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款 01 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

01款 01項 01目 000500000事業 職員給与費（議会事務局）

12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 29,891

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

 議会事務局職員の給料、手当及び共済費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 16,303 17 備品購入費
03 職員手当等 8,582 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 5,006 19 扶助費

＜令和２年度実施内容＞

05 災害補償費 20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費

その他
一般財源 29,891

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 議会事務局職員の給料、手当及び共済費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

議会費 項 議会費 01 議会費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0005 職員給与費（議会事務局） (簡略番号：000080) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 29,891

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 01目 000100000事業 人事管理費

   ・社会保険料(28,835千円)
    （適用対象：週20時間以上勤務、月額賃金8.8万円以上の職員 93人)
   ・雇用保険料(2,162千円)

諸収入 22050201010 職員駐車場負担金【総務課】 6,000
諸収入 22050201033 職員健康診断任意検査費用個人負担金【総務課】 275

国庫支出金 16010109003 生活困窮者自立支援事業負担金 10
国庫支出金 16010109004 被保護者就労支援事業負担金 10
国庫支出金 16020203010 意思疎通支援事業費補助金 6
国庫支出金 16020205001 生活保護費補助金 22

都道府県支出金 17020202010 意思疎通支援事業費補助金 3
諸収入 22050201008 雇用保険料被保険者負担金【総務課】 737
諸収入 22050201009 共済事務取扱手数料【総務課】 594

12 委託料 6,985 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 13,833 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 58,661

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

24 積立金
10 需用費 310 25 寄附金
11 役務費 50 26 公課費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 04 未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり
 施  策 01 市役所の組織力を高めます

＜事業の目的＞
 良質な行政運営を可能とするための職員の採用・異動に伴う人事管理及び労働安全衛生に
 努め、適正な人事制度を確立し、活力ある職場づくりを目指す。

＜事業の概要＞
 職員の採用、雇用等に要する各種管理的経費、職員の心身の健康管理に要する費用を始め
 、適正な人事制度及び活力ある職場づくりに資するための委託料等

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 240 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費 228
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 5,647
04 共済費 31,352 19 扶助費

償還金､利子及び割引料

08 旅費 16 23 投資及び出資金
09 交際費

＜令和２年度実施内容＞
 職員の採用・異動等に伴う人事管理や給与管理、労働安全衛生に関する経費
 〇職員の任免等の人事に関する経費【10,185千円】
   職員の任免、適正な人事配置、人事評価の運用などに関する経費
   ・人事評価制度の運用支援の業務委託(1,243千円）
   ・職員駐車場の借上や維持管理(7,850千円)
   ・職員互助会助成金(220千円)
   ・採用試験問題集等購入費(238千円)等
 〇職員の給与に関する経費【9,754千円】
   職員の給与等に関するシステム管理を行うための経費 
   ・人事給与及び人事評価システムの保守料(3,989千円)
   ・人事給与システム等借上料(5,765千円)
 〇労働安全衛生に関する経費【7,370千円】
   労働環境の改善、健康診断、人間ドック、メンタルヘルス等の職員の健康管理を行う
   ための経費
   ・職員の健康管理事業委託料(1,702千円)
   ・職員健康診断負担金(4,600千円)
   ・委員等の公務災害補償負担金(827千円)等
 〇会計年度任用職員共済費（市長部局）に関する経費【31,352千円】
   雇用している会計年度任用職員等に係る社会保険料、雇用保険料、労災保険料

3
地方債
その他 7,606

一般財源 51,004

05 災害補償費 20 貸付金

事　　業

0001 人事管理費 (簡略番号：000097) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 58,661

財
源
内
訳

国庫支出金 48
県支出金

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 01 一般管理費 所属 0101010100-0000 総務課
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 01目 000100000事業 人事管理費

合　計

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初

一般財源

     (適用対象：週20時間以上で２か月以上勤務する職員 149人)
   ・労働保険料(全額事業主負担)(355千円)
     (適用対象：環境保全センター、協和会館、認定こども園職員等 108人) 

事　　業

0001 人事管理費 (簡略番号：000097) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 01 一般管理費 所属 0101010100-0000 総務課
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 01目 000200000事業 職員研修費

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 3,494

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22050201013 県市町村振興協会研修助成金【総務課】 748

10 需用費 17 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 1,886 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 22 予備費

 、市町村振興協会、建設技術監理センター、(財)全国市町村研修財団等が主催する研修に
 職員を派遣する。
 ・職員の自己啓発による職務能力向上を推進するため、指定通信教育講座の修了者に助成
 を行う。
 〇市実施研修【1,995千円】(委託料1,886千円、費用弁償70千円等) ※32研修、延381人
  ・新規採用職員研修：法律、接遇、事務基礎、危機管理等(10研修、172人）
  ・市単独職員研修：業務の基礎知識や手法の習得等(２研修、45人）
  ・３市広域研修：菊川市、御前崎市、牧之原市の合同研修(20研修、164人)
 〇外部派遣研修【1,369千円】(普通旅費916千円、負担金453千円) ※65研修、延214人
  ・静岡県自治研修所（静岡市）(22研修、92人)
  ・市町村振興協会（静岡市）(16研修、76人)
  ・建設技術管理センター（静岡市）(11研修、25人)
  ・(財)全国市町村研修財団等（東京都、千葉県、滋賀県）(12研修、12人)
  ・その他研修実施機関（静岡県内）(４研修、９人）
 〇指定通信教育修了者受講費助成【130千円】 ※予定者数20人
   通信教育講座を受講終了した職員に対し、受講者の２分の１（上限２万円）の助成を
  行う。なお、講座数は約200講座を予定し助成回数は職員１人につき１回／年とする。

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 583
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 2,746

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 04 未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり
 施  策 01 市役所の組織力を高めます

＜事業の目的＞
 人材育成基本方針に定める求める職員像、「“市民とともに まちの未来を描き 意欲を
 持って挑戦していく"自律型プロフェッショナル職員」を実現するため、「研修制度」の
 推進を図る。同方針に基づく「職員研修計画」を作成し、計画的に職員研修を実施するこ
 とにより、職務遂行に必要な知識、技能等の取得を図る。

＜事業の概要＞
 新たな行政需要や多様化する市民ニーズに応えるため、職員は不断に知識、技能等の習得
 ・向上に努める必要がある。業務の中で知識・技能を習得・向上させる「ＯＪＴ（Ｏｎ-t
 he-Job Training)」はもとより、研修計画に基づき、市実施研修や外部派遣研修等を実施
 し、職員の能力向上を図る。

＜令和２年度実施内容＞
 ・市が直接実施する研修と併せ、専門的な知識等を習得する研修として静岡県自治研修所

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 986 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 総務管理費 01 一般管理費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0002 職員研修費 (簡略番号：000135) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 3,494

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 748

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 01目 000300000事業 文書管理費

合　計 25,550

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22050201023 行政資料等コピー・印刷代【総務課】 8
諸収入 22050201026 リサイクルペーパー売却代【総務課】 80

25 寄附金
11 役務費 15,478 26 公課費
12 委託料 891 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 7 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 公文書を適正に管理することにより、市政が適正かつ効率的に運営されるとともに、行政
 活動の説明責任が果たされるよう取り組む。

＜事業の概要＞
 ファイリングシステムによる公文書の管理及び郵便の受発送に係る事業を実施するととも
 に、情報公開・個人情報保護審査会の運営を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・情報公開・個人情報保護審査会の開催
 ・情報公開・個人情報保護制度運用に関する旅費
 ・紙、文房具等共通消耗品の調達
 ・ファイリングシステム用品の調達
 ・郵便等の郵送
 ・文書庫整備設計業務委託
 ・ファイリングシステム運用に係る業務委託

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

9,101

地方債
その他 88

一般財源 25,462

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 04 未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり
 施  策 01 市役所の組織力を高めます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
27 16 公有財産購入費

17 備品購入費 46
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 01 一般管理費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0003 文書管理費 (簡略番号：000155) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 25,550

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 01目 000900000事業 一般管理総務費（総務課）

14 工事請負費 賃金
15 原材料費 合　計 44,817

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 320 25 寄附金
11 役務費 836 26 公課費
12 委託料 5,430 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 187 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 31,877 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 5,151 18 負担金､補助及び交付金 143
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 44,817

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 04 未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり
 施  策 01 市役所の組織力を高めます

＜事業の目的＞
 市役所の全庁的な管理運営の円滑化を図る。

＜事業の概要＞
 全庁的な管理運営に要する経費
 ・総務管理の各種審議会、委員会等の委員に係る経費
 ・休職者等補充の会計年度任用職員や総務課所属の会計年度任用職員の報酬・手当等
 ・本庁舎宿直業務委託料

＜令和２年度実施内容＞
 全庁的な管理運営に要する経費
 ・総務管理の各種審議会、委員会等の委員に係る経費
 ・休職者等補充の会計年度任用職員や総務課所属の会計年度任用職員の報酬・手当等
 ・本庁舎宿直業務委託料

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 873 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 総務管理費 01 一般管理費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0009 一般管理総務費（総務課） (簡略番号：000266) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 44,817

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 01目 001300000事業 特別職給与費

合　計 29,873

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市長及び副市長の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 市長及び副市長の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 市長及び副市長の給料、手当及び共済費

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他

一般財源 29,873

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  01 特別職給与費

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費

17,880 17 備品購入費
7,758 18 負担金､補助及び交付金

4,235 19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 01 一般管理費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0013 特別職給与費 (簡略番号：000364) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 29,873

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

7



款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 01目 001400000事業 職員給与費（総務課・一般管理費）

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 399,831

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22050201002 町村会団体生命共済配当金【総務課】 757

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 75,101 17 備品購入費
03 職員手当等 270,454 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 54,276 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 399,074

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞
 市職員の給料、手当及び共済費並びに退職手当組合等への負担金を支払う。

＜事業の概要＞
 総務部長、調整室職員及び総務課職員の給料、手当及び共済費並びに退職手当組合等への
 負担
 金

＜令和２年度実施内容＞
 総務部長、調整室職員及び総務課職員の給料、手当及び共済費並びに退職手当組合等への
 負担
 金

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 総務管理費 01 一般管理費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0014 職員給与費（総務課・一般管理費） (簡略番号：000375) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 399,831

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 757

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 01目 001500000事業 職員給与費（企画政策課・一般管理費）

合　計 81,193

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 企画財政部長、調整室職員及び企画政策課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 企画財政部長、調整室職員及び企画政策課職員の給料、手当及び共済費

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他

一般財源 81,193

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費

44,022 17 備品購入費
24,600 18 負担金､補助及び交付金

12,571 19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 01 一般管理費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0015 職員給与費（企画政策課・一般管理費） (簡略番号：000400) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 81,193

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

9



款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 01目 001600000事業 職員給与費（会計課）

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 30,492

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 16,368 17 備品購入費
03 職員手当等 9,122 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 5,002 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 30,492

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 会計課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 会計課職員の給料、手当及び共済費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 総務管理費 01 一般管理費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0016 職員給与費（会計課） (簡略番号：000415) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 30,492

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 01目 001700000事業 職員給与費（財政課）

合　計 62,598

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 財政課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 財政課職員の給料、手当及び共済費

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他

一般財源 62,598

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費

32,615 17 備品購入費
19,601 18 負担金､補助及び交付金

10,382 19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 01 一般管理費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0017 職員給与費（財政課） (簡略番号：000430) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 62,598

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

11



款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 01目 001800000事業 職員給与費（地域支援課）

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 59,806

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 30,781 17 備品購入費
03 職員手当等 19,314 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 9,711 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 59,806

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 地域支援課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 地域支援課職員の給料、手当及び共済費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 総務管理費 01 一般管理費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0018 職員給与費（地域支援課） (簡略番号：000445) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 59,806

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

12



款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 01目 001900000事業 職員給与費（派遣職員等）

合　計 28,730

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
負担金 22050201014 派遣職員給与費等負担金【総務課】 16,739

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 派遣職員等の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 派遣職員等の給料、手当及び共済費

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他 16,739

一般財源 11,991

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費

15,361 17 備品購入費
8,892 18 負担金､補助及び交付金

4,477 19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 01 一般管理費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0019 職員給与費（派遣職員等） (簡略番号：000460) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 28,730

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

13



款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 01目 002000000事業 職員給与費（秘書広報課）

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 43,323

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 22,807 17 備品購入費
03 職員手当等 13,287 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 7,229 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 43,323

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 秘書広報課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 秘書広報課職員の給料、手当及び共済費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 総務管理費 01 一般管理費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0020 職員給与費（秘書広報課） (簡略番号：000475) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 43,323

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 01目 002100000事業 職員給与費（危機管理課・一般管理費）

合　計 59,325

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 危機管理部長及び危機管理課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 危機管理部長及び危機管理課職員の給料、手当及び共済費

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他

一般財源 59,325

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費

30,757 17 備品購入費
18,946 18 負担金､補助及び交付金

9,622 19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 01 一般管理費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0021 職員給与費（危機管理課・一般管理費） (簡略番号：000490) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 59,325

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

15



款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 01目 002200000事業 職員給与費（小笠市民課・一般管理費）

