
事  業  費事  業  費事  業  費事  業  費

（前年度事業費）（前年度事業費）（前年度事業費）（前年度事業費）

議議議議会会会会事事事事務務務務局局局局  議会運営事業 議会運営事業 議会運営事業 議会運営事業 (P94)(P94)(P94)(P94) 116,090116,090116,090116,090  議会定例会、議会運営委員会、常任委員会等の議会運営及び 議会定例会、議会運営委員会、常任委員会等の議会運営及び 議会定例会、議会運営委員会、常任委員会等の議会運営及び 議会定例会、議会運営委員会、常任委員会等の議会運営及び

(119,482)(119,482)(119,482)(119,482)  行政視察等議員の活動費 行政視察等議員の活動費 行政視察等議員の活動費 行政視察等議員の活動費

   議員16人　職員３人   議員16人　職員３人   議員16人　職員３人   議員16人　職員３人

   定例会　臨時会   定例会　臨時会   定例会　臨時会   定例会　臨時会

   議会だより年４回発行   議会だより年４回発行   議会だより年４回発行   議会だより年４回発行

 監査委員事務事業 監査委員事務事業 監査委員事務事業 監査委員事務事業 (P128)(P128)(P128)(P128) 10,58810,58810,58810,588  行財政の公正かつ効率的な運営等を監査する委員の活動費 行財政の公正かつ効率的な運営等を監査する委員の活動費 行財政の公正かつ効率的な運営等を監査する委員の活動費 行財政の公正かつ効率的な運営等を監査する委員の活動費

(10,465)(10,465)(10,465)(10,465)  監査委員２人 職員１人  監査委員２人 職員１人  監査委員２人 職員１人  監査委員２人 職員１人 

   監査計画、例月出納検査、決算審査、定期監査   監査計画、例月出納検査、決算審査、定期監査   監査計画、例月出納検査、決算審査、定期監査   監査計画、例月出納検査、決算審査、定期監査

   財政援助団体監査、指定管理者監査   財政援助団体監査、指定管理者監査   財政援助団体監査、指定管理者監査   財政援助団体監査、指定管理者監査

総総総総 務務務務 課課課課  一般管理総務事務 一般管理総務事務 一般管理総務事務 一般管理総務事務 (P98)(P98)(P98)(P98) 507,459507,459507,459507,459  職員人事、給与等の管理業務、例規文書等管理業務 職員人事、給与等の管理業務、例規文書等管理業務 職員人事、給与等の管理業務、例規文書等管理業務 職員人事、給与等の管理業務、例規文書等管理業務

 事業 事業 事業 事業 (476,979)(476,979)(476,979)(476,979)    特別職２人、一般職 36人、再任用 １人、新規採用　４人   特別職２人、一般職 36人、再任用 １人、新規採用　４人   特別職２人、一般職 36人、再任用 １人、新規採用　４人   特別職２人、一般職 36人、再任用 １人、新規採用　４人

　　一般職内訳（部長３人･総務課11人･企画財政課８人　　一般職内訳（部長３人･総務課11人･企画財政課８人　　一般職内訳（部長３人･総務課11人･企画財政課８人　　一般職内訳（部長３人･総務課11人･企画財政課８人

 　　　　　　　･管財課10人･会計課４人） 　　　　　　　･管財課10人･会計課４人） 　　　　　　　･管財課10人･会計課４人） 　　　　　　　･管財課10人･会計課４人）

　　会計年度任用職員１人　　会計年度任用職員１人　　会計年度任用職員１人　　会計年度任用職員１人

　　ハラスメント研修業務委託料　　ハラスメント研修業務委託料　　ハラスメント研修業務委託料　　ハラスメント研修業務委託料 599千円 599千円 599千円 599千円 

　　コンプライアンス研修業務委託料　　コンプライアンス研修業務委託料　　コンプライアンス研修業務委託料　　コンプライアンス研修業務委託料 788千円 788千円 788千円 788千円 

 職員研修事業 職員研修事業 職員研修事業 職員研修事業 (P100)(P100)(P100)(P100) 1,8811,8811,8811,881  職員の資質の向上と人材の育成を図るため研修の実施 職員の資質の向上と人材の育成を図るため研修の実施 職員の資質の向上と人材の育成を図るため研修の実施 職員の資質の向上と人材の育成を図るため研修の実施

(1,936)(1,936)(1,936)(1,936)    職員派遣計画   職員派遣計画   職員派遣計画   職員派遣計画

   自治研修（1～ 3日間コース） 26人   自治研修（1～ 3日間コース） 26人   自治研修（1～ 3日間コース） 26人   自治研修（1～ 3日間コース） 26人

   市町村アカデミー  　　　     5人   市町村アカデミー  　　　     5人   市町村アカデミー  　　　     5人   市町村アカデミー  　　　     5人

   県町村会研修  　　　     　 43人   県町村会研修  　　　     　 43人   県町村会研修  　　　     　 43人   県町村会研修  　　　     　 43人

   その他の専門研修  　　　    33人   その他の専門研修  　　　    33人   その他の専門研修  　　　    33人   その他の専門研修  　　　    33人

 職員健康管理 職員健康管理 職員健康管理 職員健康管理 (P102)(P102)(P102)(P102) 6,3646,3646,3646,364  職員健康管理の定期検診、医師による健康指導、福利厚生 職員健康管理の定期検診、医師による健康指導、福利厚生 職員健康管理の定期検診、医師による健康指導、福利厚生 職員健康管理の定期検診、医師による健康指導、福利厚生

   ・福利厚生事業   ・福利厚生事業   ・福利厚生事業   ・福利厚生事業 (5,863)(5,863)(5,863)(5,863)  等の実施 等の実施 等の実施 等の実施

   産業医委託料   産業医委託料   産業医委託料   産業医委託料 1,221千円 1,221千円 1,221千円 1,221千円 

   健康検査等委託料（職員、会計年度任用職員）　   健康検査等委託料（職員、会計年度任用職員）　   健康検査等委託料（職員、会計年度任用職員）　   健康検査等委託料（職員、会計年度任用職員）　 1,422千円 1,422千円 1,422千円 1,422千円 

   メンタルヘルス事業委託料等   メンタルヘルス事業委託料等   メンタルヘルス事業委託料等   メンタルヘルス事業委託料等 712千円 712千円 712千円 712千円 

   職員健康診断負担金   職員健康診断負担金   職員健康診断負担金   職員健康診断負担金 1,189千円 1,189千円 1,189千円 1,189千円 

 　職員互助会補助金 　職員互助会補助金 　職員互助会補助金 　職員互助会補助金 1,800千円 1,800千円 1,800千円 1,800千円 

 交通安全対策事業 交通安全対策事業 交通安全対策事業 交通安全対策事業 (P110)(P110)(P110)(P110) 12,89612,89612,89612,896  警察署、諸団体と連携・協力し、交通事故防止を図る 警察署、諸団体と連携・協力し、交通事故防止を図る 警察署、諸団体と連携・協力し、交通事故防止を図る 警察署、諸団体と連携・協力し、交通事故防止を図る

(12,424)(12,424)(12,424)(12,424)  ための啓発、広報活動等の実施 ための啓発、広報活動等の実施 ための啓発、広報活動等の実施 ための啓発、広報活動等の実施

　 函南町交通指導員会活動事業業務委託料（指導員24人）　 函南町交通指導員会活動事業業務委託料（指導員24人）　 函南町交通指導員会活動事業業務委託料（指導員24人）　 函南町交通指導員会活動事業業務委託料（指導員24人） 2,016千円 2,016千円 2,016千円 2,016千円 

　 静岡県交通安全協会、静岡県交通指導員会連合会等負担金　 静岡県交通安全協会、静岡県交通指導員会連合会等負担金　 静岡県交通安全協会、静岡県交通指導員会連合会等負担金　 静岡県交通安全協会、静岡県交通指導員会連合会等負担金 5,163千円 5,163千円 5,163千円 5,163千円 

 交通事故の未然防止を図るための交通安全施設の維持管理・設備 交通事故の未然防止を図るための交通安全施設の維持管理・設備 交通事故の未然防止を図るための交通安全施設の維持管理・設備 交通事故の未然防止を図るための交通安全施設の維持管理・設備

 整備の実施 整備の実施 整備の実施 整備の実施

   交差点改良工事(カラー舗装・減速マーク等)   交差点改良工事(カラー舗装・減速マーク等)   交差点改良工事(カラー舗装・減速マーク等)   交差点改良工事(カラー舗装・減速マーク等)

   カーブミラー、標識、センターフラッシュ等の   カーブミラー、標識、センターフラッシュ等の   カーブミラー、標識、センターフラッシュ等の   カーブミラー、標識、センターフラッシュ等の

   更新・設置工事   更新・設置工事   更新・設置工事   更新・設置工事 3,950千円 3,950千円 3,950千円 3,950千円 

令 和 ２ 年 度 一 般 会 計 事 業 内 容 説 明 書令 和 ２ 年 度 一 般 会 計 事 業 内 容 説 明 書令 和 ２ 年 度 一 般 会 計 事 業 内 容 説 明 書令 和 ２ 年 度 一 般 会 計 事 業 内 容 説 明 書

担担担担 当当当当 課課課課  事 業 名 称 （予算書頁) 事 業 名 称 （予算書頁) 事 業 名 称 （予算書頁) 事 業 名 称 （予算書頁) 事　　　業　　　内　　　容事　　　業　　　内　　　容事　　　業　　　内　　　容事　　　業　　　内　　　容



総総総総 務務務務 課課課課  公共交通対策事業 公共交通対策事業 公共交通対策事業 公共交通対策事業 (P116)(P116)(P116)(P116) 15,09715,09715,09715,097  地域公共交通対策の推進を図るための事業費 地域公共交通対策の推進を図るための事業費 地域公共交通対策の推進を図るための事業費 地域公共交通対策の推進を図るための事業費

(10,359)(10,359)(10,359)(10,359)    地域公共交通会議委員報酬１４人   地域公共交通会議委員報酬１４人   地域公共交通会議委員報酬１４人   地域公共交通会議委員報酬１４人 254千円 254千円 254千円 254千円 

   地域公共交通運行計画等策定業務委託料   地域公共交通運行計画等策定業務委託料   地域公共交通運行計画等策定業務委託料   地域公共交通運行計画等策定業務委託料 8,000千円 8,000千円 8,000千円 8,000千円 

   地域公共交通補助金   地域公共交通補助金   地域公共交通補助金   地域公共交通補助金 6,000千円 6,000千円 6,000千円 6,000千円 

 選挙管理委員会 選挙管理委員会 選挙管理委員会 選挙管理委員会 (P124)(P124)(P124)(P124) 263263263263  選挙管理委員会の運営及び選挙事務全般の管理事務 選挙管理委員会の運営及び選挙事務全般の管理事務 選挙管理委員会の運営及び選挙事務全般の管理事務 選挙管理委員会の運営及び選挙事務全般の管理事務

 事務事業 事務事業 事務事業 事務事業 (196)(196)(196)(196)    選挙管理委員　４人　　定時登録　年４回   選挙管理委員　４人　　定時登録　年４回   選挙管理委員　４人　　定時登録　年４回   選挙管理委員　４人　　定時登録　年４回

 選挙啓発事務事業 選挙啓発事務事業 選挙啓発事務事業 選挙啓発事務事業 (P124)(P124)(P124)(P124) 158158158158  主権者の意識向上と明るく正しい選挙が行われるよう 主権者の意識向上と明るく正しい選挙が行われるよう 主権者の意識向上と明るく正しい選挙が行われるよう 主権者の意識向上と明るく正しい選挙が行われるよう

(217)(217)(217)(217)  各種の啓発・広報活動の実施 各種の啓発・広報活動の実施 各種の啓発・広報活動の実施 各種の啓発・広報活動の実施

   啓発、広報(選挙時)   啓発、広報(選挙時)   啓発、広報(選挙時)   啓発、広報(選挙時)

    ポスター募集    ポスター募集    ポスター募集    ポスター募集

 参議院議員選挙 参議院議員選挙 参議院議員選挙 参議院議員選挙 ---- 0000  参議院議員選挙執行経費 参議院議員選挙執行経費 参議院議員選挙執行経費 参議院議員選挙執行経費

 事務事業 事務事業 事務事業 事務事業 (15,663)(15,663)(15,663)(15,663)

 県議会議員選挙 県議会議員選挙 県議会議員選挙 県議会議員選挙 ---- 0000  県議会議員選挙執行経費 県議会議員選挙執行経費 県議会議員選挙執行経費 県議会議員選挙執行経費

 事務事業 事務事業 事務事業 事務事業 (8,234)(8,234)(8,234)(8,234)

 町議会議員選挙 町議会議員選挙 町議会議員選挙 町議会議員選挙 ---- 0000  町議会議員選挙執行経費 町議会議員選挙執行経費 町議会議員選挙執行経費 町議会議員選挙執行経費

 事務事業 事務事業 事務事業 事務事業 (13,975)(13,975)(13,975)(13,975)

 常備消防事業 常備消防事業 常備消防事業 常備消防事業 (P218)(P218)(P218)(P218) 474,820474,820474,820474,820  駿東伊豆消防組合の運営に係る共通経費負担金及び旧田方地区消防 駿東伊豆消防組合の運営に係る共通経費負担金及び旧田方地区消防 駿東伊豆消防組合の運営に係る共通経費負担金及び旧田方地区消防 駿東伊豆消防組合の運営に係る共通経費負担金及び旧田方地区消防

(470,781)(470,781)(470,781)(470,781)  組合の人件費等の個別経費負担金、消防庁舎建設費等償還金負担金 組合の人件費等の個別経費負担金、消防庁舎建設費等償還金負担金 組合の人件費等の個別経費負担金、消防庁舎建設費等償還金負担金 組合の人件費等の個別経費負担金、消防庁舎建設費等償還金負担金

   駿東伊豆消防組合 共通経費負担金   駿東伊豆消防組合 共通経費負担金   駿東伊豆消防組合 共通経費負担金   駿東伊豆消防組合 共通経費負担金 105,207千円 105,207千円 105,207千円 105,207千円 

   旧田方地区消防組合 個別経費負担金   旧田方地区消防組合 個別経費負担金   旧田方地区消防組合 個別経費負担金   旧田方地区消防組合 個別経費負担金 327,775千円 327,775千円 327,775千円 327,775千円 

   旧田方地区消防組合 庁舎建設費等償還金負担金   旧田方地区消防組合 庁舎建設費等償還金負担金   旧田方地区消防組合 庁舎建設費等償還金負担金   旧田方地区消防組合 庁舎建設費等償還金負担金 41,838千円 41,838千円 41,838千円 41,838千円 

