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款 02 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 03項 01目 000100000事業 人権擁護活動費

都道府県支出金 17030204001 人権啓発活動地域ネットワーク委託金 828

12 委託料 137 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 103 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 1,423

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

 育園・幼稚園、小・中学校における人権教室を実施する。人権の花運動を行い、人権啓発
 に係る作文やポスター、標語の応募を呼び掛ける。また、掛川人権啓発活動地域ネットワ
 ーク協議会の当番市として、人権啓発活動地方委託事業である講演会を開催する。
 

＜令和２年度実施内容＞
 ・人権講演会の開催
 ・幼保園・小中学校・高齢者施設等での人権教室の実施
 ・人権啓発作品（ポスター・作文・標語）の募集や展示
 ・駅やスーパーでの人権啓発活動
 ・人権の花栽培活動

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 324
04 共済費 19 扶助費

 人権擁護委員による各種啓発活動（街頭啓発）や相談事業を通じ、人権擁護委員との協働
 による人権啓発活動に取り組むとともに、人権啓発の一環として、人権擁護委員による保

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 89 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 770 25 寄附金
11 役務費 26 公課費

その他
一般財源 595

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 03 性別、国籍を超えた共生社会を推進するまちづくり
 施  策 03 人権擁護活動を推進します

＜事業の目的＞
 誰もが幸せに生きる権利である人権の考え方を広めるため人権啓発活動や人権相談を行う
 人権擁護委員の活動を支援し、人権意識の高揚と普及を図る。

＜事業の概要＞

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

総務費 項 戸籍住民基本台帳費 01 戸籍住民基本台帳費 所属 0101040100-0000 市民課

事　　業

0001 人権擁護活動費 (簡略番号：001516) 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 1,423

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 828
地方債

1



款 02 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 03項 01目 000200000事業 社会保障・税番号制度事業費

国庫支出金 16020103002 社会保障・税番号制度個人番号カード等交付事務補助金 2,156

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 2,158

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

24 積立金
10 需用費 47 25 寄附金
11 役務費 26 公課費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22

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

＜事業の目的＞
 社会保障税番号制度によるマイナンバーカードの交付等に係る事務を円滑に行う。

＜事業の概要＞
 マイナンバーカードを利用したサービスが拡充していくことから、多くの市民にマイナン
 バーカードを取得していただくことが望まれる。マイナンバーカード取得に向けた市民へ
 の積極的なアプローチとして、マイナンバーカード申請サービスの実施や企業等への出張

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 1,703 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 357 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 51 23 投資及び出資金
09 交際費

 申請サービスを実施し、マイナンバーカード交付率の向上を目指す。また、電子証明書の
 更新手続きに係る事務処理を適正に行っていく。
 

＜令和２年度実施内容＞
 ・マイナンバーカード窓口申請サービスの実施
 ・マイナンバーカード出張申請サービスの実施

地方債
その他

一般財源 2

05 災害補償費 20 貸付金

事　　業

0002 社会保障・税番号制度事業費 (簡略番号：001528) 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 2,158

財
源
内
訳

国庫支出金 2,156
県支出金

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

総務費 項 戸籍住民基本台帳費 01 戸籍住民基本台帳費 所属 0101040100-0000 市民課
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款 02 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 03項 01目 000300000事業 戸籍住民基本台帳総務費

手数料 15020102001 住民票手数料 6,820
手数料 15020103001 諸証明手数料 7,660
手数料 15020105001 自動車臨時運行許可番号標手数料 339
手数料 15020106001 住宅家屋証明手数料 311
手数料 15020107001 社会保障・税番号制度個人番号カード等再発行手数料 147
諸収入 22050201029 窓口コピー・印刷代【市民課】 16

15 原材料費 合　計 137,671

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 16020103002 社会保障・税番号制度個人番号カード等交付事務補助金 28,622
国庫支出金 16020103003 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,000
国庫支出金 16030101001 自衛官募集事務委託金 37

手数料 15020101001 戸籍手数料 6,716

11 役務費 89 26 公課費
12 委託料 86,076 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 17,954 予備費
14 工事請負費

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 900 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 30,877
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

一般財源 84,003

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

＜事業の目的＞
 快適で満足度の高い窓口サービスの提供を行う。

＜事業の概要＞
 戸籍法及び住民基本台帳法等に基づく事務を適正に行うため、戸籍や住民基本台帳のデー
 タを管理運用するシステム（住基ネット、コンビニ交付システム、その他関連業務の運用
 システムを含む）について、システム機器保守の委託やシステム機器のリース料支払を管
 理し、併せて、コンビニ交付システム運用にかかる負担金拠出を行い、事務基盤を整備す
 る。また、戸籍法改正に伴うシステム改修業務の委託、マイナンバーカードを使った窓口
 証明書発行システムの導入を行う。システム以外の業務では、窓口業務の委託を管理し、
 適正な窓口業務を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・窓口業務委託（令和３年度からの委託更改に向けた準備を含む）
 ・窓口証明書交付システムの導入
 ・戸籍及び住基関連システム機器保守及びリース料の管理
 ・コンビニ交付システムの運用及び管理

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 373 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 1,336 25 寄附金

事　　業

0003 戸籍住民基本台帳総務費 (簡略番号：001532) 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 137,671

財
源
内
訳

国庫支出金 31,659
県支出金
地方債
その他 22,009

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

総務費 項 戸籍住民基本台帳費 01 戸籍住民基本台帳費 所属 0101040100-0000 市民課
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款 03 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

03款 01項 07目 000100000事業 国民年金総務費

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 368

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16030201001 基礎年金等事務委託金 366

10 需用費 5 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 358 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

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

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 2

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 68 社会保障制度に係る事務の適正執行
 概  要  01 国民健康保険及び国民年金事務を適正に執行します
 事  務  07 国民年金制度の維持

＜事業の目的＞
 国民年金加入者の利便性向上のため、国民年金に係る事務を適正に執行する。
 

＜事業の概要＞
 年金機構との連携を図り、国民年金の被保険者の資格取得、喪失、住所管理及び各種届出
 等の事務手続きを行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・国民年金に係る会議への出席
 ・国民年金に係るパンフレット等の購入
 ・国民年金受付様式の変更に伴うシステム改修

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

民生費 項 社会福祉費 07 国民年金費 所属 0101040100-0000 市民課

事　　業

0001 国民年金総務費 (簡略番号：002374) 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 368

財
源
内
訳

国庫支出金 366
県支出金
地方債
その他

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

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

03款 01項 08目 000100000事業 国民健康保険特別会計費

合　計 227,572

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 16010102001 国保財政基盤安定負担金 34,190

都道府県支出金 17010103001 国保財政基盤安定負担金 103,241

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金 227,572
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 国民健康保険財政基盤の安定化及び財政の健全化を図るため、かかる費用を一般会計から
 国民健康保険特別会計に繰出す。国保事務費、出産育児一時金等に係る経費として国の地
 方財政計画に基づく財政的援助を行う。