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 24,459

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 13,233 17 備品購入費
03 職員手当等 7,207 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 4,019 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 24,459

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 小笠市民課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 小笠市民課職員の給料、手当及び共済費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 総務管理費 01 一般管理費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0022 職員給与費（小笠市民課・一般管理費） (簡略番号：000505) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 24,459

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 01目 002400000事業 行政法務費

合　計 10,592

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 10,523 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 7 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 8 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市政を適正かつ公正に運営するため、例規整備を適正に行うとともに、不服審査に係る委
 員会の運営を行う。

＜事業の概要＞
 例規整備を適正に行うための審査及び管理のための事業を実施するとともに、固定資産評
 価審査委員会及び行政不服審査会の運営を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・固定資産評価審査委員会の開催
 ・行政不服審査委員会の開催
 ・法務及び権限移譲に係る会議の旅費
 ・顧問弁護士委託
 ・例規データベース運用
 ・例規審査等業務委託
 ・官報検索サービスの利用
 
 ※本事業は、前年度の文書費、一般管理総務費（総務課）及び諸費の一部を組替えた新規
  事業のため、前年度当初の事業費は記載なし。

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他

一般財源 10,592

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 04 未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり
 施  策 01 市役所の組織力を高めます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
54 16 公有財産購入費

17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 01 一般管理費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0024 行政法務費 (簡略番号：010975) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 10,592

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

17



款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 08目 000700000事業 職員給与費（地域支援課・交通防犯対策費）

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 7,411

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 4,032 17 備品購入費
03 職員手当等 2,173 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 1,206 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 7,411

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 地域支援課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 地域支援課職員の給料、手当及び共済費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 総務管理費 08 交通防犯対策費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0007 職員給与費（地域支援課・交通防犯対策費） (簡略番号：000961) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 7,411

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 12目 000100000事業 諸費

合　計 4,314

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 4,230 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 5 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 国の機関の支援又は共通の目的のために組織された協会等への参加により市政の運営を適
 正に行う。

＜事業の概要＞
 行政相談委員連絡協議会、危険物安全協会、防衛協会及び平和首長会議への加盟並びに総
 合賠償補償保険の加入

＜令和２年度実施内容＞
 ・行政相談委員連絡会等の参加に係る旅費及び負担金
 ・総合賠償補償保険の加入に係る保険料
 ・危険物安全協会への加盟に伴う負担金
 ・防衛協会への加盟に伴う負担金
 ・平和首長会議への加盟に伴う負担金

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他

一般財源 4,314

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 04 未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり
 施  策 01 市役所の組織力を高めます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金 79
19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 12 諸費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0001 諸費 (簡略番号：001419) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 4,314

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

19



款 02 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 02項 03目 000200000事業 職員給与費（税務課）

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 129,899

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17030201001 県民税徴収取扱費交付金 77,400

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 69,201 17 備品購入費
03 職員手当等 39,262 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 21,436 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 52,499

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 税務課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 税務課職員の給料、手当及び共済費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 徴税費 03 税務総務費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0002 職員給与費（税務課） (簡略番号：001451) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 129,899

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 77,400
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 03項 01目 000400000事業 職員給与費（市民課・戸籍住民基本台帳費）

合　計 61,024

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16030101002 中長期在留者住居地届出等事務委託金 891

都道府県支出金 17030101006 旅券事務交付金 1,105

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 生活環境部長、調整室職員及び市民課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 生活環境部長、調整室職員及び市民課職員の給料、手当及び共済費

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他

一般財源 59,028

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費

32,092 17 備品購入費
18,833 18 負担金､補助及び交付金

10,099 19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 戸籍住民基本台帳費 01 戸籍住民基本台帳費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0004 職員給与費（市民課・戸籍住民基本台帳費） (簡略番号：001569) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 61,024

財
源
内
訳

国庫支出金 891
県支出金 1105

21



款 02 04 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 04項 01目 000100000事業 選挙管理委員報酬費

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 575

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 575 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 575

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 51 各種選挙の適正な管理執行を図るとともに、明るい選挙の推進を図る
 概  要  01 各種選挙の適正な管理執行を図ります
 事  務  01 選挙管理委員会の適正な運営

＜事業の目的＞
 市選挙管理委員会を運営し、選挙に関する事務を管理するための事業を実施することによ
 り、選挙が公明かつ適正に行われるよう取り組む。

＜事業の概要＞
 定時登録（６、９、12、３月）及び各種選挙執行のための選挙管理委員会を開催する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・委員長、同職務代理者及び委員の報酬

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 選挙費 01 選挙管理委員会費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0001 選挙管理委員報酬費 (簡略番号：001585) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 575

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 04 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 04項 01目 000200000事業 選挙管理委員会総務費

合　計 1,329

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16030102001 在外選挙人名簿登録事務委託金 4

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 278 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 873 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 35 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市選挙管理委員会を運営し、選挙に関する事務を管理するための事業を実施することによ
 り、選挙が公明かつ適正に行われるよう取り組む。

＜事業の概要＞
 選挙事務を管理するためのシステムの運用や物品の調達を行うとともに、全国及び県で組
 織する選挙管理委員会の連合会に参加し、適正な選挙執行及び事務の管理に関する情報や
 取組を共有する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・全国及び県選挙管理委員会連合会への参加に伴う旅費等及び負担金
 ・選挙事務管理のための物品の調達
 ・期日前・不在者投票システムの維持管理

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

25

地方債
その他

一般財源 1,325

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 51 各種選挙の適正な管理執行を図るとともに、明るい選挙の推進を図る
 概  要  01 各種選挙の適正な管理執行を図ります
 事  務  01 選挙管理委員会の適正な運営

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金 118
19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 選挙費 01 選挙管理委員会費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0002 選挙管理委員会総務費 (簡略番号：001591) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,329

財
源
内
訳

国庫支出金 4
県支出金
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款 02 04 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 04項 01目 000300000事業 職員給与費（総務課・選挙管理委員会費）

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 4,995

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 2,678 17 備品購入費
03 職員手当等 1,445 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 872 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 4,995

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 総務課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 総務課職員の給料、手当及び共済費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 選挙費 01 選挙管理委員会費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0003 職員給与費（総務課・選挙管理委員会費） (簡略番号：001609) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 4,995

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 04 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 04項 02目 000100000事業 明るい選挙推進費

合　計 86

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 4 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 明るい選挙推進協議会を運営し、有権者が政治と選挙に関心をもって主権者として進んで
 選挙に参加し、選挙違反のないきれいな選挙が行われるよう取り組む。

＜事業の概要＞
 県及び県西部明るい選挙推進協議会の事業に参加し、明るい選挙推進に関する取組を共有
 し啓発活動を実施する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・啓発活動実施に係る報酬
 ・県及び県西部明るい選挙推進協議会の事業参加に伴う旅費等、報酬及び負担金
 ・ポスターコンクールの実施

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

22

地方債
その他

一般財源 86

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 51 各種選挙の適正な管理執行を図るとともに、明るい選挙の推進を図る
 概  要  02 投票率の向上を図ります
 事  務  01 明るい選挙への取組

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
30 16 公有財産購入費

17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金 30
19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 選挙費 02 明るい選挙推進費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0001 明るい選挙推進費 (簡略番号：001623) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 86

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 02 04 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 04項 03目 000100000事業 市長及び市議会議員選挙費

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 46,343

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 2,770 25 寄附金
11 役務費 7,466 26 公課費
12 委託料 7,361 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 346 予備費

 ・選挙運動用自動車、ビラ及びポスターに係る選挙公営費用負担

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 1,388 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費 1
03 職員手当等 9,305 18 負担金､補助及び交付金 17,620
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 46,343

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 51 各種選挙の適正な管理執行を図るとともに、明るい選挙の推進を図る
 概  要  01 各種選挙の適正な管理執行を図ります
 事  務  02 明るい選挙の推進を図ります

＜事業の目的＞
 選挙に関する事務を管理し、各種選挙を公明かつ適正に執行する。

＜事業の概要＞
 令和３年１月29日任期満了に伴う市長及び市議会議員選挙を適正に執行する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・選挙投開票執行者報酬、選挙事務従事者手当及び謝礼
 ・選挙執行に係る物品等の調達
 ・入場券及び選挙候補者はがき等の郵送
 ・投票用紙交付機・計数機の点検
 ・期日前・不在者投票システムの運用に係る業務委託
 ・ポスター掲示版設置業務委託
 ・投開票会場及び選挙関連システム等の借上げ

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 74 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 12 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 選挙費 03 市長及び市議会議員選挙費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0001 市長及び市議会議員選挙費 (簡略番号：011174) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 46,343

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 05項 01目 000200000事業 職員給与費（企画政策課・統計総務費）

合　計 4,189

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 企画政策課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 企画政策課職員の給料、手当及び共済費

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他

一般財源 4,189

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費

2,432 17 備品購入費
1,082 18 負担金､補助及び交付金

675 19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 統計調査費 01 統計総務費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0002 職員給与費（企画政策課・統計総務費） (簡略番号：001726) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 4,189

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 02 06 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 06項 01目 000300000事業 職員給与費（監査委員事務局）

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 18,502

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 9,553 17 備品購入費
03 職員手当等 5,898 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 3,051 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 18,502

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 監査委員事務局職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 監査委員事務局職員の給料、手当及び共済費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 監査委員費 01 監査委員費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0003 職員給与費（監査委員事務局） (簡略番号：001787) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 18,502

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 03 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

03款 01項 01目 000800000事業 職員給与費（市民課・社会福祉総務費）

合　計 32,481

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16030201001 基礎年金等事務委託金 997

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 市民課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 市民課職員の給料、手当及び共済費

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他

一般財源 31,484

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費

18,251 17 備品購入費
8,924 18 負担金､補助及び交付金

5,306 19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

民生費 項 社会福祉費 01 社会福祉総務費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0008 職員給与費（市民課・社会福祉総務費） (簡略番号：001912) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 32,481

財
源
内
訳

国庫支出金 997
県支出金
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款 03 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

03款 01項 01目 000900000事業 職員給与費（福祉課）

都道府県支出金 17030102002 民生委員法事務交付金 105
都道府県支出金 17030301001 ホームレス全国調査委託金 1

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 93,137

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16030202003 特別児童扶養手当事務委託金 169

都道府県支出金 17020201002 心身障害者扶養共済事務補助金 70
都道府県支出金 17030102001 療育手帳事務交付金 349

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 49,720 17 備品購入費
03 職員手当等 28,290 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 15,127 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 92,443

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 健康福祉部長、調整室職員及び福祉課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 健康福祉部長、調整室職員及び福祉課職員の給料、手当及び共済費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

民生費 項 社会福祉費 01 社会福祉総務費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0009 職員給与費（福祉課） (簡略番号：001925) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 93,137

財
源
内
訳

国庫支出金 169
県支出金 525
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

30



款 03 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

03款 01項 01目 001000000事業 職員給与費（長寿介護課）

合　計 81,040

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
手数料 15020601001 介護サービス事業者指定申請等手数料 56
諸収入 22050202030 介護予防プラン料 2,567

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 長寿介護課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 長寿介護課職員の給料、手当及び共済費

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他 2,623

一般財源 78,417

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費

43,501 17 備品購入費
24,450 18 負担金､補助及び交付金

13,089 19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

民生費 項 社会福祉費 01 社会福祉総務費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0010 職員給与費（長寿介護課） (簡略番号：001940) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 81,040

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 03 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

03款 01項 01目 001100000事業 職員給与費（社会福祉協議会）

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 14,850

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 9,414 17 備品購入費
03 職員手当等 2,514 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 2,922 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 14,850

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 社会福祉協議会派遣職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 社会福祉協議会派遣職員の給料、手当及び共済費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

民生費 項 社会福祉費 01 社会福祉総務費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0011 職員給与費（社会福祉協議会） (簡略番号：001954) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 14,850

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 03 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

03款 01項 07目 000200000事業 職員給与費（市民課・国民年金費）

合　計 4,432

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16030201001 基礎年金等事務委託金 4,623

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 市民課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 市民課職員の給料、手当及び共済費

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他

一般財源 △191

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費

2,598 17 備品購入費
1,057 18 負担金､補助及び交付金

777 19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

民生費 項 社会福祉費 07 国民年金費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0002 職員給与費（市民課・国民年金費） (簡略番号：002381) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 4,432

財
源
内
訳

国庫支出金 4,623
県支出金
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款 03 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

03款 02項 01目 001400000事業 職員給与費（子育て応援課・児童福祉総務費）

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 44,060

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 22,859 17 備品購入費
03 職員手当等 13,874 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 7,327 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 44,060

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 子育て応援課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 子育て応援課職員の給料、手当及び共済費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

民生費 項 児童福祉費 01 児童福祉総務費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0014 職員給与費（子育て応援課・児童福祉総務費） (簡略番号：002608) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 44,060

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 03 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

03款 02項 01目 001500000事業 職員給与費（こども政策課）

合　計 82,384

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17030102006 児童福祉法事務交付金 2
都道府県支出金 17030102008 認定こども園等事務交付金 4