 非常備消防事業 非常備消防事業 非常備消防事業 非常備消防事業 (P218)(P218)(P218)(P218) 65,54365,54365,54365,543  消防団員の火災出動、警戒出動及び訓練等の活動の実施 消防団員の火災出動、警戒出動及び訓練等の活動の実施 消防団員の火災出動、警戒出動及び訓練等の活動の実施 消防団員の火災出動、警戒出動及び訓練等の活動の実施

(71,356)(71,356)(71,356)(71,356)    分団数　５箇分団　   分団数　５箇分団　   分団数　５箇分団　   分団数　５箇分団　

     団員定数 191人（１箇分団35人・本部９人・女性消防７人）     団員定数 191人（１箇分団35人・本部９人・女性消防７人）     団員定数 191人（１箇分団35人・本部９人・女性消防７人）     団員定数 191人（１箇分団35人・本部９人・女性消防７人）

   消防出動費　火災・警戒（１回 2,200円）   消防出動費　火災・警戒（１回 2,200円）   消防出動費　火災・警戒（１回 2,200円）   消防出動費　火災・警戒（１回 2,200円）

             　　　  訓練（１回 1,300円）             　　　  訓練（１回 1,300円）             　　　  訓練（１回 1,300円）             　　　  訓練（１回 1,300円）

 　団員確保対策の実施 　団員確保対策の実施 　団員確保対策の実施 　団員確保対策の実施

 消防団活動、施設の整備、維持管理を図る経費 消防団活動、施設の整備、維持管理を図る経費 消防団活動、施設の整備、維持管理を図る経費 消防団活動、施設の整備、維持管理を図る経費

　 詰所改修工事　 詰所改修工事　 詰所改修工事　 詰所改修工事 1,726千円 1,726千円 1,726千円 1,726千円 

   消防団本部指令車購入費   消防団本部指令車購入費   消防団本部指令車購入費   消防団本部指令車購入費 6,237千円 6,237千円 6,237千円 6,237千円 

　 消防団等運営交付金                      　　 消防団等運営交付金                      　　 消防団等運営交付金                      　　 消防団等運営交付金                      　 6,240千円 6,240千円 6,240千円 6,240千円 

   消防防災フェア交付金                          　   消防防災フェア交付金                          　   消防防災フェア交付金                          　   消防防災フェア交付金                          　 400千円 400千円 400千円 400千円 

 各地区の消防水利、消防用具の整備充実のための補助金 各地区の消防水利、消防用具の整備充実のための補助金 各地区の消防水利、消防用具の整備充実のための補助金 各地区の消防水利、消防用具の整備充実のための補助金

   消火栓・格納庫設置等への補助   消火栓・格納庫設置等への補助   消火栓・格納庫設置等への補助   消火栓・格納庫設置等への補助

   ホース、ノズル等購入への補助   ホース、ノズル等購入への補助   ホース、ノズル等購入への補助   ホース、ノズル等購入への補助 8,613千円 8,613千円 8,613千円 8,613千円 



総総総総 務務務務 課課課課  災害対策事業 災害対策事業 災害対策事業 災害対策事業 (P220)(P220)(P220)(P220) 119,489119,489119,489119,489  風水害や大規模地震災害等に対応するための防災体制の整備、 風水害や大規模地震災害等に対応するための防災体制の整備、 風水害や大規模地震災害等に対応するための防災体制の整備、 風水害や大規模地震災害等に対応するための防災体制の整備、

(109,644)(109,644)(109,644)(109,644)  資機材の備蓄、防災訓練等の実施 資機材の備蓄、防災訓練等の実施 資機材の備蓄、防災訓練等の実施 資機材の備蓄、防災訓練等の実施

 無線設備や非常用発電設備の保守管理の実施 無線設備や非常用発電設備の保守管理の実施 無線設備や非常用発電設備の保守管理の実施 無線設備や非常用発電設備の保守管理の実施

 備蓄食料や医療救護資機材などの整備 備蓄食料や医療救護資機材などの整備 備蓄食料や医療救護資機材などの整備 備蓄食料や医療救護資機材などの整備

 浄水機や発電機等防災資機材の維持管理の実施 浄水機や発電機等防災資機材の維持管理の実施 浄水機や発電機等防災資機材の維持管理の実施 浄水機や発電機等防災資機材の維持管理の実施

 各区自主防災組織が実施する資機材整備のための補助金 各区自主防災組織が実施する資機材整備のための補助金 各区自主防災組織が実施する資機材整備のための補助金 各区自主防災組織が実施する資機材整備のための補助金

   災害対策用薬品・防災ラジオ等消耗品費   災害対策用薬品・防災ラジオ等消耗品費   災害対策用薬品・防災ラジオ等消耗品費   災害対策用薬品・防災ラジオ等消耗品費 8,465千円 8,465千円 8,465千円 8,465千円 

　 気象防災アドバイザー業務委託料　 気象防災アドバイザー業務委託料　 気象防災アドバイザー業務委託料　 気象防災アドバイザー業務委託料 1,142千円 1,142千円 1,142千円 1,142千円 

　 ハザードマップ作成業務委託料　 ハザードマップ作成業務委託料　 ハザードマップ作成業務委託料　 ハザードマップ作成業務委託料 8,668千円 8,668千円 8,668千円 8,668千円 

   無線設備・非常用自家発電設備等保守点検業務委託料   無線設備・非常用自家発電設備等保守点検業務委託料   無線設備・非常用自家発電設備等保守点検業務委託料   無線設備・非常用自家発電設備等保守点検業務委託料 4,524千円 4,524千円 4,524千円 4,524千円 

   同時通報無線・戸別受信機デジタル化整備工事   同時通報無線・戸別受信機デジタル化整備工事   同時通報無線・戸別受信機デジタル化整備工事   同時通報無線・戸別受信機デジタル化整備工事 66,160千円 66,160千円 66,160千円 66,160千円 

　 指定避難所受水槽改修工事　 指定避難所受水槽改修工事　 指定避難所受水槽改修工事　 指定避難所受水槽改修工事 1,473千円 1,473千円 1,473千円 1,473千円 

　 テレビ会議システム導入工事　 テレビ会議システム導入工事　 テレビ会議システム導入工事　 テレビ会議システム導入工事 1,510千円 1,510千円 1,510千円 1,510千円 

　 函南小学校防災倉庫更新工事　 函南小学校防災倉庫更新工事　 函南小学校防災倉庫更新工事　 函南小学校防災倉庫更新工事 4,179千円 4,179千円 4,179千円 4,179千円 

　 防災行政無線機購入費　 防災行政無線機購入費　 防災行政無線機購入費　 防災行政無線機購入費 1,617千円 1,617千円 1,617千円 1,617千円 

　 自主防災組織備品等整備費補助金　 自主防災組織備品等整備費補助金　 自主防災組織備品等整備費補助金　 自主防災組織備品等整備費補助金 5,963千円 5,963千円 5,963千円 5,963千円 

企企企企画画画画財財財財政政政政課課課課  企画調整事務事業 企画調整事務事業 企画調整事務事業 企画調整事務事業 (P102)(P102)(P102)(P102) 2,9712,9712,9712,971  町の企画調整・財政事務及び町長・副町長秘書事務事業 町の企画調整・財政事務及び町長・副町長秘書事務事業 町の企画調整・財政事務及び町長・副町長秘書事務事業 町の企画調整・財政事務及び町長・副町長秘書事務事業

(3,617)(3,617)(3,617)(3,617)

 文書広報事務事業　 文書広報事務事業　 文書広報事務事業　 文書広報事務事業　 (P104)(P104)(P104)(P104) 18,90318,90318,90318,903  広報紙の編集印刷発行、ＦＭみしま・かんなみへの広報放送委託、 広報紙の編集印刷発行、ＦＭみしま・かんなみへの広報放送委託、 広報紙の編集印刷発行、ＦＭみしま・かんなみへの広報放送委託、 広報紙の編集印刷発行、ＦＭみしま・かんなみへの広報放送委託、

(17,868)(17,868)(17,868)(17,868)  各区有線放送施設改修等に対する助成を実施する事業 各区有線放送施設改修等に対する助成を実施する事業 各区有線放送施設改修等に対する助成を実施する事業 各区有線放送施設改修等に対する助成を実施する事業

   印刷費(広報､町民カレンダー)                  印刷費(広報､町民カレンダー)                  印刷費(広報､町民カレンダー)                  印刷費(広報､町民カレンダー)               5,968千円 5,968千円 5,968千円 5,968千円 

   広報かんなみ等配布手数料                               広報かんなみ等配布手数料                               広報かんなみ等配布手数料                               広報かんなみ等配布手数料                            2,937千円 2,937千円 2,937千円 2,937千円 

   エフエム番組制作委託料                           エフエム番組制作委託料                           エフエム番組制作委託料                           エフエム番組制作委託料                        7,106千円 7,106千円 7,106千円 7,106千円 

   有線放送施設整備費補助金                     有線放送施設整備費補助金                     有線放送施設整備費補助金                     有線放送施設整備費補助金                  2,000千円 2,000千円 2,000千円 2,000千円 

 都市基盤施設整備 都市基盤施設整備 都市基盤施設整備 都市基盤施設整備 (P110)(P110)(P110)(P110) 5,0005,0005,0005,000  都市基盤施設基金の管理事業 都市基盤施設基金の管理事業 都市基盤施設基金の管理事業 都市基盤施設基金の管理事業

 基金管理事業 基金管理事業 基金管理事業 基金管理事業 (5,000)(5,000)(5,000)(5,000)    新規積立   新規積立   新規積立   新規積立 5,000千円 5,000千円 5,000千円 5,000千円 

 基金管理事業 基金管理事業 基金管理事業 基金管理事業 (P110)(P110)(P110)(P110) 10,30810,30810,30810,308  財政調整基金及び減債基金の管理事業 財政調整基金及び減債基金の管理事業 財政調整基金及び減債基金の管理事業 財政調整基金及び減債基金の管理事業

(10,368)(10,368)(10,368)(10,368)    財政調整基金 新規積立            財政調整基金 新規積立            財政調整基金 新規積立            財政調整基金 新規積立         10,000千円 10,000千円 10,000千円 10,000千円 

   財政調整基金 元加積立                                  財政調整基金 元加積立                                  財政調整基金 元加積立                                  財政調整基金 元加積立                               308千円 308千円 308千円 308千円 

 自治振興事業 自治振興事業 自治振興事業 自治振興事業 (P110)(P110)(P110)(P110) 11,33111,33111,33111,331  行政を円滑に推進するため、区長等と連携を密にし、自治 行政を円滑に推進するため、区長等と連携を密にし、自治 行政を円滑に推進するため、区長等と連携を密にし、自治 行政を円滑に推進するため、区長等と連携を密にし、自治

(11,505)(11,505)(11,505)(11,505)  振興を図るための事務事業 振興を図るための事務事業 振興を図るための事務事業 振興を図るための事務事業

   区長会の開催(定例として年10回開催)及び研修会の実施   区長会の開催(定例として年10回開催)及び研修会の実施   区長会の開催(定例として年10回開催)及び研修会の実施   区長会の開催(定例として年10回開催)及び研修会の実施

　 行政連絡事務として区長・組長に委託　 行政連絡事務として区長・組長に委託　 行政連絡事務として区長・組長に委託　 行政連絡事務として区長・組長に委託 9,057千円 9,057千円 9,057千円 9,057千円 

   (35区・620組)   (35区・620組)   (35区・620組)   (35区・620組)

　 新年初顔合わせ会を開催し、自治振興に寄与された功労者等を　 新年初顔合わせ会を開催し、自治振興に寄与された功労者等を　 新年初顔合わせ会を開催し、自治振興に寄与された功労者等を　 新年初顔合わせ会を開催し、自治振興に寄与された功労者等を

　 表彰する　 表彰する　 表彰する　 表彰する

    開催予定　１月５日(火)　　参加者予定　550人    開催予定　１月５日(火)　　参加者予定　550人    開催予定　１月５日(火)　　参加者予定　550人    開催予定　１月５日(火)　　参加者予定　550人

　 区長会補助金                        　 区長会補助金                        　 区長会補助金                        　 区長会補助金                        1,941千円 1,941千円 1,941千円 1,941千円 

 まちづくり事業 まちづくり事業 まちづくり事業 まちづくり事業 (P114)(P114)(P114)(P114) 7,7297,7297,7297,729  まちづくり施策の調査研究・資料収集及び広域行政事務事業 まちづくり施策の調査研究・資料収集及び広域行政事務事業 まちづくり施策の調査研究・資料収集及び広域行政事務事業 まちづくり施策の調査研究・資料収集及び広域行政事務事業

(1,598)(1,598)(1,598)(1,598) 　 国土強靭化地域計画策定支援業務委託料　 国土強靭化地域計画策定支援業務委託料　 国土強靭化地域計画策定支援業務委託料　 国土強靭化地域計画策定支援業務委託料 6,160千円 6,160千円 6,160千円 6,160千円 

   移住就業支援事業費補助金   移住就業支援事業費補助金   移住就業支援事業費補助金   移住就業支援事業費補助金 1,000千円 1,000千円 1,000千円 1,000千円 



企企企企画画画画財財財財政政政政課課課課  都市交流事業　 都市交流事業　 都市交流事業　 都市交流事業　 (P116)(P116)(P116)(P116) 1,2521,2521,2521,252  アメリカ カーマン市との姉妹都市交流及び異文化交流事業 アメリカ カーマン市との姉妹都市交流及び異文化交流事業 アメリカ カーマン市との姉妹都市交流及び異文化交流事業 アメリカ カーマン市との姉妹都市交流及び異文化交流事業

(1,887)(1,887)(1,887)(1,887)  町内外の外国人との異文化交流を図り相互理解を図るため、 町内外の外国人との異文化交流を図り相互理解を図るため、 町内外の外国人との異文化交流を図り相互理解を図るため、 町内外の外国人との異文化交流を図り相互理解を図るため、

 都市交流協会への助成事業 都市交流協会への助成事業 都市交流協会への助成事業 都市交流協会への助成事業

   都市交流協会補助金   都市交流協会補助金   都市交流協会補助金   都市交流協会補助金 1,238千円 1,238千円 1,238千円 1,238千円 

 統計調査事業 統計調査事業 統計調査事業 統計調査事業 (P126)(P126)(P126)(P126) 18,04618,04618,04618,046  指定統計調査の実施及び統計書かんなみ作成事業 指定統計調査の実施及び統計書かんなみ作成事業 指定統計調査の実施及び統計書かんなみ作成事業 指定統計調査の実施及び統計書かんなみ作成事業

(3,959)(3,959)(3,959)(3,959)    各種統計指導員、調査員の報酬222人   各種統計指導員、調査員の報酬222人   各種統計指導員、調査員の報酬222人   各種統計指導員、調査員の報酬222人 12,935千円 12,935千円 12,935千円 12,935千円 

