
 

 

 

令和２年度 
 

 

菊川市一般会計予算 説明資料 
 

 

建設経済部 

（建設課・都市計画課・商工観光課・農林課・茶業振興課） 

 

 

 

 

 

静 岡 県 菊 川 市 
 





款 08 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 0101070100-0000 建設課

事　　業

0001 公用車管理費（建設課） (簡略番号：004176) 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 5,101

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 2,292
地方債
その他

一般財源 2,809

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 78 道路等の適正な維持管理を図る
 概  要  01 道路等の財産管理・許可
 事  務  03 適切な道路維持管理

＜事業の目的＞
 現場対応や道路パトロールなどで使用する公用車の維持管理を行う。

＜事業の概要＞
 公用車の維持管理

＜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

 車検整備及び定期点検、車両購入

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 4,477
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

09 交際費 24 積立金
10 需用費 472 25 寄附金
11 役務費 134 26 公課費 18
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 5,101

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 17020801003 地震・津波対策等減災交付金（投資活動） 2,292

08款 01項 01目 000100000事業 公用車管理費（建設課）
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款 08 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 0101070100-0000 建設課

事　　業

0002 土木総務費 (簡略番号：004188) 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 404

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

 建設課職員当番用携帯電話などの通信運搬費、道路パトロール用の消耗品購入費、備品購
 入費

地方債
その他

一般財源 404

05 災害補償費 20 貸付金

＜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 07 橋梁や道路施設を適切に維持管理し、長寿命化を図ります

＜事業の目的＞
 建設課の業務に係る旅費や需用費等の事務費

＜事業の概要＞
 建設課全般の事務費

＜令和２年度実施内容＞

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 134
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

償還金､利子及び割引料

08 旅費 59 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 83 25 寄附金
11 役務費 128 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

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 404

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

08款 01項 01目 000200000事業 土木総務費
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款 08 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 02 急傾斜地防災事業費 所属 0101070100-0000 建設課

事　　業

0001 県営急傾斜地崩壊対策事業費 (簡略番号：004218) 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 1,200

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 1,200

＜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 01 防災力を高めるまちづくり
 施  策 01 災害に強いまちをつくります（建設課）

＜事業の目的＞
 急傾斜地崩壊対策危険区域に指定された区域内のがけ崩壊による災害防止を図るため、県
 が施行する事業に対し「静岡県建設事業等市町負担金徴収条例」に基づき負担する。

＜事業の概要＞
 急傾斜地崩壊対策事業負担金

＜令和２年度実施内容＞
 北ノ谷地区（半済）概略設計に係る負担金

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

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 1,200
04 共済費 19 扶助費
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

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
15 原材料費 合　計 1,200

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

08款 01項 02目 000100000事業 県営急傾斜地崩壊対策事業費
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款 08 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 0101070100-0000 建設課

事　　業

0001 道路橋梁総務費 (簡略番号：004227) 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 11,099

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 11,099

＜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 07 橋梁や道路施設を適切に維持管理し、長寿命化を図ります

＜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
3,863 16 公有財産購入費

17 備品購入費
871 18 負担金､補助及び交付金 283

19 扶助費
20 貸付金

 道路橋梁の適正な施設管理を行うとともに、道路関係団体の活動を通して事業の促進を図
 る。

＜事業の概要＞
 道路橋梁の施設管理に係る費用及び道路関係団体の負担金

＜令和２年度実施内容＞
 臨時職員等の報酬及び手当、消耗品、施設の光熱水費及び修繕料、土地借上げ料、道路関
 係団体の負担金

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

5,739

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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 174 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 28 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 141 予備費
14 工事請負費 賃金

合　計 11,099

科目名称 本年度当初 前年度当初

08款 02項 01目 000100000事業 道路橋梁総務費
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款 08 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 0101070100-0000 建設課

事　　業

0004 土砂災害ハザードマップ作成費 (簡略番号：010920) 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 1,836

財
源
内
訳

国庫支出金 917
県支出金
地方債
その他

一般財源 919

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 78 道路等の適正な維持管理を図る
 概  要  01 道路等の財産管理・許可
 事  務  03 適切な道路維持管理

＜事業の目的＞
 県が指定した土砂災害警戒区域について、ハザードマップを作成し土砂災害の危険性と災
 害発生時の避難方法等の周知を図る。

＜事業の概要＞
 土砂災害防止法に基づくハザードマップ作成

＜令和２年度実施内容＞
 ハザードマップ作成

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 1,836 25 寄附金
11 役務費

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

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
15 原材料費 合　計 1,836

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 16020401007 防災・安全社会資本整備総合交付金 917

08款 02項 01目 000400000事業 土砂災害ハザードマップ作成費
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款 08 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 0101070100-0000 建設課

事　　業

0005 道路台帳管理費 (簡略番号：010921) 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 21,000

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 21,000

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 78 道路等の適正な維持管理を図る
 概  要  01 道路等の財産管理・許可
 事  務  01 道路等の財産管理

＜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
20 貸付金

 道路法第28条により道路台帳の調製、保管が義務付けられているため、台帳の更新修正等
 を行い道路の適正な維持管理を図る。

＜事業の概要＞
 道路改良や橋梁点検等に伴う道路台帳の修正及びデータ化

＜令和２年度実施内容＞
 道路台帳の更新修正及びデータ化

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 21,000 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 21,000

科目名称 本年度当初 前年度当初

08款 02項 01目 000500000事業 道路台帳管理費
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款 08 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 0101070100-0000 建設課

事　　業

0006 占用システム管理費 (簡略番号：010922) 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 1,278

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 1,278

一般財源

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 78 道路等の適正な維持管理を図る
 概  要  01 道路等の財産管理・許可
 事  務  01 道路等の財産管理

＜事業の目的＞
 占用者の管理や占用許可証の発行などを行うために必要なシステムの管理を行う。

＜事業の概要＞
 占用システムの保守点検等

＜令和２年度実施内容＞
 システム改良及びパソコンの購入

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 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

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

26 公課費
12 委託料 1,278 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 1,278

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
使用料 15010501001 道水路占用料 1,278

08款 02項 01目 000600000事業 占用システム管理費
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款 08 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 02 道路橋梁維持費 所属 0101070100-0000 建設課

事　　業

0001 道路維持管理費 (簡略番号：004279) 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 58,419

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 58,419

＜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 07 橋梁や道路施設を適切に維持管理し、長寿命化を図ります

＜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
20 貸付金

 道路の適切な維持管理を行い、安全な道路環境を維持する。

＜事業の概要＞
 市が管理する道路について、適切に維持管理を行い安全な道路環境の維持及び第三者被害
 の防止を図る。

＜令和２年度実施内容＞
 ○事務費
  消耗品費、修繕料、手数料、原材料費
 ○委託料
  道路維持管理作業（側溝清掃ほか）、道路環境整備（除草及び除草立竹木除去）、幹線
 市道除草作業（除草作業及び幹線道路立竹木伐採ほか）、路面凍結等対策事業
 ○工事請負費
  道路舗装維持補修

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

7,807

909

06 恩給及び退職年金

11 役務費 380

財源 科目コード

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

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 25,323 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 24,000

合　計 58,419

科目名称 本年度当初 前年度当初

08款 02項 02目 000100000事業 道路維持管理費
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款 08 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 02 道路橋梁維持費 所属 0101070100-0000 建設課

事　　業

0002 街路維持管理費 (簡略番号：004301) 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 20,259

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 20,259

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 78 道路等の適正な維持管理を図る
 概  要  01 道路等の財産管理・許可
 事  務  03 適切な道路維持管理

＜事業の目的＞
 街路の適切な維持管理を行い、安全な道路環境を維持する。

＜事業の概要＞
 市が管理する街路について、適切に維持管理を行い道路環境の維持及び第三者被害の防止
 を図る。

＜令和２年度実施内容＞
 ○事務費
  修繕料
 ○委託料
  設備保守点検（朝日線アンダーポンプオーバーホールほか）、街路管理（街路緑花木維
 持管理ほか）

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 358 25 寄附金
11 役務費

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

26 公課費
12 委託料 19,901 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 20,259

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

08款 02項 02目 000200000事業 街路維持管理費
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款 08 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 02 道路橋梁維持費 所属 0101070100-0000 建設課

事　　業

0003 市単独道路維持整備事業費 (簡略番号：004312) 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 28,360

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 10,161

一般財源 18,199

＜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 02 交通安全施設の整備を進めます

＜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
20 貸付金

 通行の安全を確保するため、道路の維持整備事業を実施する。

＜事業の概要＞
 通行の安全確保のために実施する歩道の切下げや交差点の改良、舗装の計画的な維持整備
 工事を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 オーバーレイによる舗装の維持整備工事 10路線
 信号機設置予定箇所の整備工事     １箇所
 その他、通行の妨げになる崩土の撤去など

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

132

1,228

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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

25 寄附金
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 27,000

合　計 28,360

科目名称 本年度当初 前年度当初
寄附金 19010201004 「快適な環境で安心して暮らせるまち」寄附金 10,161

08款 02項 02目 000300000事業 市単独道路維持整備事業費
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款 08 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 02 道路橋梁維持費 所属 0101070100-0000 建設課

事　　業

0004 社会資本整備総合交付金事業道路橋梁長寿命化 (簡略番号：004322) 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 246,939

財
源
内
訳

国庫支出金 131,450
県支出金
地方債 64,800
その他 450

一般財源 50,239

＜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 07 橋梁や道路施設を適切に維持管理し、長寿命化を図ります

＜事業の目的＞
 橋梁やトンネルを適切に維持管理を行い長寿命化を図る。

＜事業の概要＞
 市が管理する道路施設（橋梁、トンネル）について、現状の把握や健全性を判断し措置を
 講じ長寿命化を進めるとともに、市内道路ネットワークの維持と道路利用者及び第三者被
 害の防止を図る

＜令和２年度実施内容＞
 ○事務費
  会計年度任用職員報酬、ＯＡ機器借上料、負担金等
 ○委託料
  橋梁定期点検 163橋
  トンネル定期点検 佐栗谷トンネル

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 74 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 53 25 寄附金
11 役務費

 ○工事請負費
  橋梁補修工事   鷹匠橋
  橋梁耐震補修工事 三沢橋

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 1,177 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費 36
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 1,270
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

26 公課費
12 委託料 92,227 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 2,102 予備費
14 工事請負費 150,000 賃金
15 原材料費 合　計 246,939

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 16020401009 道路橋梁長寿命化事業社会資本整備総合交付金 131,450

負担金 14020301001 同級他団体施行事業負担金 450
地方債 23010202002 道路橋梁長寿命化整備事業債 64,800

08款 02項 02目 000400000事業 社会資本整備総合交付金事業道路橋梁長寿命化
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款 08 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 02 道路橋梁維持費 所属 0101070100-0000 建設課

事　　業

0005 社会資本整備総合交付金事業防災・安全 (簡略番号：010953) 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 32,150

財
源
内
訳

国庫支出金 16,000
県支出金
地方債 8,500
その他

一般財源 7,650

＜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 01 防災力を高めるまちづくり
 施  策 01 災害に強いまちをつくります（建設課）

＜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
20 貸付金

 道路や道路施設を適切に維持管理を行い長寿命化を図る。

＜事業の概要＞
 市が管理する道路施設（舗装、道路付属物）について、現状の把握や健全性を判断し措置
 を講じ長寿命化を進めるとともに、市内道路ネットワークの維持と道路利用者及び第三者
 被害の防止を図る。

＜令和２年度実施内容＞
 ○委託料
  道路付属物点検業務委託 道路照明灯：244基 案内標識：23基
  道路照明及び案内標識の定期点検
 ○工事請負費
  舗装修繕工事      椿ヶ谷山田線：L=430m

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 13,050 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 19,100

合　計 32,150

科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16020401009 道路橋梁長寿命化事業社会資本整備総合交付金 16,000
地方債 23010202002 道路橋梁長寿命化整備事業債 8,500

08款 02項 02目 000500000事業 社会資本整備総合交付金事業防災・安全
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款 08 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 03 道路新設改良費 所属 0101070100-0000 建設課

事　　業

0001 市単独市道改良整備事業費 (簡略番号：004345) 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 68,262

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 15,357
地方債
その他

一般財源 52,905

＜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 02 幹線道路や生活道路を整備します（建設課）

＜事業の目的＞
 生活道路の整備を進め、市民の日常生活における安全性や利便性の向上を図る。

＜事業の概要＞
 地元要望などに基づき計画により整備を進めていく。

＜令和２年度実施内容＞
 継続路線  ５路線
 新規着手路線５路線
 合計10路線の事業を実施する。

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金 2,577
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 50 25 寄附金
11 役務費

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

26 公課費
12 委託料 12,576 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 53,059
15 原材料費 合　計 68,262

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 17020103001 特定発電所周辺地域振興対策事業費補助金 15,357

08款 02項 03目 000100000事業 市単独市道改良整備事業費
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款 08 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 03 道路新設改良費 所属 0101070100-0000 建設課

事　　業

0002 市単独市道舗装改良等整備事業費 (簡略番号：004361) 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 4,308

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 178

一般財源 4,130

＜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 02 幹線道路や生活道路を整備します（建設課）

＜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
20 貸付金

 生活道路の舗装を行い、安全で快適な道路環境を整備する。

＜事業の概要＞
 地元要望などに基づき計画により生活道路の舗装工事を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 継続路線  ５路線
 新規着手路線２路線
 合計７路線の市道舗装工事を実施する。

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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

25 寄附金
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 4,308

合　計 4,308

科目名称 本年度当初 前年度当初
分担金 14010201001 軽舗装地元分担金 178

08款 02項 03目 000200000事業 市単独市道舗装改良等整備事業費
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款 08 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 03 道路新設改良費 所属 0101070100-0000 建設課

事　　業

0003 市単独市道整備補助事業費 (簡略番号：004365) 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 13,717

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 13,717

＜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 02 幹線道路や生活道路を整備します（建設課）

＜事業の目的＞
 市民の生活環境の向上のため、自治会や土木区が施工する道路改良工事費を補助する。

＜事業の概要＞
 申請に基づき市民生活に密着した道路改良工事について助成する。

＜令和２年度実施内容＞
 継続路線  ４路線
 新規着手路線５路線
 合計９路線で地元施行の道路整備事業に補助金を交付する。

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

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 13,717
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

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
15 原材料費 合　計 13,717

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

08款 02項 03目 000300000事業 市単独市道整備補助事業費
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款 08 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 03 道路新設改良費 所属 0101070100-0000 建設課

事　　業

0004 県道整備事業費 (簡略番号：004369) 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 10,000

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債 9,500
その他

一般財源 500

＜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 02 幹線道路や生活道路を整備します（建設課）

＜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 10,000
19 扶助費
20 貸付金

 県が施行する道路事業に対し「静岡県建設事業等市町負担金徴収条例」に基づき負担する
 。

＜事業の概要＞
 静岡県道路改良事業負担金

＜令和２年度実施内容＞
 掛川浜岡線道路改良に係る負担金

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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

25 寄附金
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

合　計 10,000

科目名称 本年度当初 前年度当初
地方債 23010501003 合併特例債【建設課】 9,500

08款 02項 03目 000400000事業 県道整備事業費
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款 08 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 03 道路新設改良費 所属 0101070100-0000 建設課

事　　業

0005 社会資本整備総合交付金事業市道赤土高橋線 (簡略番号：004373) 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 42,991

財
源
内
訳

国庫支出金 7,700
県支出金
地方債 33,200
その他

一般財源 2,091

＜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 02 幹線道路や生活道路を整備します（建設課）

＜事業の目的＞
 主要地方道掛川浜岡線のバイパスルートであり、市内外を結ぶ幹線連絡道路として円滑な
 交通の確保や緊急輸送路として役割に寄与するものである。

＜事業の概要＞
 主要地方道掛川浜岡線のバイパスとして県と共に整備を行うものであり、市道赤土高橋線
 は市の整備区間として延長1.1㎞、全幅員16ｍ、２車線、両側歩道の計画であり、平成21
 年度より社会資本整備総合交付金を活用して整備を進めている。

＜令和２年度実施内容＞
 道路築造工事 約40ｍ

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金 2,326
07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 19 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 41 25 寄附金
11 役務費 132

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 86 16 公有財産購入費 25,716
02 給料 100 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

26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 432 予備費
14 工事請負費 14,139 賃金
15 原材料費 合　計 42,991

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 16020401002 市道赤土高橋線社会資本整備総合交付金 7,700

地方債 23010501003 合併特例債【建設課】 33,200

08款 02項 03目 000500000事業 社会資本整備総合交付金事業市道赤土高橋線
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款 08 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 03 道路新設改良費 所属 0101070100-0000 建設課

事　　業

0006 社会資本整備総合交付金事業市道大須賀金谷線 (簡略番号：004402) 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 67,133

財
源
内
訳

国庫支出金 31,941
県支出金
地方債 30,200
その他

一般財源 4,992

＜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 02 幹線道路や生活道路を整備します（建設課）

＜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
86 16 公有財産購入費 7,759

100 17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20 貸付金

 市道大須賀金谷線は六郷（神尾）地区と横地地区を結ぶ幹線道路であり、通勤通学の安全
 を図るとともに近接する菊川病院、菊川消防署への連絡道路として整備を行う。

＜事業の概要＞
 市道大須賀金谷線は整備延長1.35㎞、全幅員9.75ｍの道路で、車道２車線、片側に幅員2.
 5ｍの歩道を設置する計画となっており、平成27年度から社会資本整備総合交付金を活用
 して整備を進めている。

＜令和２年度実施内容＞
 用地取得及び物件移転補償契約
 道路築造工事 約280ｍ

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

316

06 恩給及び退職年金

11 役務費 88

財源 科目コード

21 補償、補填及び賠償金 9,057
07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 19 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 1,269 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 1,157 予備費
14 工事請負費 47,282 賃金

合　計 67,133

科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16020401008 市道大須賀金谷線社会資本整備総合交付金 31,941
地方債 23010202001 道路橋梁整備事業債 30,200

08款 02項 03目 000600000事業 社会資本整備総合交付金事業市道大須賀金谷線
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款 08 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 04 交通安全施設費 所属 0101070100-0000 建設課

事　　業

0001 市単独交通安全施設整備事業費 (簡略番号：004449) 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 15,424

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 10,000

一般財源 5,424

＜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 02 交通安全施設の整備を進めます

＜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
20 貸付金

 交通安全施設の設置や適切な維持管理を行い交通事故の防止を図る。

＜事業の概要＞
 センターラインや外側線などの区画線、ガードレールや転落防止柵などの防護柵や危険箇
 所へのカーブミラーの設置など、交通安全施設を設置し適切に維持管理を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 区画線設置工事：外側線やセンターライン、記号など、18路線で施工する。
 防護柵設置工事：ネットフェンスなどの転落防止柵を５箇所へ設置する。
 通学路安全点検に基づき、必要箇所の対策を実施する。
 その他、カーブミラーの設置や老朽化した安全施設の修繕を行う。

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

1,223

526

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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