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 こども未来部長、調整室職員及びこども政策課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 こども未来部長、調整室職員及びこども政策課職員の給料、手当及び共済費

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他

一般財源 82,378

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費

44,566 17 備品購入費
24,312 18 負担金､補助及び交付金

13,506 19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

民生費 項 児童福祉費 01 児童福祉総務費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0015 職員給与費（こども政策課） (簡略番号：002623) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 82,384

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 6
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款 04 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 01項 01目 000300000事業 職員給与費（環境推進課・保健衛生総務費）

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 47,221

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17030103002 動物愛護管理法事務交付金 478
都道府県支出金 17030103003 公害関連法事務交付金 245

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 25,789 17 備品購入費
03 職員手当等 13,956 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 7,476 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 46,498

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 環境推進課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 環境推進課職員の給料、手当及び共済費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

衛生費 項 保健衛生費 01 保健衛生総務費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0003 職員給与費（環境推進課・保健衛生総務費） (簡略番号：002789) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 47,221

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 723
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 04 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 01項 02目 000200000事業 職員給与費（環境推進課・感染症予防費）

合　計 1

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市職員の手当の支払を行う。

＜事業の概要＞
 感染症発生時の対応に要する職員の手当

＜令和２年度実施内容＞
 感染症発生時の対応に要する職員の手当

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他

一般財源 1

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費

1 18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

衛生費 項 保健衛生費 02 感染症予防費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0002 職員給与費（環境推進課・感染症予防費） (簡略番号：002811) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 04 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 01項 07目 000200000事業 職員給与費（健康づくり課・保健師設置費）

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 34,814

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 18,834 17 備品購入費
03 職員手当等 10,264 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 5,716 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 34,814

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 健康づくり課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 健康づくり課職員の給料、手当及び共済費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

衛生費 項 保健衛生費 07 保健師設置費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0002 職員給与費（健康づくり課・保健師設置費） (簡略番号：003027) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 34,814

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 04 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 01項 07目 000300000事業 職員給与費（子育て応援課・保健師設置費）

合　計 33,353

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 子育て応援課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 子育て応援課職員の給料、手当及び共済費

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他

一般財源 33,353

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費

19,246 17 備品購入費
8,823 18 負担金､補助及び交付金

5,284 19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

衛生費 項 保健衛生費 07 保健師設置費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0003 職員給与費（子育て応援課・保健師設置費） (簡略番号：003042) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 33,353

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 04 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 01項 08目 000300000事業 職員給与費（健康づくり課・健康づくり推進事業費)

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 4,561

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 2,678 17 備品購入費
03 職員手当等 1,191 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 692 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 4,561

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 健康づくり課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 健康づくり課職員の給料、手当及び共済費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

衛生費 項 保健衛生費 08 健康づくり推進事業費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0003 職員給与費（健康づくり課・健康づくり推進事業 (簡略番号：003082) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
費) 事 業 費 4,561

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 04 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 01項 08目 000400000事業 職員給与費（子育て応援課・健康づくり推進事業費)

合　計 8,018

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 子育て応援課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 子育て応援課職員の給料、手当及び共済費

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他

一般財源 8,018

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費

4,506 17 備品購入費
2,253 18 負担金､補助及び交付金

1,259 19 扶助費
20

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

衛生費 項 保健衛生費 08 健康づくり推進事業費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0004 職員給与費（子育て応援課・健康づくり推進事業 (簡略番号：003094) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
費) 事 業 費 8,018

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 04 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 02項 02目 000600000事業 職員給与費（環境推進課・衛生施設運営費）

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 7,194

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 4,200 17 備品購入費
03 職員手当等 1,821 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 1,173 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 7,194

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 環境推進課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 環境推進課職員の給料、手当及び共済費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

衛生費 項 清掃費 02 衛生施設運営費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0006 職員給与費（環境推進課・衛生施設運営費） (簡略番号：003380) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 7,194

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 06 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

06款 01項 02目 000200000事業 職員給与費（農林課・農業総務費）

農業経営基盤強化促進法嘱託登記手数料 3
財産収入 18010101003 土地建物賃貸料【農林課】 6
諸収入 22050204009 農用地利用地図等売払代金 1
諸収入 22050204010 農家台帳等コピー・印刷代 2

合　計 64,486

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020401002 農業委員会交付金 3,706
都道府県支出金 17030104001 森林法に基づく事務交付金 8
都道府県支出金 17030104002 農地法事務交付金 650
都道府県支出金 17030104004 鳥獣保護狩猟事務交付金 189

手数料 15020301001 鳥獣飼養許可手数料 13

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 農林課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 農林課職員の給料、手当及び共済費

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

手数料 15020302001

地方債
その他 25

一般財源 59,908

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費

35,439 17 備品購入費
19,026 18 負担金､補助及び交付金

10,021 19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

農林水産業費 項 農業費 02 農業総務費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0002 職員給与費（農林課・農業総務費） (簡略番号：003536) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 64,486

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 4,553
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款 06 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

06款 01項 02目 000300000事業 職員給与費（茶業振興課）

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 25,366

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 13,113 17 備品購入費
03 職員手当等 8,139 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 4,114 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 25,366

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 茶業振興課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 茶業振興課職員の給料、手当及び共済費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

農林水産業費 項 農業費 02 農業総務費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0003 職員給与費（茶業振興課） (簡略番号：003551) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 25,366

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 06 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

06款 02項 01目 000200000事業 職員給与費（農林課・土地改良事業総務費）

合　計 17,879

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17030104003 土地改良法事務交付金 35

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 農林課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 農林課職員の給料、手当及び共済費

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他

一般財源 17,844

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費

9,729 17 備品購入費
5,184 18 負担金､補助及び交付金

2,966 19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

農林水産業費 項 農地費 01 土地改良事業総務費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0002 職員給与費（農林課・土地改良事業総務費） (簡略番号：003757) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 17,879

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 35
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款 07 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

07款 01項 01目 009900000事業 職員給与費（商工観光課）

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 55,950

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17030105002 商工会法事務交付金 23
都道府県支出金 17030105003 自然公園法事務交付金 34
都道府県支出金 17030105005 計量法事務交付金 52

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 30,197 17 備品購入費
03 職員手当等 16,845 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 8,908 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 55,841

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 商工観光課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 商工観光課職員の給料、手当及び共済費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

商工費 項 商工費 01 商工総務費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0099 職員給与費（商工観光課） (簡略番号：003966) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 55,950

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 109
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 08 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

08款 01項 01目 000300000事業 職員給与費（建設課・土木総務費）

合　計 86,234

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
財産収入 18010101007 上ノ原雨量遠隔計測装置敷地賃借料【建設課】 4
諸収入 22050206013 地形図等売払代金 1
諸収入 22050206030 道路台帳等コピー・印刷代 1

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 建設経済部長、調整室職員及び建設課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 建設経済部長、調整室職員及び建設課職員の給料、手当及び共済費

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他 6

一般財源 86,228

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費

44,877 17 備品購入費
27,202 18 負担金､補助及び交付金

14,155 19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

土木費 項 土木管理費 01 土木総務費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0003 職員給与費（建設課・土木総務費） (簡略番号：004202) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 86,234

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 08 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

08款 02項 01目 000200000事業 職員給与費（建設課・道路橋梁総務費）

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 27,860

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 14,503 17 備品購入費
03 職員手当等 9,024 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 4,333 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 27,860

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 建設課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 建設課職員の給料、手当及び共済費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

土木費 項 道路橋梁費 01 道路橋梁総務費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0002 職員給与費（建設課・道路橋梁総務費） (簡略番号：004260) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 27,860

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 08 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

08款 02項 01目 000300000事業 職員給与費（災害対策・道路橋梁総務費）

合　計 500

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市職員の手当の支払を行う。

＜事業の概要＞
 災害時の対応に要する職員の手当

＜令和２年度実施内容＞
 災害時の対応に要する職員の手当

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他

一般財源 500

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費

500 18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

土木費 項 道路橋梁費 01 道路橋梁総務費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0003 職員給与費（災害対策・道路橋梁総務費） (簡略番号：004274) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 500

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

49



款 08 04 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

08款 04項 01目 000600000事業 職員給与費（都市計画課）

手数料 15020401002 開発行為許可申請手数料 130
諸収入 22050206004 都市計画地図等売払代金 50
諸収入 22050206025 図面等コピー・印刷代 10

都道府県支出金 17030106003 建築基準法等事務交付金 338
都道府県支出金 17030106007 建設リサイクル法事務交付金 145
都道府県支出金 17030106009 福祉のまちづくり事務交付金 8
都道府県支出金 17030106010 地球温暖化防止条例事務交付金 6
都道府県支出金 17030106013 都市低炭素化促進事務交付金 1
都道府県支出金 17030106015 建築物省エネ法事務交付金 34

手数料 15020401001 屋外広告物許可申請手数料 1,390

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 82,114

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17030101003 国土利用計画法事務交付金 27
都道府県支出金 17030106001 土採取等規制条例に基づく事務交付金 74
都道府県支出金 17030106002 長期優良住宅普及促進事務交付金 165

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 39,319 17 備品購入費
03 職員手当等 22,732 18 負担金､補助及び交付金 8,036
04 共済費 12,027 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 79,736

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 都市計画課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 都市計画課職員の給料、手当及び共済費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

土木費 項 都市計画費 01 都市計画総務費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0006 職員給与費（都市計画課） (簡略番号：004606) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 82,114

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 798
地方債
その他 1,580

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 09 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

09款 01項 01目 000800000事業 職員給与費（消防本部・常備消防費）【総務課】

合　計 387,410

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 消防本部・消防署職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 消防本部・消防署職員の給料、手当及び共済費

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他

一般財源 387,410

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費

202,175 17 備品購入費
119,035 18 負担金､補助及び交付金

66,200 19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

消防費 項 消防費 01 常備消防費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0008 職員給与費（消防本部・常備消防費）【総務課】 (簡略番号：004941) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 387,410

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 09 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

09款 01項 02目 000700000事業 職員給与費（消防本部・非常備消防費）

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 800

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 800 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 800

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞
 市職員の手当の支払を行う。

＜事業の概要＞
 消防団事務担当職員の手当

＜令和２年度実施内容＞
 消防団事務担当職員の手当

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

消防費 項 消防費 02 非常備消防費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0007 職員給与費（消防本部・非常備消防費） (簡略番号：005046) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 800

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 09 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

09款 01項 04目 000600000事業 職員給与費（災害対策・水防費）

合　計 1,800

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 災害時の対応に要する職員の手当

＜令和２年度実施内容＞
 災害時の対応に要する職員の手当

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他

一般財源 1,800

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費

1,800 18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

消防費 項 消防費 04 水防費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0006 職員給与費（災害対策・水防費） (簡略番号：005147) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,800

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 10 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

10款 01項 02目 000900000事業 特別職給与費（教育長）

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 11,966

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 7,020 17 備品購入費
03 職員手当等 3,046 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 1,900 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 11,966

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  01 特別職給与費

＜事業の目的＞
 教育長の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 教育長の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 教育長の給料、手当及び共済費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

教育費 項 教育総務費 02 事務局費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0009 特別職給与費（教育長） (簡略番号：005466) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 11,966

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 10 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

10款 01項 02目 001000000事業 職員給与費（学校教育課）

合　計 53,189

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 学校教育課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 学校教育課職員の給料、手当及び共済費

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他

一般財源 53,189

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費

28,452 17 備品購入費
15,808 18 負担金､補助及び交付金

8,929 19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 教育総務費 02 事務局費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0010 職員給与費（学校教育課） (簡略番号：005476) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 53,189

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

55



款 10 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

10款 01項 02目 001100000事業 職員給与費（教育総務課・事務局費）

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 62,354

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 32,849 17 備品購入費
03 職員手当等 19,451 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 10,054 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 62,354

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 教育文化部長、調整室職員及び教育総務課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 教育文化部長、調整室職員及び教育総務課職員の給料、手当及び共済費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

教育費 項 教育総務費 02 事務局費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0011 職員給与費（教育総務課・事務局費） (簡略番号：005491) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 62,354

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

56



款 10 04 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

10款 04項 01目 000800000事業 職員給与費（幼稚園）

合　計 32,422

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 こども政策課（小笠北幼稚園）職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 こども政策課（小笠北幼稚園）職員の給料、手当及び共済費

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他

一般財源 32,422

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費

19,462 17 備品購入費
8,197 18 負担金､補助及び交付金

4,763 19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 幼稚園費 01 幼稚園費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0008 職員給与費（幼稚園） (簡略番号：006536) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 32,422

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 10 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

10款 05項 01目 000400000事業 職員給与費（社会教育課・社会教育総務費）

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 52,591

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17030108001 文化財保護法事務交付金 440

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 28,370 17 備品購入費
03 職員手当等 15,597 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 8,624 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 52,151

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 社会教育課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 社会教育課職員の給料、手当及び共済費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

教育費 項 社会教育費 01 社会教育総務費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0004 職員給与費（社会教育課・社会教育総務費） (簡略番号：006595) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 52,591

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 440
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 10 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

10款 05項 06目 000500000事業 職員給与費（図書館）

合　計 44,144

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 図書館職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 図書館職員の給料、手当及び共済費