   　国勢調査、工業統計調査   　国勢調査、工業統計調査   　国勢調査、工業統計調査   　国勢調査、工業統計調査

 農業集落排水事業 農業集落排水事業 農業集落排水事業 農業集落排水事業 (P194)(P194)(P194)(P194) 6,6656,6656,6656,665  農業集落排水事業特別会計への繰出事業 農業集落排水事業特別会計への繰出事業 農業集落排水事業特別会計への繰出事業 農業集落排水事業特別会計への繰出事業

 特別会計繰出事業 特別会計繰出事業 特別会計繰出事業 特別会計繰出事業 (7,878)(7,878)(7,878)(7,878)    地方債償還分      地方債償還分      地方債償還分      地方債償還分   4,120千円 4,120千円 4,120千円 4,120千円 

   事務費分      事務費分      事務費分      事務費分   2,545千円 2,545千円 2,545千円 2,545千円 

 都市計画事業基金 都市計画事業基金 都市計画事業基金 都市計画事業基金 (P212)(P212)(P212)(P212) 1111  都市計画事業基金の管理事業 都市計画事業基金の管理事業 都市計画事業基金の管理事業 都市計画事業基金の管理事業

 管理事業 管理事業 管理事業 管理事業 (1)(1)(1)(1)  　元加積立 　元加積立 　元加積立 　元加積立 1千円 1千円 1千円 1千円 

 下水道事業特別会計 下水道事業特別会計 下水道事業特別会計 下水道事業特別会計 (P214)(P214)(P214)(P214) 366,463366,463366,463366,463  下水道事業特別会計への繰出事業 下水道事業特別会計への繰出事業 下水道事業特別会計への繰出事業 下水道事業特別会計への繰出事業

 繰出事業 繰出事業 繰出事業 繰出事業 (436,009)(436,009)(436,009)(436,009)    地方債償還分   地方債償還分   地方債償還分   地方債償還分 307,401千円 307,401千円 307,401千円 307,401千円 

　 事業費分　 事業費分　 事業費分　 事業費分 59,062千円 59,062千円 59,062千円 59,062千円 

 町立学校建設基金 町立学校建設基金 町立学校建設基金 町立学校建設基金 (P236)(P236)(P236)(P236) 6666  町立学校建設等基金の管理事業 町立学校建設等基金の管理事業 町立学校建設等基金の管理事業 町立学校建設等基金の管理事業

 管理事業 管理事業 管理事業 管理事業 (1,806)(1,806)(1,806)(1,806)  　元加積立 　元加積立 　元加積立 　元加積立 6千円 6千円 6千円 6千円 

 起債元金償還事業 起債元金償還事業 起債元金償還事業 起債元金償還事業 (P278)(P278)(P278)(P278) 946,216946,216946,216946,216  町債の元金償還事業 町債の元金償還事業 町債の元金償還事業 町債の元金償還事業

(921,804)(921,804)(921,804)(921,804)   財務省        財務省        財務省        財務省      589,411千円 589,411千円 589,411千円 589,411千円 

　地方公共団体金融機構　　地方公共団体金融機構　　地方公共団体金融機構　　地方公共団体金融機構　 215,609千円 215,609千円 215,609千円 215,609千円 

  郵便貯金・簡易生命保険管理機構  郵便貯金・簡易生命保険管理機構  郵便貯金・簡易生命保険管理機構  郵便貯金・簡易生命保険管理機構 79,122千円 79,122千円 79,122千円 79,122千円 

  共済組合等　　  共済組合等　　  共済組合等　　  共済組合等　　 62,074千円 62,074千円 62,074千円 62,074千円 

　　　　

 起債利子償還事業 起債利子償還事業 起債利子償還事業 起債利子償還事業 (P278)(P278)(P278)(P278) 62,73162,73162,73162,731  町債の利子償還事業 町債の利子償還事業 町債の利子償還事業 町債の利子償還事業

(74,451)(74,451)(74,451)(74,451)   財務省        財務省        財務省        財務省      48,033千円 48,033千円 48,033千円 48,033千円 

　地方公共団体金融機構   　地方公共団体金融機構   　地方公共団体金融機構   　地方公共団体金融機構   12,218千円 12,218千円 12,218千円 12,218千円 

  郵便貯金・簡易生命保険管理機構　   郵便貯金・簡易生命保険管理機構　   郵便貯金・簡易生命保険管理機構　   郵便貯金・簡易生命保険管理機構　 1,125千円 1,125千円 1,125千円 1,125千円 

  銀行等             銀行等             銀行等             銀行等           277千円 277千円 277千円 277千円 

  共済組合等      共済組合等      共済組合等      共済組合等    1,078千円 1,078千円 1,078千円 1,078千円 

 一時借入金利子 一時借入金利子 一時借入金利子 一時借入金利子 (P270)(P270)(P270)(P270) 1111  一時借入金の利子償還事業 一時借入金の利子償還事業 一時借入金の利子償還事業 一時借入金の利子償還事業

 償還事業 償還事業 償還事業 償還事業 (1)(1)(1)(1) 1千円 1千円 1千円 1千円 

 予備費 予備費 予備費 予備費 (P282)(P282)(P282)(P282) 20,00020,00020,00020,000  予備費 予備費 予備費 予備費

(20,000)(20,000)(20,000)(20,000) 20,000千円 20,000千円 20,000千円 20,000千円 

管管管管 財財財財 課課課課  財産管理事業 財産管理事業 財産管理事業 財産管理事業 (P104)(P104)(P104)(P104) 134,981134,981134,981134,981  庁舎等施設の維持管理（函南駅前駐車場・駐輪場を含む) 庁舎等施設の維持管理（函南駅前駐車場・駐輪場を含む) 庁舎等施設の維持管理（函南駅前駐車場・駐輪場を含む) 庁舎等施設の維持管理（函南駅前駐車場・駐輪場を含む)

(135,244)(135,244)(135,244)(135,244)  及び土地台帳管理、入札・見積合わせ等の執行等契約関係事務 及び土地台帳管理、入札・見積合わせ等の執行等契約関係事務 及び土地台帳管理、入札・見積合わせ等の執行等契約関係事務 及び土地台帳管理、入札・見積合わせ等の執行等契約関係事務

　 会計年度任用職員２人　 会計年度任用職員２人　 会計年度任用職員２人　 会計年度任用職員２人

   町有建物災害共済保険料 (14施設　187棟)   町有建物災害共済保険料 (14施設　187棟)   町有建物災害共済保険料 (14施設　187棟)   町有建物災害共済保険料 (14施設　187棟) 6,200千円 6,200千円 6,200千円 6,200千円 

 　庁用車賠償補償保険料(63台) 　庁用車賠償補償保険料(63台) 　庁用車賠償補償保険料(63台) 　庁用車賠償補償保険料(63台) 1,755千円 1,755千円 1,755千円 1,755千円 

   庁舎建物等総合管理業務委託料   庁舎建物等総合管理業務委託料   庁舎建物等総合管理業務委託料   庁舎建物等総合管理業務委託料 53,500千円 53,500千円 53,500千円 53,500千円 

   駐輪場等管理委託料   駐輪場等管理委託料   駐輪場等管理委託料   駐輪場等管理委託料 1,172千円 1,172千円 1,172千円 1,172千円 

   町営駐車場機器管理業務委託料   町営駐車場機器管理業務委託料   町営駐車場機器管理業務委託料   町営駐車場機器管理業務委託料 4,884千円 4,884千円 4,884千円 4,884千円 

   庁用車リース料   庁用車リース料   庁用車リース料   庁用車リース料 6,244千円 6,244千円 6,244千円 6,244千円 

   電話交換機リース料   電話交換機リース料   電話交換機リース料   電話交換機リース料 2,629千円 2,629千円 2,629千円 2,629千円 

　 非常用発電機部品交換工事　 非常用発電機部品交換工事　 非常用発電機部品交換工事　 非常用発電機部品交換工事 1,129千円 1,129千円 1,129千円 1,129千円 



管管管管 財財財財 課課課課  公園管理事業 公園管理事業 公園管理事業 公園管理事業 (P108)(P108)(P108)(P108) 36,17136,17136,17136,171  都市公園８箇所(柏谷･仁田さくら･間宮･間宮川向･日守山･ 都市公園８箇所(柏谷･仁田さくら･間宮･間宮川向･日守山･ 都市公園８箇所(柏谷･仁田さくら･間宮･間宮川向･日守山･ 都市公園８箇所(柏谷･仁田さくら･間宮･間宮川向･日守山･

(31,333)(31,333)(31,333)(31,333)  ヒューマンヒルズふれあい中央・やすらぎ西・ふれあい東)と ヒューマンヒルズふれあい中央・やすらぎ西・ふれあい東)と ヒューマンヒルズふれあい中央・やすらぎ西・ふれあい東)と ヒューマンヒルズふれあい中央・やすらぎ西・ふれあい東)と

 原生の森及び小公園の維持管理経費 原生の森及び小公園の維持管理経費 原生の森及び小公園の維持管理経費 原生の森及び小公園の維持管理経費

　各公園施設管理業務委託料　各公園施設管理業務委託料　各公園施設管理業務委託料　各公園施設管理業務委託料 15,245千円 15,245千円 15,245千円 15,245千円 

  各公園借地料  各公園借地料  各公園借地料  各公園借地料 7,421千円 7,421千円 7,421千円 7,421千円 

  柏谷公園西側トイレ改修工事  柏谷公園西側トイレ改修工事  柏谷公園西側トイレ改修工事  柏谷公園西側トイレ改修工事 5,946千円 5,946千円 5,946千円 5,946千円 

 電子計算事務事業 電子計算事務事業 電子計算事務事業 電子計算事務事業 (P112)(P112)(P112)(P112) 169,306169,306169,306169,306  基幹系行政事務の安定した業務運営の実施 基幹系行政事務の安定した業務運営の実施 基幹系行政事務の安定した業務運営の実施 基幹系行政事務の安定した業務運営の実施

(90,313)(90,313)(90,313)(90,313)    ネットワーク機器等保守業務委託料   ネットワーク機器等保守業務委託料   ネットワーク機器等保守業務委託料   ネットワーク機器等保守業務委託料 5,434千円 5,434千円 5,434千円 5,434千円 

   住基ネットシステムサポート業務委託料   住基ネットシステムサポート業務委託料   住基ネットシステムサポート業務委託料   住基ネットシステムサポート業務委託料 1,426千円 1,426千円 1,426千円 1,426千円 

   基幹系システム機器保守業務委託料   基幹系システム機器保守業務委託料   基幹系システム機器保守業務委託料   基幹系システム機器保守業務委託料 8,965千円 8,965千円 8,965千円 8,965千円 

　 基幹系システムデータ移行業務委託料　 基幹系システムデータ移行業務委託料　 基幹系システムデータ移行業務委託料　 基幹系システムデータ移行業務委託料 59,759千円 59,759千円 59,759千円 59,759千円 

   基幹系パッケージソフトウェア等使用料   基幹系パッケージソフトウェア等使用料   基幹系パッケージソフトウェア等使用料   基幹系パッケージソフトウェア等使用料 19,802千円 19,802千円 19,802千円 19,802千円 

　 自治体クラウドシステム使用料　 自治体クラウドシステム使用料　 自治体クラウドシステム使用料　 自治体クラウドシステム使用料 38,405千円 38,405千円 38,405千円 38,405千円 

   基幹系システム機器等賃借料   基幹系システム機器等賃借料   基幹系システム機器等賃借料   基幹系システム機器等賃借料 23,400千円 23,400千円 23,400千円 23,400千円 

   番号制度 中間サーバー・プラットフォーム利用負担金   番号制度 中間サーバー・プラットフォーム利用負担金   番号制度 中間サーバー・プラットフォーム利用負担金   番号制度 中間サーバー・プラットフォーム利用負担金 6,189千円 6,189千円 6,189千円 6,189千円 

 ＩＴ推進事務事業 ＩＴ推進事務事業 ＩＴ推進事務事業 ＩＴ推進事務事業 (P114)(P114)(P114)(P114) 37,55237,55237,55237,552  函南町地域情報化計画に基づいた計画的な情報化事業の実施  函南町地域情報化計画に基づいた計画的な情報化事業の実施  函南町地域情報化計画に基づいた計画的な情報化事業の実施  函南町地域情報化計画に基づいた計画的な情報化事業の実施 

(99,754)(99,754)(99,754)(99,754)    情報ネットワーク回線使用料   情報ネットワーク回線使用料   情報ネットワーク回線使用料   情報ネットワーク回線使用料 5,401千円 5,401千円 5,401千円 5,401千円 

　 ＩＴ関係機器使用料・賃借料　 ＩＴ関係機器使用料・賃借料　 ＩＴ関係機器使用料・賃借料　 ＩＴ関係機器使用料・賃借料 29,759千円 29,759千円 29,759千円 29,759千円 

   静岡県セキュリティクラウド利用負担金   静岡県セキュリティクラウド利用負担金   静岡県セキュリティクラウド利用負担金   静岡県セキュリティクラウド利用負担金 1,062千円 1,062千円 1,062千円 1,062千円 

 町営住宅管理事業 町営住宅管理事業 町営住宅管理事業 町営住宅管理事業 (P216)(P216)(P216)(P216) 19,38419,38419,38419,384  町営住宅の維持管理業務 町営住宅の維持管理業務 町営住宅の維持管理業務 町営住宅の維持管理業務

(20,824)(20,824)(20,824)(20,824)    冷川住宅　55戸　上沢住宅　10戸　柏谷住宅　10戸   冷川住宅　55戸　上沢住宅　10戸　柏谷住宅　10戸   冷川住宅　55戸　上沢住宅　10戸　柏谷住宅　10戸   冷川住宅　55戸　上沢住宅　10戸　柏谷住宅　10戸

   塚本住宅　10戸　仁田住宅　10戸　　 計　　 95戸   塚本住宅　10戸　仁田住宅　10戸　　 計　　 95戸   塚本住宅　10戸　仁田住宅　10戸　　 計　　 95戸   塚本住宅　10戸　仁田住宅　10戸　　 計　　 95戸

   町営住宅修理   町営住宅修理   町営住宅修理   町営住宅修理 3,000千円 3,000千円 3,000千円 3,000千円 

   借地料   借地料   借地料   借地料 3,717千円 3,717千円 3,717千円 3,717千円 

   冷川住宅外壁屋根防水塗装工事   冷川住宅外壁屋根防水塗装工事   冷川住宅外壁屋根防水塗装工事   冷川住宅外壁屋根防水塗装工事 10,098千円 10,098千円 10,098千円 10,098千円 

