医療費助成事業 

就学前の乳幼児の保護者に対し、保護者の所得に関わりなく乳幼児に係る医療費の助成を行った。 

区分 
対象者数 

（人） 

医療費助成 

件数（件） 

医療費助成金額 

Ａ（円） 

審査支払委託料 

Ｂ（円） 

合  計 

  Ａ＋Ｂ（円） 
27年度 

都補助 
29,870 49,222 79,795,105 3,686,582 83,481,687 

27年度

市単独 
1,044 1,711 3,553,189 128,703 3,681,892 

27年度

合 計 
30,914 50,933 83,348,294 3,815,285 87,163,579 

 
 

区分 
対象者数 

（人） 

医療費助成 

件数（件） 

医療費助成金額 

Ａ（円） 

審査支払委託料 

Ｂ（円） 

合  計 

  Ａ＋Ｂ（円） 
前年度 

都補助 
30,380 46,831 78,956,391 3,673,034 82,629,425 

前年度

市単独 
1,015 1,562 2,586,846 123,775 2,710,621 

前年度

合 計 
31,395 48,393 81,543,237 3,796,809 85,340,046 

※市単独分は、所得制限限度額により都補助対象に該当しない就学前の乳幼児分を計上 

※対象者数は、月末現在の対象乳幼児数の年間延べ人数 

※前年度都補助審査支払委託料には、４月分磁気データ作成委託料 21,000円を含む。 

 

（５） 義務教育就学児医療費助成事業 

  小学１年生から中学３年生までの児童の保護者に対し、保護者の所得に関わりなく児童に係る医

療費の一部助成を行った。 

区分 
対象者数 

（人） 

医療費助成 

件数（件） 

医療費助成金額 

Ａ（円） 

審査支払委託料 

Ｂ（円） 

合  計 

Ａ＋Ｂ（円） 
27年度 

都補助 
38,985 38,711 76,282,899 2,909,430 79,192,329 

27年度

市単独 
3,783 3,663 6,759,104 278,768 7,037,872 

27年度

合 計 
42,768 42,374 83,042,003 3,188,198 86,230,201 

 

区分 
対象者数 

（人） 

医療費助成 

件数（件） 

医療費助成金額 

Ａ（円） 

審査支払委託料 

Ｂ（円） 

合  計 

Ａ＋Ｂ（円） 
前年度 

都補助 
39,804 38,633 75,036,238 2,982,445 78,018,683 

前年度

市単独 
3,419 3,185 5,792,488 250,780 6,043,268 

前年度

合 計 
43,223 41,818 80,828,726 3,233,225 84,061,951 

※市単独分は、所得制限限度額により都補助対象に該当しない義務教育就学児分を計上 

※対象者数は、月末現在の対象児童数の年間延べ人数 

 

（６） 自立支援医療（育成医療） 

区分 
年度 対象児童数 医療費助成件数 医療費助成金額 審査支払委託料 合   計 

27年度 13 人  36 件  8,860,504円  1,572 円  8,862,076円  

前年度 9 人  40 件  645,926円  1,776 円  647,702円  

※障害者自立支援法の規定により、身体に障害のある児童が生活能力を得るための医療費を助成する 

制度。市において支給認定申請書を受け付けし、認定及び給付事務を行った。 
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２ ひとり親福祉 

 （１） ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施状況 

 区分 
年度 派遣世帯数（世帯） 延べ派遣回数（回） 延べ派遣時間数（時間） 延べ時間外派遣時間数（再掲） 

平 成 27 年 度 ６ 87 642 91 

前 年 度       E ３   13 49 29 

※延べ派遣時間数は、午前７時から午後 10 時までの利用を計上。そのうち、加算料金のつく午前７

時から午前９時まで、午後５時から午後 10時までの利用を延べ時間外派遣時間数に再掲 

（２） 児童扶養手当認定･支給状況 

区分 
年度 家庭種別 申請件数（件） 認定件数（件） 

年度末受給者

（人） 
支給停止者（人） 支給総額（円） 

平成 

27 年度 

母 子 71 71 543 87 271,091,700 

父 子 ５ ５ 23 ９ 10,500,660 

養育者 ０ ０ ２ ０ 1,258,800 

合 計 76 76 568 96 282,851,160 

前年度 

母 子 74 74 579 70 269,823,830 

父 子 ４ ４ 27 13 12,175,320 

養育者 １ １ ３ ０ 1,582,740 

合 計 79 79 609 83 283,581,890 

（３） ひとり親家庭等医療費助成事業 

ひとり親家庭等（母子家庭・父子家庭又は母・父に重度の障害がある家庭）に対し、医療費の

助成を行った。 

区分 

年 度 

世帯数 

（世帯） 

対象者数 

（人） 

医療費助成 

件数(件) 
医療費助成金額 

Ａ（円） 

審査支払委託料 

Ｂ（円） 

合  計 

Ａ＋Ｂ（円） 

平成 

27年度 
7,347 16,813 15,300 38,185,530 1,126,356 39,311,886 

前年度 7,491 16,803 15,853 37,715,694 1,187,853 38,903,547 

※世帯数及び対象者数は、各月末数を合計した年間延べ数 
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