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他

一般財源 44,144

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費

24,817 17 備品購入費
12,147 18 負担金､補助及び交付金

7,180 19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 社会教育費 06 図書館費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0005 職員給与費（図書館） (簡略番号：006969) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 44,144

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 10 06 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

10款 06項 01目 000200000事業 職員給与費（社会教育課・保健体育総務費）

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 18,632

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 10,260 17 備品購入費
03 職員手当等 5,460 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 2,912 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 18,632

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 社会教育課職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 社会教育課職員の給料、手当及び共済費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

教育費 項 保健体育費 01 保健体育総務費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0002 職員給与費（社会教育課・保健体育総務費） (簡略番号：007130) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 18,632

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 10 06 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

10款 06項 04目 000600000事業 職員給与費（教育総務課・共同調理場費）

合　計 19,522

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 教育総務課（給食センター）職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 教育総務課（給食センター）職員の給料、手当及び共済費

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他

一般財源 19,522

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費

11,220 17 備品購入費
5,126 18 負担金､補助及び交付金

3,176 19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 保健体育費 04 共同調理場費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0006 職員給与費（教育総務課・共同調理場費） (簡略番号：007324) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 19,522

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 10 07 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

10款 07項 01目 000300000事業 職員給与費（認定こども園）

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 83,200

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 46,350 17 備品購入費
03 職員手当等 23,721 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 13,129 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 83,200

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞
 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 こども政策課（おおぞら認定こども園）職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 こども政策課（おおぞら認定こども園）職員の給料、手当及び共済費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

教育費 項 こども園費 01 こども園費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0003 職員給与費（認定こども園） (簡略番号：007422) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 83,200

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

62



款 10 07 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

10款 07項 01目 000400000事業 職員給与費（菊川福祉会）

合　計 23,026

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市職員の給料、手当及び共済費の支払を行う。

＜事業の概要＞
 菊川福祉会派遣職員の給料、手当及び共済費

＜令和２年度実施内容＞
 菊川福祉会派遣職員の給料、手当及び共済費

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他

一般財源 23,026

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費

15,257 17 備品購入費
3,490 18 負担金､補助及び交付金

4,279 19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 こども園費 01 こども園費 所属 0101010100-0000 総務課

事　　業

0004 職員給与費（菊川福祉会） (簡略番号：007437) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 23,026

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 01目 000400000事業 庁内情報システム運用費

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 124,862

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 4,511 25 寄附金
11 役務費 3,637 26 公課費
12 委託料 59,573 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 49,488 予備費

市役所４階を無線ＬＡＮ化するための導入費
 (4) 番号制度に関するシステム改修 7,744千円

社会保障・税番号制度の改正に対応するためのシステム改修委託料
 (5) その他 107,680千円

ネットワークの通信運搬費、システム利用負担金等その他経費

※事業所管課の変更
 Ｒ１ 秘書広報課 → Ｒ２ 企画政策課

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 7,653
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 124,862

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 04 未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり
 施  策 02 ＩＣＴ（情報通信技術）を活用し効率的な行政運営をします（秘書広報課）

＜事業の目的＞
 庁内情報システムを活用し効率的な行政運営ができるよう、システムの安定稼働と利活用
 を推進する。

＜事業の概要＞
 市の電算業務が安定かつ円滑に行えるよう機器等を適正に管理し、情報化施策に対応する
 ため必要に応じて各種システムを更新する。

＜令和２年度実施内容＞
 (1) ＲＰＡ、ＡＩ－ＯＣＲの導入 6,343千円

業務自動化を推進するためのＲＰＡ、ＡＩ－ＯＣＲ導入費
 (2) 議事録作成支援システムの導入 2,561千円

議事録作成を支援するためのシステム導入費
 (3) 市役所情報系ネットワーク無線化の推進 534千円

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 総務管理費 01 一般管理費 所属 0101010200-0000 秘書広報課

事　　業

0004 庁内情報システム運用費 (簡略番号：000173) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 124,862

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 01目 000800000事業 公用車管理費（秘書広報課）

合　計 227

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市長が安全に移動できるよう、使用車両を管理する。

＜事業の概要＞
 公用車（市長車）が支障なく使用できる状態を保つため適切な維持管理を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・公用車（市長車）オイル交換
 ・公用車（市長車）点検整備

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

227

地方債
その他

一般財源 227

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 52 二役の業務が円滑に運営されるようにする
 概  要  01 市長・副市長秘書
 事  務  01 市長・副市長秘書

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 01 一般管理費 所属 0101010200-0000 秘書広報課

事　　業

0008 公用車管理費（秘書広報課） (簡略番号：000253) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 227

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 01目 001200000事業 特別職総務費

14 工事請負費 賃金
15 原材料費 合　計 6,480

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 306 25 寄附金
11 役務費 13 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 40 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 24 16 公有財産購入費
02 給料 2,753 17 備品購入費
03 職員手当等 1,041 18 負担金､補助及び交付金 1,027
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 6,480

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 52 二役の業務が円滑に運営されるようにする
 概  要  01 市長・副市長秘書
 事  務  01 市長・副市長秘書

＜事業の目的＞
 二役のスケジュールを調整し、市政の円滑な運営を図る。

＜事業の概要＞
 市長及び副市長が職務を円滑に遂行できるよう、スケジュール管理等の秘書業務を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・市長交際費、旅費管理
 ・全国、東海、県市長会対応
 ・叙位叙勲、市表彰業務
 ・名刺印刷

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 29 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 747 23 投資及び出資金
09 交際費 500 24 積立金

総務費 項 総務管理費 01 一般管理費 所属 0101010200-0000 秘書広報課

事　　業

0012 特別職総務費 (簡略番号：000329) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 6,480

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 01目 002300000事業 ＩＣＴ施策推進費

合　計 6,840

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 1,221 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 5,519 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 100 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 先進ＩＣＴの活用によって市民ニーズにあった形で社会課題を解決しつつ、市民サービス
 の向上を図る。

＜事業の概要＞
 デジタルガバメントを推進するべく各種申請の電子化を図り、新たなＩＣＴについて研究
 し活用する。

＜令和２年度実施内容＞
(1) 電子申請システムの利用推進 652千円

子育てワンストップサービス等電子申請システム運用のための使用料
(2) 地図情報システムの利用推進 3,498千円

道路や避難所情報等を表示する地図情報システムの使用料
(3) ＡＩチャットボットサービスの提供 660千円

ＡＩを活用した自動回答サービスを提供するための使用料
(4) 多言語情報配信スマートプレートの導入 1,221千円

行政情報を多言語で配信するためのシステム導入費
(5) その他 809千円

研究会参加旅費等その他経費

※事業所管課の変更
Ｒ１ 秘書広報課 → Ｒ２ 企画政策課

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他

一般財源 6,840

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 04 未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり
 施  策 02 ＩＣＴ（情報通信技術）を活用し効率的な行政運営をします（秘書広報課）

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 01 一般管理費 所属 0101010200-0000 秘書広報課

事　　業

0023 ＩＣＴ施策推進費 (簡略番号：010154) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 6,840

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 02目 000100000事業 広報広聴費

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 10,948

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22050201012 ホームページバナー広告掲載料【秘書広報課】 660

10 需用費 6,964 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 879 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 2,740 予備費

 ・くらしの便利帳の発行…年1回発行、発行部数15,600部（36頁） 652千円
 ・市ホームページ運用管理…随時 3,152千円
 ・ＳＮＳ（市フェイスブック及びインスタグラム）の運用…随時
 ・職員向け広報研修の実施 40千円
 ・まちづくり懇談会の開催 18千円
 ・事務経費（消耗品､出張旅費､コンピューターソフト使用料､各種負担金等） 829千円

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費 37
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 194
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 10,288

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 01 市民と行政との協働によるまちづくり
 施  策 02 まちづくりを進めるために市政情報を共有します（秘書広報課）

＜事業の目的＞
  市政情報やまちの話題など、「伝えたい情報」を「伝えたい対象」に効果的に発信する
 とともに、市民からの声を市政運営に活かしていく。

＜事業の概要＞
  市民向けの情報を掲載して全戸配布する「広報紙」、全国に本市の魅力を発信する「ホ
 ームページ」、よりタイムリーに旬の話題をお届けする「フェイスブック」、若者に向け
 て情報を発信する「インスタグラム」など様々なツールを活用し、効果的な情報発信を行
 う。
  また、まちづくり懇談会をはじめ、市政に対するご意見・ご提言をメールやご意見箱な
 どを通じてお寄せいただき、今後のまちづくりに繋げていく。

＜令和２年度実施内容＞
 ・広報菊川の発行…年間12回発行、発行部数15,800部（24頁） 6,257千円

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 40 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 94 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 総務管理費 02 広報費 所属 0101010200-0000 秘書広報課

事　　業

0001 広報広聴費 (簡略番号：000521) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 10,948

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 660

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 02目 000300000事業 菊川市魅力発信事業費

合　計 123

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22050201005 県市町村振興協会市町村交付金【秘書広報課】 40

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 83 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 40 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 菊川市の知名度向上を図り、若者や子育て世代の移住・定住を促進する。
 

＜事業の概要＞
  移住・定住促進、人口減少対策に向けた効果的な広報として、主に若者や子育て世代を
 対象とし、菊川市の魅力を紹介する総合的な広報活動を行う。
 

＜令和２年度実施内容＞
 ・市民を対象としたＳＮＳ向けの写真講座の開催 40千円
 ・菊川市移住・定住特集ホームページの運用管理 83千円
 ・ウィキペディアタウンの実施

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他 40

一般財源 83

＜総合計画における位置付け＞
  基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
  政  策 02 まちの元気・魅力が発信されるまちづくり
  施  策 01 知名度向上に向けて情報を発信します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 02 広報費 所属 0101010200-0000 秘書広報課

事　　業

0003 菊川市魅力発信事業費 (簡略番号：000551) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 123

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

69



款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 05目 000500000事業 庁舎東館管理費

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 13,378

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
使用料 15010101001 庁舎東館多目的エリア(予約スペース)利用料 155
諸収入 22050201040 庁舎東館自動販売機設置手数料 72

10 需用費 2,287 25 寄附金
11 役務費 22 26 公課費
12 委託料 9,908 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 694 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費 467
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 13,151

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 01 市民と行政との協働によるまちづくり
 施  策 01 地域のために活動している市民や団体を支援します

＜事業の目的＞
 菊川市の新たなまちづくりの拠点である菊川市役所庁舎東館「プラザ きくる」において
 、庁舎東館機能を適切に保全整備し、利用者に快適な施設環境を提供する。

＜事業の概要＞
 市役所東館の維持管理を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・市役所東館の維持管理費
  保守点検委託料、修繕料、通信、光熱水費、複写機借上料等及び庁内消耗品・備品
  購入費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 総務管理費 05 財産管理費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0005 庁舎東館管理費 (簡略番号：000694) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 13,378

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 227

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 07目 000100000事業 男女共同参画推進費

合　計 265

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 155 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 84 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 14 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 男女共同参画社会の実現に向けて、「第３次菊川市男女共同プラン」の推進と、プランに
 基づく取り組みの効果的な実施を図る。

＜事業の概要＞
 男女共同参画プランの進捗管理を行うとともに、男女共同参画推進懇話会を開催する。ま
 た、次期の男女共同参画プランの策定に向け、男女共同参画に関する市民アンケートを実
 施する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・男女共同参画推進懇話会の開催（２回）
 ・男女共同参画の推進に関する旅費等
 ・男女共同参画に関する市民アンケートの実施

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

12

地方債
その他

一般財源 265

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 03 性別、国籍を超えた共生社会を推進するまちづくり
 施  策 01 男女が平等な立場で参画できる社会づくりに取り組みます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 07 企画費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0001 男女共同参画推進費 (簡略番号：000795) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 265

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

71



款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 07目 000800000事業 男女共同参画啓発事業費

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 274

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020208001 人権問題啓発事業費交付金 25

諸収入 22050201013 県市町村振興協会研修助成金【総務課】 100
諸収入 22050201020 地域振興費雑入 50

10 需用費 74 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 99

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 03 性別、国籍を超えた共生社会を推進するまちづくり
 施  策 01 男女が平等な立場で参画できる社会づくりに取り組みます

＜事業の目的＞
 「第３次菊川市男女共同参画プラン」に基づき、市民の男女共同参画意識の向上に繋がる
 取り組みを推進する。

＜事業の概要＞
 男女共同参画週間に合わせた啓発事業、幼少期における男女共同参画意識の啓発事業、庁
 内啓発事業等を実施し、男女共同参画意識の向上を図る。

＜令和２年度実施内容＞
 ・男女共同参画週間に合わせた啓発品の配布
 ・男女共同参画庁内研修の開催（御前崎市との共同開催）
 ・市内の保育園、幼稚園、こども園を対象とした男女共同参画に関する絵本の読み聞かせ
 、絵本の購入

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 200 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 総務管理費 07 企画費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0008 男女共同参画啓発事業費 (簡略番号：010672) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 274

