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款 02 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）

総務費 項 総務管理費 10 電源立地対策費 所属 0101020100-0000 危機管理課

事　　業

0001 広報・調査等事業費 (簡略番号：001113) 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 1,465

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 1,463
地方債
その他

一般財源 2

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 56 市災害対策の充実
 概  要  02 浜岡原発への対応
 事  務  01 静岡県原子力防災対策

＜事業の目的＞
 原子力発電に関する知識の普及並びに原子力発電施設が住民の活動に及ぼす影響に関する

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 90
19 扶助費

05 災害補償費 20

 調査及び連絡調整に資するために交付される広報・調査等交付金により事業を実施する。

＜事業の概要＞
 原子力に関する各種研修会への参加及び負担金

＜令和２年度実施内容＞
 ・連合自治会役員原子力研修会
 ・浜岡原子力発電所安全等庁内対策委員会視察研修
 ・研修会等参加費用
 ・原子力政策に係る負担金（静岡県原子力発電所環境安全協議会負担金・静岡県原子力発
 電所環境安全協議会負担金）

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 899 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 476 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 1,465

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 17020102003 原子力発電施設等広報・調査等交付金 1,463

02款 01項 10目 000100000事業 広報・調査等事業費
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款 09 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）

消防費 項 消防費 04 水防費 所属 0101020100-0000 危機管理課

事　　業

0001 水防団活動費 (簡略番号：005103) 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 1,102

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 118
地方債
その他

一般財源 984

＜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 08 自主防災組織の体制及び連携強化を図ります

＜事業の目的＞
 水防団の活動や水防訓練に要する経費

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
05 災害補償費 20

＜事業の概要＞
 水防団出動に要する手当、水害対策に必要な資機材の購入

＜令和２年度実施内容＞
 ・水防団出動手当
 ・水防資機材購入（鉄杭、水防団用雨合羽等）
 ・水防訓練の実施に必要な経費（放送設備借上料、会場使用料）
 ・土のう用砂の原材料費

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等 500
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 505 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 29 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 68 合　計 1,102

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） 118

09款 01項 04目 000100000事業 水防団活動費
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款 09 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）

消防費 項 消防費 04 水防費 所属 0101020100-0000 危機管理課

事　　業

0002 水防施設等管理費 (簡略番号：005116) 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 568

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 144
地方債
その他

一般財源 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 01 防災力を高めるまちづくり
 施  策 03 災害に強いまちをつくります（危機管理課）

＜事業の目的＞
 水防施設の維持管理に要する経費

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 435
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
05 災害補償費 20

＜事業の概要＞
 水防倉庫の維持管理費、国交省河川情報共有システムに係る電柱共架代、ふじのくに防災
 情報共有システムの維持管理費

＜令和２年度実施内容＞
 ・水防倉庫の光熱水費（加茂、河川防災ステーション）、火災保険料
 ・ふじのくに防災情報共有システムの回線使用料、コンピューターソフト使用料、端末の
 更新に伴う備品購入費
 ・国交省河川情報共有システムに係る電柱共架代

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 20 25 寄附金
11 役務費 86 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 568

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） 144

09款 01項 04目 000200000事業 水防施設等管理費
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款 09 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）

消防費 項 消防費 04 水防費 所属 0101020100-0000 危機管理課

事　　業

0003 水防施設整備事業費 (簡略番号：005128) 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 65,325

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 260
地方債 61,100
その他 2,479

一般財源 1,486

＜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 03 災害に強いまちをつくります（危機管理課）

＜事業の目的＞
 国土交通省が菊川水系を対象とする復旧活動の拠点として、おおぞら認定こども園南側の

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 897
18 負担金､補助及び交付金 42,982
19 扶助費