＜事業の概要＞
 〇国民健康保険特別会計へ保険基盤安定制度に係る繰出金を支出する。
 ・低所得者に係る保険税負担分「保険税軽減分」について、県負担3/4の交付金と市負担
 分1/4を合わせて国保特別会計へ繰り出しする。
 ・低所得者を多く抱える市町村の支援「保険者支援分」として、国庫負担1/2・県負担1/4
 の交付金と市負担分1/4を合わせて国保特別会計へ繰り出しする。
 〇国民健康保険特別会計へ財政安定化支援に係る繰出金を支出する。
 ・保険税負担の平準化に資するための経費で、60歳以上の高齢被保険者を一定割合以上抱
 える保険者に対する支援措置として、一般会計から国保特別会計へ繰り出しする。
 〇出産育児一時金に係る繰出金を支出する。
 ・国民健康保険の保険給付のうち、出産育児一時金に係る経費として支給基準額の2/3を
 一般会計から国保特別会計へ繰り出しする。
 〇国保事務費に係る繰出金を支出する。
 ・国民健康保険事務に係る経費として一般会計から国保特別会計へ繰出しする。

＜令和２年度実施内容＞
 〇保険基盤安定制度に係る繰出金
 ・保険税軽減分
 ・保険者支援分
 〇財政安定化支援事業に係る繰出金
 〇出産育児一時金に係る繰出金
 〇国保事務費に係る繰出金

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

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他

一般財源 90,141

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 68 社会保障制度に係る事務の適正執行
 概  要  01 国民健康保険及び国民年金事務を適正に執行します
 事  務  02 国民健康保険特別会計の健全運営

＜事業の目的＞

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

19 扶助費

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

民生費 項 社会福祉費 08 国民健康保険費 所属 0101040100-0000 市民課

事　　業

0001 国民健康保険特別会計費 (簡略番号：002393) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 227,572

財
源
内
訳

国庫支出金 34,190
県支出金 103,241

5



款 03 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

03款 01項 09目 000100000事業 後期高齢者医療事務費

14 工事請負費 賃金
15 原材料費 合　計 482,330

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 17010104002 保険基盤安定拠出金負担金 64,226

諸収入 22050202020 後期高齢者医療特別調整交付金 373
諸収入 22050202043 広域連合納入金収入 19,139

10 需用費 458 25 寄附金
11 役務費 2,024 26 公課費
12 委託料 25,807 27 繰出金 85,636
13 使用料及び賃借料 558 予備費

 〇被保険者証等の送付、保険料徴収、保険事業等の市が行う事務経費
 ・事務用品等の購入費、保険証等の印刷費、通知等の郵送料、保険料口振等手数料、シス
 テム管理に係る経費、健康診査業務の委託費
 〇静岡県後期高齢者医療広域連合への負担金
 ①後期高齢者医療広域連合事務費負担金
 ②後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金
 〇保険料軽減分等の後期高齢者医療特別会計への繰出金

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 1,799 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 132 18 負担金､補助及び交付金 365,902
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 398,592

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 69 社会保障制度に係る事務の適正執行
 概  要  01 後期高齢者事務を適正に執行します
 事  務  01 後期高齢者システムの管理運営

＜事業の目的＞
 後期高齢者医療制度加入者の各種事務手続きを適正に行うと共に、保険料の徴収事務を実
 施する。また、加入者の健康保持増進事業（健康診断、人間ドック補助等）を実施する
 。
 

＜事業の概要＞
 後期高齢者医療に関する事務費として、保険料通知等の作成や通知等の郵送、健診結果作
 成や保険料納入にかかる手数料、システムの運用にかかる委託費及び機器使用料、健康診
 査の業務委託、広域連合への事務費負担金及び療養給付にかかる分担金、人間ドックの費
 用の補助の支出を行う。また、保険料軽減分に対する保険基盤安定拠出金として県負担3/
 4と市負担分1/4を合わせて一般会計から後期高齢者医療特別会計へ繰り出す。

＜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 14 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

民生費 項 社会福祉費 09 後期高齢者医療事務費 所属 0101040100-0000 市民課

事　　業

0001 後期高齢者医療事務費 (簡略番号：002398) 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 482,330

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 64,226
地方債
その他 19,512

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

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 01項 02目 000100000事業 感染症予防費

合　計 2

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

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

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市民を感染症から守り、感染症の拡大を防止する。

＜事業の概要＞
 感染症発生時の対応として薬剤を購入する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・薬剤購入

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

地方債
その他

一般財源 2

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政  策 01 適度な運動や正しい食生活でみんなが健康なまちづくり
 施  策 07 予防接種事業の実施により疾病予防を行います（環境推進課）

＜事業の目的＞

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

19 扶助費

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

衛生費 項 保健衛生費 02 感染症予防費 所属 0101040200-0000 環境推進課

事　　業

0001 感染症予防費 (簡略番号：002804) 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

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

7



款 04 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 01項 09目 000100000事業 エコアクション21推進費

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 469

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 469 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

＜令和２年度実施内容＞
 ・エコアクション21中間審査

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

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 469

＜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 01 地球温暖化対策・自然環境の保全を推進します（環境推進課）

＜事業の目的＞
 二酸化炭素の排出削減や資源の消費抑制、省エネルギーの取組をより効果的・効率的に進
 めるため、各公共施設に環境省が推奨している「エコアクション21」の認証登録制度を取
 り入れ、全職員が省エネルギーなどの環境に配慮した取り組みを行う。

＜事業の概要＞
 平成23年度からエコアクション21の認証制度を取り入れ、認証と中間審査を隔年で実施す
 る。審査人２名が４日間をかけ各公共施設の省エネルギー対策などの書類審査や現地審査
 などを実施する。また、庁内に推進本部会議を設置し、各環境施策を効果的かつ総合的に
 実施する。
 【年度別認証取得施設】平成23年度：本庁舎、北館。平成25年度：小笠支所、浄化センタ
 ーほか 計10施設。平成27年度：菊川市立総合病院、おおぞら幼保園ほか 計４施設。平
 成29年度：各小中学校 計12校。令和元年度：消防署。

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

衛生費 項 保健衛生費 09 環境衛生費 所属 0101040200-0000 環境推進課

事　　業

0001 エコアクション21推進費 (簡略番号：003107) 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 469

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

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

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 01項 09目 000200000事業 環境美化推進費

合　計 4,498

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 71 26 公課費
12 委託料 28 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 3,483 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 58 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 住みよい環境を持続させるために、市民と連携した環境衛生活動を推進する。
 

＜事業の概要＞
 環境衛生委員及び環境衛生自治推進協議会への活動支援、市内一斉清掃の開催、家庭ごみ
 集積施設の設置に対する補助、年間を通じ実施する美化活動及び不法投棄の処理を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・一斉清掃用品の購入
 ・害虫駆除剤の購入
 ・環境衛生委員報酬
 ・美化活動、不法投棄の処理
 ・ごみ集積施設設置補助

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

264

地方債
その他

一般財源 4,498

＜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 05 循環型社会の推進を図ります

＜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 594
19 扶助費

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

衛生費 項 保健衛生費 09 環境衛生費 所属 0101040200-0000 環境推進課

事　　業

0002 環境美化推進費 (簡略番号：003111) 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 4,498

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

9



款 04 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 01項 09目 000300000事業 分別収集等奨励費