25 寄附金
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 13,675

合　計 15,424

科目名称 本年度当初 前年度当初
寄附金 19010201004 「快適な環境で安心して暮らせるまち」寄附金 10,000

08款 02項 04目 000100000事業 市単独交通安全施設整備事業費
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款 08 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 河川費 01 河川総務費 所属 0101070100-0000 建設課

事　　業

0001 河川総務費 (簡略番号：004467) 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 1,870

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 1,870

＜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 01 防災力を高めるまちづくり
 施  策 01 災害に強いまちをつくります（建設課）

＜事業の目的＞
 河川関係団体の活動を通して事業の促進を図る。

＜事業の概要＞
 河川関係団体の参加に係る旅費及び負担金

＜令和２年度実施内容＞
 旅費、河川関係団体の負担金

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 5 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

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 1,865
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

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
15 原材料費 合　計 1,870

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

08款 03項 01目 000100000事業 河川総務費
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款 08 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 河川費 02 河川維持管理費 所属 0101070100-0000 建設課

事　　業

0001 樋門樋管管理費 (簡略番号：004477) 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 19,569

財
源
内
訳

国庫支出金 15,123
県支出金 130
地方債
その他

一般財源 4,316

＜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 01 防災力を高めるまちづくり
 施  策 01 災害に強いまちをつくります（建設課）

＜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
2,539 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
20 貸付金

 国及び県の管理河川に設置されている排水機場、樋門樋管の適正な維持管理を図る。

＜事業の概要＞
 排水機場、樋門樋管の施設管理

＜令和２年度実施内容＞
 黒沢川排水機場及び樋門樋管の管理委託に係る賃金、消耗品、修繕料、保険料、操作委託
 料等

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

965

06 恩給及び退職年金

11 役務費 643

財源 科目コード

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

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 15,417 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 5 予備費
14 工事請負費 賃金

合　計 19,569

科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16030301001 樋門樋管操作管理委託金 15,123

都道府県支出金 17030401001 樋門樋管操作管理委託金 130

08款 03項 02目 000100000事業 樋門樋管管理費
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款 08 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 河川費 02 河川維持管理費 所属 0101070100-0000 建設課

事　　業

0002 桜づつみ管理費 (簡略番号：004498) 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 2,069

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 2,069

＜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 01 防災力を高めるまちづくり
 施  策 01 災害に強いまちをつくります（建設課）

＜事業の目的＞
 菊川及び丹野川に設置されている桜づつみの適正な維持管理を図る。

＜事業の概要＞
 桜づつみ敷地内の維持管理

＜令和２年度実施内容＞
 敷地内の管理作業及び修繕、外灯電気料

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 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 336 25 寄附金
11 役務費

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

26 公課費
12 委託料 1,733 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 2,069

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

08款 03項 02目 000200000事業 桜づつみ管理費
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款 08 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 河川費 02 河川維持管理費 所属 0101070100-0000 建設課

事　　業

0003 市単独河川維持整備事業費 (簡略番号：004506) 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 10,287

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 10,287

＜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 01 防災力を高めるまちづくり
 施  策 01 災害に強いまちをつくります（建設課）

＜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
20 貸付金

 河川排水路の機能を維持し、浸水被害の防止を図る。

＜事業の概要＞
 河川排水路の機能を維持するため破損や劣化した施設の修繕及び堆積した土砂などの撤去
 を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 河川排水路設備の破損箇所の修繕及び４箇所他で河川等の浚渫工事を行う。

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 50

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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

25 寄附金
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 10,237

合　計 10,287

科目名称 本年度当初 前年度当初

08款 03項 02目 000300000事業 市単独河川維持整備事業費
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款 08 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 河川費 02 河川維持管理費 所属 0101070100-0000 建設課

事　　業

0004 河川維持管理総務費 (簡略番号：004513) 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 7,761

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 500
地方債
その他

一般財源 7,261

＜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 01 防災力を高めるまちづくり
 施  策 01 災害に強いまちをつくります（建設課）

＜事業の目的＞
 河川愛護の活動等を通して菊川流域の河川美化を図る。

＜事業の概要＞
 水路等の除草と雑木伐採、河川愛護事業及び環境美化活動（海岸清掃）の実施

＜令和２年度実施内容＞
 水路等の除草と雑木伐採、河川愛護事業への補助金

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 20 25 寄附金
11 役務費 661

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 5,956
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

26 公課費
12 委託料 1,124 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 7,761

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 17020601001 河川愛護費補助金 500

08款 03項 02目 000400000事業 河川維持管理総務費
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款 08 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 河川費 03 河川改修費 所属 0101070100-0000 建設課

事　　業

0001 市単独河川改修整備事業費 (簡略番号：004527) 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 25,406

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 25,406

＜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 01 防災力を高めるまちづくり
 施  策 01 災害に強いまちをつくります（建設課）

＜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
20 貸付金

 浸水被害を防止するため、排水不良対策など計画的な河川整備を推進する。

＜事業の概要＞
 土水路の改良や通水断面を確保するため計画的に工事を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 国土交通省の事業に伴う下前田川の実施設計や河川占用申請図書作成の業務を行う。
 また、河川法張工など３箇所の河川排水路で改修工事を実施する。

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 21,000 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 4,406

合　計 25,406

科目名称 本年度当初 前年度当初

08款 03項 03目 000100000事業 市単独河川改修整備事業費
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款 08 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 河川費 03 河川改修費 所属 0101070100-0000 建設課

事　　業

0002 市単独河川改修補助事業費 (簡略番号：004537) 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 3,626

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 3,626

＜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 01 防災力を高めるまちづくり
 施  策 01 災害に強いまちをつくります（建設課）

＜事業の目的＞
 市民の生活環境の向上のため、自治会や土木区が施工する河川排水路工事費を補助する。

＜事業の概要＞
 地元申請を基にして河川排水路の整備工事へ計画的に助成を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 新規実施の６箇所で地元施行の河川排水路改修事業に補助金を交付する。

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

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 3,626
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

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
15 原材料費 合　計 3,626

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

08款 03項 03目 000200000事業 市単独河川改修補助事業費
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款 08 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 河川費 03 河川改修費 所属 0101070100-0000 建設課

事　　業

0003 県管理河川改修事業費 (簡略番号：004541) 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 9,500

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 9,500

＜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 01 防災力を高めるまちづくり
 施  策 01 災害に強いまちをつくります（建設課）

＜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 9,500
19 扶助費
20 貸付金

 県が施行する河川事業に対し「静岡県建設事業等市町負担金徴収条例」に基づき負担する
 。

＜事業の概要＞
 河川防災ステーションの整備に伴い、県が施行する上小笠川の堤防拡幅事業の負担金

＜令和２年度実施内容＞
 上小笠川の堤防拡幅工事に係る負担金

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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

25 寄附金
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

合　計 9,500

科目名称 本年度当初 前年度当初

08款 03項 03目 000300000事業 県管理河川改修事業費
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款 11 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

災害復旧費 項 公共土木施設災害復旧費 01 現年災害復旧費 所属 0101070100-0000 建設課

事　　業

0001 市単独災害復旧事業費（建設課） (簡略番号：007462) 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

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 15

＜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 01 防災力を高めるまちづくり
 施  策 01 災害に強いまちをつくります（建設課）

＜事業の目的＞
 自然災害により被災した公共土木施設の復旧を行う。

＜事業の概要＞
 道路、河川災害復旧事業（現年災害）

＜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 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 3 25 寄附金
11 役務費

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

26 公課費
12 委託料 5 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 7
15 原材料費 合　計 15

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

11款 02項 01目 000100000事業 市単独災害復旧事業費（建設課）
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款 08 04 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 都市計画費 01 都市計画総務費 所属 0101070200-0000 都市計画課

事　　業

0001 都市計画推進費 (簡略番号：004578) 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 21,424

財
源
内
訳

国庫支出金 3,378
県支出金
地方債
その他

一般財源 18,046

＜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 01 良好な住環境をつくります

＜事業の目的＞
 市内の均衡ある発展と都市機能と自然環境が共生するまちを目指すため、都市計画法等の
 適切な運用を図り、調和の取れた土地利用の誘導を図る。

＜事業の概要＞
 ・菊川市都市計画審議会の開催
 ・都市計画に係る事務
 ・立地適正化計画の策定
 ・地図管理
 ・都市計画協会等の参加

＜令和２年度実施内容＞
 ・市が定める都市計画等を諮問する菊川市都市計画審議会の開催に係る委員の報酬
 ・都市計画に係る会議及び研修に伴う職員の旅費、需用費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 21 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 167 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 179 25 寄附金

 ・持続可能なまちづくりを行うための立地適正化計画策定に係る委員の報償費、費用弁償
 、委託料
 ・地図管理に係る都市計画地理情報システム保守委託料、都市基本図修正業務委託、用途
 地域図修正業務委託料
 ・都市計画協会及び東遠広域都市計画連絡協議会の負担金

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 81 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 305
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

11 役務費 26 公課費
12 委託料 20,671 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 21,424

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 16020403006 集約都市形成支援事業補助金 3,378
諸収入 22050201013 県市町村振興協会研修助成金【総務課】

08款 04項 01目 000100000事業 都市計画推進費
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款 08 04 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 都市計画費 01 都市計画総務費 所属 0101070200-0000 都市計画課

事　　業

0002 土地利用等対策費 (簡略番号：010455) 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 1,991

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 30
地方債
その他 81

一般財源 1,880

＜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 01 良好な住環境をつくります

＜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 82
19 扶助費
20 貸付金

 市内の均衡ある発展と都市機能と自然環境が共生するまちを目指すため、各種法制度の適
 切な運用を図り、調和の取れた土地利用の誘導を図る。

＜事業の概要＞
 ・土地利用等規制に係る事務
 ・都市計画課所管の調整池に係る管理

＜令和２年度実施内容＞
 ・開発行為、国土法、県屋外広告物条例等、土地利用等規制に係る各種法制度の会議及び
 研修に伴う職員の旅費、需用費、役務費、研修会負担金
 ・調整池(市内５か所分)の土砂撤去等

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

1,836

06 恩給及び退職年金

11 役務費 4

財源 科目コード

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 69 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
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

合　計 1,991

科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020101001 土地利用規制等対策費交付金 30

諸収入 22050201013 県市町村振興協会研修助成金【総務課】 81

08款 04項 01目 000200000事業 土地利用等対策費
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款 08 04 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 都市計画費 01 都市計画総務費 所属 0101070200-0000 都市計画課

事　　業

0003 駅北整備事業費 (簡略番号：004560) 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 68,478

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 12,750
地方債
その他

一般財源 55,728

＜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 01 良好な住環境をつくります

＜事業の目的＞
 将来に向けた魅力あるまちづくりを進めていくため、JR東海道本線菊川駅北側地区に新た
 な賑わい拠点を整備し、ポテンシャルを活かしたコンパクト プラス ネットワーク形成
 を図る。

＜事業の概要＞
 ・自由通路概略設計及び駅北まちづくりの検討
 ・市営駐車場の用地取得
 ・駅北整備に係る事務

＜令和２年度実施内容＞
 ・菊川駅北整備構想の短期計画に位置付けた、ＪＲ菊川駅の自由通路橋上駅舎化に係る概
 略設計及び土地利用など中期的なまちづくりの検討を進めるための委託料
 ・将来、菊川駅北側に市営駐車場整備するための用地取得費

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 153 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 10 25 寄附金
11 役務費

 ・関係機関との協議に係る旅費、需用費

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 6,620
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

26 公課費
12 委託料 61,695 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 68,478

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 17020603001 都市計画街路事業費補助金 12,750

08款 04項 01目 000300000事業 駅北整備事業費
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款 08 04 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 都市計画費 02 街路事業費 所属 0101070200-0000 都市計画課

事　　業

0001 街路事業推進費 (簡略番号：004655) 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 100

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 100

＜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 03 幹線道路や生活道路を整備します（都市計画課）

＜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 87
19 扶助費
20 貸付金

 県の都市計画街路事業を活用し、都市計画道路の整備事業の推進を図る。

＜事業の概要＞
 ・旅費
 ・負担金

＜令和２年度実施内容＞
 ・県街路事業促進協議会等の旅費
 ・県街路事業促進協議会負担金
 ・無電柱化を促進する市区町村長の会負担金
 ・県土地区画整理組合連合会費

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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 13 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
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

合　計 100

科目名称 本年度当初 前年度当初

08款 04項 02目 000100000事業 街路事業推進費
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款 08 04 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 都市計画費 02 街路事業費 所属 0101070200-0000 都市計画課

事　　業

0002 市単独街路改良整備事業費 (簡略番号：004625) 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 503

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 503

＜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 03 幹線道路や生活道路を整備します（都市計画課）

＜事業の目的＞
 都市計画街路の維持修繕及び整備を実施し、安全で快適な道路環境の維持を図る。

＜事業の概要＞
 ・街路道路側溝、道路付属物修繕
 ・建物共済保険料
 ・物件移転補償費
 ・街路材料費

＜令和２年度実施内容＞
 街路道路側溝、道路付属物修繕工事の実施
 駅前広場モニュメント保険料 
 街路側溝破損に伴う材料代金

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金 50
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 200 25 寄附金
11 役務費 3

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

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 200
15 原材料費 50 合　計 503

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

08款 04項 02目 000200000事業 市単独街路改良整備事業費
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款 08 04 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 都市計画費 02 街路事業費 所属 0101070200-0000 都市計画課

事　　業

0003 県費補助青葉通り嶺田線整備事業費 (簡略番号：004651) 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 23,694

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 5,750
地方債 17,000
その他

一般財源 944

＜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 03 幹線道路や生活道路を整備します（都市計画課）

＜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
20 貸付金

 県の都市計画街路事業補助金を活用し、（都）青葉通り嶺田線の小松洗橋から（主）掛川
 浜岡線交差点までの区間の調査設計と関係機関との協議を行い、国庫交付金での事業化に
 向けて検討する。

＜事業の概要＞
 ・関係機関協議
 ・設計業務

＜令和２年度実施内容＞
 関係機関協議、設計業務（橋梁下部工詳細設計・旧橋撤去・仮設構造物詳細設計）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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 23,694 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 23,694

科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020603001 都市計画街路事業費補助金 5,750

地方債 23010501004 合併特例債【都市計画課】 17,000

08款 04項 02目 000300000事業 県費補助青葉通り嶺田線整備事業費
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款 08 04 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 都市計画費 04 都市下水路費 所属 0101070200-0000 都市計画課

事　　業

0001 下水路維持管理費 (簡略番号：004668) 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 865

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 865

＜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 01 防災力を高めるまちづくり
 施  策 02 災害に強いまちをつくります（都市計画課）

＜事業の目的＞
 都市下水路の維持修繕及び整備を実施し、安全で快適な水路環境の維持を図る。

＜事業の概要＞
 ・修繕料、委託料、浚渫工、材料代

＜令和２年度実施内容＞
 ・西下水路の流水部破損個所の維持修繕、仲島下水路・旧村川除草業務、旧村川土砂浚渫
 、都市下水路溝蓋等材料代等

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 150 25 寄附金
11 役務費

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

26 公課費
12 委託料 211 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 464
15 原材料費 40 合　計 865

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

08款 04項 04目 000100000事業 下水路維持管理費
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款 08 04 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 都市計画費 05 地区計画推進費 所属 0101070200-0000 都市計画課

事　　業

0001 社会資本整備総合交付金事業潮海寺地区計画 (簡略番号：004682) 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 43,239

財
源
内
訳

国庫支出金 16,690
県支出金
地方債 16,400
その他

一般財源 10,149

＜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 01 良好な住環境をつくります

＜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

801 17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20 貸付金

 狭隘道路拡幅整備計画に基づき社会資本整備総合交付金を活用し、官民協働で潮海寺地区
 の都市基盤整備を行い、狭隘道路整備率の向上及び住環境の改善を図る。

＜事業の概要＞
 ・測量設計、用地測量、工事、補償費事務的経費等

＜令和２年度実施内容＞
 ・2-7号線Ｌ=54ｍの測量設計、地区計画道路改良に伴う用地測量、工事、用地取得、補償
 の実施 
 ・3-4号線改良工事、電柱移転、給水管移設補償、事務的経費等

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

85

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

21 補償、補填及び賠償金 2,194
07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 13 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 7,832 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 701 予備費
14 工事請負費 31,613

合　計 43,239

科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16020403004 潮海寺地区計画社会資本整備総合交付金 16,690
地方債 23010204001 地区計画推進事業債 16,400

08款 04項 05目 000100000事業 社会資本整備総合交付金事業潮海寺地区計画
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款 08 04 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 都市計画費 06 公園費 所属 0101070200-0000 都市計画課

事　　業

0001 公園共通管理費 (簡略番号：004752) 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 4,355

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 4,355

＜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 04 公園などの整備を進めます（都市計画課）

＜事業の目的＞
 都市公園の維持管理を行ない、利用者が安心で憩いの場として利用しやすい公園の維持を
 図る。

＜事業の概要＞
 ・会計年度任用職員報酬
 ・会議、研修会旅費
 ・公用車燃料費、修繕料、手数料

＜令和２年度実施内容＞
 都市計画課が所管する都市公園の維持管理
 ・会計年度任用職員（公園保全員２名）
 ・公園担当者会議、緑地研究会参加
 ・公園管理公用車燃料、修繕料、手数料

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 127 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 218 25 寄附金
11 役務費 9

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 3,288 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 713 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

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 賃金
15 原材料費 合　計 4,355

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

08款 04項 06目 000100000事業 公園共通管理費
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款 08 04 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 都市計画費 06 公園費 所属 0101070200-0000 都市計画課

事　　業

0002 都市公園管理費 (簡略番号：004705) 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 49,488

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 638

一般財源 48,850

＜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 04 公園などの整備を進めます（都市計画課）

＜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
20 貸付金

 都市公園の維持管理を行ない、利用者が安心で憩いの場として利用しやすい公園の維持を
 図る。

＜事業の概要＞
 ・除草作業委託料
 ・建物共済、傷害保険料
 ・水景施設委託料
 ・浄化槽保守点検委託料
 ・公園遊具保守、大腸菌検査点検委託料
 ・緑花木管理委託料
 ・指定管理料

＜令和２年度実施内容＞
 都市計画課が所管する都市公園の維持管理
 ・除草作業委託料（シルバ－人材センタ－、自治会等）
 ・建物共済保険20公園（四阿、トイレ等）、公園施設除草清掃作業傷害保険料
 ・水景施設（循環ポンプ、制御盤、ろ過ポンプ点検）
 ・浄化槽保守点検（菊川地区10箇所、小笠地区３箇所）
 ・遊具保守点検・大腸菌検査
 ・緑花木管理委託料（加茂４公園  舟岡山公園、野添公園、西袋公園、海足公園）
         （下平川３公園  おがさセントラルパーク、黒沢公園、下平川公園）
          （駅南５公園  駅南１号～５号公園）
          （宮の西２公園 宮の西公園、川原公園）
 ・都市公園冬季高木剪定
 ・菊川市体育施設を付帯する都市公園等指定管理料 
 ・指定管理以外の都市公園（42公園）
       消耗品、燃料費、光熱水費、設備遊具修繕、薬剤費、材料代