05 災害補償費 20

 敷地に河川防災ステーションを整備する。

＜事業の概要＞
 令和２年度内の竣工を目標として、市の水防活動拠点とするための水防ステーション及び
 グラウンド利用者と兼用するトイレの整備を進める。

＜令和２年度実施内容＞
 ・トイレ設置事業費（男性用大１・小２、女性用大２、多目的トイレ）
 ・池村水防倉庫の老朽化に伴う解体費
 ・河川防災ステーション建設に伴う国土交通省への建設負担金
 ・備品購入費（会議室へテレビ１台、水防倉庫へ水難救助用レスキューボート１台）

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 92 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 7 予備費
14 工事請負費 21,347
15 原材料費 合　計 65,325

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） 260

諸収入 22050207033 公共事業ユニバーサルデザイン化事業助成金 2,479
地方債 23010302004 河川防災ステーション屋外トイレ整備事業債 18,200
地方債 23010302005 河川防災ステーション整備事業債 42,900

09款 01項 04目 000300000事業 水防施設整備事業費
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款 09 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）

消防費 項 消防費 04 水防費 所属 0101020100-0000 危機管理課

事　　業

0004 公用車管理費（水防車） (簡略番号：005135) 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 120

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 120

＜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 03 災害に強いまちをつくります（危機管理課）

＜事業の目的＞
 水防車（ジムニー）の維持管理に要する経費

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
05 災害補償費 20

＜事業の概要＞
 水防車（ジムニー）の燃料費、車検に要する経費

＜令和２年度実施内容＞
 ・燃料費
 ・修繕料
 ・車検に必要な役務費、公課費

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 83 25 寄附金
11 役務費 28 26 公課費 9
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 120

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

09款 01項 04目 000400000事業 公用車管理費（水防車）
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款 09 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）

消防費 項 消防費 04 水防費 所属 0101020100-0000 危機管理課

事　　業

0005 水防総務費 (簡略番号：005140) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 64

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 64

＜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 03 災害に強いまちをつくります（危機管理課）

＜事業の目的＞
 水防対策に係る事務的経費

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
05 災害補償費 20

＜事業の概要＞
 水防協議会委員への報酬や水防活動時に建設事業組合等を派遣するための委託料

＜令和２年度実施内容＞
 ・菊川市水防協議会委員報酬
 ・災害時応急対策業務委託料

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 24
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 40 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 64

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

09款 01項 04目 000500000事業 水防総務費
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款 09 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）

消防費 項 消防費 05 防災対策費 所属 0101020100-0000 危機管理課

事　　業

0002 防災施設等管理費 (簡略番号：005156) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 16,025

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 630

一般財源 15,395

＜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 01 防災力を高めるまちづくり
 施  策 03 災害に強いまちをつくります（危機管理課）

＜事業の目的＞
 防災施設の維持管理に要する経費

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 862
19 扶助費

05 災害補償費 20

＜事業の概要＞
 防災資機材等修繕料、同報無線付属機器「音声自動応答装置」に係るNTT基本料金、各種
 防災無線保守点検委託料、同報無線屋外子局の維持管理に要する費用

＜令和２年度実施内容＞
 ・防災資機材の消耗品費、修繕料、燃料費
 ・同報無線屋外子局の光熱水費
 ・同報無線音声自動応答装置、同報無線の通信料、ＮＴＴ防災ファックスの通信料
 ・無線機の定期検査、再免許申請等の手数料
 ・防災施設（中央防災倉庫、デジタル地域防災無線中継局、水道事務所防災倉庫）の火災
 保険料
 ・防災倉庫等の保守点検業務委託、無線機・同報無線等の保守点検委託料
 ・同報無線屋外子局の用地借地料

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 2,418 25 寄附金
11 役務費 2,356 26 公課費
12 委託料 9,205 27 繰出金 1,144
13 使用料及び賃借料 40 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 16,025

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
使用料 15010701001 ため池占用料 630

09款 01項 05目 000200000事業 防災施設等管理費
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款 09 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）

消防費 項 消防費 05 防災対策費 所属 0101020100-0000 危機管理課

事　　業

0003 地域防災計画策定費 (簡略番号：005191) 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 296