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 68,226

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
使用料 15010302001 古紙回収ボックス設置場所使用料 38
諸収入 22050203001 分別収集関連雑入 8,382

10 需用費 62 25 寄附金
11 役務費 58,729 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

 ・資源物収集運搬、中間処理業務委託
 ・生ごみ処理機購入補助金
 ・剪定枝等処理事業補助金

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 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 4,966
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 59,806

＜総合計画における位置付け＞
 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 05 循環型社会の推進を図ります

＜事業の目的＞
 資源物分別収集や集団回収並びに拠点回収などリサイクル活動を推進し、ごみの減量化を
 図る。

＜事業の概要＞
 資源物を分別収集する自治会への奨励金、ＰＴＡ等が行う古紙等集団回収団体への補助金
 を交付することで、リサイクル活動を奨励する。赤土リサイクルステーションの運営や再
 資源化可能なごみの回収等を実施し、ごみを原料化する。
 

＜令和２年度実施内容＞
 ・資源物分別収集奨励金
 ・古紙等資源集団回収団体への補助金
 ・赤土リサイクルステーションの維持管理

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 4,469 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

衛生費 項 保健衛生費 09 環境衛生費 所属 0101040200-0000 環境推進課

事　　業

0003 分別収集等奨励費 (簡略番号：003126) 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 68,226

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 8,420

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

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 01項 09目 000400000事業 水道普及支援費

合　計 9,145

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金 9,145
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 「安全な水道」「強靭な水道」「水道サービスの持続」を進める。

＜事業の概要＞
 旧牧之原簡易水道事業費を牧之原市と菊川市で案分した負担金を水道事業会計へ繰出金と
 して支払う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・繰出金の支払

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

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他

一般財源 9,145

＜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 06 上水道が安全に安定して供給されるまちづくり
 施  策 04 安定財源の確保を図り、健全な事業経営を継続します

＜事業の目的＞

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

19 扶助費

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

衛生費 項 保健衛生費 09 環境衛生費 所属 0101040200-0000 環境推進課

事　　業

0004 水道普及支援費 (簡略番号：003142) 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 9,145

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

11



款 04 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 01項 09目 000600000事業 動物愛護管理費

14 工事請負費 賃金
15 原材料費 合　計 4,384

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
手数料 15020202001 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,210
手数料 15020202002 畜犬登録手数料 556

10 需用費 115 25 寄附金
11 役務費 163 26 公課費
12 委託料 3,664 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 47 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 388
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 2,618

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 70 快適な環境で安心して暮らせるまちづくり
 概  要  01 生活環境の改善を進めます
 事  務  01 動物愛護管理事業

＜事業の目的＞
 人と動物が共生できる社会の実現を目指すため、畜犬などの飼い主責任の徹底を行い、人
 と動物の安全や健康を確保する。

＜事業の概要＞
 衛生面を配慮し、道路上の動物死体の回収と火葬を行う。動物病院と連携して狂犬病予防
 集合注射を実施する。野良猫が増えないように猫の不妊手術、去勢手術費の補助をする。

＜令和２年度実施内容＞
 ・動物処理業務及び動物死体処理業務委託
 ・狂犬病予防集合注射
 ・狂犬病予防注射済票交付事務委託
 ・所有者の判明しない猫不妊去勢手術事業費補助金

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

衛生費 項 保健衛生費 09 環境衛生費 所属 0101040200-0000 環境推進課

事　　業

0006 動物愛護管理費 (簡略番号：003150) 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 4,384

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 1,766

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

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 01項 09目 000700000事業 霊園管理費

合　計 613

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
手数料 15020203002 城山霊園管理料 397
手数料 15020203003 霊園使用許可証・書替再交付手数料 1

財産収入 18020301001 市営墓地使用権売払収入 215

25 寄附金
11 役務費 7 26 公課費
12 委託料 268 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料 200
08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 市営霊園の適正な維持管理を行う。

＜事業の概要＞
 城山霊園の管理業務及び浄化槽の管理を委託し、電気使用料及び上水道使用料を支払う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・維持管理委託
   年４回の草刈り、剪定、処分及びトイレ掃除。
   浄化槽点検（３回）清掃（１回）を行う。
 ・光熱水費
  電気使用料、上水道使用料 

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

10 需用費

15 原材料費

138

地方債
その他 613

一般財源

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 70 快適な環境で安心して暮らせるまちづくり
 概  要  01 生活環境の改善を進めます
 事  務  03 市営霊園の適正管理

＜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

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

衛生費 項 保健衛生費 09 環境衛生費 所属 0101040200-0000 環境推進課

事　　業

0007 霊園管理費 (簡略番号：003170) 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 613

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

13



款 04 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 01項 09目 000800000事業 地球温暖化対策費

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 4,044

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
寄附金 19010501001 環境衛生費指定寄附金 20

10 需用費 66 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 3,945
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 4,024

＜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 01 地球温暖化対策・自然環境の保全を推進します（環境推進課）

＜事業の目的＞
 地球全体の平均気温が上昇し、地球温暖化が加速するため、二酸化炭素などの温室効果ガ
 スの排出量を削減する。

＜事業の概要＞
 自然エネルギーを活用した太陽光発電システム設置などへの補助や、小学生による家庭で
 できる環境教育事業を実施する。また、公共施設へグリーンカーテンを設置して広く市民
 にPRする。

＜令和２年度実施内容＞
 ・自然エネルギー利用促進補助金
 ・アースキッズ事業
 ・グリーンカーテン用品購入

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 33 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

衛生費 項 保健衛生費 09 環境衛生費 所属 0101040200-0000 環境推進課

事　　業

0008 地球温暖化対策費 (簡略番号：003190) 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 4,044

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 20

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

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 01項 09目 000900000事業 公用車管理費（環境推進課）

合　計 98

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

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

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 公用車の適切な維持管理を行う。

＜事業の概要＞
 軽トラック１台の12か月点検を実施する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・12か月点検（軽トラック１台）

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

98

地方債
その他

一般財源 98

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 70 快適な環境で安心して暮らせるまちづくり
 概  要  01 生活環境の改善を進めます
 事  務  01 動物愛護管理事業

＜事業の目的＞

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

19 扶助費

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

衛生費 項 保健衛生費 09 環境衛生費 所属 0101040200-0000 環境推進課

事　　業

0009 公用車管理費（環境推進課） (簡略番号：003198) 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 98

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

15



款 04 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 01項 09目 001000000事業 環境衛生総務費（環境推進課）

14 工事請負費 賃金
15 原材料費 合　計 2,157

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） 10

使用料 15010302002 し尿中継槽使用料 188
手数料 15020203001 一般廃棄物処理業許可申請手数料 60

10 需用費 43 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

 ・環境行政全般に係る旅費、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 1,680 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 349 18 負担金､補助及び交付金 27
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 1,899

＜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 03 水質浄化・生活環境の改善を進めます（環境推進課）

＜事業の目的＞
 環境行政全般に係る各種事業を展開する。
 

＜事業の概要＞
 各種計画策定や見直し、進捗状況などを菊川市環境審議会にて審議する。環境対策や施策
 などをＰＲするために生活環境フェスタを開催する。環境行政全般に係る研究会・研修会
 に出席する。
 