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

6,227

100

06 恩給及び退職年金

11 役務費 559

財源 科目コード

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

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 42,602 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 49,488

科目名称 本年度当初 前年度当初
使用料 15010503001 公園占用料 114
使用料 15010503003 公園施設目的外使用料 2

財産収入 22050206027 公園施設自販機等設置手数料 333
諸収入 22050206026 公園施設電気料等使用者負担金 189

08款 04項 06目 000200000事業 都市公園管理費
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款 08 04 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 都市計画費 06 公園費 所属 0101070200-0000 都市計画課

事　　業

0003 その他公園管理費 (簡略番号：004729) 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 279

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 279

＜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 04 公園などの整備を進めます（都市計画課）

＜事業の目的＞
 その他公園の維持管理を行ない、利用者が安心で憩いの場として利用しやすい公園の維持
 を図る。

＜事業の概要＞
 ・公園修繕費
 ・委託料

＜令和２年度実施内容＞
 都市計画課が所管する都市公園以外の公園維持管理のための修繕、除草作業委託料
                           （堤・サングリーン公園）

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 50 25 寄附金
11 役務費

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

26 公課費
12 委託料 229 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 279

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

08款 04項 06目 000300000事業 その他公園管理費
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款 08 04 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 都市計画費 06 公園費 所属 0101070200-0000 都市計画課

事　　業

0004 都市公園整備事業費 (簡略番号：004736) 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 5,989

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 1,920

一般財源 4,069

＜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 04 公園などの整備を進めます（都市計画課）

＜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
20 貸付金

 市民が安心して憩いの場として利用できる公園整備を提供するため、経年劣化により老朽
 化した施設を更新し、利用者が安全・快適に利用するため整備を行う。

＜事業の概要＞
 ・照明灯ＬＥＤ交換工事
 ・健康遊具更新工事
 ・看板設置工事
 ・複合遊具修繕工事
 ・水路浚渫工事

＜令和２年度実施内容＞
 ・都市公園園内灯LED化（７公園８電球）
 ・運動公園健康遊具更新工事（懸垂器１基） 
 ・サイン看板設置工事（注意喚起看板７基）
 ・菊川運動公園複合遊具修繕工事（複合遊具修繕１基）
 ・和田公園水路浚渫工事（排水機能低下による和田公園内水路浚渫）

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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

25 寄附金
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 5,989

合　計 5,989

科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22050206017 公共事業ユニバーサルデザイン化事業助成金 1,920

08款 04項 06目 000400000事業 都市公園整備事業費
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款 08 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 住宅費 01 住宅管理費 所属 0101070200-0000 都市計画課

事　　業

0001 建築住宅推進費 (簡略番号：010511) 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 324

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 63
地方債
その他

一般財源 261

＜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 01 良好な住環境をつくります

＜事業の目的＞
 住宅施策の推進及び建築・住宅担当職員の質の向上を図ることにより、住生活の安定の確
 保並びに国民の生命・財産を保護するとともに、良好な住環境を守ることを目的とする。

＜事業の概要＞
 ・建築基準法等に係る事務及び建築関係市町職員研修会への参加
 ・県住宅行政連絡協議会及び県公共建築推進協議会等への参加
 ・応急危険度判定、応急仮設住宅及び住宅の応急修理に係る研修会への参加
 ・県総合防災訓練における応急危険度判定の実施

＜令和２年度実施内容＞
 ・住宅施策に関する各種会議に関する旅費、消耗品費
 ・静岡県建設資材等価格表（建築、設備工事）に係る刊行物掲載価格情報利用料
 ・県総合防災訓練における応急危険度判定訓練用の備品購入費

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 31 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 20 25 寄附金
11 役務費

 ・県公共建築推進協議会及び県住宅行政連絡協議会の負担金

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 127
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 30
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 116 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 324

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 17020801002 地震・津波対策等減災交付金（業務活動） 63

08款 05項 01目 000100000事業 建築住宅推進費
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款 08 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 住宅費 01 住宅管理費 所属 0101070200-0000 都市計画課

事　　業

0002 建築物等耐震改修促進事業費 (簡略番号：010522) 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 19,059

財
源
内
訳

国庫支出金 4,842
県支出金 7,751
地方債
その他

一般財源 6,466

＜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 01 防災力を高めるまちづくり
 施  策 02 災害に強いまちをつくります（都市計画課）

＜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 17,872
19 扶助費
20 貸付金

 予想される東海・東南海等大地震による住宅やブロック塀の倒壊から市民の生命を守るこ
 とを目的とし、昭和56年５月以前に建築された木造住宅の耐震化及び危険なブロック塀の
 撤去・改善を推進する。

＜事業の概要＞
 地震発生時における住宅やブロック塀の倒壊等による災害を防止するため、昭和56年５月
 以前の木造住宅を対象として、専門家の無料耐震診断を実施し、補強計画の作成及び耐震
 補強工事を実施する者に対して補助金を交付する。
 また、危険なブロック塀の撤去及び改善を実施する者に対して補助金を交付する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・わが家の専門家診断事業（専門家の無料耐震診断）
 ・既存建築物耐震診断事業(補強計画の作成)
 ・ブロック塀等耐震改修促進事業（ブロック塀の撤去及び改善）
 ・耐震補強助成事業（耐震補強工事）

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

都道府県支出金 17020602003

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 1,180 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 19,059

科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16020402001 既存建築物耐震診断支援事業費補助金 929
国庫支出金 16020402002 公営住宅等関連事業推進事業補助金 589
国庫支出金 16020402003 ブロック塀耐震改修促進社会資本整備交付金 3,324

都道府県支出金 17020602001 建築物等耐震改修促進事業費補助金 647
都道府県支出金 17020602002 ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金 1,662

わが家の専門家診断事業費補助金 442
都道府県支出金 17020602004 耐震補強補助金 5,000

08款 05項 01目 000200000事業 建築物等耐震改修促進事業費

42



款 08 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 住宅費 01 住宅管理費 所属 0101070200-0000 都市計画課

事　　業

0003 空家等対策推進事業費 (簡略番号：010534) 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 199

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 78

一般財源 121

＜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 01 良好な住環境をつくります

＜事業の目的＞
 適切な管理が行われていない結果、安全性の低下、公衆衛生の悪化等により周辺住民の生
 活環境に悪影響を及ぼしている空家等について、問題を解消するための対策を実施するこ
 とで、住民の生命、身体、財産を保護するとともに、良好な住環境の保全を図ることを目
 的とする。

＜事業の概要＞
 適切な管理が行われておらず、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼしている空家等の所有
 者に対し、周辺への悪影響の程度と切迫性に応じて特定空家等への認定や助言・指導等の
 必要な措置を行う。
 また、静岡県と共催で、空き家に関する利活用、管理、処分、相続、法律、税金などの専
 門家相談をワンストップで対応する相談会を実施し、所有者等による自主的な解決を促進
 する。

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
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 10

＜令和２年度実施内容＞
 ・建築士による特定空家等判定業務（必要に応じて実施）
 ・空き家ワンストップ相談会の実施 
 ・全国建設研修センター「空き家対策研修」への参加（東京都小平市）

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 154
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

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
15 原材料費 合　計 199

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】 78

08款 05項 01目 000300000事業 空家等対策推進事業費
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款 08 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 住宅費 01 住宅管理費 所属 0101070200-0000 都市計画課

事　　業

0004 市営住宅管理費 (簡略番号：004764) 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 13,210

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 13,210

一般財源

＜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 08 市営住宅を適切に維持管理し、長寿命化を図ります

＜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
20 貸付金

 市営住宅の維持管理を適切に行い、市営住宅入居者へ安全で快適な住環境を提供すること
 を目的とする。

＜事業の概要＞
 市営住宅敷地内の緑花木の維持管理、給水施設、消防設備、昇降機、公園遊具の保守点検
 、市営住宅管理システムの保守管理を適切に行う。
 また、必要に応じて維持管理上必要な修繕及び消耗品の購入等を実施する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・市営住宅管理に関する消耗品費等
 ・市営住宅における突発的な修繕料
 ・支払督促、水質検査、口座振替手数料、建物共済分担金
 ・市営住宅緑花木維持管理業務委託料
 ・給水施設、消防設備、昇降機、公園遊具保守点検業務委託料
 ・市営住宅管理システムの保守管理業務委託料

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

4,446

06 恩給及び退職年金

11 役務費 492

財源 科目コード

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

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 6,910 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 1,352 予備費
14 工事請負費

合　計 13,210

科目名称 本年度当初 前年度当初
使用料 15010502001 市営住宅使用料 13,210

08款 05項 01目 000400000事業 市営住宅管理費
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款 08 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 住宅費 01 住宅管理費 所属 0101070200-0000 都市計画課

事　　業

0005 社会資本整備総合交付金事業市営住宅長寿命化 (簡略番号：004784) 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 43,298

財
源
内
訳

国庫支出金 21,648
県支出金
地方債
その他 21,650

一般財源

＜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 08 市営住宅を適切に維持管理し、長寿命化を図ります

＜事業の目的＞
 市営住宅等長寿命化計画に基づき、建物の老朽状況に応じた修繕・改修を行うことで、市
 営住宅の長寿命化を図るとともに、ライフサイクルコストの削減を図る。

＜事業の概要＞
 社会資本整備総合交付金を活用し、市営住宅等長寿命化計画に基づき、市営住宅改修工事
 実施設計及び外壁・屋根等の改修工事（躯体補修、防水改修、屋根及び樋改修、塗装改修
 、清掃工事）を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・市営上本所団地Ｃ棟改修工事実施設計
 ・市営上本所団地Ａ棟改修工事

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

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

26 公課費
12 委託料 3,146 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 40,152
15 原材料費 合　計 43,298

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 16020402004 市営住宅等長寿命化社会資本整備総合交付金 21,648
使用料 15010502001 市営住宅使用料 21,650

08款 05項 01目 000500000事業 社会資本整備総合交付金事業市営住宅長寿命化
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款 08 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 住宅費 01 住宅管理費 所属 0101070200-0000 都市計画課

事　　業

0006 若者世帯定住促進補助事業費 (簡略番号：004791) 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 30,500

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 30,500

＜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 01 良好な住環境をつくります

＜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 30,500
19 扶助費
20 貸付金

 市内に住宅を取得した若者世帯に対して補助金を交付することで、本市における生産年齢
 人口の増加、転出抑制による定住促進を図る。

＜事業の概要＞
 市内の賃貸住宅又は市外に１年以上継続して居住していた者で、本市に定住するため市内
 に住宅を取得した若者世帯に対して、補助金を交付する。
 ・一般世帯（申請者夫婦のいずれかが満40歳未満）…住宅取得費の10分の１以内で上限25
 0,000円
 ・三世代同居又は隣接世帯（一般世帯の条件を有し、かつ、小学生以下の子と同居する申
 請者で、親と同居又は隣接する世帯）…住宅取得費の10分の２以内で上限400,000円

＜令和２年度実施内容＞
 ・若者世帯定住促進補助金の交付

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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

25 寄附金
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

合　計 30,500

科目名称 本年度当初 前年度当初

08款 05項 01目 000600000事業 若者世帯定住促進補助事業費
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款 05 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

労働費 項 労働諸費 01 労働諸費 所属 0101070300-0000 商工観光課

事　　業

0001 労働者福祉対策費 (簡略番号：003426) 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 464,074

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 459,805

一般財源 4,269

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 03 商工業が活気あるまちづくり
 施  策 01 就労機会の拡大を図ります

＜事業の目的＞
 労働者福祉の増進を図る組織等の活動を促進し、中小企業者及び小規模企業者の福祉の向
 上を図る。

＜事業の概要＞
 各種団体への補助金、負担金の交付や静岡県労働金庫との協調融資制度を実施する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・小笠掛川勤労者福祉サービスセンター負担金
 ・労働者福祉協議会補助金
 ・勤労者住宅建設資金貸付金
 ・勤労者教育資金貸付金

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
10 需用費 25 寄附金
11 役務費

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 4,265
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金 459,805

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
15 原材料費 合　計 464,074

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22030101001 勤労者住宅建設資金貸付金元金 417,039
諸収入 22030101002 勤労者教育資金貸付金元金 42,766

05款 01項 01目 000100000事業 労働者福祉対策費
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款 05 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

労働費 項 労働諸費 01 労働諸費 所属 0101070300-0000 商工観光課

事　　業

0003 就労支援事業費 (簡略番号：003443) 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 2,423

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 802
地方債
その他

一般財源 1,621

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 03 商工業が活気あるまちづくり
 施  策 01 就労機会の拡大を図ります

＜事業の目的＞
 女性、若者、高齢者、障がい者等が、その有する能力を地域で有効に発揮することができ
 るよう、多様な人材の地域への就労促進を図る。

＜事業の概要＞
 働く意欲のある女性や求人企業向けに講座やセミナーを開催するとともに、ハローワーク
 と協働による就労支援事業として「なでしこワーク」を開催する。また、小笠雇用対策協
 議会等が実施する「企業説明会」等の事業費の補助や障がい者等が職業生活における自立
 を図るための継続的な支援を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・女性就労・就業支援事業の実施
 ・「なでしこワーク」の開催
 ・小笠地区雇用対策協議会及び商工会等による「企業求人説明会」や高校生向け「企業説

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
10 需用費 58 25 寄附金

 明会」等の開催
 ・「企業見学バスツアー」の実施
 ・中東遠地域障害者就労支援事業運営協議会負担金

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 797
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

11 役務費 26 公課費
12 委託料 1,560 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 2,423

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 17020103005 地域女性活躍推進交付金 802

05款 01項 01目 000300000事業 就労支援事業費

48



款 07 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

商工費 項 商工費 01 商工総務費 所属 0101070300-0000 商工観光課

事　　業

0002 産業振興推進費 (簡略番号：003932) 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 169

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 169

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 03 商工業が活気あるまちづくり
 施  策 03 市内企業の応援と進出企業の獲得に努めます

＜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 20
19 扶助費
20 貸付金

 地域経済の活性化に向けた市の農商工業、観光等の地域産業の育成、発展について、産業
 関係事業者が行う事業の連携強化を図る。

＜事業の概要＞
 菊川市地域経済活性化推進会議において、産業関係事業者から広く意見を聴取し、施策に
 反映する。また、産業関係事業者等が実施するイベントや研修等に参加をする。

＜令和２年度実施内容＞
 ・菊川市地域経済活性化推進会議の開催
 ・イベントや研修会等の地域産業の活性化に関する旅費
 ・御前崎港整備促進期成同盟会に対する負担金

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

10

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 66 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 73 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
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

合　計 169

科目名称 本年度当初 前年度当初

07款 01項 01目 000200000事業 産業振興推進費

49



款 07 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

商工費 項 商工費 01 商工総務費 所属 0101070300-0000 商工観光課

事　　業

0003 創業支援・事業承継支援事業費 (簡略番号：003936) 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 121

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 121

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 03 商工業が活気あるまちづくり
 施  策 02 がんばる商業者を応援します

＜事業の目的＞
 市内における創業を支援するとともに、事業者の円滑な事業承継を促進し、地域経済の持
 続的な発展を図る。

＜事業の概要＞
 創業希望者に対する相談窓口の開設や創業に関する知識習得の場の提供、支援機関が行う
 事業について情報発信を行う。また、円滑な事業承継が行われるよう、商工会等が実施す
 る事業承継セミナー等の情報発信や支援する体制の研究を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・創業支援機関と連携した相談窓口の開設や相談会の実施
 ・創業支援セミナーの実施
 ・創業支援事業計画の策定（見直し）
 ・事業承継ネットワークの活用及び事業引継ぎ支援センターとの連携

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 100 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 21 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

 ・事業承継セミナー等の支援

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

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
15 原材料費 合　計 121

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

07款 01項 01目 000300000事業 創業支援・事業承継支援事業費
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款 07 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

商工費 項 商工費 01 商工総務費 所属 0101070300-0000 商工観光課

事　　業

0005 ふるさと納税事業費 (簡略番号：003943) 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 142,374

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 142,374

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 03 商工業が活気あるまちづくり
 施  策 02 がんばる商業者を応援します

＜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
20 貸付金

 ふるさと納税の促進と市の魅力や地元特産品等のＰＲ活動を実施し、地域経済の活性化を
 図る。

＜事業の概要＞
 ふるさと納税制度をＰＲするためのチラシやカタログ等を作成する。また、ふるさと納税
 ポータルサイトの管理・運営をする支援業務やふるさと納税寄附者への返礼品の配送業務
 を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・ふるさと納税制度のＰＲ用配布物の作成
 ・ふるさと納税寄附金手数料の支払い
 ・ふるさと納税支援業務
 ・ふるさと納税返礼品管理配送業務

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

454

06 恩給及び退職年金

11 役務費 3,255

財源 科目コード

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 2 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 138,663 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 142,374

科目名称 本年度当初 前年度当初

07款 01項 01目 000500000事業 ふるさと納税事業費
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款 07 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

商工費 項 商工費 02 商業振興費 所属 0101070300-0000 商工観光課

事　　業

0001 商業活動支援事業費 (簡略番号：003982) 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 14,691

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 10,000

一般財源 4,691

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 03 商工業が活気あるまちづくり
 施  策 02 がんばる商業者を応援します

＜事業の目的＞
 市内の商工業の振興及び安定と、商工業その他の事業所に従事する勤労者の福祉の増進、
 地域経済の健全な発展と勤労者その他の市民生活の安定を図る。

＜事業の概要＞
 商工会が小規模事業者に行う経営改善普及事業に対する人件費の補助と、商工会が実施す
 る消費拡大事業に対する事業費の補助を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・商工業観光振興事業費補助金【経営改善普及事業】
 ・商工業観光振興事業費補助金【消費拡大事業】

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 59 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

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 14,632
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

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
15 原材料費 合　計 14,691

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
寄附金 19010201003 「活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち」寄附金 10,000

07款 01項 02目 000100000事業 商業活動支援事業費
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款 07 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

商工費 項 商工費 02 商業振興費 所属 0101070300-0000 商工観光課

事　　業

0002 経営安定資金利子補給等支援事業費 (簡略番号：010296) 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 903

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 903

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 03 商工業が活気あるまちづくり
 施  策 02 がんばる商業者を応援します

＜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 899
19 扶助費
20 貸付金

 中小企業及び小規模企業の事業活動に必要な資金への金融支援により、市内事業者の経営
 及び合理化を促進し、事業者の健全な発展を図る。

＜事業の概要＞
 市内中小企業及び小規模企業の事業活動に必要な資金を融資した金融機関に対する利子補
 給金の交付や小口資金借り入れに伴う信用保証料の補助を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・信用保証協会事務負担金
 ・小口資金利子補給金
 ・小口資金信用保証料補助金
 ・短期経営改善資金利子補給金

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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