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 296

＜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 03 災害に強いまちをつくります（危機管理課）

＜事業の目的＞
 災害対策基本法に基づき、市民の生命と財産を災害から守るため、国の防災基本計画に基

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
05 災害補償費 20

 づき菊川市の地域に係る防災に関し、市の行政機構をもとに処理すべき事務を中心とした
 それぞれの関係機関及び団体を網羅した総合的な計画として定め、もって防災活動の効果
 的な実施を図る。

＜事業の概要＞
 防災会議委員への報酬や地域防災計画の作成に必要な経費

＜令和２年度実施内容＞
 ・防災会議の開催
 ・地域防災計画作成のための印刷製本費、消耗品費

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 15
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 281 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 296

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

09款 01項 05目 000300000事業 地域防災計画策定費
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款 09 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）

消防費 項 消防費 05 防災対策費 所属 0101020100-0000 危機管理課

事　　業

0005 大規模地震対策等総合支援事業費 (簡略番号：005222) 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 46,350

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 14,737
地方債
その他 1,160

一般財源 30,453

＜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 03 災害に強いまちをつくります（危機管理課）

＜事業の目的＞
 災害に強いまちづくりのため、防災知識の取得及び防災意識の向上のための情報発信を行

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 11,958
18 負担金､補助及び交付金 16,635
19 扶助費

05 災害補償費 20

 うとともに、備蓄食料の更新及び市・地域の防災資機材整備を進め、市、地域及び市民の
 全ての防災力向上を図る。

＜事業の概要＞
 公助として、菊川市防災資機材備蓄計画に沿って物資の確保に努める。共助として、自主
 防災会備蓄資機材の購入支援を行う。自助として、対象者への補助金交付や委託事業を実
 施し対策の支援をする。

＜令和２年度実施内容＞
 ・防災ラジオの購入、備蓄食料の更新及び消耗品や備品等の購入（公助）
 ・自主防災組織資機材整備費補助金の実施（共助）
 ・家具転倒防止対策委託料（要配慮者対象）（自助）
 ・感震ブレーカー設置費、耐震シェルター設置費、防災ベッドの購入費に対する補助金（
 自助）

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 16,071 25 寄附金
11 役務費 326 26 公課費
12 委託料 1,360 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 46,350

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） 14,737

諸収入 22050207017 防災ラジオ売却代 9
諸収入 22050207018 都市自治振興協会防災対策事業等交付金 1,000
諸収入 22050207024 静岡県市町村振興協会地震・津波対策等減災交付金 151

09款 01項 05目 000500000事業 大規模地震対策等総合支援事業費
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款 09 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）

消防費 項 消防費 05 防災対策費 所属 0101020100-0000 危機管理課

事　　業

0006 国民保護計画費 (簡略番号：005236) 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 12

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 12

＜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 03 災害に強いまちをつくります（危機管理課）

＜事業の目的＞
 武力攻撃事態等における国民の生命、身体および財産を保護し、武力攻撃に伴う被害を最

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
05 災害補償費 20

 小に抑えるため、保護のための措置に関する法律（平成16年法律第112号）第40条第８項
 の規定に基づき、菊川市国民保護協議会の組織及び運営を行う。

＜事業の概要＞
 菊川市国民保護計画に軽微でない修正がある場合に協議会を開催する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・国民保護協議会委員への報酬（支払対象者４人）

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 12
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 12

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

09款 01項 05目 000600000事業 国民保護計画費
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款 09 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）

消防費 項 消防費 05 防災対策費 所属 0101020100-0000 危機管理課

事　　業

0007 防災啓発事業費 (簡略番号：005240) 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 915

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 77
地方債
その他 199

一般財源 639

＜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 09 市民の防災意識の高揚を図ります（危機管理課）

＜事業の目的＞
 防災に関する知識を高め、防災に対する意識の向上を図ることを目的とし、大人から子供

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
05 災害補償費 20

 まで、誰もが気軽に参加できるイベント及び講演会を開催する。

＜事業の概要＞
 市民が防災に関する知識を習得する場として防災フェア及び防災講演会を開催する。また
 、地区から求められるＨＵＧ等の防災講座を菊川市防災士委員会へ依頼するための謝礼。