＜令和２年度実施内容＞
 ・菊川市環境審議会委員報酬
 ・会計年度任用職員報酬
 ・生活環境フェスタ用品購入

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 58 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

衛生費 項 保健衛生費 09 環境衛生費 所属 0101040200-0000 環境推進課

事　　業

0010 環境衛生総務費（環境推進課） (簡略番号：003210) 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 2,157

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 10
地方債
その他 248

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

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 01項 09目 001200000事業 食品衛生対策費

合　計 606

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

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

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 安全な食品の提供と食品衛生思想を普及する。

＜事業の概要＞
 菊川市食品衛生協会にて食中毒防止講習会、保菌検査、食中毒防止運動、衛生指導を実施
 する。西部保健所掛川支所管内の食品衛生協会で構成される小笠地区食品衛生協会にて食
 品衛生思想普及に関する事業や食品衛生推進員・食品衛生指導員の活動事業を広域的に実
 施する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・菊川市食品衛生協会、小笠地区食品衛生協会への補助及び負担

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

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他

一般財源 606

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 70 快適な環境で安心して暮らせるまちづくり
 概  要  01 生活環境の改善を進めます
 事  務  04 食品衛生対策の推進

＜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 606
19 扶助費

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

衛生費 項 保健衛生費 09 環境衛生費 所属 0101040200-0000 環境推進課

事　　業

0012 食品衛生対策費 (簡略番号：010135) 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 606

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

17



款 04 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 01項 09目 001300000事業 県総合防災訓練事業費

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 1,964

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） 49
都道府県支出金 17020801003 地震・津波対策等減災交付金（投資活動） 932

10 需用費 99 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費 1,865
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 983

＜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 14 避難情報の適切な伝達と避難体制の強化を図ります（環境推進課）

＜事業の目的＞
 災害対策機能の強化と地域の救護体制を整備するため、大規模地震を想定した防災訓練を
 関係機関と連携して実施することにより総合的な防災力の向上を図る。

＜事業の概要＞
 令和２年８月30日開催予定の静岡県・菊川市・御前崎市総合防災訓練にて遺体安置訓練を
 実施する。協力予定機関：菊川警察署、小笠医師会、小笠掛川歯科医師会ほか

＜令和２年度実施内容＞
 ・検視用器具の購入
 ・歯牙判定機、画像保存用パソコン、各１台の購入

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

衛生費 項 保健衛生費 09 環境衛生費 所属 0101040200-0000 環境推進課

事　　業

0013 県総合防災訓練事業費 (簡略番号：013196) 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 1,964

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 981
地方債
その他

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

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 01項 10目 000100000事業 公害対策推進費

合　計 2,872

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 94 26 公課費
12 委託料 2,504 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 228 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

 生活環境の保全を図るため、環境監視を常時行い、公害を未然に防止する。

＜事業の概要＞
 自動車の騒音測定や河川などの水質検査を定期的に実施する。臭気モニター制度を取り入
 れ、嗅覚による臭気モニタリングを行う。計量法に基づく騒音計の国家検定（５年に１度
 ）を受ける。公害の被害拡大を抑える資器材を購入する。
 

＜令和２年度実施内容＞
 ・自動車騒音常時監視業務委託
 ・水質検査業務委託
 ・臭気モニター制度
 ・騒音計国家検定
 ・オイル流出対策用品購入

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

39

地方債
その他

一般財源 2,872

＜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 03 水質浄化・生活環境の改善を進めます（環境推進課）

＜事業の目的＞

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

19 扶助費

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

衛生費 項 保健衛生費 10 公害対策費 所属 0101040200-0000 環境推進課

事　　業

0001 公害対策推進費 (簡略番号：003260) 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 2,872

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

19



款 04 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 02項 01目 000100000事業 塵芥収集費

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 65,536

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22050203009 ごみ袋売上代 34,424

10 需用費 12,609 25 寄附金
11 役務費 10 26 公課費
12 委託料 52,886 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 7 予備費

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

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 31,112

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 70 快適な環境で安心して暮らせるまちづくり
 概  要  02 循環型社会の推進を図ります
 事  務  01 一般廃棄物の適正処理の推進

＜事業の目的＞
 家庭・地域において、分別の徹底や事業系ごみの家庭ごみ混入防止を目的に指定ごみ袋制
 度を導入し、ごみの減量化及びリサイクル率の向上を図る。

＜事業の概要＞
 指定ごみ袋の購入、ごみ収集カレンダーの作成、市内全域の家庭系可燃ごみ・不燃ごみの
 収集運搬業務委託、一般廃棄物処理基本計画策定業務を実施する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・指定ごみ袋の購入
 ・ごみ収集カレンダーの作成
 ・一般廃棄物処理基本計画策定業務
 ・可燃、不燃ごみ収集運搬業務

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 24 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

衛生費 項 清掃費 01 塵芥処理費 所属 0101040200-0000 環境推進課

事　　業

0001 塵芥収集費 (簡略番号：003280) 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 65,536

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 34,424

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

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 02項 01目 000200000事業 一部事務組合費（塵芥処理費・掛川市菊川市衛生施設組合)

合　計 370,239

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

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

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 掛川市・菊川市衛生施設組合は、掛川市及び菊川市のごみ処理施設の設置及び管理運営を
 目的とした一部事務組合を関係市と共に協力し運営する。
 

＜事業の概要＞
 環境資源ギャラリーの施設運営費及び施設機器類の修繕並びに施設建設費用の起債償還額
 を分担金として支払う。
 管理運営費は、ごみ排出量割80％、均等割20％
 施設建設費負担割合は、人口割40％、ごみ排出量割30％、均等割30％

＜令和２年度実施内容＞
 ・分担金の支払（年４回 四半期毎）

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

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他

一般財源 370,239

＜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 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 05 循環型社会の推進を図ります

＜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 370,239
19 扶助費

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

衛生費 項 清掃費 01 塵芥処理費 所属 0101040200-0000 環境推進課

事　　業

0002 一部事務組合費（塵芥処理費・掛川市菊川市衛生 (簡略番号：003288) 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
施設組合) 事 業 費 370,239

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 04 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 02項 01目 000300000事業 塵芥処理費総務費

14 工事請負費 2,000
15 原材料費 合　計 2,500

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 300 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 200
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 2,500

＜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 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 05 循環型社会の推進を図ります

＜事業の目的＞
 次期 終処分場地の適正な管理を行う。

＜事業の概要＞
 志瑞次期 終処分場周辺部の環境保全対策を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・市道北９号線舗装工事
  L=60m 

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

衛生費 項 清掃費 01 塵芥処理費 所属 0101040200-0000 環境推進課

事　　業

0003 塵芥処理費総務費 (簡略番号：003292) 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 2,500

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

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

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 02項 02目 000100000事業 塵芥処理施設管理費

合　計 3,253

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 66 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 2,646 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 環境保全センター施設の適正な維持管理を行う。

＜事業の概要＞
 環境保全センター管理棟の電気料及び上水道使用料並びに修繕を行う。また施設敷地の土
 地借上げの事務を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・光熱水費
 ・修繕費
 ・土地借上料