25 寄附金
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

合　計 903

科目名称 本年度当初 前年度当初

07款 01項 02目 000200000事業 経営安定資金利子補給等支援事業費
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款 07 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

商工費 項 商工費 03 工業振興費 所属 0101070300-0000 商工観光課

事　　業

0001 工業活動支援事業費 (簡略番号：003992) 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

一般財源 800

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 03 商工業が活気あるまちづくり
 施  策 02 がんばる商業者を応援します

＜事業の目的＞
 中小企業及び小規模企業の技術改善支援や経営発達支援等により、市内企業の成長・
 発展及び活性化を図る。

＜事業の概要＞
 商工会が行う工業振興事業に対する補助金を交付する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・商工業観光振興事業費補助金【工業振興事業】

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

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 800
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

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
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

07款 01項 03目 000100000事業 工業活動支援事業費
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款 07 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

商工費 項 商工費 03 工業振興費 所属 0101070300-0000 商工観光課

事　　業

0002 企業立地推進事業費 (簡略番号：003996) 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 175

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 175

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 03 商工業が活気あるまちづくり
 施  策 02 がんばる商業者を応援します

＜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 55
19 扶助費
20 貸付金

 市内企業の成長・定着と市外企業の誘致を促進し、就業機会の創出、定住人口の維持・拡
 大を図る。

＜事業の概要＞
 静岡県と連携し、首都圏及び中京圏からの企業誘致を推進するとともに、新規進出企業及
 び既存企業の規模拡大に対応するための新たな工業用候補地の検討を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・企業誘致活動の実施
 ・企業立地市町推進連絡会への参加
 ・工業用候補地の検討

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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 120 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
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

合　計 175

科目名称 本年度当初 前年度当初

07款 01項 03目 000200000事業 企業立地推進事業費
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款 07 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

商工費 項 商工費 03 工業振興費 所属 0101070300-0000 商工観光課

事　　業

0003 地域産業広域連携事業費 (簡略番号：010310) 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 3,509

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 3,509

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 03 商工業が活気あるまちづくり
 施  策 03 市内企業の応援と進出企業の獲得に努めます

＜事業の目的＞
 中小企業及び小規模企業の技術革新や製品開発、販路開拓等の経営の革新に対する取り組
 みを支援することにより地域産業の活性化を図る。

＜事業の概要＞
 県中小企業の国際化を推進する静岡県国際経済振興会（SIBA）や光・電子技術の集積を目
 指すフォトンバレーセンター等の広域的な組織と連携し、市内中小企業及び小規模企業等
 の成長・発展を支援する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・静岡県国際経済振興会（SIBA）負担金
 ・静岡県西部地域産業支援（広域連携推進事業）負担金
 ・フォトンバレーセンター共同事業負担金
 ・日本貿易振興機構（JETRO）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 9 23 投資及び出資金 2,500
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費

 ・東遠工業用水道企業団出資金

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 1,000
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

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
15 原材料費 合　計 3,509

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

07款 01項 03目 000300000事業 地域産業広域連携事業費
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款 07 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

商工費 項 商工費 04 観光費 所属 0101070300-0000 商工観光課

事　　業

0001 火剣山キャンプ場管理費 (簡略番号：004007) 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 2,573

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 1,151

一般財源 1,422

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 04 人が訪れるまちづくり
 施  策 01 市民力による魅力発信を支援します

＜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
20 貸付金

 火剣山キャンプ場を運営し、野外活動を通じて利用者の健康増進と地域振興を図る。

＜事業の概要＞
 火剣山キャンプ場を適切に管理運営する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・火剣山キャンプ場の運営の委託
 ・火剣山キャンプ場の維持管理（光熱水費、浄化槽保守検査料、修繕費）
 

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

901

06 恩給及び退職年金

11 役務費 60

財源 科目コード

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

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 1,612 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 2,573

科目名称 本年度当初 前年度当初
使用料 15010401001 野外宿泊施設使用料 1,150

財産収入 18010101004 土地建物賃貸料【商工観光課】 1

07款 01項 04目 000100000事業 火剣山キャンプ場管理費
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款 07 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

商工費 項 商工費 04 観光費 所属 0101070300-0000 商工観光課

事　　業

0002 七曲池管理費 (簡略番号：004020) 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 381

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 381

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 04 人が訪れるまちづくり
 施  策 01 市民力による魅力発信を支援します

＜事業の目的＞
 七曲池（農業用ため池）の良好な自然環境を活用し、ウォーキング等を楽しむ地域住民の
 憩いの場として管理し、交流促進と地域振興を図る。

＜事業の概要＞
 七曲池の観光施設を適切に維持管理する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・七曲池の観光施設（看板、トイレ等）の維持管理（光熱水費、浄化槽保守検査料）
 ・七曲池の堤体及び駐車場等の除草

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 37 25 寄附金
11 役務費 7

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

26 公課費
12 委託料 337 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 381

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

07款 01項 04目 000200000事業 七曲池管理費
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款 07 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

商工費 項 商工費 04 観光費 所属 0101070300-0000 商工観光課

事　　業

0003 滝ノ谷池管理費 (簡略番号：004031) 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 90

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 90

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 04 人が訪れるまちづくり
 施  策 01 市民力による魅力発信を支援します

＜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 62
19 扶助費
20 貸付金

 滝ノ谷池（農業用ため池）周辺の良好な自然環境を活用し、ウォーキング等を楽しむ地域
 住民の憩いの場として管理し、交流促進と地域振興を図る。

＜事業の概要＞
 滝ノ谷池の観光施設を適切に維持管理する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・滝ノ谷池の観光施設（トイレ等）の維持管理（光熱水費）

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

16

06 恩給及び退職年金

11 役務費 12

財源 科目コード

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

25 寄附金
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

合　計 90

科目名称 本年度当初 前年度当初

07款 01項 04目 000300000事業 滝ノ谷池管理費
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款 07 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

商工費 項 商工費 04 観光費 所属 0101070300-0000 商工観光課

事　　業

0004 横地城跡管理費 (簡略番号：004038) 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 1,132

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 1,132

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 04 人が訪れるまちづくり
 施  策 01 市民力による魅力発信を支援します

＜事業の目的＞
 御前崎遠州灘県立自然公園横地城跡地区の優れた自然の風景地を保護し、適正な利用を促
 すことにより、交流人口の拡大と地域活性化を図る。

＜事業の概要＞
 御前崎遠州灘県立自然公園横地城跡地区の適切な維持管理を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・県立自然公園横地城跡地区の観光施設（看板、東屋、トイレ等）の維持管理
  （光熱水費、浄化槽保守検査料、修繕料）
 ・県立自然公園横地城跡地区の除草等の管理の委託

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 373 25 寄附金
11 役務費 11

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

26 公課費
12 委託料 748 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 1,132

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

07款 01項 04目 000400000事業 横地城跡管理費
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款 07 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

商工費 項 商工費 04 観光費 所属 0101070300-0000 商工観光課

事　　業

0005 丹野池自然公園管理費 (簡略番号：004050) 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 1,188

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 1,188

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 04 人が訪れるまちづくり
 施  策 01 市民力による魅力発信を支援します

＜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
20 貸付金

 御前崎遠州灘県立自然公園丹野池地区の優れた自然の風景地を保護し、適正な利用を促
 すことにより、交流人口の拡大と地域活性化を図る。

＜事業の概要＞
 御前崎遠州灘県立自然公園丹野池地区の適切な維持管理を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・県立自然公園丹野池地区の観光施設（看板、東屋、トイレ、ウッドデッキ等）の維持
  管理（光熱水費、浄化槽保守検査料、修繕費）
 ・県立自然公園丹野池地区の除草等の管理の委託

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

82

06 恩給及び退職年金

11 役務費 967

財源 科目コード

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

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 139 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 1,188

科目名称 本年度当初 前年度当初

07款 01項 04目 000500000事業 丹野池自然公園管理費
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款 07 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

商工費 項 商工費 04 観光費 所属 0101070300-0000 商工観光課

事　　業

0006 石山公園管理費 (簡略番号：004062) 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 40

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 40

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 04 人が訪れるまちづくり
 施  策 01 市民力による魅力発信を支援します

＜事業の目的＞
 御前崎遠州灘県立自然公園石山地区の優れた自然の風景地を保護し、適正な利用を促す
 ことにより、交流人口の拡大と地域活性化を図る。

＜事業の概要＞
 御前崎遠州灘県立自然公園石山地区の適切な維持管理を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・県立自然公園石山地区の観光施設（看板、フェンス等）の維持管理
 ・県立自然公園石山地区の除草等の管理の委託

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 40

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

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
15 原材料費 合　計 40

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

07款 01項 04目 000600000事業 石山公園管理費
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款 07 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

商工費 項 商工費 04 観光費 所属 0101070300-0000 商工観光課

事　　業

0007 観光情報発信事業費 (簡略番号：004066) 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 1,086

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 1,086

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 04 人が訪れるまちづくり
 施  策 01 市民力による魅力発信を支援します

＜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
900 16 公有財産購入費

17 備品購入費
66 18 負担金､補助及び交付金 55

19 扶助費
20 貸付金

 市内の魅力ある地域資源を活用した観光情報を発信し、市の認知度向上と観光交流客数の
 増加を図る。

＜事業の概要＞
 市の認知度を向上させるため、市内外におけるイベント及び観光情報を収集、整理して情
 報発信を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・観光情報発信事業に従事する会計年度任用職員人件費
 ・市内で行われる観光イベント告知チラシの作成
 ・イベント実施に係る需用費（桜まつり電気料）
 ・イベント実施に係る負担金（静岡県市町対抗駅伝競走大会 夢逸品市場出店）

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

41

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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 24 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
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

合　計 1,086

科目名称 本年度当初 前年度当初

07款 01項 04目 000700000事業 観光情報発信事業費
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款 07 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

商工費 項 商工費 04 観光費 所属 0101070300-0000 商工観光課

事　　業

0009 蓮池公園管理費 (簡略番号：004089) 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 4,669

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 2,527

一般財源 2,142

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 04 人が訪れるまちづくり
 施  策 01 市民力による魅力発信を支援します

＜事業の目的＞
 市営保養センター「小菊荘」と蓮池公園の適正な維持管理により、市民への憩いの場の提
 供と交流人口の拡大を図る。

＜事業の概要＞
 蓮池公園の指定管理料を支出し、指定管理者に対する指導及び施設の維持管理、運営状況
 の確認を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・小菊荘及び蓮池公園の指定管理の実施
 
 

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

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

26 公課費
12 委託料 4,399 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 270 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 4,669

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22050205003 小菊荘指定管理者納入金 2,527

07款 01項 04目 000900000事業 蓮池公園管理費
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款 07 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

商工費 項 商工費 04 観光費 所属 0101070300-0000 商工観光課

事　　業

0010 小菊荘管理費 (簡略番号：004096) 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 112

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 112

一般財源

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 04 人が訪れるまちづくり
 施  策 01 市民力による魅力発信を支援します

＜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
42 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
20 貸付金

 小菊荘運営委員会を開催し、施設の維持管理及び運営状況を指定管理者から把握すること
 により健全な運営を図る。

＜事業の概要＞
 小菊荘運営委員会を年２回開催し、運営状況の確認及び助言を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・小菊荘運営委員会の開催
 

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費 36

財源 科目コード

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

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 34 予備費
14 工事請負費

合　計 112

科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22050205003 小菊荘指定管理者納入金 112

07款 01項 04目 001000000事業 小菊荘管理費
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款 07 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

商工費 項 商工費 04 観光費 所属 0101070300-0000 商工観光課

事　　業

0011 マスコットキャラクター運営費 (簡略番号：004106) 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 580

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 580

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 04 人が訪れるまちづくり
 施  策 02 マスコットを活用した情報発信を行います

＜事業の目的＞
 マスコットキャラクターを活用して、市の魅力を市内外に情報発信し、市の認知度の向上
 を図る。

＜事業の概要＞
 市の認知度を向上させるため、マスコットキャラクターのPR用品を活用し、市内外・県外
 へのイベントに参加して情報発信を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・キャラクターイベントへの出展（宿泊を伴うもの：埼玉県羽生市・長野県小谷村・下 
  田市）日帰りイベントへの出展 
 ・マスコットキャラクターのPR用品作成
 ・マスコットキャラクターの維持管理に必要な消耗品の購入
 ・マスコットキャラクターの維持管理に必要なメンテナンスの実施

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 227 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 147 25 寄附金
11 役務費 46

 

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 33
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

26 公課費
12 委託料 127 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 580

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

07款 01項 04目 001100000事業 マスコットキャラクター運営費
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款 07 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

商工費 項 商工費 04 観光費 所属 0101070300-0000 商工観光課

事　　業

0012 交流促進事業費 (簡略番号：004126) 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 4,644

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 4,300

一般財源 344

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 04 人が訪れるまちづくり
 施  策 01 市民力による魅力発信を支援します

＜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 100
19 扶助費
20 貸付金

 大都市圏での交流促進事業を実施し、菊川市の認知度を向上させ、将来的な定住人口の確
 保を図る。

＜事業の概要＞
 菊川市の認知度を向上させ、交流促進を図るため、大都市圏での情報発信や、市内来訪者
 へのおもてなしを行い、交流人口を増加させる取り組みを実施する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・菊川市観光パンフレットを全面改訂し、新たに作成する。発行部数15,000部
 ・菊川市観光協会への交流促進事業委託
  （１）情報発信事業 都市部での物産展開催など地域資源の魅力発信
  （２）交流促進事業 市内で開催される体験交流事業での地場産品でのおもてなし
 

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 4,544 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 4,644

科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22050205006 交流・定住促進助成事業補助金 4,300

07款 01項 04目 001200000事業 交流促進事業費
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款 07 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

商工費 項 商工費 04 観光費 所属 0101070300-0000 商工観光課

事　　業

0014 西部広域観光連携事業費 (簡略番号：004134) 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 205

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 205

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 04 人が訪れるまちづくり
 施  策 03 広域市町と連携した交流人口の増加を図ります

＜事業の目的＞
 県西部地域における観光振興と観光情報を発信し、圏域内の観光事業の活性化を図る。

＜事業の概要＞
 静岡県西部５市１町（磐田市・袋井市・掛川市・御前崎市・森町・菊川市）により構成さ
 れ、連携して観光を推進する静岡県遠州観光協議会の実施事業に参加する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・静岡DCアフターキャンペーンなどの広域観光キャンペーンへの参加
 ・遠州地区の観光振興に係る調査研究事業の実施

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

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 205
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

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 賃金
15 原材料費 合　計 205

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

07款 01項 04目 001400000事業 西部広域観光連携事業費
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款 07 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

商工費 項 商工費 04 観光費 所属 0101070300-0000 商工観光課

事　　業

0015 遊歩道管理費 (簡略番号：010586) 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 393

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 393

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 04 人が訪れるまちづくり
 施  策 01 市民力による魅力発信を支援します

＜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
20 貸付金

 自然林の中を快適に散策できるよう観光遊歩道を整備することにより、地域住民の憩いと
 交流拡大の場として活用することを図る。

＜事業の概要＞
 観光遊歩道の適切な維持管理を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・火剣山遊歩道の除草等の管理の委託
 ・井成山遊歩道の除草等の管理の委託

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 393 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 393

科目名称 本年度当初 前年度当初

07款 01項 04目 001500000事業 遊歩道管理費
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款 07 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

商工費 項 商工費 04 観光費 所属 0101070300-0000 商工観光課

事　　業

0016 観光案内表示物管理費 (簡略番号：010591) 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 1,168

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 1,168

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 04 人が訪れるまちづくり
 施  策 01 市民力による魅力発信を支援します

＜事業の目的＞
 市内の観光案内表示物を適正に維持管理し、市内外からの観光客の円滑な誘導を図る。

＜事業の概要＞
 観光案内表示物を台帳管理することにより、計画的に維持管理・修繕を行い、観光客が目
 的地に到着できるように整備を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・大型観光案内表示物の修繕

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 1,141 25 寄附金
11 役務費

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

26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 27 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 1,168

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

07款 01項 04目 001600000事業 観光案内表示物管理費
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款 07 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

商工費 項 商工費 04 観光費 所属 0101070300-0000 商工観光課

事　　業

0018 市観光協会連携事業費 (簡略番号：010606) 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 13,069

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 10,000

一般財源 3,069

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 04 人が訪れるまちづくり
 施  策 01 市民力による魅力発信を支援します

＜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 13,069
19 扶助費
20 貸付金

 市内や近隣市町における観光事業の振興を図り、文化や産業の発展向上に資することを目
 的とする市観光協会との連携を図る。

＜事業の概要＞
 市観光協会と連携し、市内外観光イベントで菊川市の魅力の情報発信を行う。市 大の観
 光イベントである産業祭を実行委員会により開催する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・菊川産業祭の負担金支出
  菊川市観光イベント実行委員会主催のイベント運営負担金
 ・観光協会運営事業費の補助金交付
  補助対象：人件費補助（協会事務局）事業費補助（誘客宣伝事業）事務費補助（運営 
  費）
 ・観光イベントの開催協力及び連携事業の実施
  

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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

25 寄附金
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

合　計 13,069

科目名称 本年度当初 前年度当初
寄附金 19010201003 「活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち」寄附金 10,000

07款 01項 04目 001800000事業 市観光協会連携事業費
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款 07 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

商工費 項 商工費 04 観光費 所属 0101070300-0000 商工観光課

事　　業

0019 県立自然公園管理事業費 (簡略番号：010612) 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

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 46

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 04 人が訪れるまちづくり
 施  策 03 広域市町と連携した交流人口の増加を図ります

＜事業の目的＞
 県及び６市１町（吉田町・牧之原市・磐田市・掛川市・御前崎市・袋井市・菊川市）で組
 織する御前崎遠州灘県立自然公園運営協議会により、御前崎遠州灘県立自然公園の健全
 な維持管理を図る。

＜事業の概要＞
 御前崎遠州灘県立自然公園運営協議会に係る事業の実施や会議等への参加を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・御前崎遠州灘県立自然公園運営協議会負担金の支出、会議への参加

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

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 46
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

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
15 原材料費 合　計 46

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

07款 01項 04目 001900000事業 県立自然公園管理事業費
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款 07 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

商工費 項 商工費 04 観光費 所属 0101070300-0000 商工観光課

事　　業

0020 県観光協会連携事業費 (簡略番号：010613) 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 909

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 909

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 04 人が訪れるまちづくり
 施  策 03 広域市町と連携した交流人口の増加を図ります

＜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 909
19 扶助費
20 貸付金

 静岡県観光協会との事業連携により、広域的な観光PRを実施し交流人口の拡大を図る。

＜事業の概要＞
 静岡県観光協会が実施する広域観光キャンペーン事業に参加し、観光PRを行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・静岡県観光協会運営費負担金の支出
 ・県大型観光キャンペーン推進協議会への負担金支出
 ・静岡DCアフターキャンペーンへの参加
 ・交流人口拡大につながる観光情報の提供

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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

25 寄附金
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

合　計 909

科目名称 本年度当初 前年度当初

07款 01項 04目 002000000事業 県観光協会連携事業費
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款 07 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