＜令和２年度実施内容＞
 ・菊川市防災フェアを開催するための報償費、旅費、需用費、手数料、会場使用料
  開催予定時期：令和２年５月１７日（日） 
  会場：文化会館アエル
 ・防災講座開催のための講師謝礼 

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 140 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 553 25 寄附金
11 役務費 33 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 189 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 915

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） 77

諸収入 22050207032 地域振興セミナー開催事業補助金 199

09款 01項 05目 000700000事業 防災啓発事業費
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款 09 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）

消防費 項 消防費 05 防災対策費 所属 0101020100-0000 危機管理課

事　　業

0008 防災施設等整備事業費 (簡略番号：005259) 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 11,721

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 3,839
地方債 7,600
その他

一般財源 282

＜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 03 災害に強いまちをつくります（危機管理課）

＜事業の目的＞
 南海トラフ巨大地震等災害に備えるため、防災資機材・非常用飲食料等の備蓄を拡充する

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 11,721
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
05 災害補償費 20

 ための基盤整備を進める。

＜事業の概要＞
 防災拠点施設への災害時用備蓄施設等の整備

＜令和２年度実施内容＞
 ・西方地区センター、町部地区センター、内田地区センター、横地地区センター、河城地
 区センターへの防災倉庫整備を実施する。

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 11,721

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） 3,839

地方債 23010302001 防災倉庫整備事業債 7,600

09款 01項 05目 000800000事業 防災施設等整備事業費
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款 09 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）

消防費 項 消防費 05 防災対策費 所属 0101020100-0000 危機管理課

事　　業

0009 放射線防護施設管理費 (簡略番号：005263) 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 1,433

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 1,432
地方債
その他

一般財源 1

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 56 市災害対策の充実
 概  要  02 浜岡原発への対応
 事  務  02 菊川市原子力防災対策

＜事業の目的＞
 放射線防護施設として整備された施設の維持管理に関する経費

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
05 災害補償費 20

＜事業の概要＞
 みねだ会館及びみなみやま会館の機能保全に必要な維持管理費

＜令和２年度実施内容＞
 ・放射線防護対策施設（嶺田・小笠南）の管理業務委託料

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 1,433 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 1,433

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 17020102008 放射線防護施設管理費補助金 1,432

09款 01項 05目 000900000事業 放射線防護施設管理費
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款 09 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）

消防費 項 消防費 05 防災対策費 所属 0101020100-0000 危機管理課

事　　業

0010 防災対策総務費 (簡略番号：005267) 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 2,643

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 2,643

＜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 03 災害に強いまちをつくります（危機管理課）

＜事業の目的＞
 防災対策に要する事務的経費や協議会への負担金

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 2,414
19 扶助費

05 災害補償費 20

＜事業の概要＞
 防災対策に要する需要費、事務的経費、防災対策に係る会議・研修会等旅費、防災ネット
 ワーク端末に係る消耗品代等及び県防災無線運営協議会など４団体への負担金、ふじのく
 に防災士養成講座受講費用に対する補助金

＜令和２年度実施内容＞
 ・防災対策に係る普通旅費、需用費、役務費
 ・負担金（都市災害対策連絡会負担金、県防災無線運営協議会負担金、無線講習会負担金
 、県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金）
 ・ふじのくに防災士養成事業補助金

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 162 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 17 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 2,643

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

09款 01項 05目 001000000事業 防災対策総務費
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款 09 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）

消防費 項 消防費 05 防災対策費 所属 0101020100-0000 危機管理課

事　　業

0011 自主防災組織事業費 (簡略番号：010206) 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 1,591

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 163
地方債
その他

一般財源 1,428

＜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 08 自主防災組織の体制及び連携強化を図ります

＜事業の目的＞
 自主防災会を対象とした説明会の開催、防災指導員の活動支援をとおして地域防災力の向

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 409
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
05 災害補償費 20