 普通財産取得事業 普通財産取得事業 普通財産取得事業 普通財産取得事業 (P280)(P280)(P280)(P280) 1111  土地開発基金保有土地を一般会計にて買戻す事業 土地開発基金保有土地を一般会計にて買戻す事業 土地開発基金保有土地を一般会計にて買戻す事業 土地開発基金保有土地を一般会計にて買戻す事業

(0)(0)(0)(0)

税税税税 務務務務 課課課課  税務総務事務事業 税務総務事務事業 税務総務事務事業 税務総務事務事業 (P116)(P116)(P116)(P116) 91,82991,82991,82991,829  各種証明書の発行等管理的な事務を行う事業 各種証明書の発行等管理的な事務を行う事業 各種証明書の発行等管理的な事務を行う事業 各種証明書の発行等管理的な事務を行う事業

(104,104)(104,104)(104,104)(104,104)    職員13人、会計年度任用職員８人   職員13人、会計年度任用職員８人   職員13人、会計年度任用職員８人   職員13人、会計年度任用職員８人

   固定資産評価審査委員会委員３人　   固定資産評価審査委員会委員３人　   固定資産評価審査委員会委員３人　   固定資産評価審査委員会委員３人　

   課税・納税・評価証明書等の発行   課税・納税・評価証明書等の発行   課税・納税・評価証明書等の発行   課税・納税・評価証明書等の発行

 賦課徴収事務事業 賦課徴収事務事業 賦課徴収事務事業 賦課徴収事務事業 (P118)(P118)(P118)(P118) 81,81781,81781,81781,817  町税の賦課・徴収事務を行う事業 町税の賦課・徴収事務を行う事業 町税の賦課・徴収事務を行う事業 町税の賦課・徴収事務を行う事業

(76,800)(76,800)(76,800)(76,800)    固定資産税基礎資料作成業務委託料   固定資産税基礎資料作成業務委託料   固定資産税基礎資料作成業務委託料   固定資産税基礎資料作成業務委託料 9,856千円 9,856千円 9,856千円 9,856千円 

   住民税課税データ等抽出プログラム改修業務委託料   住民税課税データ等抽出プログラム改修業務委託料   住民税課税データ等抽出プログラム改修業務委託料   住民税課税データ等抽出プログラム改修業務委託料 1,100千円 1,100千円 1,100千円 1,100千円 

   標準宅地鑑定評価時点修正業務委託料   標準宅地鑑定評価時点修正業務委託料   標準宅地鑑定評価時点修正業務委託料   標準宅地鑑定評価時点修正業務委託料 2,263千円 2,263千円 2,263千円 2,263千円 

   滞納者電話催告業務委託料   滞納者電話催告業務委託料   滞納者電話催告業務委託料   滞納者電話催告業務委託料 1,187千円 1,187千円 1,187千円 1,187千円 

   固定資産家屋評価基準評点マスター作成業務委託料   固定資産家屋評価基準評点マスター作成業務委託料   固定資産家屋評価基準評点マスター作成業務委託料   固定資産家屋評価基準評点マスター作成業務委託料 495千円 495千円 495千円 495千円 

   コンビニ収納代行事務手数料   コンビニ収納代行事務手数料   コンビニ収納代行事務手数料   コンビニ収納代行事務手数料 2,097千円 2,097千円 2,097千円 2,097千円 

   ソフトウェア使用料システム機器賃借料   ソフトウェア使用料システム機器賃借料   ソフトウェア使用料システム機器賃借料   ソフトウェア使用料システム機器賃借料 5,325千円 5,325千円 5,325千円 5,325千円 

   静岡地方税滞納整理機構負担金   静岡地方税滞納整理機構負担金   静岡地方税滞納整理機構負担金   静岡地方税滞納整理機構負担金 6,638千円 6,638千円 6,638千円 6,638千円 

住住住住 民民民民 課課課課  戸籍住民基本台帳 戸籍住民基本台帳 戸籍住民基本台帳 戸籍住民基本台帳 (P120)(P120)(P120)(P120) 72,26172,26172,26172,261  住民基本台帳、中長期在留外国人関係事務、戸籍関連の異動処理、 住民基本台帳、中長期在留外国人関係事務、戸籍関連の異動処理、 住民基本台帳、中長期在留外国人関係事務、戸籍関連の異動処理、 住民基本台帳、中長期在留外国人関係事務、戸籍関連の異動処理、

 事務事業 事務事業 事務事業 事務事業 (56,447)(56,447)(56,447)(56,447)  印鑑の登録、旅券申請受付・交付、住民票・戸籍謄抄本・印鑑証明 印鑑の登録、旅券申請受付・交付、住民票・戸籍謄抄本・印鑑証明 印鑑の登録、旅券申請受付・交付、住民票・戸籍謄抄本・印鑑証明 印鑑の登録、旅券申請受付・交付、住民票・戸籍謄抄本・印鑑証明

 発行、マイナンバーカード交付等の窓口対応業務及び人権・行政・ 発行、マイナンバーカード交付等の窓口対応業務及び人権・行政・ 発行、マイナンバーカード交付等の窓口対応業務及び人権・行政・ 発行、マイナンバーカード交付等の窓口対応業務及び人権・行政・

 法律相談の実施。 法律相談の実施。 法律相談の実施。 法律相談の実施。

　 職員５人、会計年度任用職員４人　 職員５人、会計年度任用職員４人　 職員５人、会計年度任用職員４人　 職員５人、会計年度任用職員４人

　戸籍管理システムサポート使用料　戸籍管理システムサポート使用料　戸籍管理システムサポート使用料　戸籍管理システムサポート使用料 4,043千円 4,043千円 4,043千円 4,043千円 

　システム機器賃借料　システム機器賃借料　システム機器賃借料　システム機器賃借料 6,621千円 6,621千円 6,621千円 6,621千円 

　通知カード・個人番号カード関連事務交付金　通知カード・個人番号カード関連事務交付金　通知カード・個人番号カード関連事務交付金　通知カード・個人番号カード関連事務交付金 2,874千円 2,874千円 2,874千円 2,874千円 



住住住住 民民民民 課課課課  国保国民年金事務 国保国民年金事務 国保国民年金事務 国保国民年金事務 (P132)(P132)(P132)(P132) 336,476336,476336,476336,476  国民健康保険資格・給付事務、国民年金事務に関する事業 国民健康保険資格・給付事務、国民年金事務に関する事業 国民健康保険資格・給付事務、国民年金事務に関する事業 国民健康保険資格・給付事務、国民年金事務に関する事業

 事業 事業 事業 事業 (332,099)(332,099)(332,099)(332,099)    職員７人、会計年度任用職員１人   職員７人、会計年度任用職員１人   職員７人、会計年度任用職員１人   職員７人、会計年度任用職員１人

　国民健康保険特別会計繰出金　             　国民健康保険特別会計繰出金　             　国民健康保険特別会計繰出金　             　国民健康保険特別会計繰出金　             283,535千円 283,535千円 283,535千円 283,535千円 

   内訳   内訳   内訳   内訳

　 保険基盤安定繰出金　  　　　191,141千円　 保険基盤安定繰出金　  　　　191,141千円　 保険基盤安定繰出金　  　　　191,141千円　 保険基盤安定繰出金　  　　　191,141千円

　 財政安定化支援事業繰出金　   92,394千円　 財政安定化支援事業繰出金　   92,394千円　 財政安定化支援事業繰出金　   92,394千円　 財政安定化支援事業繰出金　   92,394千円

   （出産育児一時金分 9,520千円･事務事業費等分 18,569千円･   （出産育児一時金分 9,520千円･事務事業費等分 18,569千円･   （出産育児一時金分 9,520千円･事務事業費等分 18,569千円･   （出産育児一時金分 9,520千円･事務事業費等分 18,569千円･

     年齢構成差分 12,305千円･その他分 52,000千円）     年齢構成差分 12,305千円･その他分 52,000千円）     年齢構成差分 12,305千円･その他分 52,000千円）     年齢構成差分 12,305千円･その他分 52,000千円）

 国民年金資格取得事務、年金に関する相談等の実施 国民年金資格取得事務、年金に関する相談等の実施 国民年金資格取得事務、年金に関する相談等の実施 国民年金資格取得事務、年金に関する相談等の実施

 後期高齢者医療 後期高齢者医療 後期高齢者医療 後期高齢者医療 (P136)(P136)(P136)(P136) 485,670485,670485,670485,670  後期高齢者医療制度に係る広域連合への負担金、 後期高齢者医療制度に係る広域連合への負担金、 後期高齢者医療制度に係る広域連合への負担金、 後期高齢者医療制度に係る広域連合への負担金、

 事業 事業 事業 事業 (450,936)(450,936)(450,936)(450,936)  後期高齢者医療特別会計への繰出金 後期高齢者医療特別会計への繰出金 後期高齢者医療特別会計への繰出金 後期高齢者医療特別会計への繰出金

 派遣職員　１名 派遣職員　１名 派遣職員　１名 派遣職員　１名

  広域連合負担金                            広域連合負担金                            広域連合負担金                            広域連合負担金                          376,240千円 376,240千円 376,240千円 376,240千円 

   内訳　　広域連合共通経費負担金   内訳　　広域連合共通経費負担金   内訳　　広域連合共通経費負担金   内訳　　広域連合共通経費負担金

　 広域連合一般会計分　　　　　　　1,469千円　 広域連合一般会計分　　　　　　　1,469千円　 広域連合一般会計分　　　　　　　1,469千円　 広域連合一般会計分　　　　　　　1,469千円

　 広域連合特別会計分　　　　　　 11,823千円　 広域連合特別会計分　　　　　　 11,823千円　 広域連合特別会計分　　　　　　 11,823千円　 広域連合特別会計分　　　　　　 11,823千円

　 後期高齢者医療公費負担分　　  362,948千円　 後期高齢者医療公費負担分　　  362,948千円　 後期高齢者医療公費負担分　　  362,948千円　 後期高齢者医療公費負担分　　  362,948千円

　後期高齢者医療特別会計繰出金　            　後期高齢者医療特別会計繰出金　            　後期高齢者医療特別会計繰出金　            　後期高齢者医療特別会計繰出金　            79,701千円 79,701千円 79,701千円 79,701千円 

   内訳　　保険基盤安定繰出金   内訳　　保険基盤安定繰出金   内訳　　保険基盤安定繰出金   内訳　　保険基盤安定繰出金

　 軽減分　  　　　　　　　　　  79,404千円　 軽減分　  　　　　　　　　　  79,404千円　 軽減分　  　　　　　　　　　  79,404千円　 軽減分　  　　　　　　　　　  79,404千円

　 減額分　  　　　 　　　　　　  　297千円　 減額分　  　　　 　　　　　　  　297千円　 減額分　  　　　 　　　　　　  　297千円　 減額分　  　　　 　　　　　　  　297千円

福福福福 祉祉祉祉 課課課課  社会福祉総務事務 社会福祉総務事務 社会福祉総務事務 社会福祉総務事務 (P130)(P130)(P130)(P130) 117,853117,853117,853117,853  福祉施策総務事務及び各種福祉団体等への助成経費 福祉施策総務事務及び各種福祉団体等への助成経費 福祉施策総務事務及び各種福祉団体等への助成経費 福祉施策総務事務及び各種福祉団体等への助成経費

 事業 事業 事業 事業 (111,605)(111,605)(111,605)(111,605)    社会福祉事業委託料   社会福祉事業委託料   社会福祉事業委託料   社会福祉事業委託料 1,974千円 1,974千円 1,974千円 1,974千円 

   成年後見推進事業委託料   成年後見推進事業委託料   成年後見推進事業委託料   成年後見推進事業委託料 1,240千円 1,240千円 1,240千円 1,240千円 

   成年後見体制整備事業委託料   成年後見体制整備事業委託料   成年後見体制整備事業委託料   成年後見体制整備事業委託料 478千円 478千円 478千円 478千円 

   駿豆学園負担金   駿豆学園負担金   駿豆学園負担金   駿豆学園負担金 3,346千円 3,346千円 3,346千円 3,346千円 

   社会福祉協議会事業費等補助金   社会福祉協議会事業費等補助金   社会福祉協議会事業費等補助金   社会福祉協議会事業費等補助金 31,357千円 31,357千円 31,357千円 31,357千円 

   民生委員児童委員協議会活動推進事業費補助金   民生委員児童委員協議会活動推進事業費補助金   民生委員児童委員協議会活動推進事業費補助金   民生委員児童委員協議会活動推進事業費補助金 9,351千円 9,351千円 9,351千円 9,351千円 

 老人福祉事業 老人福祉事業 老人福祉事業 老人福祉事業 (P134)(P134)(P134)(P134) 89,53889,53889,53889,538  高齢者に対する各種支援事業 高齢者に対する各種支援事業 高齢者に対する各種支援事業 高齢者に対する各種支援事業

(90,625)(90,625)(90,625)(90,625)

   食の自立支援事業委託料   食の自立支援事業委託料   食の自立支援事業委託料   食の自立支援事業委託料 990千円 990千円 990千円 990千円 

   介護職員研修受講就労補助金   介護職員研修受講就労補助金   介護職員研修受講就労補助金   介護職員研修受講就労補助金 250千円 250千円 250千円 250千円 

   函南町シニア活動補助金   函南町シニア活動補助金   函南町シニア活動補助金   函南町シニア活動補助金 1,985千円 1,985千円 1,985千円 1,985千円 

   高齢者運転免許証自主返納扶助費   高齢者運転免許証自主返納扶助費   高齢者運転免許証自主返納扶助費   高齢者運転免許証自主返納扶助費 1,068千円 1,068千円 1,068千円 1,068千円 

   敬老会補助金   敬老会補助金   敬老会補助金   敬老会補助金 7,307千円 7,307千円 7,307千円 7,307千円 

   敬老祝金の支給    敬老祝金の支給    敬老祝金の支給    敬老祝金の支給 28,378千円 28,378千円 28,378千円 28,378千円 

   紙おむつ支給                                 紙おむつ支給                                 紙おむつ支給                                 紙おむつ支給                              4,927千円 4,927千円 4,927千円 4,927千円 

   介護サービス利用料   介護サービス利用料   介護サービス利用料   介護サービス利用料 912千円 912千円 912千円 912千円 

   高齢者福祉タクシー利用券   高齢者福祉タクシー利用券   高齢者福祉タクシー利用券   高齢者福祉タクシー利用券 24,618千円 24,618千円 24,618千円 24,618千円 

   老人保護措置費   老人保護措置費   老人保護措置費   老人保護措置費 14,657千円 14,657千円 14,657千円 14,657千円 

 介護保険事業 介護保険事業 介護保険事業 介護保険事業 (P136)(P136)(P136)(P136) 450,633450,633450,633450,633  介護保険事業の円滑な運営を図るための繰出事業 介護保険事業の円滑な運営を図るための繰出事業 介護保険事業の円滑な運営を図るための繰出事業 介護保険事業の円滑な運営を図るための繰出事業