商工費 項 商工費 04 観光費 所属 0101070300-0000 商工観光課

事　　業

0021 富士山静岡空港活用促進事業費 (簡略番号：011553) 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 578

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 578

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 04 人が訪れるまちづくり
 施  策 03 広域市町と連携した交流人口の増加を図ります

＜事業の目的＞
 富士山静岡空港を核とする広域的な事業の実施により、国内外からの観光交流人口の増加
 と、周辺地域の活性化を促進する。

＜事業の概要＞
 富士山静岡空港を核とする地域活性化を図る団体と連携し、広域的な観光プロモーション
 事業等の実施や会議等へ参加を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・静岡空港と地域開発をすすめる会負担金、会議への参加
 ・東海道新幹線静岡空港駅設置期成同盟会に係る会議への参加
 ・富士山静岡空港利用促進協議会負担金、会議への参加
 ・空港周辺地域観光振興研究会負担金、プロモーション事業への参加

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
10 需用費 25 寄附金
11 役務費

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 570
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

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
15 原材料費 合　計 578

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

07款 01項 04目 002100000事業 富士山静岡空港活用促進事業費
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款 07 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

商工費 項 商工費 05 消費者行政推進費 所属 0101070300-0000 商工観光課

事　　業

0001 消費者被害防止推進費 (簡略番号：004152) 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 304

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 250
地方債
その他 34

一般財源 20

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 05 消費者が安心して暮らせるまちづくり
 施  策 01 消費者被害の軽減に努めます

＜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
20 貸付金

 消費者が安心・安全に暮らせるよう、関連機関との連携事業を推進し、消費者被害の防止
 を図る。

＜事業の概要＞
 消費者被害を防ぐため、市、民生児童委員、介護・福祉事務所との連携を強化し、研修会
 を実施するなど見守りネット事業を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・見守りネット研修会の開催
  消費者被害を未然に防ぐための民生児童委員、介護・福祉事務所を対象とした研修会
 ・啓発活動の実施
  消費者被害を未然に防ぐための啓発グッズの購入及び配布

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

270

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 30 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

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 4 予備費
14 工事請負費 賃金

合　計 304

科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020501001 消費者行政活性化基金事業費補助金 250

諸収入 22050205002 金融広報委員会推奨事業費助成金 34

07款 01項 05目 000100000事業 消費者被害防止推進費
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款 07 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

商工費 項 商工費 05 消費者行政推進費 所属 0101070300-0000 商工観光課

事　　業

0002 消費生活センター機能強化費 (簡略番号：010550) 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 2,599

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 1,232
地方債
その他

一般財源 1,367

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 05 消費者が安心して暮らせるまちづくり
 施  策 02 消費生活センターの機能を強化し、消費者の保護に努めます

＜事業の目的＞
 消費生活センターを運営により、増加する消費者トラブルの相談等に対応し、消費者被害
 の防止を図る。

＜事業の概要＞
 消費生活センターを運営し、消費者トラブルの未然防止と早期解決を図るため、来庁や電
 話による相談の対応を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・消費生活相談員の人件費
 ・消費者相談対応
 ・国、県等が主催する研修会への参加

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 148 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

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 1,958 17 備品購入費
03 職員手当等 457 18 負担金､補助及び交付金 36
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

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
15 原材料費 合　計 2,599

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 17020501001 消費者行政活性化基金事業費補助金 1,232

07款 01項 05目 000200000事業 消費生活センター機能強化費
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【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 01 農業委員会費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0001 農業委員報酬費 (簡略番号：003451) 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 7,416

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 7,416

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施  策 04 農地の適正な管理と利用を促進します

＜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
7,416 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
20 貸付金

 農業委員会等に関する法律等に基づき活動している、農業委員と農地利用 適化推進委員
 に対して、条例に基づいた月額報酬を支払い、農業委員会の適正な管理・運営を行う。

＜事業の概要＞
 農地法に基づく審査や担い手との調整、耕作放棄地現地調査などの活動を行っている農業
 委員と農地利用 適化推進委員に対して月額報酬を支払う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・農業委員への月額報酬の支払い
 ・農地利用 適化推進委員への月額報酬の支払い
 ・農業委員会の改選

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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

25 寄附金
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

合　計 7,416

科目名称 本年度当初 前年度当初

06款 01項 01目 000100000事業 農業委員報酬費
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款 06 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 01 農業委員会費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0002 農業者年金事務費 (簡略番号：003458) 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 661

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 656

一般財源 5

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施  策 04 農地の適正な管理と利用を促進します

＜事業の目的＞
 農業者の老後生活の安定及び福祉の向上と農業者の確保に資する。

＜事業の概要＞
 農業者年金の適切な事務処理及び加入推進業務を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・裁定請求書や各種届出の受付処理
 ・農業者年金被保険者への事前指導
 ・被保険者、受給権者等の相談対応や指導
 ・現況届の受付処理
 ・戸別訪問や個別相談、資料の配布など加入推進業務
 ・各種研修会への参加

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 25 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 335 25 寄附金
11 役務費 20

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 281 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

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 賃金
15 原材料費 合　計 661

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22040201001 農業者年金事務受託事業収入 656

06款 01項 01目 000200000事業 農業者年金事務費

78



款 06 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 01 農業委員会費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0003 国有農地等管理処分事業費 (簡略番号：003472) 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

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 51
地方債
その他

一般財源 1

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施  策 04 農地の適正な管理と利用を促進します

＜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
20 貸付金

 昭和21年に行われた農地改革により売払いができなかった国有農地について、適正な管理
 を行い、売り払いに向けた調整を行う。

＜事業の概要＞
 現在市内には３件の国有農地が存在する。
 そのため、売り払いに向けた調整を県や借受者と行う。
 また、貸し付けが行われていない丹野の国有農地については、草刈り業務を発注し、定期
 的に管理を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・国有農地の管理に係る消耗品費の購入
 ・国有農地草刈りの実施
 ・国有農地交付金の申請

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

52

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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

25 寄附金
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

合　計 52

科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020401001 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 51

06款 01項 01目 000300000事業 国有農地等管理処分事業費
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【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 01 農業委員会費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0004 農業委員会総務費 (簡略番号：003476) 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 9,063

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 447
地方債
その他 5

一般財源 8,611

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施  策 04 農地の適正な管理と利用を促進します

＜事業の目的＞
 農業委員会等に関する法律に基づき、農地の適正な管理や農業委員会の運営を行う。

＜事業の概要＞
 農地利用意向調査の実施や農地台帳システム等の管理を行い、農地の適正な管理を行う。
 また適正な農地法審査を行うための研修会への参加や県外視察研修を実施することで、事
 務局員、農業委員及び農地利用 適化推進委員の知識向上を図るとともに、農業委員会だ
 よりを発行し、農業委員会の活動を広く市民に周知する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・静岡県農業会議や関東農政局で行われる研修会への参加
 ・宿泊を伴う農業委員会視察研修に係る費用弁償等
 ・農業委員会だよりの発行
 ・農地利用意向調査（農地台帳補完調査）の実施

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 12 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 820 23 投資及び出資金
09 交際費 20 24 積立金
10 需用費 556 25 寄附金
11 役務費 652

 ・耕作放棄地調査図の作成
 ・農地台帳システムや農地情報管理システムの運用管理
 ・小笠地区農業委員会協議会の運営
 ・静岡県農業会議やしずおか農業委員会女性の会の運営に対する負担金

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 845
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

26 公課費
12 委託料 5,768 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 390 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 9,063

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 17020401003 機構集積支援事業交付金 447

諸収入 22050204004 全国農業新聞維持対策費交付金 5

06款 01項 01目 000400000事業 農業委員会総務費
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款 06 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 0101070400-0000 農林課

事　　業

0001 農業振興地域管理費 (簡略番号：003510) 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 5,095

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 5,095

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施  策 04 農地の適正な管理と利用を促進します

＜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
20 貸付金

 優良な農地の確保・保全及び農業振興の各種施策の実施

＜事業の概要＞
 おおむね10年を見通し、優良な農地の確保・保全及び農業振興の各種施策を計画的・集中
 的に実施するため計画書を作成する。また除外や農業用施設用地などの用途変更について
 の審議を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・農業振興地域整備計画定期変更のための業務委託
 ・農振協議会の開催（年３回）
 ・制度説明会などの研修、県とのヒアリング・相談など

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 135 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 18 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 4,942 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 5,095

科目名称 本年度当初 前年度当初

06款 01項 02目 000100000事業 農業振興地域管理費
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款 06 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 03 農業振興費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0001 地域特産物推進事業 (簡略番号：010567) 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 619

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 619

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施  策 01 菊川型農業モデルの創出を図ります

＜事業の目的＞
 新たに地域特産物として推進する作物の産地化・ブランド化を推進し、農業者の所得向上
 を図る。

＜事業の概要＞
 新たに地域特産物として推進する作物（ちゃ豆、そら豆、オリーブ等）について、生産者
 の確保や販路開拓等を推進する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・地域特産物の販路確保・拡充に関する旅費
 
 ・地域特産物に係るＰＲイベントの開催
 
 ・地域特産作物推進事業費補助金の交付

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 69 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 100 25 寄附金
11 役務費

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 450
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

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
15 原材料費 合　計 619

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

06款 01項 03目 000100000事業 地域特産物推進事業
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款 06 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 03 農業振興費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0002 複合経営推進事業 (簡略番号：010689) 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 1,430

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 1,430

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施  策 01 菊川型農業モデルの創出を図ります

＜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 1,400
19 扶助費
20 貸付金

 市の基幹作物である茶、水稲と高収益作物との複合経営を推進することにより、農業者の
 所得の安定・向上を図る。

＜事業の概要＞
 茶生産者及び水稲生産者の高付加価値作物（野菜、果樹、花き等）との複合経営に向けた
 取組みに対し支援を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・農地転換費用軽減支援事業検討会の開催（年1回）
 
 ・水田高収益作物生産転作推進事業補助金の交付
  
 ・農地転換費用軽減支援事業費補助金の交付
 

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 30 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

25 寄附金
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

合　計 1,430

科目名称 本年度当初 前年度当初

06款 01項 03目 000200000事業 複合経営推進事業
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款 06 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 03 農業振興費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0003 女性の就農推進事業費 (簡略番号：003657) 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 4,069

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 4,069

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施  策 01 菊川型農業モデルの創出を図ります

＜事業の目的＞
 人口減少や少子高齢化社会の到来などに対し、農業は菊川市の魅力を 大限にＰＲできる
 分野であるため、女性を中心とした働く場、起業のきっかけを創出することで地域の活性
 化や地域課題の解決に大きな役割、効果をもたらすと考え女性の活躍支援を実施する。

＜事業の概要＞
 農業分野での女性の活躍、営農参画を支援するために、必要な支援策を検討するとともに
 、市内外からの就農を促すため、地域おこし協力隊を活用し、地域外かつ女性の視点によ
 る地域農業の現状と魅力を、農業に興味を持つ者に向けて発信する場をつくり、情報収集
 ・発信を強化する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・女性の就農推進のための検討会の開催（年1回）
 

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 2,030 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 39 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

 ・地域おこし協力隊の活動に対する報償費
 
 ・地域おこし協力隊の支援に関する職員旅費
 
 ・地域おこし協力隊の活動に必要な諸経費（旅費、消耗品費、通信運搬費、燃料費、家賃
 補助等）に係る市負担金

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 2,000
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

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
15 原材料費 合　計 4,069

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

06款 01項 03目 000300000事業 女性の就農推進事業費
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款 06 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 03 農業振興費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0005 担い手確保育成推進費 (簡略番号：010762) 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 2,926

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 2,902
地方債
その他

一般財源 24

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施  策 02 経営感覚に優れた担い手の確保と育成を図ります

＜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 2,250
19 扶助費
20 貸付金

 農業の担い手である認定農業者や認定志向農業者等に対し、関係機関・団体の連携による
 経営指導・助言を行い、農用地等の有効利用並びに地域農業を担う農業者の育成を図る。

＜事業の概要＞
 担い手育成総合支援協議会を通じ、農業の担い手や新規就農者への経営指導、助言等支援
 や、人・農地プランの実質化を進めることで、担い手の経営の安定化を図る。

＜令和２年度実施内容＞
 ・菊川市担い手育成総合支援協議会の開催（年3回）
 
 ・人・農地プラン農地集積図の作成
 
 ・農業次世代人材投資資金（旧青年就農給付金）の交付
   交付対象者：前期２名、後期１名

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 604 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 2,926

科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020402009 担い手育成総合対策事業費補助金 2,902

06款 01項 03目 000500000事業 担い手確保育成推進費
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款 06 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 03 農業振興費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0008 農業活動推進費 (簡略番号：003609) 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 5,149

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 5,149

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施  策 03 農業経営基盤の強化を促進します

＜事業の目的＞
 農業振興に取り組む団体等の活動を支援することにより、市農業の振興を図る。

＜事業の概要＞
 農業振興に取り組む団体等に対し負担金・補助金を交付する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・農業振興事務に係る会計年度任用職員の雇用
 
 ・農業振興に関する旅費
 
 ・農業振興に取り組む団体等への負担金・補助金の交付
   西部農業共済組合負担金
   農業用廃プラ適正処理推進委員会負担金

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 156 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

   中遠地域農業振興協議会負担金
   農業生産技術向上支援事業費補助金
   ファーミングプランの会助成金
   農業振興会補助金

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 619 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 66 18 負担金､補助及び交付金 4,308
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

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
15 原材料費 合　計 5,149

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

06款 01項 03目 000800000事業 農業活動推進費
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款 06 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 03 農業振興費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0009 農地中間管理事業推進費 (簡略番号：010569) 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 417

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 417
地方債
その他

一般財源

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施  策 03 農業経営基盤の強化を促進します

＜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 417
19 扶助費
20 貸付金

 経営規模を拡大する担い手等に農地を集積するとともに、分散している農地を担い手ごと
 に集約することにより地域農業の強化を図る。

＜事業の概要＞
 農地所有者である「出し手」から農地を「農地中間管理機構」が借り受け、経営規模を拡
 大する担い手である「借り手」に農地を貸出すことにより、農地の集積・集約に取り組ん
 だ地域や所有者にその対価となる交付金を交付する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・経営転換協力金の交付
   対象面積：278a（９名）
 

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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

25 寄附金
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

合　計 417

科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020402014 農地中間管理事業交付金 417

06款 01項 03目 000900000事業 農地中間管理事業推進費
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款 06 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 03 農業振興費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0010 農業経営基盤強化推進費 (簡略番号：003621) 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 1,891

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 450
地方債
その他

一般財源 1,441

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施  策 03 農業経営基盤の強化を促進します

＜事業の目的＞
 経営規模の拡大や経営の多角化を図る取組み等を支援することにより、農業者の経営基盤
 の強化を図る。

＜事業の概要＞
 国や県の補助制度を活用し、経営規模の拡大や経営の多角化を図る取組み等を支援する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・国・県の補助制度に係る説明会等に関する旅費
 
 ・農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金の交付
 
 ・荒廃農地再生・集積促進事業費補助金（新設）の交付
   荒廃農地の再生を通じた農地集積により経営規模拡大を促進するための補助金

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
10 需用費 25 寄附金
11 役務費

 
 ・環境保全型農業直接支援対策事業費補助金の交付

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 1,884
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

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
15 原材料費 合　計 1,891

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 17020402001 農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金 11
都道府県支出金 17020402007 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 439

06款 01項 03目 001000000事業 農業経営基盤強化推進費
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款 06 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 03 農業振興費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0011 水稲振興費 (簡略番号：003602) 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 1,699

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 1,699

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施  策 03 農業経営基盤の強化を促進します

＜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 420
19 扶助費
20 貸付金

 水田におけるジャンボタニシによる被害拡大を防ぐとともに、水田営農団体への支援を行
 うことにより、水田営農の活性化を図ることにより、水田の有効活用及び生産性向上等の
 水田営農活性化を図る。また、ジャンボタニシの駆除を行うことで被害拡大を防ぐ。

＜事業の概要＞
 公共用排水路内におけるジャンボタニシの駆除や水田の有効活用や生産性の向上等に取り
 組む水田営農団体への支援を実施する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・水稲種子生産に関する旅費
 
 ・公共用排水路内のジャンボタニシの駆除委託
   捕獲実績 H30 3,210kg R1 5,012kg
 
 ・水田営農団体に対する補助金の交付
   菊川市種子生産組合
   菊川水田営農受託組合
   小笠水稲受託営農組合

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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 9 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 1,270 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 1,699

科目名称 本年度当初 前年度当初

06款 01項 03目 001100000事業 水稲振興費
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款 06 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 03 農業振興費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0012 水田農業経営所得安定対策推進事業費 (簡略番号：003639) 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 3,465

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 3,465
地方債
その他

一般財源

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施  策 03 農業経営基盤の強化を促進します

＜事業の目的＞
 国庫補助金である経営所得安定対策及び水田活用直接支払い交付金を活用することによ
 り、食料自給率の向上と農業の多面的機能を維持する。

＜事業の概要＞
 経営所得安定対策及び水田活用直接支払い交付金に係る事務を実施する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・農業再生協議会の開催（年2回）
 
 ・経営所得安定対策事業の説明会等に関する旅費
 
 ・営農計画書の発送、回収、現地確認
 

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 60 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
10 需用費 256 25 寄附金
11 役務費 721

 ・経営所得安定対策事業に係る交付申請の受付、次年度制度説明会の開催
 
 ・作付の現地確認におけるタブレット型現地調査支援システムの購入

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 2,406
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

26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 17 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 3,465

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 17020402010 水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金 1,059
都道府県支出金 17020402013 水田農業経営所得安定対策推進事業（投資） 2,406

06款 01項 03目 001200000事業 水田農業経営所得安定対策推進事業費
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款 06 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 03 農業振興費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0013 災害対策事業費 (簡略番号：003625) 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

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 14

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施  策 03 農業経営基盤の強化を促進します

＜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 14
19 扶助費
20 貸付金

 自然災害等により被害を受けた農業者の経営の安定及び生活の維持、被害が発生した被災
 地区における農業生産基盤の回復及び産地の体制強化を図る

＜事業の概要＞
 被災農業者に対する農業災害対策資金の利子補給や、被災施設整備事業等支援策を実施す
 る。

＜令和２年度実施内容＞
 ・平成30年台風24号に対する農業災害対策資金の利子補給

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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

25 寄附金
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

合　計 14

科目名称 本年度当初 前年度当初

06款 01項 03目 001300000事業 災害対策事業費
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款 06 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 04 畜産費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0001 家畜防疫費 (簡略番号：003706) 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

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 7

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施  策 03 農業経営基盤の強化を促進します

＜事業の目的＞
 特定家畜伝染病及びその他家畜伝染病の発生予防、まん延防止に取り組む。

＜事業の概要＞
 特定家畜伝染病及びその他家畜伝染病の発生に備え、防疫用品を購入する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・家畜伝染病発生に備えた不織布つなぎ服やキャップ等の防疫用品の購入