 上を推進する。

＜事業の概要＞
 防災指導員の活動に要する報償費、消耗品、備品の購入

＜令和２年度実施内容＞
 ・防災指導員への謝礼、会議及び研修の日当（31人分）
 ・防災指導員の次年度任期更新に伴う消耗品費、備品購入費

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 1,054 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 84 25 寄附金
11 役務費 44 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 1,591

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020801002 地震・津波対策等減災交付金（業務活動） 163

09款 01項 05目 001100000事業 自主防災組織事業費
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款 09 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）

消防費 項 消防費 05 防災対策費 所属 0101020100-0000 危機管理課

事　　業

0012 防災訓練事業費 (簡略番号：010207) 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 221

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 221

＜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 11 市民の防災活動への参加を推進します（危機管理課）

＜事業の目的＞
 大規模地震に備え、地域における協力体制の確認や情報伝達体制の強化を図る。

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
05 災害補償費 20

＜事業の概要＞
 訓練参加者や医療救助者の事故に対する保険料。訓練時に防災研修を行うための講師旅費
 。

＜令和２年度実施内容＞
 ・防火防災訓練災害補償等保険料
 ・災害時医療救護者保険料
 ・防災訓練等災害補償費
 ・気象台職員派遣に伴う旅費

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金 1
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 216 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 221

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

09款 01項 05目 001200000事業 防災訓練事業費
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款 09 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）

消防費 項 消防費 05 防災対策費 所属 0101020100-0000 危機管理課

事　　業

0013 情報伝達・避難体制対策事業 (簡略番号：010208) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 8,347

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 1,666
地方債
その他 1,340

一般財源 5,341

＜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 13 避難情報の適切な伝達と避難体制の強化を図ります（危機管理課）

＜事業の目的＞
 地震等の災害に備えた情報伝達手段の確保及び住民避難体制の構築に取り組む。

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
05 災害補償費 20

＜事業の概要＞
 県と防災情報共有に必要なシステムの費用及び情報発信のシステムを維持するための費用
 。ハザードマップの更新に伴う委託料

＜令和２年度実施内容＞
 ・ふじのくに防災情報共有システムの通信運搬費
 ・職員参集安否確認システム使用料
 ・総合情報配信システム（茶こちゃんメール）使用料
 ・ハザードマップ作成業務委託料

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 443 26 公課費
12 委託料 5,000 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 2,904 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 8,347

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） 1,666

繰入金 20020301001 緊急地震対策基金繰入金 750
諸収入 22050207024 静岡県市町村振興協会地震・津波対策等減災交付金 555
諸収入 22050207034 ハザードマップ広告掲載料 35

09款 01項 05目 001300000事業 情報伝達・避難体制対策事業
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款 09 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）

消防費 項 消防費 05 防災対策費 所属 0101020100-0000 危機管理課

事　　業

0015 女性の防災啓発事業費 (簡略番号：010210) 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 65

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 1
地方債
その他 60

一般財源 4

＜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 09 市民の防災意識の高揚を図ります（危機管理課）

＜事業の目的＞
 男女共同参画の視点に配慮した様々な課題解決の取組みを促進するため、女性が防災活動

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
05 災害補償費 20

 に参画することの重要性を周知する。

＜事業の概要＞
 女性目線での防災対策を推進するため防災講演会を開催する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・講演会を開催するための報償費、旅費、需用費、会場使用料
  開催予定時期：令和２年11月中旬
  会場：文化会館アエル

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 37 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 5 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 23 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 65

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） 1

諸収入 22050207032 地域振興セミナー開催事業補助金 60

09款 01項 05目 001500000事業 女性の防災啓発事業費
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款 09 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）

消防費 項 消防費 05 防災対策費 所属 0101020100-0000 危機管理課

事　　業

0016 公用車管理費（危機管理課・防災対策） (簡略番号：011660) 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 95