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 25
地方債
その他 150

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 08目 000100000事業 交通安全推進費

合　計 7,012

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 272 26 公課費
12 委託料 240 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 211 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 5,606 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 168 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市民の交通道徳の高揚を図るとともに、交通安全思想の普及及び交通事故の防止を図る。

＜事業の概要＞
 交通事故防止に取り組むため、交通安全対策会議を開催する。また、交通指導員活動を推
 進するとともに市民に交通安全意識の高揚と交通モラルの普及活動を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 (1)交通安全対策会議委員報酬【36千円】
   交通安全対策法第18条に基づき設置された会議の委員４名の報酬
  （交通安全会会長、交通指導隊隊長、老人クラブ連合会会長、地域交通安全推進委員）
   令和３年度からの第11次交通安全計画策定にあたり、令和２年度は見直しをするた 
   め、３回会議を実施する。
 (2)交通指導員報償【5,574千円】交通指導員50名の報償と交通教室等出動に対する手当
 (3)表彰費【32千円】
   永年交通指導員として交通安全に貢献した交通指導員の表彰費及び退任者に対する表
   彰費
 (4)費用弁償【168千円】県連合会総会、役員会、研修会への出席に対する費用弁償
 (5)消耗品費【231千円】
   子どもの交通事故をなくす目的で交通安全リーダーの証として渡す手帳やワッペンと 
   交通安全推進の看板、交通指導員の交代による制服や靴等の購入費
 (6)食糧費【8千円】交通指導員の総会や研修会用茶ペットボトル代
 (7)修繕料【10千円】小学生自転車の乗り方教室用用具修繕代
 (8)手数料【40千円】
   交通安全功労者無事故無違反証明交付手数料及び交通教室用着ぐるみクリーニング代
   及び退任者貸与品のクリーニング代
 (9)交通指導員傷害保険料【232千円】交通指導員50名の交通傷害保険料
 (10)委託料【240千円】市民の為の無料法律相談委託料
 (11)バス借上料【190千円】交通指導隊の視察研修会時のバス借上料
 (12)会場使用料【21千円】
   交通指導隊の総会、全体会等や高齢者安全運転支援セミナーの会場使用料

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

249

地方債
その他

一般財源 7,012

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政  策 02 交通事故・犯罪のないまちづくり
 施  策 01 交通事故を減らすため交通安全活動を推進します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
36 16 公有財産購入費

17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金 230
19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 08 交通防犯対策費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0001 交通安全推進費 (簡略番号：000889) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 7,012

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

73



款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 08目 000100000事業 交通安全推進費

合　計

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初

一般財源

 (13)県交通指導員会連合会負担金【30千円】静岡県交通指導員会連合会の負担金
 (14)交通安全会補助金【200千円】菊川市交通安全会の活動に対する補助金
 

総務費 項 総務管理費 08 交通防犯対策費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0001 交通安全推進費 (簡略番号：000889) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 08目 000200000事業 防犯対策設備整備事業費

合　計 3,912

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 3,912

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 犯罪のない明るいまちづくりを推進していく。

＜事業の概要＞
 市民が利用する生活道路等で夜間暗いことにより、犯罪の温床となり得る箇所に防犯灯を
 設置する等の防犯設備を整備する。

＜令和２年度実施内容＞
 (1)街灯新設工事費【3,912千円】
   夜間の犯罪防止のため、自治会申請に基づき新規に防犯灯を設置している事業
   令和元年度は市内自治会から67箇所の申請があり、52箇所を採択して防犯灯を設置し 
   た。
   令和２年度は60箇所の防犯灯の設置を見込んでいる。

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他

一般財源 3,912

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政  策 02 交通事故・犯罪のないまちづくり
 施  策 03 犯罪のない明るい地域社会づくりを推進します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 08 交通防犯対策費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0002 防犯対策設備整備事業費 (簡略番号：000923) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 3,912

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

75



款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 08目 000300000事業 防犯対策設備管理費

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 616

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 605 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 11 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 616

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政  策 02 交通事故・犯罪のないまちづくり
 施  策 03 犯罪のない明るい地域社会づくりを推進します

＜事業の目的＞
 犯罪のない明るいまちづくりを推進していく。

＜事業の概要＞
 防犯のために設置した市有防犯灯や防犯カメラの維持管理費。

＜令和２年度実施内容＞
 市有防犯灯電気料金及び防犯カメラに要する維持管理費。

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 総務管理費 08 交通防犯対策費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0003 防犯対策設備管理費 (簡略番号：000927) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 616

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 08目 000400000事業 公用車管理費（地域支援課・交通防犯）

合　計 183

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 41 26 公課費 7
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 交通安全についての広報活動を行う。

＜事業の概要＞
 地域支援課所管の交通安全指導車（１台）の維持管理を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 (1)交通安全指導車燃料費
 (2)交通安全指導車修繕料（車検整備代等）
 (3)交通安全指導車手数料（点検手数料一式）
 (4)交通安全指導車損害保険料（自賠責保険料）
 (5)交通安全指導車重量税

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

135

地方債
その他

一般財源 183

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政  策 02 交通事故・犯罪のないまちづくり
 施  策 01 交通事故を減らすため交通安全活動を推進します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 08 交通防犯対策費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0004 公用車管理費（地域支援課・交通防犯） (簡略番号：000935) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 183

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

77



款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 08目 000500000事業 交通安全対策総務費

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 5,614

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 5,604
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 5,614

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政  策 02 交通事故・犯罪のないまちづくり
 施  策 01 交通事故を減らすため交通安全活動を推進します

＜事業の目的＞
 交通事故を減らすため、交通安全活動を推進する。

＜事業の概要＞
 交通安全活動を推進するための総務費。

＜令和２年度実施内容＞
 (1)交通安全研修に係る旅費
 (2)交通安全協会菊川地区支部に配属される交通安全指導員設置費負担金（菊川警察署管 
   内交通安全指導員設置費 ４人分）

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 10 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 総務管理費 08 交通防犯対策費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0005 交通安全対策総務費 (簡略番号：000940) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 5,614

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 08目 000600000事業 防犯対策総務費

合　計 4,841

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 422 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 11 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 犯罪のない明るいまちづくりを推進していく。

＜事業の概要＞
 駅前不法駐輪対策業務、防犯対策を協働して推進していく菊川警察署管内防犯協会への負
 担金及び犯罪被害者等の支援を行う。

＜令和２年度実施内容＞
(1)普通旅費【11千円】

防犯に関する担当者会議等に参加する旅費
(2)消耗品費【87千円】

防犯活動用ポールや防犯活動用青色回転灯等の購入費
(3)印刷製本費【47千円】

犯罪被害者等支援条例制定に伴う市民周知用チラシ印刷代
(4)手数料【422千円】

駅周辺に不法に駐輪する自転車を巡視するための業務手数料
(5)防犯協会負担金【3,884千円】

菊川警察署管内防犯協会の運営に対する負担金
(6)県子どもの体験型防犯講座負担金【30千円】

子どもの体験型防犯講座の開催を希望する小学校へ講師派遣
１回当たり開催経費20千円、うち受益者負担として市が10千円負担するもの。
受講予定校３校 10,000円×３校

(7)犯罪被害者支援センター負担金【10千円】賛助会員会費（１口 10,000円以上）
(8)犯罪被害者等見舞金【350千円】

犯罪被害者等、被害にあわれた方に支給する見舞金。
犯罪等により亡くなった方の遺族に対して支給する遺族見舞金300千円、犯罪等により
全治１ヶ月以上の負傷疾病を負った方に対して支給する重傷病見舞金50千円

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

134

地方債
その他

一般財源 4,841

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政  策 02 交通事故・犯罪のないまちづくり
 施  策 03 犯罪のない明るい地域社会づくりを推進します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金 3,924
19 扶助費 350

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 08 交通防犯対策費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0006 防犯対策総務費 (簡略番号：000947) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 4,841

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

79



款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 09目 000100000事業 自治活動推進費

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 51,825

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 11 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 47,915 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

 (2)需要費【11千円】
   自治会配布文書の梱包
   自治会文書梱包用バンド 9,520円×1梱×1.1＝10,472円
 (3)文書配布委託料【2,560千円】  
   ①文書梱包業務委託   151千円 2名にて年24回実施
   ②文書配送業務委託  2,409千円 4名(車両4台)にて年24回実施
 (4)行政事務委託料【45,355千円】
   自治会配布文書をはじめとする行政からの依頼事項の調整、処理に対する業務を自治
   会に委託する。
   ①均等割 120,000円× 129自治会＝15,480,000円
   ②班数割  4,000円×  1,200班＝ 4,800,000円
   ③世帯割  1,700円×14,750世帯＝25,075,000円
 (5)連合自治会運営費補助金【3,889千円】
   自治会相互の共通する職務上の事項について研究し、地域自治づくりの推進を図る自
   治会組織に対して、補助金を交付する。
   ①市連合自治会運営費補助金  2,371,000円(消耗品、役員手当、研修事業費等)
   ②地区自治会運営費補助金   1,195,000円(地区自治会長会議の開催運営費等）

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 3,889
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 51,825

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 概  要 01 市民と行政との協働によるまちづくり
 事  務 02 まちづくりを進めるために市政情報を共有します

＜事業の目的＞
 行政及び関係機関が発信する文書の円滑な配布、自治会活動の活性化及び自治会組織の充
 実並びに健全な発展を図ることを目的とする。

＜事業の概要＞
 文書配布委託については、市及び関係機関が発信する情報を、効率的かつより多くの市民
 に配布・回覧するため、自治会組織を通じて原則月２回の配布を行う。
 行政事務委託については、自治会配布文書をはじめとする行政からの依頼事項の調整、処
 理に対する業務を自治会に委託する。

＜令和２年度実施内容＞
 (1)旅費【10千円】
   県連合自治会総会及び幹事会出席のため。
   1,540円×6回＝9,240円

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 10 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 総務管理費 09 地域づくり推進費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0001 自治活動推進費 (簡略番号：000983) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 51,825

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 09目 000100000事業 自治活動推進費

合　計

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

節

地方債
その他

一般財源

   ③地区防災連絡会運営費補助金  322,500円(防災活動に係る費用） 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 09 地域づくり推進費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0001 自治活動推進費 (簡略番号：000983) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 09目 000200000事業 地域間交流費

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 650

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 324 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 3 予備費

  報告会時旅費（部長職3名、課長職5名、一般職員11名）292千円

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 650

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 01 市民と行政との協働によるまちづくり
 施  策 05 地域文化の交流を通して人のつながりを地域の活性化に活かします

＜事業の目的＞
 地域間交流機会の創出による地域の活性化や人的ネットワークの構築を図る。

＜事業の概要＞
 地域間友好交流や災害協定を結ぶ長野県小谷村と、市内のイベントへの参加、雪のプレゼ
 ントなどにより交流を深めていく。
 本年度は、交流２０周年を記念した事業を実施する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・友好都市提携調印式の開催
  小谷村との盟約20周年を記念し、友好都市提携を締結する。調印式開催に係る消耗品費
 （提携書、ファイル、プレート、記念バッジ、クリアファイル等）
 ・小谷村での締結報告会出席に係る旅費
  事前調整時旅費 31千円

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 323 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 総務管理費 09 地域づくり推進費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0002 地域間交流費 (簡略番号：001046) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 650

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 09目 000300000事業 コミュニティ助成事業費

合　計 20,000

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22050201038 （財）自治総合センター助成金【地域支援課】 20,000

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 集会施設（公会堂や公民館）やコミュニティ活動備品の整備等または集会施設の新築及び
 建替えを実施する助成事業を、自治会に紹介・申請等の支援を行うことで自治会活動の活
 性化に寄与することを目的とする。

＜事業の概要＞
 【コミュニティセンター助成事業】
  コミュニティ活動に必要な集会施設の建設及び大規模修繕等の整備に関する事業
 
 【一般コミュニティ】
  コミュニティ活動に必要な施設又は設備の整備に関する事業

＜令和２年度実施内容＞
 (1)コミュニティセンター助成事業補助金【15,000千円】
  【事業概要】
   ①対象事業者 コミュニティ組織（自治会）
   ②対象事業  コミュニティ助成事業・・・コミュニティ活動に必要な集会施設の
                       建設事業及び大規模修繕等の整備に関
                       する事業
   ③対象事業  対象となる事業費の5分の3以内に相当する額。ただし、15,000千円
          まで
  【令和２年度申請自治会】
   ①池村自治会 自治会公民館の新築  15,000千円
 
 (2)コミュニティ助成事業補助金【5,000千円】
  【事業概要】
   ①対象事業者 コミュニティ組織（自治会）
   ②対象事業  一般コミュニティ助成事業・・・コミュニティ活動に必要な施設又は
                         設備に関する事業
   ③対象事業  100万円～250万円(10万単位、端数は自治会負担）事業費の10/10以内
          ※事業費が100万円未満のものは助成対象外となる。

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他 20,000

一般財源

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 01 市民と行政との協働によるまちづくり
 施  策 01 地域のために活動している市民や団体を支援します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金 20,000
19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 09 地域づくり推進費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0003 コミュニティ助成事業費 (簡略番号：001005) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 20,000

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 09目 000300000事業 コミュニティ助成事業費