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

509

地方債
その他

一般財源 3,253

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 70 快適な環境で安心して暮らせるまちづくり
 概  要  02 循環型社会の推進を図ります
 事  務  02 終処分場の適正管理

＜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 32
19 扶助費

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

衛生費 項 清掃費 02 衛生施設運営費 所属 0101040200-0000 環境推進課

事　　業

0001 塵芥処理施設管理費 (簡略番号：003312) 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 3,253

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 04 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 02項 02目 000200000事業 終処分場管理費

14 工事請負費
15 原材料費 75 合　計 23,156

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 7,820 25 寄附金
11 役務費 659 26 公課費
12 委託料 12,207 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 895 予備費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 1,500
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 23,156

＜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 05 循環型社会の推進を図ります

＜事業の目的＞
  終処分場を安全かつ、良好な水質を安定的に処理する。

＜事業の概要＞
 棚草 終処分場浸出水処理に必要な薬剤の購入、水処理施設の運転に係る電気料、機器類
 等が異常となった時に知らさせる警報装置の通信料、水処理施設維持管理業務委託、放流
 管の水圧試験業務委託、処分場用地の借上、 終処分場地区の地元対策を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・棚草 終処分場水処理施設維持管理業務。
 ・棚草 終処分場放流管水圧検査業務。
 ・土地借上料
 ・棚草地元対策委員会補助金
 ・棚草地区振興交付金

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

衛生費 項 清掃費 02 衛生施設運営費 所属 0101040200-0000 環境推進課

事　　業

0002 終処分場管理費 (簡略番号：003317) 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 23,156

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

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

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 02項 02目 000300000事業 終処分場整備事業費

合　計 6,136

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

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

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

  終処分場を安全かつ、効率よく稼働させるため計画的に施設や機器類の修繕及び更新を
 実施する。

＜事業の概要＞
 棚草 終処分場浸出水処理施設内の機器類を修繕する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・浸出水処理施設修繕
 ・ポンプオーバーホール１台（汚泥引抜きポンプ）
 ・ポンプ交換２台（原水ポンプ、集水ポンプ）
 ・撹拌機駆動部交換１台（反応槽）
 ・洗浄弁交換１台（脱水機）
 ・薬品受入れ配管修繕

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

6,136

地方債
その他

一般財源 6,136

＜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 05 循環型社会の推進を図ります

＜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

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

衛生費 項 清掃費 02 衛生施設運営費 所属 0101040200-0000 環境推進課

事　　業

0003 終処分場整備事業費 (簡略番号：003338) 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 6,136

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

25



款 04 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 02項 02目 000400000事業 公用車管理費（保全センター）

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 986

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 880 25 寄附金
11 役務費 59 26 公課費 47
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

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

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 986

＜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 05 循環型社会の推進を図ります

＜事業の目的＞
 環境保全センターで使用する公用車の適正な維持管理を行う。

＜事業の概要＞
 ダンプトラック、乗用車バン２台の車検及び６ヶ月点検、軽トラック１台の12ヶ月点検、
 バックホウ１台、フォークリフト１台の点検整備を実施する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・車検２台（ダンプトラック、乗用車バン）
 ・点検３台（６ヶ月２台、12ヶ月１台）
 ・点検整備２台（バックホウ、フォークリフト）

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

衛生費 項 清掃費 02 衛生施設運営費 所属 0101040200-0000 環境推進課

事　　業

0004 公用車管理費（保全センター） (簡略番号：003342) 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 986

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

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

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 02項 02目 000500000事業 衛生施設総務費

合　計 4,854

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 18010201007 環境保全基金積立金利子 1
諸収入 22050203014 土地占用料 34

25 寄附金
11 役務費 145 26 公課費 12
12 委託料 276 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 賃金

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 260 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金 1

 環境保全センターの適正な管理運営を行う。

＜事業の概要＞
 環境保全センターの管理業務委託
  浄化槽点検清掃及び消防機器保守点検並びに防犯警備の業務を委託する。
 会計年度任用職員の雇用
  公共機関ごみ回収業務、不法投棄の回収業務、 終処分場の適正管理業務、電話対応窓
  口対応に２名を雇用する。
 旅費、負担金。
  廃棄物処理施設技術管理者講習会への旅費や負担金

＜令和２年度実施内容＞
 ・保全センター管理業務委託
 ・会計年度任用職員報酬
 ・旅費、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

21

地方債
その他 35

一般財源 4,819

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 70 快適な環境で安心して暮らせるまちづくり
 概  要  02 循環型社会の推進を図ります
 事  務  01 一般廃棄物の適正処理の推進

＜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
3,302 16 公有財産購入費

17 備品購入費
716 18 負担金､補助及び交付金 121

19 扶助費

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

衛生費 項 清掃費 02 衛生施設運営費 所属 0101040200-0000 環境推進課

事　　業

0005 衛生施設総務費 (簡略番号：003354) 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 4,854

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 04 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 02項 03目 000100000事業 し尿処理対策費

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 9,000

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
手数料 15020201001 し尿収集手数料 9,000

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 9,000 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

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

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 70 快適な環境で安心して暮らせるまちづくり
 概  要  02 循環型社会の推進を図ります
 事  務  01 一般廃棄物の適正処理の推進

＜事業の目的＞
 快適な環境を維持していくため適正な、し尿処理を行う。

＜事業の概要＞
 菊川生活環境センターに対するし尿処理業務委託を行う。
 し尿収集運搬許可業務を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・し尿収集業務委託
 ・し尿収集運搬許可業務

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

衛生費 項 清掃費 03 し尿処理費 所属 0101040200-0000 環境推進課

事　　業

0001 し尿処理対策費 (簡略番号：003394) 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 9,000

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 9,000

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 04 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 03項 01目 000100000事業 一部事務組合費（火葬場費・東遠地区聖苑組合)

合　計 65,528

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

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

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 東遠地区聖苑組合は、掛川市及び菊川市の火葬場の建設・設置・管理及び運営を目的とし
 た一部事務組合を関係市と共に協力し運営する。
 

＜事業の概要＞
 経常経費や建設費用を分担金として支払う。
 負担金割合は、人口割80％、均等割20％

＜令和２年度実施内容＞
 ・分担金の支払（年２回）

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

10 需用費

15 原材料費

地方債
その他

一般財源 65,528

＜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 05 循環型社会の推進を図ります

＜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 65,528
19 扶助費

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

衛生費 項 火葬場費 01 火葬場費 所属 0101040200-0000 環境推進課

事　　業

0001 一部事務組合費（火葬場費・東遠地区聖苑組合） (簡略番号：003419) 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 65,528

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 04 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 01項 09目 000500000事業 浄化槽設置事業費

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 51,391

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 16020302001 循環型社会形成推進交付金 6,732

都道府県支出金 17020302001 生活排水改善対策推進事業費補助金 4,697

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

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 51,391
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 39,962

＜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 04 水質浄化・生活環境の改善を進めます（下水道課）