(400,363)(400,363)(400,363)(400,363)    介護保険特別会計繰出金                     介護保険特別会計繰出金                     介護保険特別会計繰出金                     介護保険特別会計繰出金                  450,633千円 450,633千円 450,633千円 450,633千円 

       内訳       内訳       内訳       内訳

       介護給付費分　　　　　　　　  404,449千円       介護給付費分　　　　　　　　  404,449千円       介護給付費分　　　　　　　　  404,449千円       介護給付費分　　　　　　　　  404,449千円

       地域支援事業分                 13,952千円       地域支援事業分                 13,952千円       地域支援事業分                 13,952千円       地域支援事業分                 13,952千円

       低所得者保険料軽減分           32,232千円       低所得者保険料軽減分           32,232千円       低所得者保険料軽減分           32,232千円       低所得者保険料軽減分           32,232千円

 老人いこいの家 老人いこいの家 老人いこいの家 老人いこいの家 (P138)(P138)(P138)(P138) 5,9105,9105,9105,910  老人いこいの家管理事業 老人いこいの家管理事業 老人いこいの家管理事業 老人いこいの家管理事業

 管理事業 管理事業 管理事業 管理事業 (5,737)(5,737)(5,737)(5,737)    老人いこいの家管理委託料　                              老人いこいの家管理委託料　                              老人いこいの家管理委託料　                              老人いこいの家管理委託料　                           3,856千円 3,856千円 3,856千円 3,856千円 

   警備業務委託料   警備業務委託料   警備業務委託料   警備業務委託料 377千円 377千円 377千円 377千円 



福福福福 祉祉祉祉 課課課課  心身障害者福祉 心身障害者福祉 心身障害者福祉 心身障害者福祉 (P138)(P138)(P138)(P138) 799,861799,861799,861799,861  心身障害者に対する支援事業 心身障害者に対する支援事業 心身障害者に対する支援事業 心身障害者に対する支援事業

 事業 事業 事業 事業 (761,860)(761,860)(761,860)(761,860)

   障害者相談支援事業委託料   障害者相談支援事業委託料   障害者相談支援事業委託料   障害者相談支援事業委託料 14,994千円 14,994千円 14,994千円 14,994千円 

   地域活動支援センター事業委託料   地域活動支援センター事業委託料   地域活動支援センター事業委託料   地域活動支援センター事業委託料 800千円 800千円 800千円 800千円 

   移動支援業務委託料   移動支援業務委託料   移動支援業務委託料   移動支援業務委託料 3,879千円 3,879千円 3,879千円 3,879千円 

   日中一時支援事業委託料   日中一時支援事業委託料   日中一時支援事業委託料   日中一時支援事業委託料 6,740千円 6,740千円 6,740千円 6,740千円 

   入浴サービス事業委託料   入浴サービス事業委託料   入浴サービス事業委託料   入浴サービス事業委託料 679千円 679千円 679千円 679千円 

   地域生活支援拠点コーディネーター配置事業委託料   地域生活支援拠点コーディネーター配置事業委託料   地域生活支援拠点コーディネーター配置事業委託料   地域生活支援拠点コーディネーター配置事業委託料 2,639千円 2,639千円 2,639千円 2,639千円 

   重度障害者医療費助成システム等機器賃借料   重度障害者医療費助成システム等機器賃借料   重度障害者医療費助成システム等機器賃借料   重度障害者医療費助成システム等機器賃借料 3,005千円 3,005千円 3,005千円 3,005千円 

   支援費扶助                                 支援費扶助                                 支援費扶助                                 支援費扶助                              534,960千円 534,960千円 534,960千円 534,960千円 

　 療養介護医療費　 療養介護医療費　 療養介護医療費　 療養介護医療費 5,122千円 5,122千円 5,122千円 5,122千円 

   補装具給付費　                               補装具給付費　                               補装具給付費　                               補装具給付費　                            7,360千円 7,360千円 7,360千円 7,360千円 

　 障害児支援費扶助　 障害児支援費扶助　 障害児支援費扶助　 障害児支援費扶助 99,000千円 99,000千円 99,000千円 99,000千円 

　 自立支援（更生）医療費　 自立支援（更生）医療費　 自立支援（更生）医療費　 自立支援（更生）医療費 16,645千円 16,645千円 16,645千円 16,645千円 

　 自立支援（育成）医療費　 自立支援（育成）医療費　 自立支援（育成）医療費　 自立支援（育成）医療費 447千円 447千円 447千円 447千円 

   日常生活用具給付費   日常生活用具給付費   日常生活用具給付費   日常生活用具給付費 11,380千円 11,380千円 11,380千円 11,380千円 

   重度障害者医療費   重度障害者医療費   重度障害者医療費   重度障害者医療費 60,743千円 60,743千円 60,743千円 60,743千円 

   福祉援護料                             福祉援護料                             福祉援護料                             福祉援護料                          7,920千円 7,920千円 7,920千円 7,920千円 

   障害者福祉タクシー利用券   障害者福祉タクシー利用券   障害者福祉タクシー利用券   障害者福祉タクシー利用券 3,317千円 3,317千円 3,317千円 3,317千円 

 災害救助事業 災害救助事業 災害救助事業 災害救助事業 (P156)(P156)(P156)(P156) 13,46113,46113,46113,461  災害見舞金等の支給事業 災害見舞金等の支給事業 災害見舞金等の支給事業 災害見舞金等の支給事業

(461)(461)(461)(461)   災害見舞金  災害見舞金  災害見舞金  災害見舞金 260千円 260千円 260千円 260千円 

　災害弔慰金　災害弔慰金　災害弔慰金　災害弔慰金 200千円 200千円 200千円 200千円 

　災害救助法応急修理委託料　災害救助法応急修理委託料　災害救助法応急修理委託料　災害救助法応急修理委託料 13,000千円 13,000千円 13,000千円 13,000千円 

 雇用促進事務事業 雇用促進事務事業 雇用促進事務事業 雇用促進事務事業 (P184)(P184)(P184)(P184) 12,56812,56812,56812,568  勤労者の雇用促進事業 勤労者の雇用促進事業 勤労者の雇用促進事業 勤労者の雇用促進事業

(12,358)(12,358)(12,358)(12,358)    函南町シルバー人材センター運営費補助金               函南町シルバー人材センター運営費補助金               函南町シルバー人材センター運営費補助金               函南町シルバー人材センター運営費補助金            11,638千円 11,638千円 11,638千円 11,638千円 

   勤労者住宅建設資金利子補給   勤労者住宅建設資金利子補給   勤労者住宅建設資金利子補給   勤労者住宅建設資金利子補給 750千円 750千円 750千円 750千円 

子育て支援課子育て支援課子育て支援課子育て支援課  児童福祉総務事務 児童福祉総務事務 児童福祉総務事務 児童福祉総務事務 (P142)(P142)(P142)(P142) 106,486106,486106,486106,486  各種児童福祉施策の執行事務 各種児童福祉施策の執行事務 各種児童福祉施策の執行事務 各種児童福祉施策の執行事務

 事業 事業 事業 事業 (115,446)(115,446)(115,446)(115,446)    　一般職 15人   　一般職 15人   　一般職 15人   　一般職 15人

   子ども子育て支援新制度システムサポート保守委託料   子ども子育て支援新制度システムサポート保守委託料   子ども子育て支援新制度システムサポート保守委託料   子ども子育て支援新制度システムサポート保守委託料 2,681千円 2,681千円 2,681千円 2,681千円 

   ベビー・キッズ用品貸出業務委託料   ベビー・キッズ用品貸出業務委託料   ベビー・キッズ用品貸出業務委託料   ベビー・キッズ用品貸出業務委託料 440千円 440千円 440千円 440千円 

   かんなみ子育て出産応援金   かんなみ子育て出産応援金   かんなみ子育て出産応援金   かんなみ子育て出産応援金 2,250千円 2,250千円 2,250千円 2,250千円 



子育て支援課子育て支援課子育て支援課子育て支援課 保育園管理事業保育園管理事業保育園管理事業保育園管理事業 (P144)(P144)(P144)(P144) 894,660894,660894,660894,660  町立保育所運営経費、一部事務組合立への負担金、私立保育園 町立保育所運営経費、一部事務組合立への負担金、私立保育園 町立保育所運営経費、一部事務組合立への負担金、私立保育園 町立保育所運営経費、一部事務組合立への負担金、私立保育園

(896,756)(896,756)(896,756)(896,756)  への補助・委託事業 への補助・委託事業 への補助・委託事業 への補助・委託事業

   保育所職員 30人（再任用職員１人含む）、会計年度任用職員 18人   保育所職員 30人（再任用職員１人含む）、会計年度任用職員 18人   保育所職員 30人（再任用職員１人含む）、会計年度任用職員 18人   保育所職員 30人（再任用職員１人含む）、会計年度任用職員 18人

   システム機器賃借料   システム機器賃借料   システム機器賃借料   システム機器賃借料 457千円 457千円 457千円 457千円 

   保育所施設型給付委託料   保育所施設型給付委託料   保育所施設型給付委託料   保育所施設型給付委託料

                    ひまわり保育園                    ひまわり保育園                    ひまわり保育園                    ひまわり保育園 108,159千円 108,159千円 108,159千円 108,159千円 

                    函南さくら保育園                               函南さくら保育園                               函南さくら保育園                               函南さくら保育園           152,729千円 152,729千円 152,729千円 152,729千円 

                    仁田マーガレット保育園　  　                    仁田マーガレット保育園　  　                    仁田マーガレット保育園　  　                    仁田マーガレット保育園　  　 146,965千円 146,965千円 146,965千円 146,965千円 

                    町外保育園                                  町外保育園                                  町外保育園                                  町外保育園              52,692千円 52,692千円 52,692千円 52,692千円 

                    １号分（私立幼稚園分）                    １号分（私立幼稚園分）                    １号分（私立幼稚園分）                    １号分（私立幼稚園分） 8,131千円 8,131千円 8,131千円 8,131千円 

                    小規模保育所                    小規模保育所                    小規模保育所                    小規模保育所 14,640千円 14,640千円 14,640千円 14,640千円 

   乳幼児健康支援一時預かり事業委託   乳幼児健康支援一時預かり事業委託   乳幼児健康支援一時預かり事業委託   乳幼児健康支援一時預かり事業委託 23,581千円 23,581千円 23,581千円 23,581千円 

   子育て支援センター事業委託料   子育て支援センター事業委託料   子育て支援センター事業委託料   子育て支援センター事業委託料 16,855千円 16,855千円 16,855千円 16,855千円 

   西部保育園借地料   西部保育園借地料   西部保育園借地料   西部保育園借地料 4,922千円 4,922千円 4,922千円 4,922千円 

   三島函南広域行政組合負担金   三島函南広域行政組合負担金   三島函南広域行政組合負担金   三島函南広域行政組合負担金 69,502千円 69,502千円 69,502千円 69,502千円 

   多様な保育推進事業費補助金   多様な保育推進事業費補助金   多様な保育推進事業費補助金   多様な保育推進事業費補助金 20,787千円 20,787千円 20,787千円 20,787千円 

   民間保育所運営費補助金   民間保育所運営費補助金   民間保育所運営費補助金   民間保育所運営費補助金 11,431千円 11,431千円 11,431千円 11,431千円 

   子育て支援事業費交付金   子育て支援事業費交付金   子育て支援事業費交付金   子育て支援事業費交付金 3,173千円 3,173千円 3,173千円 3,173千円 

   保育対策促進事業費補助金   保育対策促進事業費補助金   保育対策促進事業費補助金   保育対策促進事業費補助金 3,010千円 3,010千円 3,010千円 3,010千円 

   年度途中入所サポート事業費補助金   年度途中入所サポート事業費補助金   年度途中入所サポート事業費補助金   年度途中入所サポート事業費補助金 2,340千円 2,340千円 2,340千円 2,340千円 

   子ども・子育て支援整備交付金   子ども・子育て支援整備交付金   子ども・子育て支援整備交付金   子ども・子育て支援整備交付金 2,340千円 2,340千円 2,340千円 2,340千円 

 子育て･交流センター 子育て･交流センター 子育て･交流センター 子育て･交流センター (P150)(P150)(P150)(P150) 17,62017,62017,62017,620  子育てふれあい・地域交流センターの運営及び子育てに関する 子育てふれあい・地域交流センターの運営及び子育てに関する 子育てふれあい・地域交流センターの運営及び子育てに関する 子育てふれあい・地域交流センターの運営及び子育てに関する

 運営事業 運営事業 運営事業 運営事業 (20,117)(20,117)(20,117)(20,117)  事業の実施 事業の実施 事業の実施 事業の実施

　 会計年度任用職員 11人　 会計年度任用職員 11人　 会計年度任用職員 11人　 会計年度任用職員 11人

　 ホームスタート事業　 ホームスタート事業　 ホームスタート事業　 ホームスタート事業 1,167千円 1,167千円 1,167千円 1,167千円 

   ファミリー・サポート・センター事業   ファミリー・サポート・センター事業   ファミリー・サポート・センター事業   ファミリー・サポート・センター事業 250千円 250千円 250千円 250千円 

   ハグ・ハピ事業   ハグ・ハピ事業   ハグ・ハピ事業   ハグ・ハピ事業 90千円 90千円 90千円 90千円 

   スポーツ健康長寿フェスタ事業   スポーツ健康長寿フェスタ事業   スポーツ健康長寿フェスタ事業   スポーツ健康長寿フェスタ事業 22千円 22千円 22千円 22千円 

　 コーディネート事業　 コーディネート事業　 コーディネート事業　 コーディネート事業 98千円 98千円 98千円 98千円 

 こども医療費等 こども医療費等 こども医療費等 こども医療費等 (P152)(P152)(P152)(P152) 196,399196,399196,399196,399  子育て家庭の支援を行う事業 子育て家庭の支援を行う事業 子育て家庭の支援を行う事業 子育て家庭の支援を行う事業

 助成事業 助成事業 助成事業 助成事業 (196,434)(196,434)(196,434)(196,434)

   こども医療費 事務手数料   こども医療費 事務手数料   こども医療費 事務手数料   こども医療費 事務手数料 10,717千円 10,717千円 10,717千円 10,717千円 

   システム機器賃借料   システム機器賃借料   システム機器賃借料   システム機器賃借料 3,770千円 3,770千円 3,770千円 3,770千円 

   母子家庭等医療費   母子家庭等医療費   母子家庭等医療費   母子家庭等医療費 7,734千円 7,734千円 7,734千円 7,734千円 

   こども医療費   こども医療費   こども医療費   こども医療費 172,737千円 172,737千円 172,737千円 172,737千円 

 　未熟児養育医療費 　未熟児養育医療費 　未熟児養育医療費 　未熟児養育医療費 972千円 972千円 972千円 972千円 

            