合　計

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初

一般財源

 
  【令和２年度申請自治会】
   ①本通り上自治会 祭典用備品整備  2,500千円
    （屋台幕、屋台用防雨シート、締太鼓）
 
   ②奈良野自治会  公会堂備品    2,500千円
    （エアコン、会議用テーブル、スタッキングチェア）

総務費 項 総務管理費 09 地域づくり推進費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0003 コミュニティ助成事業費 (簡略番号：001005) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 09目 000400000事業 公共交通推進費

合　計 275

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 185 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 90 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化を推進する。

＜事業の概要＞
 地域公共交通会議において、地域における需要に応じた住民の生活に必要な旅客運送の確
 保や利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議
 する。また、菊川市地域公共交通網形成計画の進捗管理、事業実施状況の評価等を実施し
 、市の公共交通の推進を図る。

＜令和２年度実施内容＞
 ・地域公共交通会議学識経験者報償費【113千円】
  学識経験者の公共交通会議出席等の報償費。
 ・地域公共交通会議委員報償費【72千円】
  公共交通会議委員のうち、住民代表委員への報償費。
  3,000円×6人×4回＝72,000円
  委員は、住民代表6名、バス･タクシー事業関係者5名、国･県･警察関係者各1名、
  副市長、学識経験者の16名で構成。年4回の開催を予定。
 ・普通旅費【90千円】
  国、県の行うセミナー･説明会等への出席、学識経験者との打ち合わせ時の旅費。

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他

一般財源 275

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政  策 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり
 施  策 06 交通事業者と連携して交通手段の確保に努めます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 09 地域づくり推進費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0004 公共交通推進費 (簡略番号：000975) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 275

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 09目 000500000事業 バス路線維持対策費

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 7,177

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020102001 バス路線維持特別対策事業費補助金 1,067

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

 （３市按分率 牧之原市70.32％、島田市20.29％、菊川市9.39％）
 ・バス路線維持補助金【2,029千円】
  菊川浜岡線の地域間幹線系統（菊川病院経由の系統）を維持するための補助金。
 （御前崎市との按分率 菊川市73.14％、御前崎市26.86％）

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 7,177
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 6,110

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政  策 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり
 施  策 06 交通事業者と連携して交通手段の確保に努めます

＜事業の目的＞
 牧之原市･島田市･菊川市の3市による自主運行バス萩間線及びしずてつジャストライン
 ㈱菊川浜岡線（菊川病院経由の系統）の路線を維持する。

＜事業の概要＞
 萩間線は、バス事業者が撤退した路線を生活交通を確保するために、牧之原市･島田市･
 菊川市の3市共同で運行し、しずてつジャストラインに運行を委託しており、運行経費は
 市内走行距離に応じて3市で負担している。また、菊川浜岡線は市民の通勤･通学･通院
 の重要な役割を担っており、菊川市地域公共交通網形成計画においても運行を維持してい
 くことが必要とされているため、補助する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・バス路線維持負担金【5,148千円】
  自主運行バス萩間線（2系統）を維持するための負担金。

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 総務管理費 09 地域づくり推進費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0005 バス路線維持対策費 (簡略番号：001081) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 7,177

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 1,067
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 09目 000600000事業 コミュニティバス推進費

合　計 73,850

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020102005 コミュニティバス事業費補助金（業務活動） 5,547

使用料 15010102001 コミュニティバス使用料 2,151
財産収入 18020201003 コミュニティバス車両売却 2,219
地方債 23010501001 合併特例債【地域支援課】 23,400

25 寄附金
11 役務費 894 26 公課費 431
12 委託料 45,068 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 コミュニティバスの運行により、交通空白地域を解消し、市民及び高齢者等の移動手段を
 確保する。また、コミュニティバスを維持し、利用促進を図る。

＜事業の概要＞
 定時定路線運行7路線及びデマンド運行2路線を運行する。コース図･時刻表の全戸配布
 、バス停の修繕、車両の更新等により、分かりやすく利用を案内するとともに利用環境を
 整え、コミュニティバスの利用促進を図る。

＜令和２年度実施内容＞
 (1)消耗品費【543千円】
  時刻表貼替え時に使用するラミネートフィルムや用紙の購入、運行車両の更新に伴う
  マグネット表示の作成、停留所の作成。
 (2)印刷製本費【759千円】
  コミュニティバスの周知と公共交通の利用促進を目的に、コミュニティバスのコース
  図･時刻表冊子（20,000部）を作成し全戸に配布する。また、利用者向けにポケット時
  刻表（5,000部）を作成する。
 (3)修繕料【605千円】
  バス停留所の表示板等の破損・劣化による修繕及び売却車両のラッピング剥離。
 (4)手数料【636千円】
  コミュニティバス車両購入に伴う検査･登録手数料。
 (5)保険料【258千円】
  コミュニティバス車両購入に伴う自賠責保険料。（37ヵ月×7台）
 (6)コミュニティバス運行委託料【45,068千円】
  ①定時定路線運行委託料 37,950千円（R1～R4債務負担行為設定済）
   平日の概ね午前7時から午後5時まで、7コースを定時定路線により運行。
  ②デマンド運行委託料 7,047千円（R1～R2債務負担行為設定済）
   平日の概ね午前7時30分から午後5時まで、2コースを予約型乗合タクシーにより運
   行。
  ※令和2年度運行日数：243日（①②とも）
  ③満席による乗車不可時対応委託料 23千円

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

1,907

地方債 23,400
その他 4,370

一般財源 40,533

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政  策 05 良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり
 施  策 06 交通事業者と連携して交通手段の確保に努めます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費 25,550
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 09 地域づくり推進費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0006 コミュニティバス推進費 (簡略番号：001025) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 73,850

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 5,547
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 09目 000600000事業 コミュニティバス推進費

合　計

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初

一般財源

   コミュニティバス乗車の際に、満席により乗車できなかった利用者の対応委託料。
   委託業者：菊川タクシー㈲、堀之内タクシー㈱
  ④「病院北薬局前」停留所草刈り委託料 48千円
 (7)コミュニティバス車両購入費【25,550千円】
  平成24年度に購入した運行車両7台を更新する。
 (8)自動車重量税【431千円】
  コミュニティバス車両購入に伴う自動車重量税。（3年）
 ・利用実績
  平成28年度：29,378人
  平成29年度：30,972人
  平成30年度：31,808人

総務費 項 総務管理費 09 地域づくり推進費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0006 コミュニティバス推進費 (簡略番号：001025) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 09目 000700000事業 協働のまちづくり推進費

合　計 449

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 72 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 37 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市民や地域活動団体など多様な主体による協働のまちづくりの実現に向けて、「菊川市協
 働の指針」の推進と、指針に基づく取り組みの効果的な実施を図る。また、「コミュニテ
 ィを核としたまちづくり」の実現に向けた支援等を行う。

＜事業の概要＞
 「菊川市協働の指針」に基づく取り組みについて進捗管理を行い、菊川市協働推進委員会
 に報告するとともに、庁内ＷＧ会議を開催し職員の協働に関する意識の向上を図る。また
 、コミュニティ協議会の運営に対する支援を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・協働推進委員会の開催（２回）
 ・協働推進に関する庁内ＷＧ会議の開催
 ・協働推進に関する旅費等
 ・コミュニティ協議会運営に対する補助
 ・コミュニティ協議会活動支援

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

7

地方債
その他

一般財源 449

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 01 市民と行政との協働によるまちづくり
 施  策 01 地域のために活動している市民や団体を支援します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金 333
19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 09 地域づくり推進費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0007 協働のまちづくり推進費 (簡略番号：000997) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 449

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 09目 000800000事業 地域企画推進費

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 16,478

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
寄附金 19010201005 「まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち」寄附金 3,966
諸収入 22050201031 県市町村振興協会コミュニティ活性化助成金【地域支援課】 2,000

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 11 予備費

 (2)公開審査会の開催（２回）【114千円】
  ・専門家委員報酬  12千円×１名×２回
  ・委員報酬     ５千円×９名×２回
 (3)活動報告会の開催（１回）【62千円】
  ・専門家委員報酬  12千円×１名×１回
  ・委員報酬     ３千円×９名×１回
  ・事例発表団体（市外）謝礼 12千円×１団体
  ・会場使用料    11千円（中央公民館）
 (4)令和２年度１％地域づくり活動交付金 【16,068千円】
  ・地域づくり団体28団体、学生団体2団体、コミュニティ協議会11団体

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 16,068
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 10,512

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 01 市民と行政との協働によるまちづくり
 施  策 01 地域のために活動している市民や団体を支援します

＜事業の目的＞
 「１％地域づくり活動交付金制度」の適正な運用を図り、市民自らが計画し実践する地域
 づくり活動への財政支援を行うことで、地域活動の活性化を促進する。

＜事業の概要＞
 市民が実践する地域の親睦や交流、身近な地域課題の解決及び市民が自発的に考え実践す
 る地域づくり活動に対し、活動資金の一部を助成するとともに、交付金制度の適正な運用
 を図るため、審査委員会、活動審査会を行う。また、年度末に活動報告会を開催し、市民
 活動のレベルアップに繋がる事例紹介や情報交換を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 (1)審査委員会の開催（６回）【234千円】
  ・専門家委員報酬  12千円×１名×６回
  ・委員報酬     ３千円×９名×６回  

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 399 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 総務管理費 09 地域づくり推進費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0008 地域企画推進費 (簡略番号：001009) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 16,478

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 5,966

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 09目 000900000事業 市民協働センター活動推進事業費

合　計 15,994

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16020107007 地方創生推進交付金 7,871

25 寄附金
11 役務費 109 26 公課費 7
12 委託料 15,743 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 77 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市民や地域活動団体など多様な主体による協働のまちづくりを更に推進するため、市民協
 働センターを設置し、市民活動の活性化を図るための効果的な支援を行う。

＜事業の概要＞
 菊川市協働の指針に示す「協働により、『住んでよかった、住み続けたい』地域づくりを
 実現できるまち」の実現と、庁舎東館を核とした市民力による賑わい創出を目指して、多
 様な主体をつなぐコーディネート、協働の担い手の支援、協働への参画機会の拡充、庁舎
 東館多目的エリアの運用と協働による賑わい創出の促進を図るための事業を実施する。

＜令和２年度実施内容＞
 (1)市民協働センター運営業務委託 【15,743千円】
  ①人件費  11,662千円
  ②事業費   2,132千円
  ③管理費    517千円
  ①～③小計 14,311千円＋消費税 1,432千円＝15,743千円 
  R01～04 債務負担行為設定済（R01 ０円、R02 15,743千円、R03 15,743千円、R04 15,7
 43千円）
 (2)市民協働センター業務用公用車の管理 【174千円】
  ・車検時修繕料 58千円
  ・車検印紙代及び代行手数料 11千円
  ・任意保険及び自賠責保険料 98千円
  ・自動車重量税 ７千円
 (3)市民協働センター業務用複写機の借上 【77千円】

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

58

地方債
その他

一般財源 8,123

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 01 市民と行政との協働によるまちづくり
 施  策 01 地域のために活動している市民や団体を支援します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 09 地域づくり推進費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0009 市民協働センター活動推進事業費 (簡略番号：001085) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 15,994

財
源
内
訳

国庫支出金 7,871
県支出金
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 09目 001000000事業 市民協働型庁舎東館周辺賑わい創出事業費

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 8,542

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16020107007 地方創生推進交付金 4,271

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 8,182 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

 (1)庁舎東館を核とした賑わいづくり研究会の開催（12回） 【360千円】
  ・研究会委員報酬 ３千円×10名×12回
 (2)庁舎東館を核とした賑わいの好循環創出業務委託 【8,182千円】
  ・賑わいづくり研究会のコーディネート
  ・地域に求められる社会起業人材の育成及び支援
  ・JR菊川駅利用者等を対象とした街中への回遊促進事業の企画及び実施
  ・有料視察のプロモーション及び受け入れの実施
  ・賑わい創出イベントの企画及び実施

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 4,271

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 01 市民と行政との協働によるまちづくり
 施  策 05 地域文化の交流を通して人のつながりを地域の活性化に活かします

＜事業の目的＞
 まちづくり活動の機運の高まりや庁舎東館新築整備に伴う地域内交流人口の拡大機会を活
 かし、市民の力による賑わいと活力を生み出すまちづくりを実現するための取り組みを企
 画・実施する。

＜事業の概要＞
 地域住民や地元商店街、市内事業者、若者等とともに、都市拠点の機能と魅力を高める取
 り組みを産学官民の協働により一体的・重点的に推進していくための体制・組織づくりを
 行うとともに、市役所庁舎東館を中心とした地域の賑わい創出につながる取組を推進する
 ため、賑わいづくり研究会のコーディネート、地域に求められる社会起業人材の育成・支
 援、JR菊川駅利用者等を対象とした街中への回遊促進事業、有料視察のプロモーション及
 び受け入れの実施、賑わい創出イベントの実施等の事業を行う。

＜令和２年度実施内容＞

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 360 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 総務管理費 09 地域づくり推進費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0010 市民協働型庁舎東館周辺賑わい創出事業費 (簡略番号：001102) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 8,542