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 95

＜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 03 災害に強いまちをつくります（危機管理課）

＜事業の目的＞
 防災対策車両（キャラバン）の維持管理に要する経費

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
05 災害補償費 20

＜事業の概要＞
 防災対策車両（キャラバン）の燃料費、点検に要する経費

＜令和２年度実施内容＞
 ・燃料費
 ・修繕料

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 95 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 95

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

09款 01項 05目 001600000事業 公用車管理費（危機管理課・防災対策）
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款 09 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）

消防費 項 消防費 05 防災対策費 所属 0101020100-0000 危機管理課

事　　業

0017 県総合防災訓練事業費 (簡略番号：013176) 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 10,758

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 5,376
地方債
その他

一般財源 5,382

＜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 11 市民の防災活動への参加を推進します（危機管理課）

＜事業の目的＞
 令和２年度には、静岡県と菊川市及び御前崎市との共催により総合防災訓練を実施する。

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 5,024
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
05 災害補償費 20

＜事業の概要＞
 県、市、防災関係機関、自主防災会、企業及び市民団体が参加し、大規模地震により被災
 した場合におけるそれぞれの役割や手続き等の確認を行うことにより、参加者全体の防災
 力の向上を図る。

＜令和２年度実施内容＞
 ・日時：令和２年８月30日（日）
 ・内容：本訓練実施に必要な経費

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 270 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 46 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 2,277 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 3,079 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 62 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 10,758

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） 5,376

09款 01項 05目 001700000事業 県総合防災訓練事業費
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歳入 （単位：千円）

R2 R1

17 2 1 2 総務管理費補助金 危管課 危管課 2,895 2,228 667

●原子力発電施設等広報・調査等交付金　1,463千円
　「特財（県）」（補助率10/10）
　原子力発電に関する情報提供を目的として行う、広報・調査事業などに対する交付金
　＜充当先＞2.1.10.1（広報・調査等事業費）1,463千円
●放射線防護施設管理費補助金　1,432千円
　「特財（県）」（補助率10/10）
　放射線防護施設として整備した、みねだ会館及びみなみやま会館の設備維持管理に要す
る費用に対する補助金
　＜充当先＞9.1.5.9（放射線防護施設管理費）1,432千円

17 2 8 1
地震対策特別推進
費補助金

危管課 危管課 47,410 20,204 27,206

●地震・津波対策等減災交付金（業務活動）　28,108千円
　「特財（県）」（補助率：原則1/3、県重点事業は1/2）
　静岡県地震対策アクションプログラムに基づき、地震災害から人命を守るために実施す
る事業に対し、平成31年度から令和３年度までの３箇年にかけ交付される交付金
　＜充当先＞
　　2.2.1.4（固定資産税業務費）　16千円
　　3.1.2.14（障害者支援事業費）　27千円
　　4.1.1.1（医療救護費）　1,153千円
　　4.1.9.10（環境衛生総務費）　10千円
　　4.1.9.13（県総合防災訓練事業費）　49千円
　　8.5.1.1（建築住宅推進費）　63千円
　　9.1.1.1（常備消防通信管理費）　65千円
　　9.1.1.3（消防救助活動事業費）　342千円
　　9.1.2.2（消防団運営費）　96千円
　　9.1.2.4（消防団資機材整備費）　1,666千円
　　9.1.3.1（市単独消防施設整備費）　298千円
　　9.1.3.5（大規模訓練事業費）　712千円

17 2 8 1
地震対策特別推進
費補助金

危管課 危管課

　　9.1.4.1（水防団活動費）　118千円
　　9.1.4.2（水防施設等管理費）　144千円
　　9.1.4.3（水防施設整備事業）　260千円
　　9.1.5.5（大規模地震対策等総合支援事業費）　14,737千円
　　9.1.5.7（防災啓発事業費）　77千円
　　9.1.5.11（自主防災組織事業）　163千円
　　9.1.5.13（情報伝達・避難体制対策事業）　1,666千円
　　9.1.5.15（女性の防災啓発事業）　1千円
　　9.1.5.17（県総合防災訓練事業費）　5,376千円
　　10.5.7.3（文化会館整備事業）　1,069千円