子育て支援課子育て支援課子育て支援課子育て支援課  児童手当等給付 児童手当等給付 児童手当等給付 児童手当等給付 (P152)(P152)(P152)(P152) 555,798555,798555,798555,798  児童手当等扶助費(中学校修了前まで)に関する事業 児童手当等扶助費(中学校修了前まで)に関する事業 児童手当等扶助費(中学校修了前まで)に関する事業 児童手当等扶助費(中学校修了前まで)に関する事業

 事務事業 事務事業 事務事業 事務事業 (563,497)(563,497)(563,497)(563,497) 　 会計年度任用職員 1人　 会計年度任用職員 1人　 会計年度任用職員 1人　 会計年度任用職員 1人

 　システム機器賃借料 　システム機器賃借料 　システム機器賃借料 　システム機器賃借料 677千円 677千円 677千円 677千円 

 ・所得制限未満 ・所得制限未満 ・所得制限未満 ・所得制限未満

　　３歳未満　　　　　　　　　　　　　　　　15,000円　　３歳未満　　　　　　　　　　　　　　　　15,000円　　３歳未満　　　　　　　　　　　　　　　　15,000円　　３歳未満　　　　　　　　　　　　　　　　15,000円

　　３歳以上小学校終了前の第１子・第２子　　10,000円　　３歳以上小学校終了前の第１子・第２子　　10,000円　　３歳以上小学校終了前の第１子・第２子　　10,000円　　３歳以上小学校終了前の第１子・第２子　　10,000円

　　３歳以上小学校終了前の第３子以降　　　　15,000円　　３歳以上小学校終了前の第３子以降　　　　15,000円　　３歳以上小学校終了前の第３子以降　　　　15,000円　　３歳以上小学校終了前の第３子以降　　　　15,000円

　　中学生　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000円　　中学生　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000円　　中学生　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000円　　中学生　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000円

 ・所得制限以上 ・所得制限以上 ・所得制限以上 ・所得制限以上

　　０歳～中学校終了前　　　　　　　　　　　 5,000円　　０歳～中学校終了前　　　　　　　　　　　 5,000円　　０歳～中学校終了前　　　　　　　　　　　 5,000円　　０歳～中学校終了前　　　　　　　　　　　 5,000円

 　０歳～３歳未満被用者分 　０歳～３歳未満被用者分 　０歳～３歳未満被用者分 　０歳～３歳未満被用者分 104,760千円 104,760千円 104,760千円 104,760千円 

 　０歳～３歳未満非被用者分 　０歳～３歳未満非被用者分 　０歳～３歳未満非被用者分 　０歳～３歳未満非被用者分 22,320千円 22,320千円 22,320千円 22,320千円 

 　３歳以上～小学校終了前被用者分 　３歳以上～小学校終了前被用者分 　３歳以上～小学校終了前被用者分 　３歳以上～小学校終了前被用者分 259,015千円 259,015千円 259,015千円 259,015千円 

 　３歳以上～小学校終了前非被用者分 　３歳以上～小学校終了前非被用者分 　３歳以上～小学校終了前非被用者分 　３歳以上～小学校終了前非被用者分 52,320千円 52,320千円 52,320千円 52,320千円 

 　中学生分 　中学生分 　中学生分 　中学生分 100,080千円 100,080千円 100,080千円 100,080千円 

   特例給付   特例給付   特例給付   特例給付 13,680千円 13,680千円 13,680千円 13,680千円 

 留守家庭児童保育所 留守家庭児童保育所 留守家庭児童保育所 留守家庭児童保育所 (P154)(P154)(P154)(P154) 77,90277,90277,90277,902  留守家庭児童の健全育成を目的とする留守家庭児童保育所の運営 留守家庭児童の健全育成を目的とする留守家庭児童保育所の運営 留守家庭児童の健全育成を目的とする留守家庭児童保育所の運営 留守家庭児童の健全育成を目的とする留守家庭児童保育所の運営

 管理事業 管理事業 管理事業 管理事業 (71,445)(71,445)(71,445)(71,445)   (函南小・東小・西小・桑村小・丹那小学区)  (函南小・東小・西小・桑村小・丹那小学区)  (函南小・東小・西小・桑村小・丹那小学区)  (函南小・東小・西小・桑村小・丹那小学区)

　 会計年度任用職員 31人　 会計年度任用職員 31人　 会計年度任用職員 31人　 会計年度任用職員 31人

　　　定員50名×2棟×2箇所　　　　定員50名×2棟×2箇所　　　　定員50名×2棟×2箇所　　　　定員50名×2棟×2箇所　

　　　定員50名×3棟×1箇所　　　　定員50名×3棟×1箇所　　　　定員50名×3棟×1箇所　　　　定員50名×3棟×1箇所　

　　　定員20名×2箇所　　　入所料 月5,000円　　　定員20名×2箇所　　　入所料 月5,000円　　　定員20名×2箇所　　　入所料 月5,000円　　　定員20名×2箇所　　　入所料 月5,000円

　借地料　借地料　借地料　借地料 1,065千円 1,065千円 1,065千円 1,065千円 

 幼稚園管理事業 幼稚園管理事業 幼稚園管理事業 幼稚園管理事業 (P246)(P246)(P246)(P246) 318,263318,263318,263318,263  幼稚園６園の運営管理事業 幼稚園６園の運営管理事業 幼稚園６園の運営管理事業 幼稚園６園の運営管理事業

(310,416)(310,416)(310,416)(310,416) 　　幼稚園職員　38人（再任用職員１人含む）       　　　　　幼稚園職員　38人（再任用職員１人含む）       　　　　　幼稚園職員　38人（再任用職員１人含む）       　　　　　幼稚園職員　38人（再任用職員１人含む）       　　　

    会計年度任用職員　26人    会計年度任用職員　26人    会計年度任用職員　26人    会計年度任用職員　26人

    入園予定園児数計　447人    入園予定園児数計　447人    入園予定園児数計　447人    入園予定園児数計　447人

    人件費    人件費    人件費    人件費 162,229千円 162,229千円 162,229千円 162,229千円 

    施設管理委託料    施設管理委託料    施設管理委託料    施設管理委託料 2,146千円 2,146千円 2,146千円 2,146千円 

    給食配送業務委託料    給食配送業務委託料    給食配送業務委託料    給食配送業務委託料 7,126千円 7,126千円 7,126千円 7,126千円 

    借地料    借地料    借地料    借地料 9,792千円 9,792千円 9,792千円 9,792千円 

    工事請負費    工事請負費    工事請負費    工事請負費 2,493千円 2,493千円 2,493千円 2,493千円 

健康づくり課健康づくり課健康づくり課健康づくり課  保健総務事務事業 保健総務事務事業 保健総務事務事業 保健総務事務事業 (P158)(P158)(P158)(P158) 133,284133,284133,284133,284  住民の健康管理に必要な各種施策の実施　 住民の健康管理に必要な各種施策の実施　 住民の健康管理に必要な各種施策の実施　 住民の健康管理に必要な各種施策の実施　

(132,221)(132,221)(132,221)(132,221)     職員 14人　会計年度任用職員　1人    職員 14人　会計年度任用職員　1人    職員 14人　会計年度任用職員　1人    職員 14人　会計年度任用職員　1人

    保健管理システム賃借料    保健管理システム賃借料    保健管理システム賃借料    保健管理システム賃借料 6,286千円 6,286千円 6,286千円 6,286千円 

    沼津夜間救急医療協議会負担金    沼津夜間救急医療協議会負担金    沼津夜間救急医療協議会負担金    沼津夜間救急医療協議会負担金 12,241千円 12,241千円 12,241千円 12,241千円 

    田方救急医療協議会負担金    田方救急医療協議会負担金    田方救急医療協議会負担金    田方救急医療協議会負担金 20,100千円 20,100千円 20,100千円 20,100千円 

    田方保健医療対策協会負担金    田方保健医療対策協会負担金    田方保健医療対策協会負担金    田方保健医療対策協会負担金 1,565千円 1,565千円 1,565千円 1,565千円 

    精神障害者入院医療費    精神障害者入院医療費    精神障害者入院医療費    精神障害者入院医療費 3,000千円 3,000千円 3,000千円 3,000千円 

　　会計年度任用職員報酬　　会計年度任用職員報酬　　会計年度任用職員報酬　　会計年度任用職員報酬 623千円 623千円 623千円 623千円 

　     　     　     　     

 保健福祉センター 保健福祉センター 保健福祉センター 保健福祉センター (P160)(P160)(P160)(P160) 13,31313,31313,31313,313  函南町保健福祉センター施設の維持管理運営経費 函南町保健福祉センター施設の維持管理運営経費 函南町保健福祉センター施設の維持管理運営経費 函南町保健福祉センター施設の維持管理運営経費

 管理事業 管理事業 管理事業 管理事業 (13,418)(13,418)(13,418)(13,418)    施設管理委託料   施設管理委託料   施設管理委託料   施設管理委託料 357千円 357千円 357千円 357千円 

保健福祉センターウッドデッキ改修更新工事保健福祉センターウッドデッキ改修更新工事保健福祉センターウッドデッキ改修更新工事保健福祉センターウッドデッキ改修更新工事 3,521千円 3,521千円 3,521千円 3,521千円 



健康づくり課健康づくり課健康づくり課健康づくり課  健康づくり推進 健康づくり推進 健康づくり推進 健康づくり推進 (P160)(P160)(P160)(P160) 3,4033,4033,4033,403  健康教室等を開催し、健康づくりの推進を図る。 健康教室等を開催し、健康づくりの推進を図る。 健康教室等を開催し、健康づくりの推進を図る。 健康教室等を開催し、健康づくりの推進を図る。

 事業 事業 事業 事業 (6,003)(6,003)(6,003)(6,003)     健康教室講師報償金    健康教室講師報償金    健康教室講師報償金    健康教室講師報償金 372千円 372千円 372千円 372千円 

    栄養改善地域伝達講習会委託料    栄養改善地域伝達講習会委託料    栄養改善地域伝達講習会委託料    栄養改善地域伝達講習会委託料 90千円 90千円 90千円 90千円 

    健康づくり教室委託料    健康づくり教室委託料    健康づくり教室委託料    健康づくり教室委託料 1,386千円 1,386千円 1,386千円 1,386千円 

 生活習慣病予防事業 生活習慣病予防事業 生活習慣病予防事業 生活習慣病予防事業 (P162)(P162)(P162)(P162) 44,46844,46844,46844,468  生活習慣病の早期発見のため、各種教室の開催や 生活習慣病の早期発見のため、各種教室の開催や 生活習慣病の早期発見のため、各種教室の開催や 生活習慣病の早期発見のため、各種教室の開催や

(43,183)(43,183)(43,183)(43,183)  健康診査等を行う。 健康診査等を行う。 健康診査等を行う。 健康診査等を行う。

   一般健康診査委託料   （見込者   95人）   一般健康診査委託料   （見込者   95人）   一般健康診査委託料   （見込者   95人）   一般健康診査委託料   （見込者   95人） 578千円 578千円 578千円 578千円 

   肺がん検診 〃 (見込者 Ｘ線 500人,喀痰5人)　　     肺がん検診 〃 (見込者 Ｘ線 500人,喀痰5人)　　     肺がん検診 〃 (見込者 Ｘ線 500人,喀痰5人)　　     肺がん検診 〃 (見込者 Ｘ線 500人,喀痰5人)　　  901千円 901千円 901千円 901千円 

   胃がん検診 〃 (見込者 Ｘ線 1,000人,内視鏡 200人）   胃がん検診 〃 (見込者 Ｘ線 1,000人,内視鏡 200人）   胃がん検診 〃 (見込者 Ｘ線 1,000人,内視鏡 200人）   胃がん検診 〃 (見込者 Ｘ線 1,000人,内視鏡 200人） 10,473千円 10,473千円 10,473千円 10,473千円 

   胃がんリスク検査　〃　(見込者 　110人)   胃がんリスク検査　〃　(見込者 　110人)   胃がんリスク検査　〃　(見込者 　110人)   胃がんリスク検査　〃　(見込者 　110人) 278千円 278千円 278千円 278千円 

   子宮がん検診　　  〃  (見込者 2,200人)   子宮がん検診　　  〃  (見込者 2,200人)   子宮がん検診　　  〃  (見込者 2,200人)   子宮がん検診　　  〃  (見込者 2,200人) 11,667千円 11,667千円 11,667千円 11,667千円 

   乳がん検診    　  〃  (見込者 2,280人)   乳がん検診    　  〃  (見込者 2,280人)   乳がん検診    　  〃  (見込者 2,280人)   乳がん検診    　  〃  (見込者 2,280人) 8,691千円 8,691千円 8,691千円 8,691千円 

   大腸がん検診      〃  (見込者 2,100人)   大腸がん検診      〃  (見込者 2,100人)   大腸がん検診      〃  (見込者 2,100人)   大腸がん検診      〃  (見込者 2,100人) 2,736千円 2,736千円 2,736千円 2,736千円 

   歯周疾患検診      〃  (見込者   500人)   歯周疾患検診      〃  (見込者   500人)   歯周疾患検診      〃  (見込者   500人)   歯周疾患検診      〃  (見込者   500人) 2,000千円 2,000千円 2,000千円 2,000千円 

   骨粗しょう症検診  〃  (見込者   300人)   骨粗しょう症検診  〃  (見込者   300人)   骨粗しょう症検診  〃  (見込者   300人)   骨粗しょう症検診  〃  (見込者   300人) 450千円 450千円 450千円 450千円 

   ヘリカルＣＴ検査  〃  (見込者    80人)   ヘリカルＣＴ検査  〃  (見込者    80人)   ヘリカルＣＴ検査  〃  (見込者    80人)   ヘリカルＣＴ検査  〃  (見込者    80人) 541千円 541千円 541千円 541千円 

   前立腺がん検診    〃  (見込者 1,200人)   前立腺がん検診    〃  (見込者 1,200人)   前立腺がん検診    〃  (見込者 1,200人)   前立腺がん検診    〃  (見込者 1,200人) 1,380千円 1,380千円 1,380千円 1,380千円 

   肝炎ウィルス検査　〃  (見込者   361人)   肝炎ウィルス検査　〃  (見込者   361人)   肝炎ウィルス検査　〃  (見込者   361人)   肝炎ウィルス検査　〃  (見込者   361人) 411千円 411千円 411千円 411千円 

　 若年がん患者等支援事業費　 若年がん患者等支援事業費　 若年がん患者等支援事業費　 若年がん患者等支援事業費 1,077千円 1,077千円 1,077千円 1,077千円 