財
源
内
訳

国庫支出金 4,271
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

92



款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 09目 001100000事業 多文化共生地域づくり推進費

合　計 463

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020208001 人権問題啓発事業費交付金 152

諸収入 22050201013 県市町村振興協会研修助成金【総務課】 10

25 寄附金
11 役務費 97 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 280 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 43 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 多文化共生社会の実現に向けて、「第３次菊川市多文化共生行動指針」の推進と指針に基
 づく取り組みの効果的な実施を図り、市民の多文化共生意識の醸成や、多文化共生に関す
 る人材育成を推進する。

＜事業の概要＞
 多文化共生行動指針の進捗管理を行うとともに、多文化共生検討委員会を開催する。また
 、次期の多文化共生行動指針の策定に向け、多文化共生に関する住民アンケートを実施す
 る。多文化共生意識の醸成や、人材の育成を目的とした講座等を開催する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・多文化共生の推進に関する旅費等
 ・多文化共生に関する住民アンケートの実施
 ・多文化共生サポーター研修会の開催
 ・多文化共生推進講座の開催
 （日本語指導ボランティア養成講座、やさしい日本語研修会、食を通じた多文化共生講座
 等）

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

32

地方債
その他 10

一般財源 301

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 03 性別、国籍を超えた共生社会を推進するまちづくり
 施  策 02 外国人が暮らしやすい環境を整備します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金 11
19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 09 地域づくり推進費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0011 多文化共生地域づくり推進費 (簡略番号：010654) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 463

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 152
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 09目 001200000事業 多文化共生推進費

14 工事請負費 賃金
15 原材料費 合　計 9,942

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16020101002 外国人受入環境整備交付金 3,002

10 需用費 1,455 25 寄附金
11 役務費 32 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 660 予備費

  ・相談、翻訳（ポルトガル語、3.75ｈ／日 週２日） 463千円
  ・相談、翻訳（英語、3.75ｈ／日 週３日） 658千円
  ・相談員研修会参加時旅費 17千円
 (2)市役所窓口への通訳員の配置 【3,028千円】
  ・窓口通訳員（ポルトガル語、英語、7.75ｈ／日） 3,024千円
  ・通訳員研修会参加時旅費 ４千円
 (3)多言語版広報菊川の発行（毎月１回） 【25千円】
  ・用紙（A3カラー）代
 (4)多言語版暮らしの便利帳の製作 【1,430千円】
  ・便利帳（A5、92頁、表紙カラー、本文２色）印刷製本費 
 (5)行政文書や自治会文書の翻訳 【32千円】
  ・中国語翻訳料
 (6)多言語映像通訳サービスの導入 【660千円】
  ・多言語映像通訳使用料 25千円×２台×12月×1.1
 (7)菊川市国際交流協会補助 【850千円】
  ・活動経費に対する補助 100千円
  ・中学生等海外派遣事業に対する補助 750千円

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 3,239 16 公有財産購入費
02 給料 2,381 17 備品購入費
03 職員手当等 1,110 18 負担金､補助及び交付金 850
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 6,940

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 03 性別、国籍を超えた共生社会を推進するまちづくり
 施  策 02 外国人が暮らしやすい環境を整備します

＜事業の目的＞
 「第３次菊川市多文化共生推進行動指針」に基づき、外国人住民が安心して暮らせるまち
 の実現に向けたコミュニケーション支援や多文化共生の地域づくり等の取り組みを推進す
 る。

＜事業の概要＞
 多言語版暮らしの便利帳の製作や、多言語版広報菊川の発行、行政文書・自治会文書等の
 翻訳など、外国人住民に対する多言語での情報提供や、生活上の相談に対面や電話等を活
 用し多言語で対応し、関係機関への取次ぎ等を行う外国人相談窓口の設置、市役所窓口へ
 の通訳員の配置等を行う。また、菊川市国際交流協会に対する支援を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 (1)外国人相談窓口の設置及び相談員配置 【3,917千円】
  ・窓口相談員（ポルトガル語・スペイン語、７ｈ／日） 2,779千円

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 215 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 総務管理費 09 地域づくり推進費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0012 多文化共生推進費 (簡略番号：001059) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 9,942

財
源
内
訳

国庫支出金 3,002
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 11目 000100000事業 西方地区センター管理費

合　計 1,371

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 118 26 公課費
12 委託料 317 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 64 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 地域のコミュニティ活動の拠点として、地域住民の福祉及び文化の向上の場として広く住
 民の利用に供することを目的として行う。

＜事業の概要＞
 西方地区センター運営に伴う維持管理業務

＜令和２年度実施内容＞
 西方地区センター運営管理に伴う防災施設点検・清掃・浄化槽点検業務委託料等維持管理
 に伴う費用

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

872

地方債
その他

一般財源 1,371

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 01 市民と行政との協働によるまちづくり
 施  策 01 地域のために活動している市民や団体を支援します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 11 地区センター費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0001 西方地区センター管理費 (簡略番号：001134) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,371

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

95



款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 11目 000200000事業 町部地区センター管理費

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 1,256

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 1,051 25 寄附金
11 役務費 88 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 117 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 1,256

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 01 市民と行政との協働によるまちづくり
 施  策 01 地域のために活動している市民や団体を支援します

＜事業の目的＞
 地域のコミュニティ活動の拠点として、地域住民の福祉及び文化の向上の場として広く住
 民の利用に供することを目的として行う。

＜事業の概要＞
 町部地区センター運営に伴う維持管理業務

＜令和２年度実施内容＞
 町部地区センター管理に伴う防災施設点検・清掃・浄化槽点検業務委託料等維持管理に伴
 う費用

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 総務管理費 11 地区センター費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0002 町部地区センター管理費 (簡略番号：001151) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,256

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 11目 000300000事業 加茂地区センター管理費

合　計 1,229

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 92 26 公課費
12 委託料 160 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 64 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 地域のコミュニティ活動の拠点として、地域住民の福祉及び文化の向上の場として広く住
 民の利用に供することを目的として行う。

＜事業の概要＞
 加茂地区センター運営に伴う維持管理業務

＜令和２年度実施内容＞
 加茂地区センター管理に伴う防災施設点検・清掃・浄化槽点検業務委託料等維持管理に伴
 う費用

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

913

地方債
その他

一般財源 1,229

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 01 市民と行政との協働によるまちづくり
 施  策 01 地域のために活動している市民や団体を支援します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 11 地区センター費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0003 加茂地区センター管理費 (簡略番号：001167) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,229

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 11目 000400000事業 内田地区センター管理費

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 1,467

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
使用料 15010101004 コミュニティセンター用地使用料 2

10 需用費 886 25 寄附金
11 役務費 139 26 公課費
12 委託料 374 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 68 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 1,465

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 01 市民と行政との協働によるまちづくり
 施  策 01 地域のために活動している市民や団体を支援します

＜事業の目的＞
 地域のコミュニティ活動の拠点として、地域住民の福祉及び文化の向上の場として広く住
 民の利用に供することを目的として行う。

＜事業の概要＞
 内田地区センター運営に伴う維持管理業務

＜令和２年度実施内容＞
 内田地区センター管理に伴う防災施設点検・清掃・浄化槽点検業務委託料等維持管理に伴
 う費用

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 総務管理費 11 地区センター費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0004 内田地区センター管理費 (簡略番号：001184) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,467

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 2

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 11目 000500000事業 横地地区センター管理費

合　計 1,489

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 92 26 公課費
12 委託料 236 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 50 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 地域のコミュニティ活動の拠点として、地域住民の福祉及び文化の向上の場として広く住
 民の利用に供することを目的として行う。

＜事業の概要＞
 横地地区センター運営に伴う維持管理業務

＜令和２年度実施内容＞
 横地地区センター管理に伴う防災施設点検・清掃・浄化槽点検業務委託料等維持管理に伴
 う費用

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

1,111

地方債
その他

一般財源 1,489

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 01 市民と行政との協働によるまちづくり
 施  策 01 地域のために活動している市民や団体を支援します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 11 地区センター費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0005 横地地区センター管理費 (簡略番号：001201) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,489

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 11目 000600000事業 六郷地区センター管理費

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 1,977

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 1,402 25 寄附金
11 役務費 94 26 公課費
12 委託料 345 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 136 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 1,977

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 01 市民と行政との協働によるまちづくり
 施  策 01 地域のために活動している市民や団体を支援します

＜事業の目的＞
 地域のコミュニティ活動の拠点として、地域住民の福祉及び文化の向上の場として広く住
 民の利用に供することを目的として行う。

＜事業の概要＞
 六郷地区センター運営に伴う維持管理業務

＜令和２年度実施内容＞
 六郷地区センター管理に伴う防災施設点検・清掃・浄化槽点検業務委託料等維持管理に伴
 う費用

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 総務管理費 11 地区センター費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0006 六郷地区センター管理費 (簡略番号：001218) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,977

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 11目 000700000事業 牧之原地区センター管理費

合　計 1,036

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
使用料 15010101004 コミュニティセンター用地使用料 1

25 寄附金
11 役務費 92 26 公課費
12 委託料 213 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 49 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 地域のコミュニティ活動の拠点として、地域住民の福祉及び文化の向上の場として広く住
 民の利用に供することを目的として行う。

＜事業の概要＞
 牧之原地区センター運営に伴う維持管理業務

＜令和２年度実施内容＞
 牧之原地区センター管理に伴う防災施設点検・清掃・浄化槽点検業務委託料等維持管理に
 伴う費用

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

682

地方債
その他 1

一般財源 1,035

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 01 市民と行政との協働によるまちづくり
 施  策 01 地域のために活動している市民や団体を支援します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 11 地区センター費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0007 牧之原地区センター管理費 (簡略番号：001236) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,036

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 11目 000800000事業 青葉台コミュニティセンター管理費

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 1,319

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22050201017 青葉台公会堂共益費負担金【地域支援課】 30

10 需用費 956 25 寄附金
11 役務費 117 26 公課費
12 委託料 167 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 79 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 1,289

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 01 市民と行政との協働によるまちづくり
 施  策 01 地域のために活動している市民や団体を支援します

＜事業の目的＞
 地域のコミュニティ活動の拠点として、地域住民の福祉及び文化の向上の場として広く住
 民の利用に供することを目的として行う。

＜事業の概要＞
 青葉台コミュニティセンター運営に伴う維持管理業務

＜令和２年度実施内容＞
 青葉台コミュニティセンター管理に伴う防災施設点検・清掃・浄化槽点検業務委託料等維
 持管理に伴う費用

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 総務管理費 11 地区センター費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0008 青葉台コミュニティセンター管理費 (簡略番号：001253) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,319

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 30

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 11目 000900000事業 河城地区センター管理費

合　計 1,979

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 100 26 公課費
12 委託料 681 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 147 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 地域のコミュニティ活動の拠点として、地域住民の福祉及び文化の向上の場として広く住
 民の利用に供することを目的として行う。

＜事業の概要＞
 河城地区センター運営に伴う維持管理業務

＜令和２年度実施内容＞
 河城地区センター管理に伴う防災施設点検・清掃・浄化槽点検業務委託料等維持管理に伴
 う費用

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

1,051

地方債
その他

一般財源 1,979

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 01 市民と行政との協働によるまちづくり
 施  策 01 地域のために活動している市民や団体を支援します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 11 地区センター費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0009 河城地区センター管理費 (簡略番号：001269) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,979

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 11目 001000000事業 平川コミュニティセンター管理費

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 2,672

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 961 25 寄附金
11 役務費 104 26 公課費
12 委託料 308 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 1,299 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 2,672

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 01 市民と行政との協働によるまちづくり
 施  策 01 地域のために活動している市民や団体を支援します

＜事業の目的＞
 地域のコミュニティ活動の拠点として、地域住民の福祉及び文化の向上の場として広く住
 民の利用に供することを目的として行う。

＜事業の概要＞
 平川コミュニティセンター運営に伴う維持管理業務

＜令和２年度実施内容＞
 平川コミュニティセンター管理に伴う防災施設点検・清掃・浄化槽点検業務委託料等維持
 管理に伴う費用

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 総務管理費 11 地区センター費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0010 平川コミュニティセンター管理費 (簡略番号：001286) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 2,672

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 11目 001100000事業 小笠南コミュニティセンター管理費

合　計 1,722

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
使用料 15010101004 コミュニティセンター用地使用料 12

25 寄附金
11 役務費 99 26 公課費
12 委託料 382 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 167 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 地域のコミュニティ活動の拠点として、地域住民の福祉及び文化の向上の場として広く住
 民の利用に供することを目的として行う。

＜事業の概要＞
 小笠南コミュニティセンター運営に伴う維持管理業務

＜令和２年度実施内容＞
 小笠南コミュニティセンター管理に伴う防災施設点検・清掃・浄化槽点検業務委託料等維
 持管理に伴う費用

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

1,074

地方債
その他 12

一般財源 1,710

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 01 市民と行政との協働によるまちづくり
 施  策 01 地域のために活動している市民や団体を支援します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 11 地区センター費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0011 小笠南コミュニティセンター管理費 (簡略番号：001304) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,722

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 11目 001200000事業 小笠東コミュニティセンター管理費