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 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 7 25 寄附金
11 役務費

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

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 賃金
15 原材料費 合　計 7

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

06款 01項 04目 000100000事業 家畜防疫費
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款 06 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 04 畜産費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0002 畜産振興総務費 (簡略番号：003713) 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 693

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 693

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施  策 03 農業経営基盤の強化を促進します

＜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 689
19 扶助費
20 貸付金

 経営安定・消費拡大を推進するため、畜産業者や畜産に関わる協議会等への支援を行うこ
 とで市内畜産業の振興を図る。

＜事業の概要＞
 畜産業者や畜産に関わる協議会等への支援を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・畜産に関する会議参加への旅費
 
 ・畜産関係団体等への負担金の交付
   ゆめさき畜産まつり負担金
   小笠地区受精卵移植協議会負担金
   西部家畜保健衛生推進協議会負担金
 
 ・死亡家畜処理費補助金の交付

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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

25 寄附金
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

合　計 693

科目名称 本年度当初 前年度当初

06款 01項 04目 000200000事業 畜産振興総務費
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款 06 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 0101070400-0000 農林課

事　　業

0001 土地改良事業総務費 (簡略番号：003732) 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 1,639

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 180
地方債
その他 175

一般財源 1,284

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施  策 05 農業生産基盤の整備と維持管理を行います

＜事業の目的＞
 土地改良事業団体への支援を行い、土地改良事業の推進を図る。

＜事業の概要＞
 土地改良関係団体への負担金等による支援を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・旅費
 
 ・需用費（消耗品費、目木用水ポンプ電気料）
 
 ・使用料及び賃借料（農林積算システムデータ利用料）
 
 ・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 27 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金 1
10 需用費 321 25 寄附金
11 役務費

   ・職員研修負担金
   ・ふじのくに美しく品格のある邑づくり連合負担金
   ・県営平田用水管理運営委員会負担金
   ・県土地改良事業団体連合会負担金
   ・県農道台帳管理事業負担金
   ・地域環境資源センター負担金
 
 ・積立金（ふるさと水と土基金積立金利子）

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 1,119
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 171 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 1,639

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 17020403012 多面的機能支払推進交付金 180

財産収入 18010201006 ふるさと・水と土基金積立金利子 1
諸収入 22050204006 大井川用水水路清掃費 174

06款 02項 01目 000100000事業 土地改良事業総務費
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款 06 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 02 土地改良整備事業費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0001 土地改良補助事業費 (簡略番号：003772) 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 58,841

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 20,163
地方債
その他

一般財源 38,678

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施  策 05 農業生産基盤の整備と維持管理を行います

＜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 58,749
19 扶助費
20 貸付金

 地元自治会及び受益者団体が実施する各種土地改良事業を支援し、農業生産基盤である優
 良農地を確保することにより生産性の向上及び、農用地の有効利用を促進するとともに、
 農地の持つ多面的機能を維持保全する。

＜事業の概要＞
 地元自治会等が施工する農業用施設工事に対する補助を行い、施設の長寿命化を図る。
 また、農地の多面的機能発揮や施設の長寿命化を図るため活動組織に対する補助を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・原材料費
   農道、用排水路の維持管理に伴う応急資材代
 
 ・負担金、補助及び交付金
   ・市単土地改良事業補助金
     自治会等が実施する農道、用排水路工事に対する補助金
   ・小規模災害補助金
     自治会等が実施する災害復旧工事に対する補助金
   ・農林漁業資金償還助成金
     過年度に実施した土地改良事業の償還に対する市補助金
   ・多面的機能支払交付金
     農地維持、農業用施設長寿命化のために地元活動組織が行う農地や用排水路の
    修繕等に対する交付金

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 92

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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

25 寄附金
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

合　計 58,841

科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020403011 多面的機能支払交付金 20,163

06款 02項 02目 000100000事業 土地改良補助事業費
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款 06 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 02 土地改良整備事業費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0003 農村地域防災減災事業費 (簡略番号：003789) 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 70,945

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 60,000
地方債
その他

一般財源 10,945

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施  策 05 農業生産基盤の整備と維持管理を行います

＜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 10,795
19 扶助費
20 貸付金

 地震等の大規模災害に備え、農業用ため池の耐震性点検調査と必要な耐震対策を行い、浸
 水被害を防止する。

＜事業の概要＞
 市内78箇所ある防災重点ため池について、耐震点検を実施し、必要な個所については耐震
 工事を実施する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・委託料
    耐震点検業務委託（９池）
      八幡ヶ谷池、三ツ池南池、三ツ池北池、中西谷池、東谷池、矢田ノ谷下池、
      矢田ノ谷上北池、東ノ谷池（西方）、東ノ谷池（吉沢）
 
 ・負担金、補助及び交付金
    県営ため池等整備事業に対する負担金（１６池）
      畔之谷池、溺川池、ため池群菊川（丹野池、内谷池、川上新池）
      ため池群菊川水系菊川（大沢池、和田奥池、和田池、高法地池、堤ヶ谷池、
      丑池、宮下池、赤土新池、北之谷池、池谷池、樽ヶ谷池）

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 60,150 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 70,945

科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020403008 農村地域防災減災事業費補助金 60,000

06款 02項 02目 000300000事業 農村地域防災減災事業費
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款 06 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 02 土地改良整備事業費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0004 県費補助安全施設整備事業費 (簡略番号：003793) 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 3,150

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 1,050
地方債
その他

一般財源 2,100

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施  策 05 農業生産基盤の整備と維持管理を行います

＜事業の目的＞
 用水路やため池への転落防止柵等の安全施設を設置することで、農業施設による事故防止
 を促進する。

＜事業の概要＞
 用水路への転落防止柵を設置し、事故防止を図る。

＜令和２年度実施内容＞
 ・工事請負費
   ・池村地区用水路転落防止柵設置工事
   ・島川地区用水路転落防止柵設置工事 

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

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

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 3,150
15 原材料費 合　計 3,150

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 17020403003 安全施設整備事業費補助金 1,050

06款 02項 02目 000400000事業 県費補助安全施設整備事業費
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款 06 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 02 土地改良整備事業費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0005 大井川右岸土地改良区事業推進費 (簡略番号：003797) 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 100,342

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 8,883
地方債
その他 6,397

一般財源 85,062

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施  策 05 農業生産基盤の整備と維持管理を行います

＜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 99,794
19 扶助費
20 貸付金

 大井川右岸土地改良区へ支援を行い、農業生産基盤である優良農地を確保することにより
 生産性の向上及び、農用地の有効利用を促進する。

＜事業の概要＞
 大井川右岸土地改良区の運営に係る負担金、過去に実施した大井川用水事業に対する負担
 金等により、大井川用水事業の運営を支援する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・役務費
    大井川用水水路清掃費
 
 ・委託料
    大井川右岸土地改良区管理体制推進活動業務委託
 
 ・負担金、補助及び交付金
   ・大井川右岸土地改良区経常費負担金
   ・大井川右岸土地改良区管理体制強化負担金
   ・国営大井川用水二期事業負担金
   ・大井川右岸土地改良区特別賦課金

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費 46

財源 科目コード

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

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 502 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 100,342

科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020403001 国営造成施設管理費補助 6,472
都道府県支出金 17020403005 県営造成施設管理費補助金 2,411

負担金 22050204011 国営造成施設管理費市町村負担分 4,585
負担金 22050204013 県営造成施設管理費市負担分 1,708
諸収入 22050204006 大井川用水水路清掃費 104

06款 02項 02目 000500000事業 大井川右岸土地改良区事業推進費
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款 06 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 03 農業施設維持管理費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0001 湛水防除施設管理費 (簡略番号：003809) 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 1,817

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 1,817

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施  策 05 農業生産基盤の整備と維持管理を行います

＜事業の目的＞
 下内田排水機場の適正な管理に努め、大雨時に周辺農地の湛水被害防止を図る。

＜事業の概要＞
 下内田排水機場の維持管理や操作員との連携を図り、周辺農地の被害防止を図る。

＜令和２年度実施内容＞
 ・需用費
    消耗品費、光熱水費、修繕料
 
 ・役務費
    下内田排水機場操作員傷害保険料３名分
 
 ・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 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 642 25 寄附金
11 役務費 8

   ・下内田排水機場設備保守点検業務委託
   ・下内田排水機場電気工作物保守点検業務委託
   ・下内田排水機場管理委託

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

26 公課費
12 委託料 1,167 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 1,817

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

06款 02項 03目 000100000事業 湛水防除施設管理費
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款 06 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 03 農業施設維持管理費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0002 農業施設維持管理費 (簡略番号：003823) 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 14,830

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 6,511
地方債
その他 3,488

一般財源 4,831

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施  策 05 農業生産基盤の整備と維持管理を行います

＜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
20 貸付金

 農道及び用排水路等の土地改良施設を維持管理し、農業生産基盤である優良農地を確保す
 ることにより、生産性の向上及び農用地の有効利用を促進する。

＜事業の概要＞
 市で管理している農業施設の適正な維持管理を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・需用費
   消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料
 
 ・委託料
   ・目木揚水ポンプ点検業務委託
   ・八幡井堰点検業務委託
   ・高橋原除草作業及び高橋原、嶺田水路管理業務委託
   ・潮海寺及び嶺田地内除草作業委託
   ・万田樋管の撤去に係る設計業務委託
 
 ・工事請負費
   ・嶺田地内水路法面コンクリート工事
   ・崩土撤去及び農道補修工事

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

261

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 8,791 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 5,778

合　計 14,830

科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020403008 農村地域防災減災事業費補助金 6,511

使用料 15010701001 ため池占用料 3,488

06款 02項 03目 000200000事業 農業施設維持管理費
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款 06 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 03 農業施設維持管理費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0003 農村公園管理費 (簡略番号：003842) 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 1,492

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 1,492

＜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 05 公園などの整備を進めます（農林課）

＜事業の目的＞
 農村公園の適正な管理に努め、農村地域のコミュニティの場としての活用を促すとともに
 遊具等での事故防止を図る。

＜事業の概要＞
 公園内施設の適正な維持管理を実施する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・需用費
   消耗品費、光熱水費、修繕料
 
 ・役務費
   浄化槽法廷検査手数料
 

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 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 537 25 寄附金
11 役務費 24

 ・委託料
   ・浄化槽保守点検業務委託
   ・公園管理業務委託（稲荷部、下倉沢、加茂、富田）
   ・井之宮公園管理業務委託
   ・公園遊具保守点検業務委託
 
 ・原材料費
   農村公園の地元維持管理に伴う原材料代

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

26 公課費
12 委託料 923 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 8 合　計 1,492

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

06款 02項 03目 000300000事業 農村公園管理費
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款 06 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 04 県営土地改良事業費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0001 農地中間管理機構関連事業費 (簡略番号：003861) 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 5,000

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 5,000

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施  策 03 農業経営基盤の強化を促進します

＜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 5,000
19 扶助費
20 貸付金

 農地の基盤整備、集積、集約を進めることで、生産性の向上及び農用地の有効利用を促進
 する。

＜事業の概要＞
 中間管理機構関連農地整備事業に向けた調査を行い、事業の必要性、実施の可否の検
 討を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・負担金、補助及び交付金
   農地中間管理機構関連事業に伴う基盤整備の県単調査業務に対する負担金
     ・川西地区
     ・嶺田地区
     ・古谷地区

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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

25 寄附金
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

合　計 5,000

科目名称 本年度当初 前年度当初

06款 02項 04目 000100000事業 農地中間管理機構関連事業費
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款 06 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 04 県営土地改良事業費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0002 牧之原畑総事業推進費 (簡略番号：003865) 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 52,940

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 453

一般財源 52,487

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施  策 05 農業生産基盤の整備と維持管理を行います

＜事業の目的＞
 牧之原畑地総合整備土地改良区の運営管理及び土地改良事業を支援し、農業生産基盤であ
 る優良農地を確保することにより生産性の向上及び、農用地の有効利用を促進する。

＜事業の概要＞
 牧之原畑地総合整備土地改良区の運営管理負担金、国営造成施設管理体制負担金等により
 牧之原畑地総合整備土地改良区事業を支援する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・負担金、補助及び交付金
   ・基幹水利管理事業負担金
   ・牧之原畑地総合整備土地改良区の運営管理負担金
   ・過年度の県営牧之原畑総事業の償還に対する補助金
   ・国営造成施設管理体制負担金

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
10 需用費 25 寄附金
11 役務費

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 52,940
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

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
15 原材料費 合　計 52,940

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
分担金 14010101001 牧之原畑地総合事業分担金 453

06款 02項 04目 000200000事業 牧之原畑総事業推進費
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款 06 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 04 県営土地改良事業費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0003 基幹農道整備事業 (簡略番号：003873) 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 38

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 38

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施  策 05 農業生産基盤の整備と維持管理を行います

＜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 38
19 扶助費
20 貸付金

 基幹農道の整備により生産性の向上を図るとともに、農用地の有効利用を促進する。

＜事業の概要＞
 農道整備、維持管理を行い農業の生産性の向上を図る。

＜令和２年度実施内容＞
 ・負担金、補助及び交付金
   県営伊達方公文名線整備事業に対する負担金

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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

25 寄附金
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

合　計 38

科目名称 本年度当初 前年度当初

06款 02項 04目 000300000事業 基幹農道整備事業
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款 06 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 04 県営土地改良事業費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0004 ため池等整備事業 (簡略番号：003877) 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 1,500

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 1,500

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施  策 05 農業生産基盤の整備と維持管理を行います

＜事業の目的＞
 国からの改善指示を受けている峯反法井堰について、調査を実施し施設を適正な形へ改善
 する。

＜事業の概要＞
 県単調査を行い、施設改修計画を策定する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・負担金、補助及び交付金
    峯反法井堰改修計画に係る県単調査への負担金

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
10 需用費 25 寄附金
11 役務費

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 1,500
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

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
15 原材料費 合　計 1,500

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

06款 02項 04目 000400000事業 ため池等整備事業
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款 06 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 04 県営土地改良事業費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0005 水利施設整備事業費 (簡略番号：003881) 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 24,750

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債 15,500
その他 7,425

一般財源 1,825

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施  策 05 農業生産基盤の整備と維持管理を行います

＜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 24,750
19 扶助費
20 貸付金

 農業用用水路の整備により生産性の向上を図るとともに、農用地の有効利用を促進する。

＜事業の概要＞
 県営用水整備事業に対し負担金を支払い、安定した農業用水の確保を図る。

＜令和２年度実施内容＞
 ・負担金、補助及び交付金
   県営河東地区用水整備事業の負担金

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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

25 寄附金
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

合　計 24,750

科目名称 本年度当初 前年度当初
分担金 14010101008 河東地区用水整備事業分担金 7,425
地方債 23010101001 農山漁村地域整備事業債 15,500

06款 02項 04目 000500000事業 水利施設整備事業費
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款 06 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 林業費 01 林業振興費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0001 林業振興総務費 (簡略番号：003896) 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 395

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 395

＜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 04 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり
 施  策 02 地球温暖化対策・自然環境の保全を推進します（農林課）

＜事業の目的＞
 森林の保全を推進し、林業振興や災害防止を図る。

＜事業の概要＞
 森林情報システムの管理や森林関係団体への支援等を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・森林施策に係る研修、会議等への旅費
 
 ・傷病鳥獣の保護に係る消耗品の購入
 
 ・森林情報システムの管理
 
 ・森林関係団体への負担金の交付

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
10 需用費 14 25 寄附金
11 役務費

   山林協会負担金
   天竜流域林業活性化センター会費

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 73
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

26 公課費
12 委託料 303 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 395

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

06款 03項 01目 000100000事業 林業振興総務費
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款 06 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 林業費 01 林業振興費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0002 有害鳥獣対策総務費 (簡略番号：003888) 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 4,659

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 1,240
地方債
その他

一般財源 3,419

＜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 04 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり
 施  策 02 地球温暖化対策・自然環境の保全を推進します（農林課）

＜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 2,174
19 扶助費
20 貸付金

 有害鳥獣による農作物被害を減らすとともに、市民生活への被害の防止を図る。

＜事業の概要＞
 より効果的に被害を軽減させるため、有害鳥獣の捕獲と被害防除支援を併せて実施する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・鳥獣被害対策に係る研修・会議への旅費
 
 ・猟友会への有害鳥獣捕獲業務の委託
   小笠猟友会菊川３班：90頭 小笠猟友会小笠４班：30頭
 
 ・有害鳥獣被害防止対策協議会への補助金の交付
 
 ・有害鳥獣駆除補助金の交付
   猟友会等に依頼する有害鳥獣（ドバト・カラス等）の捕獲に要する経費の補助
   狩猟免許（わな猟）取得に要する経費の補助
   有害鳥獣侵入防止柵（電気柵等）の設置に要する資材費の補助

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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 15 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 2,470 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 4,659

科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020402008 鳥獣被害防止総合対策交付金 1,240

06款 03項 01目 000200000事業 有害鳥獣対策総務費
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款 06 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 林業費 01 林業振興費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0003 松くい虫防除事業 (簡略番号：010746) 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 532

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 532

＜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 04 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり
 施  策 02 地球温暖化対策・自然環境の保全を推進します（農林課）

＜事業の目的＞
 松くい虫の防除を実施することにより、松くい虫による松枯れ及び松枯れに伴う倒木を防
 ぐ。

＜事業の概要＞
 松くい虫の防除を実施する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・松くい虫防除の実施（実施場所：横地城）

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

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

26 公課費
12 委託料 532 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 532

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

06款 03項 01目 000300000事業 松くい虫防除事業
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款 06 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 林業費 02 緑化推進費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0001 緑化推進活動費 (簡略番号：003908) 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 2,021

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 2,021

＜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 04 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり
 施  策 02 地球温暖化対策・自然環境の保全を推進します（農林課）

＜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 851
19 扶助費
20 貸付金

 市による緑化事業の実施や、緑化団体等が実施する緑化推進事業への支援を行うことによ
 り、市内の緑化推進及び市民の緑化意識の啓蒙を図る。

＜事業の概要＞
 市内の桜の名所保護保存事業や緑化団体等が実施する緑化推進事業に対する支援を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・緑化推進協議会の開催（年5回）
 
 ・緑化推進に係る旅費
 
 ・桜の名所保護保存事業等の実施
 
 ・緑化団体等への補助金、負担金等の交付
   静岡県グリーンバンク負担金
   静岡県さくらの会負担金
   緑化推進協議会補助金
   花の会補助金

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 119 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

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 1,044 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 2,021

科目名称 本年度当初 前年度当初

06款 03項 02目 000100000事業 緑化推進活動費
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款 06 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 林業費 03 造林事業費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0001 森林整備費 (簡略番号：010621) 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 6,410

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 1

一般財源 6,409

＜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 04 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり
 施  策 02 地球温暖化対策・自然環境の保全を推進します（農林課）

＜事業の目的＞
 間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進を
 推進することにより、温室効果ガスの排出量削減や災害防止を図る。