 予防接種事業 予防接種事業 予防接種事業 予防接種事業 (P164)(P164)(P164)(P164) 93,16793,16793,16793,167  乳幼児の各種予防接種や高齢者のインフルエンザ予防接種、 乳幼児の各種予防接種や高齢者のインフルエンザ予防接種、 乳幼児の各種予防接種や高齢者のインフルエンザ予防接種、 乳幼児の各種予防接種や高齢者のインフルエンザ予防接種、

(88,422)(88,422)(88,422)(88,422)  緊急風しん抗体検査等事業の実施 緊急風しん抗体検査等事業の実施 緊急風しん抗体検査等事業の実施 緊急風しん抗体検査等事業の実施

  不活化ポリオ・二種混合・Ｂ型肝炎・四種混合・麻しん・風しん・  不活化ポリオ・二種混合・Ｂ型肝炎・四種混合・麻しん・風しん・  不活化ポリオ・二種混合・Ｂ型肝炎・四種混合・麻しん・風しん・  不活化ポリオ・二種混合・Ｂ型肝炎・四種混合・麻しん・風しん・

　水痘・高齢者肺炎球菌・高齢者インフルエンザ・日本脳炎・ＢＣＧ・　水痘・高齢者肺炎球菌・高齢者インフルエンザ・日本脳炎・ＢＣＧ・　水痘・高齢者肺炎球菌・高齢者インフルエンザ・日本脳炎・ＢＣＧ・　水痘・高齢者肺炎球菌・高齢者インフルエンザ・日本脳炎・ＢＣＧ・

  子宮頸がん予防ワクチン・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン・  子宮頸がん予防ワクチン・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン・  子宮頸がん予防ワクチン・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン・  子宮頸がん予防ワクチン・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン・

　風しん抗体検査・麻しん風しん混合ワクチン　風しん抗体検査・麻しん風しん混合ワクチン　風しん抗体検査・麻しん風しん混合ワクチン　風しん抗体検査・麻しん風しん混合ワクチン

  予防接種委託料                             予防接種委託料                             予防接種委託料                             予防接種委託料                           90,705千円 90,705千円 90,705千円 90,705千円 

  函南町医師会交付金                                   函南町医師会交付金                                   函南町医師会交付金                                   函南町医師会交付金                                 200千円 200千円 200千円 200千円 

 母子保健事務事業 母子保健事務事業 母子保健事務事業 母子保健事務事業 (P166)(P166)(P166)(P166) 46,18546,18546,18546,185  妊婦・乳幼児健診、聴覚スクリーニング検査、事後業室、 妊婦・乳幼児健診、聴覚スクリーニング検査、事後業室、 妊婦・乳幼児健診、聴覚スクリーニング検査、事後業室、 妊婦・乳幼児健診、聴覚スクリーニング検査、事後業室、

(47,060)(47,060)(47,060)(47,060)  衛生教室等の実施、また妊娠期から子育て期まで切れ目ない 衛生教室等の実施、また妊娠期から子育て期まで切れ目ない 衛生教室等の実施、また妊娠期から子育て期まで切れ目ない 衛生教室等の実施、また妊娠期から子育て期まで切れ目ない

 支援を提供し、母子保健の向上を図る。 支援を提供し、母子保健の向上を図る。 支援を提供し、母子保健の向上を図る。 支援を提供し、母子保健の向上を図る。

　乳幼児健診等専門員報償金　乳幼児健診等専門員報償金　乳幼児健診等専門員報償金　乳幼児健診等専門員報償金 4,296千円 4,296千円 4,296千円 4,296千円 

　産前産後サポート事業委託料　産前産後サポート事業委託料　産前産後サポート事業委託料　産前産後サポート事業委託料 1,056千円 1,056千円 1,056千円 1,056千円 

　産後ケア事業委託料　産後ケア事業委託料　産後ケア事業委託料　産後ケア事業委託料 474千円 474千円 474千円 474千円 

  健康診査委託料  健康診査委託料  健康診査委託料  健康診査委託料 28,322千円 28,322千円 28,322千円 28,322千円 

  賃借料（視力検査機器）  賃借料（視力検査機器）  賃借料（視力検査機器）  賃借料（視力検査機器） 264千円 264千円 264千円 264千円 

  函南町歯科医師会交付金  函南町歯科医師会交付金  函南町歯科医師会交付金  函南町歯科医師会交付金 200千円 200千円 200千円 200千円 

  不妊・不育治療費  不妊・不育治療費  不妊・不育治療費  不妊・不育治療費 5,500千円 5,500千円 5,500千円 5,500千円 

  使用料（母子手帳アプリ）  使用料（母子手帳アプリ）  使用料（母子手帳アプリ）  使用料（母子手帳アプリ） 660千円 660千円 660千円 660千円 

 結核検診事業 結核検診事業 結核検診事業 結核検診事業 (P166)(P166)(P166)(P166) 5,4185,4185,4185,418  結核検診の実施 結核検診の実施 結核検診の実施 結核検診の実施

(5,658)(5,658)(5,658)(5,658)    結核検診委託料                        　        結核検診委託料                        　        結核検診委託料                        　        結核検診委託料                        　     5,418千円 5,418千円 5,418千円 5,418千円 

   (Ｘ線　間接撮影 2,650人)   (Ｘ線　間接撮影 2,650人)   (Ｘ線　間接撮影 2,650人)   (Ｘ線　間接撮影 2,650人)



健康づくり課健康づくり課健康づくり課健康づくり課  温泉会館管理事業 温泉会館管理事業 温泉会館管理事業 温泉会館管理事業 (P172)(P172)(P172)(P172) 41,03241,03241,03241,032  指定管理者制度による湯～トピアかんなみの管理運営 指定管理者制度による湯～トピアかんなみの管理運営 指定管理者制度による湯～トピアかんなみの管理運営 指定管理者制度による湯～トピアかんなみの管理運営

(30,301)(30,301)(30,301)(30,301)  及び温泉スタンドの維持管理  及び温泉スタンドの維持管理  及び温泉スタンドの維持管理  及び温泉スタンドの維持管理 

   利用者見込み   年間 180,000人   利用者見込み   年間 180,000人   利用者見込み   年間 180,000人   利用者見込み   年間 180,000人

   温泉会館・温泉スタンド施設修繕料   温泉会館・温泉スタンド施設修繕料   温泉会館・温泉スタンド施設修繕料   温泉会館・温泉スタンド施設修繕料 639千円 639千円 639千円 639千円 

   借地料   借地料   借地料   借地料 1,815千円 1,815千円 1,815千円 1,815千円 

　 施設維持管理業務委託料　 施設維持管理業務委託料　 施設維持管理業務委託料　 施設維持管理業務委託料 3,000千円 3,000千円 3,000千円 3,000千円 

 　設備点検保守管理業務委託料 　設備点検保守管理業務委託料 　設備点検保守管理業務委託料 　設備点検保守管理業務委託料 6,000千円 6,000千円 6,000千円 6,000千円 

   温泉会館施設関連工事   温泉会館施設関連工事   温泉会館施設関連工事   温泉会館施設関連工事 8,285千円 8,285千円 8,285千円 8,285千円 

　 消費税相当分補てん金　 消費税相当分補てん金　 消費税相当分補てん金　 消費税相当分補てん金 5,000千円 5,000千円 5,000千円 5,000千円 

   割引券等の補償   割引券等の補償   割引券等の補償   割引券等の補償 11,243千円 11,243千円 11,243千円 11,243千円 

環環環環境境境境衛衛衛衛生生生生課課課課  環境衛生総務事務 環境衛生総務事務 環境衛生総務事務 環境衛生総務事務 (P168)(P168)(P168)(P168) 40,99640,99640,99640,996  動物愛護精神の普及と適正飼育の推進、害虫駆除・衛生的な 動物愛護精神の普及と適正飼育の推進、害虫駆除・衛生的な 動物愛護精神の普及と適正飼育の推進、害虫駆除・衛生的な 動物愛護精神の普及と適正飼育の推進、害虫駆除・衛生的な

 事業 事業 事業 事業 (39,670)(39,670)(39,670)(39,670)  生活環境の保全を図る事業 生活環境の保全を図る事業 生活環境の保全を図る事業 生活環境の保全を図る事業

　職員 ６人、会計年度任用職員 ２人　職員 ６人、会計年度任用職員 ２人　職員 ６人、会計年度任用職員 ２人　職員 ６人、会計年度任用職員 ２人

  狂犬病予防注射見込数  1,746頭(新規登録 221頭)  狂犬病予防注射見込数  1,746頭(新規登録 221頭)  狂犬病予防注射見込数  1,746頭(新規登録 221頭)  狂犬病予防注射見込数  1,746頭(新規登録 221頭)

  畜犬登録・狂犬病予防のため集合注射の実施(２日間 16会場)  畜犬登録・狂犬病予防のため集合注射の実施(２日間 16会場)  畜犬登録・狂犬病予防のため集合注射の実施(２日間 16会場)  畜犬登録・狂犬病予防のため集合注射の実施(２日間 16会場)

  環境衛生薬剤等配布　　　　　　　　　 　　　  環境衛生薬剤等配布　　　　　　　　　 　　　  環境衛生薬剤等配布　　　　　　　　　 　　　  環境衛生薬剤等配布　　　　　　　　　 　　　 1,261千円 1,261千円 1,261千円 1,261千円 

　　乳剤　油剤　発泡錠　粒剤　　乳剤　油剤　発泡錠　粒剤　　乳剤　油剤　発泡錠　粒剤　　乳剤　油剤　発泡錠　粒剤

  ＴＮＲ(地域猫)推進事業委託料  ＴＮＲ(地域猫)推進事業委託料  ＴＮＲ(地域猫)推進事業委託料  ＴＮＲ(地域猫)推進事業委託料 400千円 400千円 400千円 400千円 

 葬祭会館総務事務 葬祭会館総務事務 葬祭会館総務事務 葬祭会館総務事務 (P168)(P168)(P168)(P168) 39,89339,89339,89339,893  みしま聖苑の維持管理業務を職員1名を派遣し実施 みしま聖苑の維持管理業務を職員1名を派遣し実施 みしま聖苑の維持管理業務を職員1名を派遣し実施 みしま聖苑の維持管理業務を職員1名を派遣し実施

 事業 事業 事業 事業 (34,315)(34,315)(34,315)(34,315)  葬祭会館管理に係る三島函南広域行政組合に対する負担金 葬祭会館管理に係る三島函南広域行政組合に対する負担金 葬祭会館管理に係る三島函南広域行政組合に対する負担金 葬祭会館管理に係る三島函南広域行政組合に対する負担金

30,936千円 30,936千円 30,936千円 30,936千円 

 環境保全事業 環境保全事業 環境保全事業 環境保全事業 (P170)(P170)(P170)(P170) 9,8449,8449,8449,844  河川等の水質汚濁防止のための監視。地球温暖化対策実行計画の 河川等の水質汚濁防止のための監視。地球温暖化対策実行計画の 河川等の水質汚濁防止のための監視。地球温暖化対策実行計画の 河川等の水質汚濁防止のための監視。地球温暖化対策実行計画の

(4,409)(4,409)(4,409)(4,409)
 評価を実施し、環境保全の推進を図る事業 評価を実施し、環境保全の推進を図る事業 評価を実施し、環境保全の推進を図る事業 評価を実施し、環境保全の推進を図る事業

   水生生物観察会の実施   水生生物観察会の実施   水生生物観察会の実施   水生生物観察会の実施

   河川等水質検査委託料(36箇所)          　        河川等水質検査委託料(36箇所)          　        河川等水質検査委託料(36箇所)          　        河川等水質検査委託料(36箇所)          　     1,656千円 1,656千円 1,656千円 1,656千円 

   ゴルフ場排水残留農薬検査委託料          　       ゴルフ場排水残留農薬検査委託料          　       ゴルフ場排水残留農薬検査委託料          　       ゴルフ場排水残留農薬検査委託料          　    232千円 232千円 232千円 232千円 

   環境保全啓発運動委託料            　        環境保全啓発運動委託料            　        環境保全啓発運動委託料            　        環境保全啓発運動委託料            　     200千円 200千円 200千円 200千円 

   地球温暖化対策実行計画評価業務委託料   地球温暖化対策実行計画評価業務委託料   地球温暖化対策実行計画評価業務委託料   地球温暖化対策実行計画評価業務委託料 410千円 410千円 410千円 410千円 

　　　　 　 環境影響評価方法書点検業務委託料　 環境影響評価方法書点検業務委託料　 環境影響評価方法書点検業務委託料　 環境影響評価方法書点検業務委託料 2,266千円 2,266千円 2,266千円 2,266千円 

　 環境影響評価準備書点検業務委託料　 環境影響評価準備書点検業務委託料　 環境影響評価準備書点検業務委託料　 環境影響評価準備書点検業務委託料 3,674千円 3,674千円 3,674千円 3,674千円 

   住宅用太陽光発電システム設置費補助金 　        住宅用太陽光発電システム設置費補助金 　        住宅用太陽光発電システム設置費補助金 　        住宅用太陽光発電システム設置費補助金 　     1,080千円 1,080千円 1,080千円 1,080千円 

 清掃総務事務事業 清掃総務事務事業 清掃総務事務事業 清掃総務事務事業 (P172)(P172)(P172)(P172) 33,84333,84333,84333,843  廃棄物処理に係る総務事務 廃棄物処理に係る総務事務 廃棄物処理に係る総務事務 廃棄物処理に係る総務事務

(32,985)(32,985)(32,985)(32,985) 　職員５人、会計年度任用職員２人　職員５人、会計年度任用職員２人　職員５人、会計年度任用職員２人　職員５人、会計年度任用職員２人

　一般廃棄物処理施設の処理作業　一般廃棄物処理施設の処理作業　一般廃棄物処理施設の処理作業　一般廃棄物処理施設の処理作業

 環境美化事業 環境美化事業 環境美化事業 環境美化事業 (P174)(P174)(P174)(P174) 5,6845,6845,6845,684  ごみの減量と３Ｒ及び環境美化活動を推進する総合的な ごみの減量と３Ｒ及び環境美化活動を推進する総合的な ごみの減量と３Ｒ及び環境美化活動を推進する総合的な ごみの減量と３Ｒ及び環境美化活動を推進する総合的な

(6,016)(6,016)(6,016)(6,016)  廃棄物関係事務 廃棄物関係事務 廃棄物関係事務 廃棄物関係事務

   フリーマーケットの開催(年２回)   フリーマーケットの開催(年２回)   フリーマーケットの開催(年２回)   フリーマーケットの開催(年２回)

   ポスター・ごみカレンダー印刷                  ポスター・ごみカレンダー印刷                  ポスター・ごみカレンダー印刷                  ポスター・ごみカレンダー印刷               270千円 270千円 270千円 270千円 