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 869

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 93 25 寄附金
11 役務費 94 26 公課費
12 委託料 588 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 94 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 869

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 01 市民と行政との協働によるまちづくり
 施  策 01 地域のために活動している市民や団体を支援します

＜事業の目的＞
 地域のコミュニティ活動の拠点として、地域住民の福祉及び文化の向上の場として広く住
 民の利用に供することを目的として行う。

＜事業の概要＞
 小笠東コミュニティセンター運営に伴う維持管理業務

＜令和２年度実施内容＞
 小笠東コミュニティセンター管理に伴う防災施設点検・清掃・浄化槽点検業務委託料等維
 持管理に伴う費用

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 総務管理費 11 地区センター費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0012 小笠東コミュニティセンター管理費 (簡略番号：001321) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 869

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 11目 001300000事業 嶺田コミュニティセンター管理費

合　計 1,499

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 104 26 公課費
12 委託料 334 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 76 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 地域のコミュニティ活動の拠点として、地域住民の福祉及び文化の向上の場として広く住
 民の利用に供することを目的として行う。

＜事業の概要＞
 嶺田コミュニティセンター運営に伴う維持管理業務

＜令和２年度実施内容＞
 嶺田コミュニティセンター管理に伴う防災施設点検・清掃・浄化槽点検業務委託料等維持
 管理に伴う費用

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

985

地方債
その他

一般財源 1,499

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 01 市民と行政との協働によるまちづくり
 施  策 01 地域のために活動している市民や団体を支援します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 11 地区センター費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0013 嶺田コミュニティセンター管理費 (簡略番号：001337) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,499

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 11目 001600000事業 地区センター総務費

14 工事請負費 賃金
15 原材料費 合　計 37,837

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22050201024 地区センターコピー・印刷代【地域支援課】 1,127
諸収入 22050201027 自治会等コピー・印刷代【地域支援課】 101

10 需用費 4,944 25 寄附金
11 役務費 16 26 公課費
12 委託料 1,774 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 376 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 24,728 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 4,454 18 負担金､補助及び交付金 1,490
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 36,609

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 01 市民と行政との協働によるまちづくり
 施  策 01 地域のために活動している市民や団体を支援します

＜事業の目的＞
 コミュニティ活動の拠点である１３地区センターを管理運営する。

＜事業の概要＞
 各地区センターへの事務長の配置及び消耗品・簡易修繕、警備保障、設備保守点検を行う
 。

＜令和２年度実施内容＞
 ・各地区センター事務長報酬、研修時旅費、消耗品、簡易修繕、警備保障、ＡＥＤ賃借
 ・地区センターに関わる施設修繕
 ・旧六郷地区センター維持管理（光熱水費、火災保険料、設備保守点検）
 

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 55 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 総務管理費 11 地区センター費 所属 0101010300-0000 地域支援課

事　　業

0016 地区センター総務費 (簡略番号：001393) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 37,837

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 1,228

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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歳入 （単位：千円）

R2 R1

15 1 1 1 施設使用料 地支課 地支課 170 15 155

●庁舎東館多目的エリア（予約スペース）利用料　155千円
「特財（その他）」
　庁舎東館２階予約スペース年間見込み利用料
　＜充当先＞2.1.5.5（庁舎東館管理費）　155千円
●コミュニティーセンター用地使用料　　15千円
「特財（その他）」
　内田地区センター・小笠南コミュニティーセンター・牧之原農村婦人の家地内に設置さ
れている電柱（中電・NTT）に係る市有地使用料
＜充当先＞2.1.11.4（内田地区センター管理費）2千円
　　　　　2.1.11.7（牧之原地区センター管理費）1千円
　　　　　2.1.11.11（小笠南ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ管理費）12千円

15 1 1 2
コミュニティバス
使用料

地支課 地支課 2,151 2,059 92

コミュニティバス使用料　2,151千円
「特財（その他）」
　コミュニティバス利用者からの利用料金
　＜充当先＞2.1.9.6（コミュニティバス推進費）　2,151千円

16 2 1 1 総務管理費補助金 地支課 ― 3,002 0 3,002

外国人受入環境整備交付金　3,002千円
「特財（国）」（補助率1/2）
　外国人相談窓口の運営経費に対する交付金
　＜充当先＞2.1.9.12（多文化共生推進費）　3,002千円

16 3 1 2 選挙費委託金 総務課 総務課 4 18,683 ▲ 18,679

在外選挙人名簿登録事務委託金　4千円
「特財（国）」
　在外選挙人名簿登録事務に係る費用として交付される委託金
　＜充当先＞2.4.1.2（選挙管理委員会総務費）　4千円

17 2 1 2 総務管理費補助金 地支課 地支課 6,614 13,891 ▲ 7,277

●バス路線維持特別対策事業費補助金　1,067千円
「特財（県）」(補助限度率9/20）×（補助率1/2）
　島田市・牧之原市・菊川市による自主運行バス「萩間線」運行に係る県補助金
　＜充当先＞2.1.9.5（バス路線維持対策費）　1,067千円
●コミュニティバス事業費補助金（業務活動）　5,547千円
「特財（県）」(補助限度率9/20）×（補助率1/2）
　令和元年度のコミュニティバス運行に係る県補助金
　＜充当先＞2.1.9.6（コミュニティバス推進費）　5,547千円

17 2 1 3 総務費補助金 地支課 地支課 802 815 ▲ 13

地域女性活躍推進交付金　802千円
「特財（県）」（補助率1/2）
　女性就労・就業支援事業実施に係る交付金
　＜充当先＞5.1.1.3（就労支援事業費）　802千円

18 2 2 1 物品売払代金 地支課 ― 2,450 0 2,450

コミュニティバス車両売却代　2,450千円
「特財（その他）」
　コミュニティバス車両更新に伴う車両７台の売却代
　＜充当先＞2.1.3.7（公有財産売却システム使用料）231千円
　　　　　　2.1.9.6（コミュニティバス推進費）2,219千円

19 1 1 1 一般寄附金 総務課 総務課 1 1 0
一般寄付金　1千円
「一財」
　団体などからの目的を定めない寄附金の受入科目

款 項 説　　　　　　　　明節 節名称
所属名称 当　初

予算額
前年度
予算額

差　額目
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22 5 2 1 総務費雑入 総務課 総務課 26,247 30,476 ▲ 4,229

●町村会団体生命共済配当金【総務課】　757千円
「特財（その他）」
　・全国町村会団体生命共済事業の精算に伴う剰余金の配当金
　＜充当先＞2.1.1.14（職員給与費（総務課・一般管理費））　757千円
●雇用保険料被保険者負担金【総務課】　737千円
「特財（その他）」
　・会計年度任用職員の雇用保険に係る個人負担分
  ＜充当先＞2.1.1.1（人事管理費）  737千円
●共済事務取扱手数料【総務課】　594千円
「特財（その他）」
　・共済事業等の事務取扱手数料
  ＜充当先＞2.1.1.1（人事管理費）　594千円
●職員駐車場負担金【総務課】　6,000千円
「特財（その他）」
　・職員駐車場利用者からの駐車場負担金
　＜充当先＞2.1.1.1（人事管理費） 　6,000千円

22 5 2 1 総務費雑入 総務課 総務課

●県市町村振興協会研修助成金【総務課】　1,057千円
「特財（その他）」
　・広域で実施する研修事業への助成金(研修委託料等の１/２を助成)
　　（総務課）　　3市広域研修：1,136,460円×１/２＝568,230円
　　（地域支援課）ワークライフバランス研修：200,000円×１/２＝100,000円
　＜充当先＞2.1.1.2（職員研修費）　568千円
　　　　　　2.1.7.8（男女共同参画啓発事業費）　100千円

22 5 2 1 総務費雑入 総務課 総務課

　・特定の研修施設で開催される研修負担金への助成金(全額負担)
　　（総務課）市町村職員中央研修所　24,750円
　　　　　　　全国市町村国際文化研修所　50,700円
　　　　　　　全国建設研修センター　105,500円　　　計　180,950円
　　（地域支援課）　全国市町村国際文化研修所　10,900円
　　（税務課）　全国市町村国際文化研修所　40,000円
　　（都市計画課）　全国建設研修センター①　81,600円
　　　　　　　　　　全国建設研修センター②　78,700円
　＜充当先＞2.1.1.2（職員研修費）　180千円
　　　　　　2.1.9.11（多文化共生地域づくり推進費）　10千円
　　　　　　2.2.2.4（固定資産税業務費【税務課】）　40千円
　　　　　　8.4.1.2（土地利用等対策費）　81千円
　　　　　　8.5.1.3（空家等対策推進事業費）　78千円
●派遣職員給与費等負担金【総務課】　16,739千円
「特財（その他）」
　後期高齢者医療広域連合等への派遣職員人件費等に係る派遣先からの負担金
　＜充当先＞2.1.1.19（職員給与費（派遣職員等）） 　16,739千円

22 5 2 1 総務費雑入 総務課 総務課

●行政資料等コピー・印刷代【総務課】　8千円
「特財（その他）」
　行政資料等のコピー料
　＜充当先＞2.1.1.3（文書管理費）
●リサイクルペーパー売却代【総務課】　80千円
「特財（その他）」
　市役所本庁舎リサイクルペーパーの売却代
　＜充当先＞2.1.1.3（文書管理費）
●職員健康診断任意検査費用個人負担金【総務課】　275千円
「特財（その他）」
　職員健康診断の任意検査項目に係る個人負担金
  ＜充当先＞2.1.1.1（人事管理費） 　275千円
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22 5 2 1 総務費雑入 秘広課 秘広課 700 1,340 ▲ 640

●県市町村振興協会市町村交付金【秘書広報課】　40千円
「特財（その他）」（補助率10/10）
　市の魅力発信事業に係る経費に対する交付金
　＜充当先＞2.1.2.3（菊川市魅力発信事業費）　40千円
●ホームページバナー広告掲載料【秘書広報課】　660千円
「特財（その他）」
　市ホームページへのバナー広告掲載料
　＜充当先＞2.1.2.1（広報広聴費）　660千円

22 5 2 1 総務費雑入 地支課 地支課 23,380 23,475 ▲ 95

●青葉台公会堂共益費負担金【地域支援課】　30千円
「特財（その他）」
　青葉台公会堂分　経費負担金
　＜充当先＞2.1.11.8（青葉台コミュニティセンター管理費）　30千円
●地域振興費雑入　50千円
「特財（その他）」
　職員向けワーク・ライフ・バランス研修共同実施による他市負担金
　＜充当先＞2.1.7.8（男女共同参画啓発事業費）　50千円
●地区センターコピー・印刷代【地域支援課】　1,127千円
「特財（その他）」
　地区センターでのコピー・印刷機の使用料
　＜充当先＞2.1.11.16（地区センター総務費）　1,127千円
●自治会等コピー印刷代【地域支援課】　101千円
「特財（その他）」
　自治会等が利用するコピー・印刷機の使用料
　＜充当先＞2.1.11.16（地区センター総務費）　101千円

22 5 2 1 総務費雑入 地支課 地支課

●県市町村振興協会コミュニティ活性化助成金【地域支援課】　2,000千円
「特財（その他）」
　コミュニティ協議会の活動に対する助成金
　＜充当先＞2.1.9.8（地域企画推進費）　2,000千円
●（財）自治総合センター助成金【地域支援課】　20,000千円
「特財（その他）」
　コミュニティづくりの推進を図る目的として、施設整備を実施する組織に対し補助金を
交付する目的とするもの。
　＜充当先＞2.1.9.3（コミュニティ助成事業費）　20,000千円
●庁舎東館自動販売機設置手数料　72千円
「特財（その他）」
　庁舎東館２階に設置する自動販売機設置手数料及び電気代
　＜充当先＞2.1.5.5（庁舎東館管理費）　72千円

23 1 5 1 合併特例債 地支課 地支課 23,400 528,900 ▲ 505,500

合併特例債【地域支援課】　23,400千円
「特財（市債）」（充当率95％）
　コミュニティバス購入に係る起債
　＜充当先＞2.1.9.6（コミュニティバス推進費）　23,400千円

88,921 619,655 ▲ 530,734歳入合計
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※担当課の省略表記は以下のとおり

部名
総務部 健康福祉部 教育文化部

秘広課 ･･･　秘書広報課 長介課 ･･･　長寿介護課 教総課 ･･･　教育総務課
地支課 ･･･　地域支援課 健づ課 ･･･　健康づくり課 学教課 ･･･　学校教育課

危機管理部 こども未来部 社教課 ･･･　社会教育課
危管課 ･･･　危機管理課 こ政課 ･･･　こども政策課 消防本部

企画財政部 子応課 ･･･　子育て応援課 消本部 ･･･　消防本部
企政課 ･･･　企画政策課 建設経済部 議会事務局

生活環境部 都計課 ･･･　都市計画課 議事局 ･･･　議会事務局
環推課 ･･･　環境推進課 商観課 ･･･　商工観光課 監査委員事務局
下水課 ･･･　下水道課 茶振課 ･･･　茶業振興課 監委事 ･･･　監査委員事務局
小市課 ･･･　小笠市民課
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