＜事業の目的＞
 合併処理浄化槽の設置費に対して補助金を交付し、生活排水処理の向上・環境への負荷軽
 減を図る。

＜事業の概要＞
 住宅等（住居の用に供する建築物又は延べ面積が２分の１以上を住居の用に供する建築物
 ）で、10人槽以下の合併処理浄化槽を新たに設置する費用の一部を予算の範囲内で補助を
 行う。
 

＜令和２年度実施内容＞
 ・浄化槽設置事業費補助金

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

衛生費 項 保健衛生費 09 環境衛生費 所属 0101040300-0000 下水道課

事　　業

0005 浄化槽設置事業費 (簡略番号：003146) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 51,391

財
源
内
訳

国庫支出金 6,732
県支出金 4,697
地方債
その他

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

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 01項 09目 001100000事業 環境衛生総務費(下水道課)

合　計 51

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

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

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 10 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 浄化槽の維持管理について、理解を深め、意識向上を図る。

＜事業の概要＞
 担当者会議や研修会に参加し知識を深め、浄化槽設置者に対し、浄化槽の構造や法定検査
 など維持管理についての理解を深めてもらうため、講習会を開催する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・浄化槽管理講習会の開催
 ・県浄化槽推進協議会への負担金

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

1

地方債
その他

一般財源 51

＜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 04 水質浄化・生活環境の改善を進めます（下水道課）

＜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 33
19 扶助費

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

衛生費 項 保健衛生費 09 環境衛生費 所属 0101040300-0000 下水道課

事　　業

0011 環境衛生総務費(下水道課) (簡略番号：003245) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 51

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 04 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 02項 03目 000200000事業 一部事務組合費（し尿処理費・東遠広域施設組合)

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 159,275

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

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

＜令和２年度実施内容＞
 ・東遠広域施設組合（し尿処理費）への負担金

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
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 159,275
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 159,275

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政  策 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 06 適正な汚水処理施設の管理・運営を進めます

＜事業の目的＞
 東遠広域施設組合は、御前崎市、菊川市、掛川市及び牧之原市のし尿処理場の設置及び運
 営並びに多目的広場の設置及び運営を目的とした一部事務組合を関係市と共に協力し運営
 する。
 

＜事業の概要＞
 施設の維持管理及びし尿・浄化槽汚泥を適正かつ効率的に処理するため、負担金を支出し
 ている。
 負担割合
  組合運営に係る経費は、搬入量割100％
  起債償還に係る経費は、平等割40％、搬入量割60％
 

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

衛生費 項 清掃費 03 し尿処理費 所属 0101040300-0000 下水道課

事　　業

0002 一部事務組合費（し尿処理費・東遠広域施設組合) (簡略番号：003398) 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 159,275

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

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

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

04款 02項 04目 000100000事業 平尾下水処理場管理事業費

合　計 8,932

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
使用料 15010301001 平尾団地下水処理場使用料 8,736
使用料 15010301002 平尾団地下水処理場使用料滞納繰越分 1
諸収入 22050203002 平尾住宅団地下水処理場関連雑入 14

25 寄附金
11 役務費 1,532 26 公課費
12 委託料 4,172 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 平尾下水処理場の適正な維持管理を図る。

＜事業の概要＞
 平尾下水処理場の運転管理業務を委託し、適正な汚水処理を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・平尾下水処理場の運転管理業務委託
 ・処理場使用料徴収事務負担金

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

3,228

地方債
その他 8,751

一般財源 181

＜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 06 適正な汚水処理施設の管理・運営を進めます

＜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

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

衛生費 項 清掃費 04 下水処理費 所属 0101040300-0000 下水道課

事　　業

0001 平尾下水処理場管理事業費 (簡略番号：003403) 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 8,932

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 08 04 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

08款 04項 03目 000100000事業 下水道会計費

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 313,752

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金 313,752
13 使用料及び賃借料 予備費

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

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 313,752

＜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 06 適正な汚水処理施設の管理・運営を進めます

＜事業の目的＞
 下水道事業会計の健全化のために公営企業会計の繰出基準に基づき、維持管理経費に補助
 金を、投資的経費に出資金を支出する。
 

＜事業の概要＞
 下水道使用料及び受益者負担金で賄うべき、菊川浄化センターの管理運営費や管渠整備事
 業に充てた企業債の償還金の財源不足を公営企業会計の繰出基準に基づき支出する。
 

＜令和２年度実施内容＞
 ・他会計補助金
 ・他会計出資金

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

土木費 項 都市計画費 03 下水道費 所属 0101040300-0000 下水道課

事　　業

0001 下水道会計費 (簡略番号：004663) 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 313,752

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

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

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 01目 000700000事業 公用車管理費（支所）

合　計 202

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

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

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

＜事業の目的＞
 公用車の適切な維持管理を行う。
 

＜事業の概要＞
 公用車２台を適切に管理しスムーズな業務を行う。また、他課への適切な貸し出しを行う
 。

＜令和２年度実施内容＞
 ・６か月､12か月点検の実施
 ・車両の修繕
 ・燃料費の支払い

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

202

地方債
その他

一般財源 202

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 71 小笠支所の存在意義を踏まえ、支所ならではの市民サービス、窓口サービ
 スに努める。
 概  要  01 小笠支所の適正な運営
 事  務  01 支所業務管理

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

19 扶助費

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

総務費 項 総務管理費 01 一般管理費 所属 0101040500-0000 小笠市民課

事　　業

0007 公用車管理費（支所） (簡略番号：000248) 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 202

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 01目 001100000事業 一般管理総務費（支所）

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 359

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 140 25 寄附金
11 役務費 18 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 198 予備費

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

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 359

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 71 小笠支所の存在意義を踏まえ、支所ならではの市民サービス、窓口サービ
 スに努める。
 概  要  01 小笠支所の適正な運営
 事  務  01 支所業務管理

＜事業の目的＞
 戸籍、住民基本台帳、国保年金業務など小笠市民課における窓口業務を適正に実施する。

＜事業の概要＞
 窓口業務を適正に実施するため、事務機器の修繕、郵便料金の支払い、コピー機のリース
 等を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・研修旅費
 ・窓口使用消耗品の購入
 ・事務機器の修繕
 ・郵便料金の支払い
 ・コピー機のリース料、パフォーマンスチャージ料の支払い

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 3 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 総務管理費 01 一般管理費 所属 0101040500-0000 小笠市民課

事　　業

0011 一般管理総務費（支所） (簡略番号：000314) 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 359

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

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

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 05目 000300000事業 小笠支所庁舎管理費

合　計 632

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22050201028 小笠支所コピー・印刷代【小笠市民課】 1

25 寄附金
11 役務費 113 26 公課費
12 委託料 409 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 来庁者に快適にご利用いただくために小笠支所庁舎を適正に管理する。
 

＜事業の概要＞
 小笠支所庁舎を適切に管理し、来庁者に快適にご利用いただくため、庁舎の修繕、空調設
 備の保守点検、機械警備の委託等を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・消耗品の購入
 ・一般修繕費
 ・電話料金の支払い
 ・建物災害共済分担金の支払い
 ・空調設備保守点検委託､機械警備委託､床窓清掃委託

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

110

地方債
その他 1

一般財源 631

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 04 未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり
 施  策 08 健全で安定した行財政運営を構築します（小笠市民課）