＜事業の概要＞
 間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に
 係る事業を実施する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・森林経営管理法に係る研修・会議等への旅費
 
 ・森林経営管理制度に基づく森林整備に向けた事前調査及び意向調査の実施 
 

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
10 需用費 25 寄附金
11 役務費

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

26 公課費
12 委託料 6,406 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 6,410

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 18010201008 森林環境整備基金積立金利子 1

06款 03項 03目 000100000事業 森林整備費
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款 11 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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）

災害復旧費 項 農林水産施設災害復旧費 01 農業用施設災害復旧費 所属 0101070400-0000 農林課

事　　業

0001 市単独災害復旧事業費（農林課） (簡略番号：007450) 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

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 15

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 01 農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり
 施  策 05 農業生産基盤の整備と維持管理を行います

＜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
20 貸付金

 自然災害により被災した農業用施設等の復旧を行う。

＜事業の概要＞
 自然災害により被災した農業用施設等の復旧を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 災害発生時に備えての予備的予算

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

3

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 5 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 7

合　計 15

科目名称 本年度当初 前年度当初

11款 01項 01目 000100000事業 市単独災害復旧事業費（農林課）
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款 06 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 03 農業振興費 所属 0101070500-0000 茶業振興課

事　　業

0015 茶業振興費 (簡略番号：003578) 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 13,161

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 7,974

一般財源 5,187

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 02 活力と魅力のある茶のまちづくり
 施  策 02 茶の消費拡大を図ります

＜事業の目的＞
 菊川市の基幹作物であるお茶の消費拡大を図る。

＜事業の概要＞
 菊川茶の宣伝及び消費拡大事業等を実践し、茶業の安定及び発展を図ることを目的とした
 、菊川市茶業協会への負担金。
 また、菊川茶の宣伝や、県内外消費者を招き茶産地からの情報発信を行うグリーンツーリ
 ズム事業を実施する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・菊川市茶業協会への支援
 ・菊川茶消費拡大事業
 （菊川茶宣伝事業、ペットボトルＰＲ、給茶機設置）
 ・茶交流促進（グリーンツーリズム）事業委託

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 746 25 寄附金
11 役務費

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 10,915
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

26 公課費
12 委託料 1,303 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 197 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 13,161

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
寄附金 19010201003 「活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち」寄附金 7,974

06款 01項 03目 001500000事業 茶業振興費
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款 06 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 03 農業振興費 所属 0101070500-0000 茶業振興課

事　　業

0016 農業振興総務費（茶業振興課） (簡略番号：003692) 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 714

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 714

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 02 活力と魅力のある茶のまちづくり
 施  策 01 活力ある茶業の振興を推進します

＜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
144 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 530
19 扶助費
20 貸付金

 菊川市の茶業振興を推進する。

＜事業の概要＞
 菊川市茶業振興計画の進捗を図るため、茶業審議会と茶業振興計画検討委員会を開催する
 。
 また、茶文化の継承、海外への普及事業を推進する世界緑茶協会を支援する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・茶業審議会の開催
 ・茶業振興計画検討委員会の開催
 ・世界緑茶協会への支援

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 18 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 15 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
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

合　計 714

科目名称 本年度当初 前年度当初

06款 01項 03目 001600000事業 農業振興総務費（茶業振興課）
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款 06 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 03 農業振興費 所属 0101070500-0000 茶業振興課

事　　業

0017 茶生産経営体育成推進事業費 (簡略番号：010883) 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 1,450

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 1,450

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 02 活力と魅力のある茶のまちづくり
 施  策 01 活力ある茶業の振興を推進します

＜事業の目的＞
 将来にわたる安定的な茶生産経営体を育成する。

＜事業の概要＞
 茶生産経営体の育成等を目的に組織され、事業を行う団体を支援する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・茶業委員会への支援
 ・遠州夢咲茶業振興連絡協議会への補助
 ・茶生産経営体育成事業への支援

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

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 1,450
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

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
15 原材料費 合　計 1,450

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

06款 01項 03目 001700000事業 茶生産経営体育成推進事業費
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款 06 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 03 農業振興費 所属 0101070500-0000 茶業振興課

事　　業

0019 茶園管理推進事業費 (簡略番号：010885) 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 4,221

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 350
地方債
その他

一般財源 3,871

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 02 活力と魅力のある茶のまちづくり
 施  策 01 活力ある茶業の振興を推進します

＜事業の目的＞
 生産性の高い茶業を図るため、茶園整備や農地利用集積等を推進する。
 また、より信頼性の高い生産体制を図るため、ＧＡＰ制度等の活用を推進する。

＜事業の概要＞
 茶園整備事業、品評会出品、残留農薬分析等に対する支援を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・茶園集積推進事業費補助
 ・茶品評会出品に対する奨励
 ・茶園整備、かん水施設整備への補助
 ・残留農薬分析実施に対する補助
 ・環境保全茶栽培事業への補助

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 1,800 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

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 2,421
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

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
15 原材料費 合　計 4,221

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 17020402019 茶園集積推進事業費補助金 350

06款 01項 03目 001900000事業 茶園管理推進事業費
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款 06 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 03 農業振興費 所属 0101070500-0000 茶業振興課

事　　業

0020 茶文化継承事業費 (簡略番号：003567) 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 882

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 882

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 02 活力と魅力のある茶のまちづくり
 施  策 03 茶文化を継承します

＜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 366
19 扶助費
20 貸付金

 高品質な茶生産と生物多様性の保全が両立する世界農業遺産「静岡の茶草場農法」を推進
 するとともに、菊川市が歴史と共に引き継いできた緑豊かな茶園景観や茶文化を継承し、
 若年層への緑茶普及を継続的に実施する。

＜事業の概要＞
 世界農業遺産「静岡の茶草場農法」を推進し、本農法によりつくられたお茶のPRを実施す
 る。
 また、小学生への茶業学習や市内外の人を対象としたお茶の淹れ方教室を実施する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・世界農業遺産「静岡の茶草場農法」推進協議会への支援
 ・茶草場農法ＰＲ実施に関する費用
 ・お茶の淹れ方事業委託

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

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

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 217 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 148 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 151 予備費
14 工事請負費

合　計 882

科目名称 本年度当初 前年度当初

06款 01項 03目 002000000事業 茶文化継承事業費
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款 06 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

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 03 農業振興費 所属 0101070500-0000 茶業振興課

事　　業

0021 農業経営基盤強化推進費（茶業振興課） (簡略番号：010886) 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 484,636

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 484,636
地方債
その他

一般財源

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 03 活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち
 政  策 02 活力と魅力のある茶のまちづくり
 施  策 02 茶の消費拡大を図ります

＜事業の目的＞
 産地の収益力強化と担い手の経営発展のため、産地・担い手の発展の状況に応じて必要な
 機械・施設の導入等を総合的に支援する。

＜事業の概要＞
 国・県等が実施する事業を活用し、農業者等が実施する機械・施設等の導入等に対し支援
 する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・産地生産基盤パワーアップ事業費補助

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

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 484,636
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

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
15 原材料費 合　計 484,636

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 17020402021 産地生産基盤パワーアップ事業費補助金（茶業振興課） 484,636

06款 01項 03目 002100000事業 農業経営基盤強化推進費（茶業振興課）
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歳入 （単位：千円）

R2 R1

14 1 1 1 土地改良費分担金 農林課 農林課 7,878 20,199 ▲ 12,321

●牧之原畑地総合事業分担金　453千円
「特財(その他)」
　牧之原畑総事業償還金に係る地元負担金
　＜充当先＞6.2.4.2（牧之原畑総事業推進費）　453千円
●河東地区用水整備事業分担金　7,425千円
「特財(その他)」
　県営水利施設整備事業（河東地区）に係る地元負担金
　＜充当先＞6.2.4.5（水利施設整備事業費）　7,425千円

14 1 2 1 道路橋梁費分担金 建設課 建設課 178 300 ▲ 122

軽舗装地元分担金　178千円
「特財（その他）」
　市単独市道舗装改良事業の地元分担金　負担率5％、10％
　＜充当先＞8.2.3.2（市単独市道舗装改良整備事業費）178千円

14 2 3 1 道路橋梁費負担金 建設課 ― 450 0 450

同級他団体施行事業負担金　450千円
「特財（その他）」
　佐栗谷トンネル定期点検に係る負担金　負担率50％
　＜充当先＞8.2.2.4（社会資本整備総合交付金事業道路橋梁長寿命化）450千円

15 1 4 1
野外宿泊施設使用
料

商観課 商観課 1,150 896 254

野外宿泊施設使用料　1,150千円
「特財（その他）」
　火剣山キャンプ場のバンガロー及びキャンプサイトの使用料
　＜充当先＞7.1.4.1(火剣山キャンプ場管理費)　1,150千円

15 1 5 1 道路使用料 建設課 建設課 39,162 38,164 998

●道水路占用料　39,161千円
「特財（その他）」
　道水路に設置された電柱・管路・進入路などの現年度分の占用料
　＜充当先＞8.2.1.6（占用システム管理費）1,278千円
●過年度分道水路占用料　1千円
「一財」
　道水路に設置された電柱・管路・進入路などの過年度分の占用料

15 1 5 2 住宅使用料 都計課 都計課 51,910 56,155 ▲ 4,245

●市営住宅使用料　47,355千円
「特財（その他）」
　市営住宅（３団地、計210戸）の使用料
　＜充当先＞8.5.1.4（市営住宅管理費）13,210千円
　　　　　　8.5.1.5（社会資本整備総合交付金事業 市営住宅長寿命化）21,650千円
●市営住宅駐車場使用料　4,266千円
「一財」
　市営住宅の駐車場使用料
●滞納繰越分（市営住宅使用料）　242千円
「一財」
　市営住宅使用料の滞納繰越分
●滞納繰越分（市営住宅駐車場使用料）　47千円
「一財」
　市営住宅駐車場使用料の滞納繰越分

15 1 5 3 公園使用料 都計課 都計課 116 112 4

●公園占用料　114千円
「特財（その他）」
　公園内における電柱（中電及びNTT）等の占用料
　＜充当先＞8.4.6.2（都市公園管理費）　114千円
●公園施設目的外使用料　2千円
「特財（その他）」
　公園内における目的外利用料
　＜充当先＞8.4.6.2（都市公園管理費）　2千円

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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R2 R1
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

15 1 7 1 ため池使用料 農林課 ― 4,118 0 4,118

ため池占用料　4,118千円
「特財（その他）」
　稲荷部池、大鹿池への太陽光発電施設設置による占用料
　＜充当先＞6.2.3.2（農業施設維持管理費）　3,488千円
　　　　　　9.1.5.2（防災施設等管理費）　　　630千円

15 2 3 1
鳥獣飼養許可手数
料

農林課 農林課 13 13 0

鳥獣飼養許可手数料　13千円
「特財(その他)」
　鳥獣飼養許可（メジロ）登録に係る手数料
　＜充当先＞6.1.2.2（職員給与費（農林課・農業総務費））　13千円

15 2 3 2 嘱託登記手数料 農林課 農林課 3 3 0

農業経営基盤強化促進法嘱託登記手数料　3千円
「特財(その他)」
　農業経営基盤強化促進法における嘱託登記手数料
 　＜充当先＞6.1.2.2（職員給与費（農林課・農業総務費））　3千円

15 2 4 1 都市計画費手数料 都計課 都計課 1,520 1,474 46

●屋外広告物許可申請手数料　1,390千円
「特財（その他）」
　屋外広告物許可申請に係る手数料
　＜充当先＞8.4.1.6職員給与費（都市計画課）1,390千円
●開発行為許可申請手数料　130千円
「特財（その他）」
　開発行為許可申請に係る手数料
　＜充当先＞8.4.1.6職員給与費（都市計画課）130千円

15 2 4 2 督促手数料 都計課 都計課 1 1 0
●市営住宅使用料督促手数料　1千円
「一財」
　市営住宅使用料に係る督促手数料

16 2 4 1 道路橋梁費補助金 建設課 建設課 188,008 221,241 ▲ 33,233

●市道赤土高橋線社会資本整備総合交付金　7,700千円
「特財（国）」（補助率55/100）
　市道赤土高橋線整備事業に係る補助金
　＜充当先＞8.2.3.5(社会資本整備総合交付金事業市道赤土高橋線)　7,700千円
●防災・安全社会資本整備総合交付金　917千円
「特財（国）」（補助率1/2）
　土砂災害防止法に基づくハザードマップ作成に係る補助金
　＜充当先＞8.2.1.4（土砂災害ハザードマップ作成費）　917千円
●市道大須賀金谷線社会資本整備総合交付金　31,941千円
「特財（国）」（補助率1/2）
　市道大須賀金谷線整備事業に係る補助金
　＜充当先＞8.2.3.6(社会資本整備総合交付金事業市道大須賀金谷線)　31,941千円
●道路橋梁長寿命化事業社会資本整備総合交付金　147,450千円
「特財（国）」（補助率55/100）
　道路橋梁長寿命化事業に係る交付金
　＜充当先＞8.2.2.4（社会資本整備総合交付金事業道路橋梁長寿命化）　131,450千円
「特財（国）」（補助率1/2）
　防災・安全交付金事業に係る交付金
　＜充当先＞8.2.2.5（社会資本整備総合交付金事業防災・安全交付金）　16,000千円
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所属名称 当　初
予算額

前年度
予算額

差　額目

16 2 4 2 住宅費補助金 都計課 都計課 26,490 18,658 7,832

●既存建築物耐震診断支援事業費補助金　929千円
「特財（国）」（補助率　一般:1/2、割増:1/3）
　耐震診断に係る国の補助金
　＜充当先＞8.5.1.2（建築物等耐震改修促進事業費）929千円
●公営住宅等関連事業推進事業補助金　589千円
「特財（国）」（補助率1/2）
　わが家の専門家診断に係る国の補助金
　＜充当先＞8.5.1.2（建築物等耐震改修促進事業費）589千円
●ブロック塀耐震改修促進社会資本整備交付金　3,324千円
「特財（国）」（補助率1/2）
　ブロック塀撤去・改善に係る国の補助金
　＜充当先＞8.5.1.2（建築物等耐震改修促進事業費）3,324千円
●市営住宅等長寿命化社会資本整備総合交付金　21,648千円
「特財（国）」（補助率1/2）
　上本所団地のＣ棟設計及びＡ棟改修工事に係る国の補助金
　市営住宅の規模増加に伴う補助金の増
　＜充当先＞8.5.1.5（社会資本整備総合交付金事業市営住宅長寿命）　21,648千円

16 2 4 3 都市計画費補助金 都計課 都計課 20,068 26,373 ▲ 6,305

●潮海寺地区計画社会資本整備総合交付金　16,690千円
「特財（国）」（補助率1/2）
　潮海寺地区計画事業に係る国の交付金
　＜充当先＞8.4.5.1（社会資本整備総合交付金事業潮海寺地区計画）　16,690千円
●集約都市形成支援事業補助金　3,378千円
「特財（国）」（補助率1/2）
　立地適正化計画策定に係る国の補助金
　＜充当先＞8.4.1.1（都市計画推進費）3,378千円

16 3 3 1 河川費委託金 建設課 建設課 15,123 15,048 75

樋門樋管操作管理委託金　15,123千円
「特財（国）」
　国土交通省管理分の樋門樋管操作管理委託料
　＜充当先＞8.3.2.1（樋門樋管管理費）　15,123千円

17 2 1 1
土地利用対策費交
付金

都計課 都計課 30 30 0

土地利用規制等対策費交付金　30千円
「特財（県）」（各市町均等割額）
　国土利用計画法に基づく土地取引の届出事務等に係る交付金
　＜充当先＞8.4.1.2（土地利用等対策費）30千円

17 2 4 1 農業委員会交付金 農林課 農林課 4,204 4,118 86

●国有農地等管理処分事業事務取扱交付金　51千円
「特財（県）」（補助率　10/10）
  市内３カ所の国有農地の管理に係る事務交付金
　＜充当先＞6.1.1.3（国有農地等管理処分事業費）　51千円
●農業委員会交付金　3,706千円
「特財（県）」（補助率　10/10）
  農業委員会事務局の職員給与に係る交付金
　＜充当先＞6.1.2.2（職員給与費（農林課・農業総務費））　3,706千円
●機構集積支援事業交付金　447千円
「特財（県）」（補助率　10/10）
  耕作放棄地調査図の印刷費に係る補助金
　＜充当先＞6.1.1.4（農業委員会総務費）　447千円
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予算額

前年度
予算額

差　額目

17 2 4 2 農業振興費補助金 農林課 農林課 8,474 305,194 ▲ 296,720

●農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金　11千円
「特財(県)」（補助率　1/2）
　経営感覚に優れ、効果的かつ安定的な農業経営体を育成するために、農業経営基盤強化
資金の貸付利子に対し交付される補助金
　＜充当先＞6.1.3.10（農業経営基盤強化推進費）　11千円
●環境保全型農業直接支援対策事業費補助金　439千円
「特財(県)」（補助率　3/4）
　自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動を実施する農業者に対
し交付される補助金
　＜充当先＞6.1.3.10（農業経営基盤強化推進費）　439千円
●鳥獣被害防止総合対策交付金　1,240千円
「特財(県)」（補助率　1/2・10/10）
　市の被害防止計画に基づく野生鳥獣による農林水産業等に係る被害の軽減に資する取組
みに対し交付される交付金（有害鳥獣捕獲用備品購入等に要する経費：補助率1/2、有害鳥
獣の捕獲に要する経費：補助率10/10）
　＜充当先＞6.3.1.2（有害鳥獣対策総務費）　1,240千円

17 2 4 2 農業振興費補助金 農林課 農林課

●担い手育成総合対策事業費補助金　2,902千円
「特財(県)」（補助率　10/10）
　農業の担い手育成のための農業次世代人材投資事業及び人・農地問題加速化支援事業に
係る事業費に対し交付される補助金
　＜充当先＞6.1.3.5（担い手確保育成推進費）　2,902千円
●水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金　1,059千円
「特財(県)」（補助率　10/10）
　水田農業経営所得安定対策推進事業に係る事務経費に対し交付される補助金
　＜充当先＞6.1.3.12(水田農業経営所得安定対策推進事業費)　1,059千円

17 2 4 2 農業振興費補助金 農林課 農林課

●水田農業経営所得安定対策推進事業（投資）　2,406千円
「特財(県)」（補助率　10/10）
　水田農業経営所得安定対策推進事業に係る事務経費のうち、備品購入費に対し交付され
る補助金
　＜充当先＞6.1.3.12(水田農業経営所得安定対策推進事業費)　2,406千円
●農地中間管理事業交付金　417千円
「特財(県)」（補助率　10/10）
　農地バンクに農地を貸し付けることにより農業部門の減少やリタイアをする農業者に対
し交付される補助金
　＜充当先＞6.1.3.9（農地中間管理事業推進費）　417千円