17 2 8 1
地震対策特別推進
費補助金

危管課 危管課

●地震・津波対策等減災交付金（投資活動）　19,302千円
「特財（県）」
　静岡県地震対策アクションプログラムに基づき、地震災害から人命を守るために実施す
る事業に対し、平成31年度から令和３年度までの３箇年にかけ交付される交付金
　＜充当先＞
　　4.1.9.13（県総合防災訓練事業費）　932千円
　　8.1.1.1（公用車管理費）　2,292千円
　　9.1.2.4（消防団資機材整備費）　695千円
　　9.1.3.2（消防自動車等整備費）　6,455千円
　　9.1.3.4（貯水槽整備事業費）　3,656千円
　　9.1.5.8（防災施設等整備事業費）　3,839千円
　　10.2.1.12（ガラス飛散防止事業費(小学校)）　833千円
　　10.3.1.6（ガラス飛散防止事業費(中学校)）　600千円

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

20 2 3 1
緊急地震対策基金
繰入金

危管課 ― 750 0 750

緊急地震対策基金繰入金　750千円
「特財（その他）」
　緊急地震対策基金積立金取り崩しによる繰入れ
　＜充当先＞9.1.5.13（情報伝達・避難体制対策事業）750千円

22 5 2 7 消防費雑入 危管課 危管課 5,523 3,105 2,418

●防災ラジオ売却代　9千円
「特財（その他）」
　防災ラジオの新規販売
　＜充当先＞9.1.5.5（大規模地震対策等総合支援事業費）　9千円
●都市自治振興協会防災対策事業等交付金　1,000千円
「特財（その他）」（補助率10/10）
　非常用電源等備蓄資機材購入に対する交付金
　＜充当先＞9.1.5.5（大規模地震対策等総合支援事業費）　1,000千円
●静岡県市町村振興協会地震・津波対策等減災交付金　1,741千円
「特財（その他）」（補助率1/9）
　＜充当先＞9.1.5.5（大規模地震対策等総合支援事業費）151千円
　　　　　　9.1.5.13（情報伝達・避難体制対策事業）555千円
　　　　　　4.1.1.1（医療救護費）202千円
　　　　　　10.5.7.3（文化会館整備事業）356千円
　　　　　　10.2.1.12（ガラス飛散防止事業費(小学校)）277千円
　　　　　　10.3.1.6（ガラス飛散防止事業費(中学校)）200千円

22 5 2 7 消防費雑入 危管課 危管課

●地域振興セミナー開催事業補助金　259千円
「特財（その他）」（補助率10/10）
　講演会等の開催に必要な経費に対する補助金
　＜充当先＞9.1.5.7（防災啓発事業費）199千円
　　　　　　9.1.5.15（女性の防災啓発事業費）60千円
●公共事業ユニバーサルデザイン化事業助成金　2,479千円
「特財（その他）」（助成率10/10）
　河川防災ステーショントイレ設置に関する助成金
　＜充当先＞9.1.4.3（水防施設整備事業）　2,479千円
●ハザードマップ広告掲載料　35千円
「特財（その他）」
　ハザードマップ、バナー広告の広告主からの収入
　＜充当先＞9.1.5.13（情報伝達・避難体制対策事業）　35千円

23 1 3 2 防災対策事業債 危管課 危管課 68,700 3,600 65,100

●防災倉庫整備事業債　7,600千円
「特財（市債）」（充当率100％）
　避難所防災倉庫整備に係る起債
　＜充当先＞9.1.5.8（防災施設等整備事業）　7,600千円
●河川防災ステーション屋外トイレ整備事業債　18,200千円
「特財（市債）」（充当率90％）
　河川防災ステーション屋外トイレ整備に係る起債
　＜充当先＞9.1.4.3（水防施設整備事業）　18,200千円
●河川防災ステーション整備事業債　42,900千円
「特財（市債）」（充当率100％）
　＜充当先＞9.1.4.3（水防施設整備事業）　42,900千円

125,278 29,137 96,141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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