＜事業の目的＞

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

19 扶助費

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

総務費 項 総務管理費 05 財産管理費 所属 0101040500-0000 小笠市民課

事　　業

0003 小笠支所庁舎管理費 (簡略番号：000662) 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 632

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 05目 000600000事業 旧小笠支所管理費

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 3,270

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10 需用費 84 25 寄附金
11 役務費 14 26 公課費
12 委託料 3,172 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

     処理委託料：2,563千円

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

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

一般財源 3,270

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 05 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち
 政  策 04 未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり
 施  策 08 健全で安定した行財政運営を構築します（小笠市民課）

＜事業の目的＞
 旧小笠支所が解体されるまで庁舎等を適切に管理する。

＜事業の概要＞
 旧小笠支所が解体されるまで委託や定期的な巡回を行い旧支所庁舎及び同敷地を適切に管
 理する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・支所管理外灯電気料金の支払い
 ・建物災害共済分担金の支払い
 ・旧小笠支所敷地内の樹木管理委託
 ・高濃度ＰＣＢの処理委託
   旧小笠支所西館で使用していた蛍光灯の一部に高濃度ＰＣＢが含まれている
   ことから、処理 終年度の令和２年度中に廃棄物処理委託を行う。

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

総務費 項 総務管理費 05 財産管理費 所属 0101040500-0000 小笠市民課

事　　業

0006 旧小笠支所管理費 (簡略番号：000706) 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 3,270

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

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

R2 R1

15 1 3 1 下水処理場使用料 下水課 下水課 8,737 9,111 ▲ 374

●平尾団地下水処理場使用料　8,736千円
「特財（その他）」
　平尾団地下水処理場使用料
　＜充当先＞4.2.4.1（平尾下水処理場管理事業費）　8,736千円
●平尾団地下水処理場使用料滞納繰越分　1千円
「特財（その他）」
　平尾団地下水処理場使用料滞納繰越の過年度収入分
　＜充当先＞4.2.4.1（平尾下水処理場管理事業費）　1千円

15 1 3 2 衛生使用料 環推課 環推課 226 226 0

●古紙回収ボックス設置場所使用料　38千円
「特財（その他）」
　古紙回収ボックス12ヶ所の使用料　固定資産評価額から算定
　＜充当先＞4.1.9.3（分別収集等奨励費）　38千円
●し尿中継槽使用料　188千円
「特財（その他）」
　小川端し尿中継槽の行政外使用料　固定資産評価額から算定
　＜充当先＞4.1.9.10（環境衛生総務費（環境推進課））　188千円

15 2 1 1 戸籍手数料 市民課 市民課 6,716 6,424 292

戸籍手数料　6,716千円
「特財（その他）」
　戸籍及び除籍謄抄本交付手数料
　＜充当先＞2.3.1.3（戸籍住民基本台帳総務費）　6,716千円

15 2 1 2 住民票手数料 市民課 市民課 6,820 6,482 338

住民票手数料　6,820千円
「特財（その他）」
　住民票謄抄本交付手数料
　＜充当先＞2.3.1.3（戸籍住民基本台帳総務費）　6,820千円

15 2 1 3 事務手数料 市民課 市民課 7,660 8,321 ▲ 661

諸証明手数料　7,660千円
「特財（その他）」
　印鑑登録証明書及び税証明交付手数料
　＜充当先＞2.3.1.3（戸籍住民基本台帳総務費）　7,660千円

15 2 1 5
臨時運行許可番号
標手数料

市民課 市民課 339 291 48

自動車臨時運行許可番号標手数料　339千円
「特財（その他）」
　自動車臨時運行許可手数料
　＜充当先＞2.3.1.3（戸籍住民基本台帳総務費）　339千円

15 2 1 6
住宅家屋証明手数
料

市民課 市民課 311 300 11

住宅家屋証明手数料　311千円
「特財（その他）」
　住宅家屋証明手数料
　＜充当先＞2.3.1.3（戸籍住民基本台帳総務費）　311千円

15 2 1 7
社会保障・税番号
制度個人番号カー
ド等再発行手数料

市民課 市民課 147 284 ▲ 137

社会保障・税番号制度個人番号カード等再発行手数料　147千円
「特財（その他）」
　マイナンバーカードの再発行手数料
　＜充当先＞2.3.1.3（戸籍住民基本台帳総務費）　147千円

15 2 2 1 し尿収集手数料 環推課 環推課 9,000 9,765 ▲ 765

し尿収集手数料　9,000千円
「特財（その他）」
　5,390石×1,670円＝9,001,300円
　＜充当先＞4.2.3.1（し尿処理対策費）　9,000千円

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 2 2 2 畜犬手数料 環推課 環推課 1,766 1,931 ▲ 165

●狂犬病予防注射済票交付手数料　1,210千円
「特財（その他）」
　550円×2,200頭
　＜充当先＞4.1.9.6（動物愛護管理費）　1,210千円
●畜犬登録手数料　556千円
「特財（その他）」
　新規登録　　3,000円×180頭 ＝540,000円
　鑑札再交付　1,600円×10頭　＝ 16,000円
　＜充当先＞4.1.9.6（動物愛護管理費）　556千円

15 2 2 3 清掃手数料 環推課 環推課 458 427 31

●一般廃棄物処理業許可申請手数料　60千円
「特財（その他）」
　5,000円×12件＝60,000円
　＜充当先＞4.1.9.10（環境衛生総務費（環境推進課））　60千円
●城山霊園管理料　397千円
「特財（その他）」
　2,090円×190区画＝397,100円
　＜充当先＞4.1.9.7（霊園管理費）　397千円
●霊園使用許可証・書換再交付手数料　1千円
「特財（その他）」
　200円×5通＝1,000円
　＜充当先＞4.1.9.7（霊園管理費）　1千円

16 1 1 2
国保財政基盤安定
負担金

市民課 市民課 34,190 35,489 ▲ 1,299

国保財政基盤安定負担金　34,190千円
「特財（国）」
　国民健康保険に係る低所得者層に対する保険者支援のための国負担金
　＜充当先＞3.1.8.1（国民健康保険特別会計費）　34,190千円

16 2 1 3
戸籍住民基本台帳
費補助金

市民課 市民課 33,778 11,477 22,301

●社会保障・税番号制度個人番号カード等交付事務補助金　30,778千円
「特財（国）」（補助率10/10）
　マイナンバーカード申請補助・作成・交付に関する補助金
　＜充当先＞2.3.1.2（社会保障・税番号制度事業費） 　2,156千円
　　　　　　2.3.1.3（戸籍住民基本台帳総務費）　  28,622千円
●社会保障・税番号制度個人番号カードシステム整備費補助金　3,000千円
「特財（国）」
　戸籍事務へのマイナンバー制度導入に係るシステム整備費補助金
　＜充当先＞2.3.1.3（戸籍住民基本台帳総務費）　3,000千円

16 2 3 2 環境衛生費補助金 下水課 下水課 6,732 13,965 ▲ 7,233

循環型社会形成推進交付金　6,732千円
「特財（国）」（補助率1/3）
　合併処理浄化槽設置（付替え・新築）に対する補助金
　＜充当先＞4.1.9.5（浄化槽設置事業費）　6,732千円