17 2 4 2 農業振興費補助金 茶振課 茶振課 484,986 411 484,575

●茶園集積推進事業費補助金　350千円
「特財(県)」（補助率1/2）
　＜充当先＞6.1.3.19（茶園管理推進事業費）　350千円
●産地生産基盤パワーアップ事業費補助金（茶業振興課）　484,636千円
「特財(県)」（補助率10/10）
　＜充当先＞6.1.3.21（農業経営基盤強化推進費(茶業振興課)）　484,636千円
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前年度
予算額

差　額目

17 2 4 3 土地改良費補助金 農林課 農林課 96,787 36,386 60,401

●国営造成施設管理費補助金　6,472千円
「特財(県)」（補助率1/2）
　国営造成にて整備された施設の管理費に対する補助金
　＜充当先＞6.2.2.5（大井川右岸土地改良区事業推進費）　6,472千円
●安全施設整備事業費補助金　1,050千円
「特財(県)」（補助率1/3）
　市で施工する農業農村整備事業費（安全施設）に対する補助金
　＜充当先＞6.2.2.4（県費補助安全施設整備事業費）　1,050千円
●県営造成施設管理費補助金　2,411千円
「特財(県)」（補助率1/2）
　県営造成にて整備された施設の管理費に対する補助金
　＜充当先＞6.2.2.5（大井川右岸土地改良区事業推進費）　2,411千円
●農村地域防災減災事業費補助金　66,511千円
「特財(県)」（補助率10/10・95％）
　農村地域防災減災事業（ため池耐震調査・河川工作物応急対策事業）に対する補助金
（ため池耐震調査：補助率10/10、河川工作物応急対策事業：補助率95％）
　＜充当先＞6.2.2.3（農村地域防災減災事業費）　60,000千円
　　　　　　6.2.3.2（農業施設維持管理費）　　 　6,511千円
●多面的機能支払交付金　20,163千円
「特財（県）」（補助率3/4）
　多面的機能支払交付金事業に対する補助金
　＜充当先＞6.2.2.1（土地改良補助事業費）　20,163千円
●多面的機能支払推進交付金　180千円
「特財（県）」（補助率10/10）
　多面的機能支払交付金事業を推進するための事務費としての補助金
　＜充当先＞6.2.1.1（土地改良事業総務費）　180千円

17 2 5 1
消費者行政活性化
事業補助金

商観課 商観課 1,482 1,495 ▲ 13

消費者行政強化促進事業費補助金 1,482千円（補助率10/10）
「特財（県）」
　消費者行政活性化事業補助金
　＜充当先＞7.1.5.1(消費者被害防止推進費)　250千円
　　　　　　7.1.5.2(消費生活センター機能強化費)　1,232千円

17 2 6 1 河川費補助金 建設課 建設課 500 12,620 ▲ 12,120

河川愛護補助金　500千円
「特財（県）」
　県管理河川草刈り等愛護活動に対する補助金
　＜充当先＞8.3.2.4（河川維持管理総務費）500千円
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17 2 6 2 住宅費補助金 都計課 都計課 7,751 7,019 732

●建築物等耐震改修促進事業費補助金　647千円
「特財（県）」（補助率　一般1/4、割増1/3）
　耐震診断に係る県の補助金
　＜充当先＞8.5.1.2（建築物等耐震改修促進事業費）　647千円
●ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金　1,662千円
「特財（県）」（補助率1/4）
　ブロック塀撤去・改善に係る県の補助金
　＜充当先＞8.5.1.2（建築物等耐震改修促進事業費）　1,662千円
●わが家の専門家診断事業費補助金　442千円
「特財（県）」（補助率3/8）
　わが家の専門家診断に係る県の補助金
　＜充当先＞8.5.1.2（建築物等耐震改修促進事業費）　442千円
●耐震補強補助金　5,000千円
「特財（県）」（定額450千円/件、割増100千円/件）
　耐震補強に係る県の補助金
　＜充当先＞8.5.1.2（建築物等耐震改修促進事業費）　5,000千円

17 2 6 3 都市計画費補助金 都計課 都計課 18,500 5,610 12,890

都市計画街路事業費補助金　18,500千円
「特財（県）」（補助率1/4）
　自由通路概略設計委託料及び青葉通り嶺田線設計委託料に係る補助金
　＜充当先＞8.4.1.3（駅北整備事業費）　12,750千円
　　　　　　8.4.2.3（県費補助青葉通り嶺田線整備事業）　5,750千円

17 3 1 1 総務費事務委託金 都計課 都計課 27 27 0

国土利用計画法事務交付金　27千円
「特財（県）」（交付額:平成30年度の事務処理件数から県が算定）
　国土利用計画法の遊休土地に係る事務交付金
　＜充当先＞8.4.1.6（職員給与費（都市計画課））　27千円

17 3 1 4
農林水産業費事務
委託金

農林課 農林課 882 1,071 ▲ 189

●森林法に基づく事務交付金　8千円
「特財(県)」（補助率　事務処理件数等に基づき算出される金額）
　県からの権限移譲により市で実施する森林法に基づく事務に係る経費に対して交付され
る交付金
　＜充当先＞6.1.2.2（職員給与費（農林課・農業総務費））　8千円
●農地法事務交付金　650千円
「特財(県)」（補助率　事務処理件数等に基づき算出される金額）
　県からの権限移譲により市で実施する農地法に基づく事務に係る経費に対して交付され
る交付金
　＜充当先＞6.1.2.2（職員給与費（農林課・農業総務費））　650千円
●土地改良法事務交付金　35千円
「特財(県)」（補助率　事務処理件数等に基づき算出される金額）
　県からの権限移譲により市で実施する土地改良法に基づく事務に係る経費に対して交付
される交付金
　＜充当先＞6.2.1.2(職員給与費(農林課・土地改良事業総務費)) 35千円
●鳥獣保護狩猟事務交付金　189千円
「特財(県)」（補助率　事務処理件数等に基づき算出される金額）
　県からの権限移譲により市で実施する鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する
法律に基づく事務に係る経費に対して交付される交付金
　＜充当先＞6.1.2.2（職員給与費（農林課・農業総務費））　189千円
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17 3 1 5 商工費事務委託金 商観課 商観課 109 98 11

●商工会法事務交付金　23千円
「特財（県）」
　商工会法に基づく権限移譲事務交付金
●自然公園法事務交付金　34千円
「特財（県）」
　静岡公園法に基づく権限移譲事務交付金
●計量法事務交付金　52千円
「特財（県）」
　計量法に基づく権限移譲事務交付金
　　＜充当先＞7.1.1.99（職員給与費(商工観光課)）　109千円

17 3 1 6 土木費事務委託金 都計課 都計課 771 653 118

●土採取等規制条例に基づく事務交付金　74千円
「特財（県）」（交付額:平成30年度の事務処理件数から県が算定）
　県からの権限移譲による事務交付金
　＜充当先＞8.4.1.6（職員給与費（都市計画課））　74千円
●長期優良住宅普及促進事務交付金　　 165千円
「特財（県）」（交付額:平成30年度の事務処理件数から県が算定）
　県からの権限移譲による事務交付金
　＜充当先＞8.4.1.6（職員給与費（都市計画課））　165千円
●建築基準法等事務交付金　　　　　　 338千円
「特財（県）」（交付額:平成30年度の事務処理件数から県が算定）
　県からの権限移譲による事務交付金
　＜充当先＞8.4.1.6（職員給与費（都市計画課））　338千円
●建設リサイクル法事務交付金　       145千円
「特財（県）」（交付額:平成30年度の事務処理件数から県が算定）
　県からの権限移譲による事務交付金
　＜充当先＞8.4.1.6（職員給与費（都市計画課））　145千円

17 3 1 6 土木費事務委託金 都計課 都計課

●福祉のまちづくり事務交付金         　8千円
「特財（県）」（交付額:平成30年度の事務処理件数から県が算定）
　県からの権限移譲による事務交付金
　＜充当先＞8.4.1.6（職員給与費（都市計画課））　8千円
●地球温暖化防止条例事務交付金　       6千円
「特財（県）」（交付額:平成30年度の事務処理件数から県が算定）
　県からの権限移譲による事務交付金
　＜充当先＞8.4.1.6（職員給与費（都市計画課））　6千円
●都市低炭素化促進事務交付金　         1千円
「特財（県）」（交付額:平成30年度の事務処理件数から県が算定）
　県からの権限移譲による事務交付金
　＜充当先＞8.4.1.6（職員給与費（都市計画課））　1千円
●建築物省エネ法事務交付金　          34千円
「特財（県）」（交付額:平成30年度の事務処理件数から県が算定）
　県からの権限移譲による事務交付金
　＜充当先＞8.4.1.6（職員給与費（都市計画課））　34千円

17 3 4 1 河川費委託金 建設課 建設課 130 121 9

樋門樋管操作管理委託金　130千円
「特財（県）」
　西方川１号樋管管理委託料
　＜充当先＞8.3.2.1（樋門樋管管理費）　130千円

18 1 1 1 土地建物貸付収入 農林課 農林課 6 6 0

土地建物賃貸料【農林課】　6千円
「特財(その他)」
　月岡地内の市有地貸付に係る賃貸料
　＜充当先＞6.1.2.2（職員給与費（農林課・農業総務費））　6千円
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18 1 1 1 土地建物貸付収入 商観課 商観課 1 1 0

土地建物賃借料【商工観光課】　1千円
「特財（その他）」
　　火剣山キャンプ場に設置されている電柱に係る土地建物賃借料
　　＜充当先＞7.1.4.1（火剣山キャンプ場管理費)　1千円

18 1 1 1 土地建物貸付収入 建設課 建設課 4 4 0
上ノ原雨量遠隔計測装置敷地賃借料【建設課】　4千円
「特財（その他）」
　＜充当先＞8.1.1.3（職員給与費（建設課・土木総務費））　4千円

18 1 2 1 利子及び配当金 農林課 農林課 1 1 0

ふるさと・水と土基金積立金利子　1千円
「特財（その他）」
　ふるさと水と土基金の利子
　＜充当先＞6.2.1.1（土地改良事務総務費）　1千円

19 1 2 1
ふるさと納税寄附
金

商観課 商観課 300,000 170,000 130,000

●「子どもがいきいき育つまち」寄附金　119,590千円
「特財（その他）」
　第２次菊川市総合計画基本目標１の事業に係る寄附金
　＜充当先＞3.2.1.22（幼保施設整備補助費）　20,000千円
　　　　　　3.2.1.27（放課後児童クラブ運営事業費）　10,000千円
　　　　　　4.1.3.1（予防接種費(子育て応援課)）　49,590千円
　　　　　　10.2.1.11（市単独小学校施設整備事業費）　20,000千円
　　　　　　10.3.1.5（市単独中学校施設整備事業費）　20,000千円
●「健康で元気に暮らせるまち」寄附金　34,683千円
「特財（その他）」
　第２次菊川市総合計画基本目標２の事業に係る寄附金
　＜充当先＞4.1.3.2（予防接種費(健康づくり課)　14,683千円
　　　　　　4.1.4.1（病院費）　20,000千円
●「活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち」寄附金　27,974千円
「特財（その他）」
　第２次菊川市総合計画基本目標３の事業に係る寄附金
　＜充当先＞7.1.2.1（商業活動支援事業費）　10,000千円
　　　　　　7.1.4.18（市観光協会連携事業費）　10,000千円
　　　　　　6.1.3.15（茶業振興費）　7,974千円

19 1 2 1
ふるさと納税寄附
金

商観課 商観課

●「快適な環境で安心して暮らせるまち」寄附金　20,161千円
「特財（その他）」
　第２次菊川市総合計画基本目標４の事業に係る寄附金
　＜充当先＞8.2.2.3（市単独道道路維持整備事業費）　10,161千円
　　　　　　8.2.4.1（市単独交通安全施設整備費事業費）　10,000千円
●「まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち」寄附金　3,966千円
「特財（その他）」
　第２次菊川市総合計画基本目標５の事業に係る寄附金
　＜充当先＞2.1.9.8（地域企画推進費）　3,966千円
●「一般寄附金」　93,626千円
「一財」
　一般財源として活用
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22 3 1 1
労働費貸付金元利
収入

商観課 商観課 459,805 443,566 16,239

●勤労者住宅建設資金貸付金元金　417,039千円
　「特財（その他）」
　　市内に自ら居住する住宅を新築若しくは増改築し、又は住宅の用に供
　　する土地取得資金の貸付金元本
　　＜充当先＞5.1.1.1（労働者福祉対策費）　417,039千円
●勤労者住宅建設資金貸付金元金　42,766千円
　「特財（その他）」
　　市内に住所を有する勤労者又はその子弟が大学進学などに必要な教育
　　資金の貸付金元本
　　＜充当先＞5.1.1.1（労働者福祉対策費）　42,766千円

22 4 2 1 農林受託事業収入 農林課 農林課 656 794 ▲ 138

農業者年金事務受託事業収入　656千円
「特財（その他）」（補助率　10/10）
　農業者年金の事務受託に関する事務費
　＜充当先＞6.1.1.2（農業者年金事務費）　656千円

22 5 2 4 農林水産業費雑入 農林課 農林課 6,579 7,107 ▲ 528

●全国農業新聞維持対策費交付金　5千円
「特財(その他)」
　全国農業新聞月購読部数50～90部の交付金
　＜充当先＞6.1.1.4（農業委員会総務費）　5千円
●大井川用水水路清掃費　278千円
「特財(その他)」
　大井川用水水路清掃費として大井川右岸土地改良区からの歳入
　＜充当先＞6.2.1.1（土地改良事業総務費）　174千円
　　　　　　6.2.2.5（大井川右岸土地改良区事業推進費）　104千円
●農用地利用地図等売払代金　1千円
「特財(その他)」
　農用地利用地図の売払に係る代金
　＜充当先＞6.1.2.2（職員給与費（農林課・農業総務費））　1千円
●農家台帳等コピー・印刷代　2千円
「特財(その他)」
　農家台帳のコピー・印刷に係る代金
　＜充当先＞6.1.2.2（職員給与費（農林課・農業総務費））　2千円
●国営造成施設管理費市町村負担分　4,585千円
「特財(その他)」
　国営造成に整備された施設の管理に対する関係市（掛川・袋井・御前崎）からの負担金
　＜充当先＞6.2.2.5（大井川右岸土地改良区事業推進費）　4,585千円
●県営造成施設管理費市負担分　1,708千円
「特財(その他)」
　県営造成により整備された施設の管理に対する関係市（掛川・袋井・御前崎）からの負
担金
　＜充当先＞6.2.2.5（大井川右岸土地改良区事業推進費）　1,708千円
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22 5 2 5 商工費雑入 商観課 商観課 6,973 7,619 ▲ 646

●金融広報委員会推奨事業費助成金　34千円
「特財（その他）」
　「見守りネット研修会」講師謝礼及び会場使用料
　＜充当先＞7.1.5.1（消費者被害防止推進費）　34千円
●小菊荘指定管理者納入金　2,639千円
「特財（その他）」
  指定管理基本協定書により、小菊荘宿泊施設収入額の5％（消費税相当額を除く）が納入
される。
　＜充当先＞7.1.4.9（蓮池公園管理費）　2,527千円
　　　　　　7.1.4.1（小菊荘管理費）　　　112千円
●市町村振興協会助成金　4,300千円
「特財（その他）」（補助率10/10）
　交流・定住促進事業補助金
　＜充当先＞7.1.4.12（交流促進事業費）　4,300千円

22 5 2 6 土木費雑入 都計課 都計課 3,064 5,467 ▲ 2,403

●都市計画地図等売払代金　50千円
「特財（その他）」
　＜充当先＞8.4.1.6（職員給与費（都市計画課））　50千円
●図面等コピー・印刷代　　10千円
「特財（その他）」
　＜充当先＞8.4.1.6（職員給与費（都市計画課））　10千円
●駅南土地区画整理事業清算徴収金　562千円
「一財」
　駅南土地区画整理事業清算徴収金
●公共事業ユニバーサルデザイン化事業助成金　1,920千円
「特財（県）」（補助率10/10）
　都市公園園内照明灯LED交換工事に係る補助金
　＜充当先＞8.4.6.4（都市公園整備事業費）　1,920千円
●公園施設電気料等使用者負担金　189千円
「特財（その他）」
　＜充当先＞8.4.6.2（都市公園管理費）　189千円
●公園施設自販機等設置手数料　333千円
「特財（その他）」
　＜充当先＞8.4.6.2（都市公園管理費）　333千円

22 5 2 6 土木費雑入 建設課 建設課 2 2 0

●地形図等販売代　1千円
「特財（その他）」
　＜充当先＞8.1.1.3（職員給与費（建設課・土木総務費））　1千円
●道路台帳等コピー代　1千円
「特財（その他）」
　＜充当先＞8.1.1.3（職員給与費（建設課・土木総務費））　1千円

23 1 1 1
農業農村整備事業
債

農林課 農林課 15,500 48,000 ▲ 32,500

農山漁村地域整備事業債　15,500千円
「特財（その他）」（充当率90％）
　河東地区用水整備事業負担金に対する公共事業等債
　＜充当先＞6.2.4.5（水利施設整備事業費）　15,500千円
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23 1 2 2
道路橋梁整備事業
債

建設課 建設課 103,500 130,200 ▲ 26,700

●道路橋梁整備事業債　30,200千円
「特財（市債）」（充当率90％）
　市道大須賀金谷線整備事業費に係る起債
　＜充当先＞8.2.3.6（社会資本整備総合交付金事業市道大須賀金谷線）　30,200千円
●道路橋梁長寿命化整備事業債　73,300千円
「特財（市債）」（充当率90％、100％）
　橋梁長寿命化事業に係る起債
　＜充当先＞8.2.2.4（社会資本整備総合交付金事業道路橋梁長寿命化）　64,800千円
「特財（市債）」（充当率90％）
　防災・安全交付金事業に係る起債
　＜充当先＞8.2.2.5（社会資本整備総合交付金事業防災・安全交付金）　8,500千円

23 1 2 4
地区計画推進事業
債

都計課 都計課 16,400 9,300 7,100

●地区計画推進事業債　16,400千円
「特財（市債）」（充当率90％）
　潮海寺地区計画事業に係る起債
　＜充当先＞8.4.5.1（社会資本整備総合交付金事業潮海寺地区計画）　16,400千円

23 1 5 1 合併特例債 建設課 建設課 42,700 41,000 1,700

合併特例債【建設課】　42,700千円
「特財（市債）」（充当率95％）
　・静岡県道路改良事業（掛川浜岡線）の負担金に係る起債
　＜充当先＞8.2.3.4（県道整備事業費）9,500千円
　・市道赤土高橋線整備事業費に係る起債
　＜充当先＞8.2.3.5（社会資本整備総合交付金事業市道赤土高橋線）33,200千円

23 1 5 1 合併特例債 都計課 都計課 17,000 29,500 ▲ 12,500

●合併特例債【都市計画課】　17,000千円
「特財（県）」（充当率95％）
　青葉通り嶺田線設計委託料に係る起債
　＜充当先＞8.4.2.3（県費補助青葉通り嶺田線整備事業）　17,000千円

1,953,012 1,666,057 286,955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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