16 3 1 1 総務管理費委託金 市民課 市民課 928 847 81

●自衛官募集事務委託金　37千円
「特財（国）」
　自衛官募集事務に係る委託金
　＜充当先＞2.3.1.3（戸籍住民基本台帳総務費）　37千円
●中長期在留者居住地届出等事務委託金　891千円
「特財（国）」
　中長期在留者住居地届出事務に係る委託金
　＜充当先＞2.3.1.4（職員給与費・市民課・戸籍住民基本台帳費）　891千円
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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

16 3 2 1
国民年金事務費委
託金

市民課 市民課 5,986 8,102 ▲ 2,116

基礎年金等事務委託金　5,986千円
「特財（国）」
　国の法定受託事務（基礎年金事務）に係る事務費交付金
　＜充当先＞3.1.1.8（職員給与費（市民課・社会福祉総務費））　997千円
　　　　　　3.1.7.1（国民年金総務費）　366千円
　　　　　　3.1.7.2（職員給与費（市民課・国民年金費））　4,623千円

17 1 1 3
国保財政基盤安定
負担金

市民課 市民課 103,241 109,174 ▲ 5,933

国保財政基盤安定負担金　103,241千円
「特財（県）」
　国民健康保険に係る低所得者層に対する保険税軽減及び保険者支援のための県負担金
　＜充当先＞3.1.8.1（国民健康保険特別会計費）　103,241千円

17 1 1 4
保険基盤安定拠出
金負担金

市民課 市民課 64,226 59,776 4,450

保険基盤安定負担金　64,226千円
「特財（県）」（充当率100％）
　後期高齢者医療保険料の低所得者等の保険料軽減にかかる県負担分
　＜充当先＞3.1.9.1（後期高齢者医療事務費）　64,226千円

17 2 3 2 保健衛生費補助金 下水課 下水課 4,697 5,630 ▲ 933

生活排水改善対策推進事業費補助金　4,697千円
「特財（県）」（補助率1/3）
　合併処理浄化槽設置（付替え・新築）に対する補助金
　＜充当先＞4.1.9.5（浄化槽設置事業費）　4,697千円

17 3 1 1 総務費事務委託金 市民課 市民課 1,105 1,298 ▲ 193

旅券事務交付金　1,105千円
「特財（県）」
　旅券事務に係る交付金
　＜充当先＞2.3.1.4（職員給与費・市民課・戸籍住民基本台帳費）　1,105千円

17 3 1 3 衛生費事務委託金 環推課 環推課 723 792 ▲ 69

●動物愛護管理法事務交付金　478千円
「特財（県費）」
　動物の愛護及び管理に関する法律に基づく権限移譲事務
　令和元年度実績478,139円を計上
　＜充当先＞4.1.1.3（職員給与費（環境推進課・保健衛生総務費））　478千円
●公害関連法事務交付金　245千円
「特財（県費）」
　公害関連法に基づく権限移譲事務
　令和元年度実績245,855円を計上
　＜充当先＞4.1.1.3（職員給与費（環境推進課・保健衛生総務費））　245千円

17 3 2 4
人権啓発活動委託
金

市民課 ― 828 0 828

人権啓発活動地域ネットワーク委託金　828千円
「特財（国）」
　人権講演会の経費に係る委託金
　＜充当先＞2.3.1.1（人権擁護活動費）　828千円

18 1 2 1 利子及び配当金 環推課 環推課 1 1 0

環境保全基金積立金利子　1千円
「特財（その他）」
　利率　0.010％
　669,626円×0.010％＝70円
　＜充当先＞4.2.2.5（衛生施設総務費）　1千円

18 2 3 1
墓地使用権売払収
入

環推課 環推課 540 180 360

市営墓地使用権売払収入　540千円
「特財（その他）」・「一財」
　市営霊園新規利用者による使用料
　180,000円×3区画＝540,000円
　＜充当先＞4.1.9.7（霊園管理費）　215千円

19 1 5 1 保健衛生費寄附金 環推課 環推課 20 20 0

環境衛生費指定寄附金　20千円
「特財（その他）」
　菊川市環境保全活動のための寄附金　昨年度までの実績から計上
　＜充当先＞4.1.9.8（地球温暖化対策費）　20千円
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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 1 2 1
後期高齢者医療特
別会計繰入金

市民課 市民課 1 1 0
後期高齢者医療特別会計繰入金　1千円
「一財」
　後期高齢者医療特別会計における督促手数料の繰入金

22 5 2 1 総務費雑入 小市課 小市課 1 1 0

小笠支所コピー・印刷代【小笠市民課】　1千円
「特財（その他）」
　小笠市民課窓口のコピー・印刷代
　＜充当先＞2.1.5.3（小笠支所庁舎管理費）　1千円

22 5 2 1 総務費雑入 市民課 市民課 16 15 1

窓口コピー・印刷代【市民課】　16千円
「特財（その他）」
　窓口業務におけるコピー代
　＜充当先＞2.3.1.3（戸籍住民基本台帳総務費）　16千円

22 5 2 2 民生費雑入 市民課 市民課 19,514 16,748 2,766

●後期高齢者医療特別調整交付金　373千円
「特財（その他）」（補助率100％）
　静岡県後期高齢者保健事業による広域連合からの交付金
　＜充当先＞3.1.9.1（後期高齢者医療事務費）　373千円
●広域連合納入金収入　19,139千円
「特財（その他）」（補助率100％）
　静岡県後期高齢者健康診査委託事業による広域連合からの納入金
　＜充当先＞3.1.9.1（後期高齢者医療事務費）　19,139千円
●後期高齢者医療広域連合事務費負担金返還金　1千円
「一財」
　前年度分の静岡県後期高齢者医療広域連合事務費負担金清算金
●後期高齢者医療給付費返還金　1千円
「一財」
　静岡県後期高齢者医療給付費市町負担金過年度分負担金精算金

22 5 2 3 衛生費雑入 環推課 環推課 42,840 42,861 ▲ 21

●分別収集関連雑入　8,382千円
「特財（その他）」
　資源物売却代
　スチール缶・アルミ缶・びん・古紙・衣類・鉄くず・布団・ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ・携帯電話の売却
3,882,000円
　容器包装リサイクル協会からの拠出金
　過去の実績（最低額）から計上　4,500,000円
　＜充当先＞4.1.9.3（分別収集等奨励費）　8,382千円
●ごみ袋売上代　34,424千円
「特財（その他）」
　指定ごみ袋（可燃・不燃）の売却代
　＜充当先＞4.2.1.1（塵芥収集費）　34,424千円
●土地占用料　34千円
　最終処分場敷地内の電力柱占用料
　18本×1,900円＝34,200円
　＜充当先＞4.2.2.5（衛生施設総務費）　34千円

22 5 2 3 衛生費雑入 下水課 下水課 14 14 0

平尾住宅団地下水処理場関連雑入　14千円
「特財（その他）」
　平尾自治会からの公会堂賃貸料
　＜充当先＞4.2.4.1（平尾下水処理場管理事業費）　14千円

361,561 349,953 11,608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

43


	空白ページ