 　町内クリーン化事業委託料 　町内クリーン化事業委託料 　町内クリーン化事業委託料 　町内クリーン化事業委託料 2,592千円 2,592千円 2,592千円 2,592千円 

   生ごみ処理機設置費補助金   生ごみ処理機設置費補助金   生ごみ処理機設置費補助金   生ごみ処理機設置費補助金 475千円 475千円 475千円 475千円 

   古紙等資源集団回収奨励交付金       古紙等資源集団回収奨励交付金       古紙等資源集団回収奨励交付金       古紙等資源集団回収奨励交付金    1,206千円 1,206千円 1,206千円 1,206千円 

 し尿処理事業 し尿処理事業 し尿処理事業 し尿処理事業 (P176)(P176)(P176)(P176) 32,35332,35332,35332,353  し尿処理施設(こだま苑)の管理運営事業 し尿処理施設(こだま苑)の管理運営事業 し尿処理施設(こだま苑)の管理運営事業 し尿処理施設(こだま苑)の管理運営事業

(23,506)(23,506)(23,506)(23,506)    施設等補修費                                 施設等補修費                                 施設等補修費                                 施設等補修費                              1,575千円 1,575千円 1,575千円 1,575千円 

   投入槽等清掃委託料            投入槽等清掃委託料            投入槽等清掃委託料            投入槽等清掃委託料         1,400千円 1,400千円 1,400千円 1,400千円 

   液肥等分析検査委託料   液肥等分析検査委託料   液肥等分析検査委託料   液肥等分析検査委託料 636千円 636千円 636千円 636千円 

　 借地料　 借地料　 借地料　 借地料 1,910千円 1,910千円 1,910千円 1,910千円 

　 機器整備工事　 機器整備工事　 機器整備工事　 機器整備工事 15,532千円 15,532千円 15,532千円 15,532千円 



環環環環境境境境衛衛衛衛生生生生課課課課  一般廃棄物収集事業 一般廃棄物収集事業 一般廃棄物収集事業 一般廃棄物収集事業 (P178)(P178)(P178)(P178) 77,33377,33377,33377,333  一般廃棄物可燃ごみ及び不燃ごみ等の収集を行う事業 一般廃棄物可燃ごみ及び不燃ごみ等の収集を行う事業 一般廃棄物可燃ごみ及び不燃ごみ等の収集を行う事業 一般廃棄物可燃ごみ及び不燃ごみ等の収集を行う事業

(68,242)(68,242)(68,242)(68,242)    資源ごみ処理手数料（小型家電）　                                            資源ごみ処理手数料（小型家電）　                                            資源ごみ処理手数料（小型家電）　                                            資源ごみ処理手数料（小型家電）　                                         1,155千円 1,155千円 1,155千円 1,155千円 

   収集業務委託料   収集業務委託料   収集業務委託料   収集業務委託料 72,405千円 72,405千円 72,405千円 72,405千円 

   ごみ置場設置事業補助金　　             ごみ置場設置事業補助金　　             ごみ置場設置事業補助金　　             ごみ置場設置事業補助金　　          730千円 730千円 730千円 730千円 

                            

 最終処分事業 最終処分事業 最終処分事業 最終処分事業 (P178)(P178)(P178)(P178) 11,32811,32811,32811,328  最終処分場の汚水処理施設及び重機類の適正管理により、 最終処分場の汚水処理施設及び重機類の適正管理により、 最終処分場の汚水処理施設及び重機類の適正管理により、 最終処分場の汚水処理施設及び重機類の適正管理により、

(47,903)(47,903)(47,903)(47,903)  公害防止及び衛生的で安定的な運転･維持管理を行う事業 公害防止及び衛生的で安定的な運転･維持管理を行う事業 公害防止及び衛生的で安定的な運転･維持管理を行う事業 公害防止及び衛生的で安定的な運転･維持管理を行う事業

   汚水処理施設管理委託料   汚水処理施設管理委託料   汚水処理施設管理委託料   汚水処理施設管理委託料 2,584千円 2,584千円 2,584千円 2,584千円 

   地下水･放流水水質調査委託料   地下水･放流水水質調査委託料   地下水･放流水水質調査委託料   地下水･放流水水質調査委託料 735千円 735千円 735千円 735千円 

   パワーショベル点検業務委託料   パワーショベル点検業務委託料   パワーショベル点検業務委託料   パワーショベル点検業務委託料 792千円 792千円 792千円 792千円 

　 借地料　 借地料　 借地料　 借地料 3,648千円 3,648千円 3,648千円 3,648千円 

　 施設機器整備工事　 施設機器整備工事　 施設機器整備工事　 施設機器整備工事 1,540千円 1,540千円 1,540千円 1,540千円 

 廃棄物処理施設 廃棄物処理施設 廃棄物処理施設 廃棄物処理施設 (P178)(P178)(P178)(P178) 379,769379,769379,769379,769  焼却場で衛生的･安定的な可燃ごみ処理を行い、リサイクル 焼却場で衛生的･安定的な可燃ごみ処理を行い、リサイクル 焼却場で衛生的･安定的な可燃ごみ処理を行い、リサイクル 焼却場で衛生的･安定的な可燃ごみ処理を行い、リサイクル

 管理事業 管理事業 管理事業 管理事業 (360,421)(360,421)(360,421)(360,421)  プラザでは､不燃ごみの適正処理及び再資源化を行う事業 プラザでは､不燃ごみの適正処理及び再資源化を行う事業 プラザでは､不燃ごみの適正処理及び再資源化を行う事業 プラザでは､不燃ごみの適正処理及び再資源化を行う事業

   焼却場電気設備点検業務委託料   焼却場電気設備点検業務委託料   焼却場電気設備点検業務委託料   焼却場電気設備点検業務委託料 10,627千円 10,627千円 10,627千円 10,627千円 

   ばいじん、ダイオキシン等分析検査委託料   ばいじん、ダイオキシン等分析検査委託料   ばいじん、ダイオキシン等分析検査委託料   ばいじん、ダイオキシン等分析検査委託料 4,655千円 4,655千円 4,655千円 4,655千円 

   焼却場運転管理委託料                         焼却場運転管理委託料                         焼却場運転管理委託料                         焼却場運転管理委託料                      80,784千円 80,784千円 80,784千円 80,784千円 

   焼却残渣資源再生処理業務委託料   焼却残渣資源再生処理業務委託料   焼却残渣資源再生処理業務委託料   焼却残渣資源再生処理業務委託料 62,920千円 62,920千円 62,920千円 62,920千円 

　 借地料　 借地料　 借地料　 借地料 767千円 767千円 767千円 767千円 

　 設備改修工事　 設備改修工事　 設備改修工事　 設備改修工事 100,000千円 100,000千円 100,000千円 100,000千円 

産産産産業業業業振振振振興興興興課課課課  農業委員会事務 農業委員会事務 農業委員会事務 農業委員会事務 (P186)(P186)(P186)(P186) 6,0476,0476,0476,047  農地法の適正な運用を図るための農地調整、農業者年金 農地法の適正な運用を図るための農地調整、農業者年金 農地法の適正な運用を図るための農地調整、農業者年金 農地法の適正な運用を図るための農地調整、農業者年金

 事業 事業 事業 事業 (5,661)(5,661)(5,661)(5,661)  に係る事務   農業委員 12人、農地利用最適化推進委員　6人 に係る事務   農業委員 12人、農地利用最適化推進委員　6人 に係る事務   農業委員 12人、農地利用最適化推進委員　6人 に係る事務   農業委員 12人、農地利用最適化推進委員　6人

   農業委員会総会（年12回）     　　   農業委員会総会（年12回）     　　   農業委員会総会（年12回）     　　   農業委員会総会（年12回）     　　

   農地台帳システム機器賃借料   農地台帳システム機器賃借料   農地台帳システム機器賃借料   農地台帳システム機器賃借料 795千円 795千円 795千円 795千円 

 農業総務事務事業 農業総務事務事業 農業総務事務事業 農業総務事務事業 (P186)(P186)(P186)(P186) 76,26976,26976,26976,269  農業施策一般事務に要する経費　職員11人 農業施策一般事務に要する経費　職員11人 農業施策一般事務に要する経費　職員11人 農業施策一般事務に要する経費　職員11人

(84,235)(84,235)(84,235)(84,235)

   有害鳥獣捕獲事業委託料   有害鳥獣捕獲事業委託料   有害鳥獣捕獲事業委託料   有害鳥獣捕獲事業委託料 830千円 830千円 830千円 830千円 

   有害鳥獣防除柵等設置事業費補助金   有害鳥獣防除柵等設置事業費補助金   有害鳥獣防除柵等設置事業費補助金   有害鳥獣防除柵等設置事業費補助金 1,016千円 1,016千円 1,016千円 1,016千円 

   有害鳥獣被害防止対策協議会補助金   有害鳥獣被害防止対策協議会補助金   有害鳥獣被害防止対策協議会補助金   有害鳥獣被害防止対策協議会補助金 2,261千円 2,261千円 2,261千円 2,261千円 

 農業振興事業 農業振興事業 農業振興事業 農業振興事業 (P188)(P188)(P188)(P188) 5,4935,4935,4935,493  農業後継者の育成、農業経営の効率化による 農業後継者の育成、農業経営の効率化による 農業後継者の育成、農業経営の効率化による 農業後継者の育成、農業経営の効率化による

(4,946)(4,946)(4,946)(4,946)  農業体質強化推進に要する経費 農業体質強化推進に要する経費 農業体質強化推進に要する経費 農業体質強化推進に要する経費

   静岡県東部農業共済組合事務費負担金　　　　　　   静岡県東部農業共済組合事務費負担金　　　　　　   静岡県東部農業共済組合事務費負担金　　　　　　   静岡県東部農業共済組合事務費負担金　　　　　　 1,389千円 1,389千円 1,389千円 1,389千円 

   中核農業者協議会育成事業費補助金  　　　   中核農業者協議会育成事業費補助金  　　　   中核農業者協議会育成事業費補助金  　　　   中核農業者協議会育成事業費補助金  　　　 500千円 500千円 500千円 500千円 

   農業振興事業費補助金           　　　   農業振興事業費補助金           　　　   農業振興事業費補助金           　　　   農業振興事業費補助金           　　　 2,045千円 2,045千円 2,045千円 2,045千円 

 地域農政推進対策 地域農政推進対策 地域農政推進対策 地域農政推進対策 (P188)(P188)(P188)(P188) 15,18315,18315,18315,183  地域農業の振興と農地の有効利用の推進に要する経費 地域農業の振興と農地の有効利用の推進に要する経費 地域農業の振興と農地の有効利用の推進に要する経費 地域農業の振興と農地の有効利用の推進に要する経費

 事業 事業 事業 事業 (15,597)(15,597)(15,597)(15,597)    農業経営基盤強化資金利子助成金 　   　　　    農業経営基盤強化資金利子助成金 　   　　　    農業経営基盤強化資金利子助成金 　   　　　    農業経営基盤強化資金利子助成金 　   　　　 300千円 300千円 300千円 300千円 

　 農業次世代人材投資事業費補助金　 農業次世代人材投資事業費補助金　 農業次世代人材投資事業費補助金　 農業次世代人材投資事業費補助金 6,000千円 6,000千円 6,000千円 6,000千円 

　 機構集積協力金事業費補助金　 機構集積協力金事業費補助金　 機構集積協力金事業費補助金　 機構集積協力金事業費補助金 300千円 300千円 300千円 300千円 

　 強い農業・担い手づくり総合支援交付金　 強い農業・担い手づくり総合支援交付金　 強い農業・担い手づくり総合支援交付金　 強い農業・担い手づくり総合支援交付金 3,000千円 3,000千円 3,000千円 3,000千円 

　 荒廃農地再生集積促進事業費補助金　 荒廃農地再生集積促進事業費補助金　 荒廃農地再生集積促進事業費補助金　 荒廃農地再生集積促進事業費補助金 1,000千円 1,000千円 1,000千円 1,000千円 

 畜産振興事業 畜産振興事業 畜産振興事業 畜産振興事業 (P190)(P190)(P190)(P190) 5,3575,3575,3575,357  受精卵移植･優良牛導入･死亡獣畜処理･畜産共進会等の各事業に 受精卵移植･優良牛導入･死亡獣畜処理･畜産共進会等の各事業に 受精卵移植･優良牛導入･死亡獣畜処理･畜産共進会等の各事業に 受精卵移植･優良牛導入･死亡獣畜処理･畜産共進会等の各事業に

(4,857)(4,857)(4,857)(4,857)  補助し､畜産経営の安定化を図る経費 補助し､畜産経営の安定化を図る経費 補助し､畜産経営の安定化を図る経費 補助し､畜産経営の安定化を図る経費

   畜産振興事業費補助金   畜産振興事業費補助金   畜産振興事業費補助金   畜産振興事業費補助金 4,085千円 4,085千円 4,085千円 4,085千円 

   死亡獣畜処理事業費補助金   死亡獣畜処理事業費補助金   死亡獣畜処理事業費補助金   死亡獣畜処理事業費補助金 1,230千円 1,230千円 1,230千円 1,230千円 



産産産産業業業業振振振振興興興興課課課課  県単土地改良事業 県単土地改良事業 県単土地改良事業 県単土地改良事業 (P190)(P190)(P190)(P190) 38,95638,95638,95638,956  県費単独補助による農業基盤の整備事業 県費単独補助による農業基盤の整備事業 県費単独補助による農業基盤の整備事業 県費単独補助による農業基盤の整備事業

(26,545)(26,545)(26,545)(26,545) 　 農免農道整備事業負担金　 農免農道整備事業負担金　 農免農道整備事業負担金　 農免農道整備事業負担金 20,000千円 20,000千円 20,000千円 20,000千円 

　 機能保全計画作成業務委託料　 機能保全計画作成業務委託料　 機能保全計画作成業務委託料　 機能保全計画作成業務委託料 2,200千円 2,200千円 2,200千円 2,200千円 

　 新田揚水ポンプ更新工事　 新田揚水ポンプ更新工事　 新田揚水ポンプ更新工事　 新田揚水ポンプ更新工事 16,566千円 16,566千円 16,566千円 16,566千円 

 町営土地改良事業 町営土地改良事業 町営土地改良事業 町営土地改良事業 (P190)(P190)(P190)(P190) 24,02724,02724,02724,027  自治会等が行う農業施設の整備事業への補助、農道等の補修用 自治会等が行う農業施設の整備事業への補助、農道等の補修用 自治会等が行う農業施設の整備事業への補助、農道等の補修用 自治会等が行う農業施設の整備事業への補助、農道等の補修用

(17,705)(17,705)(17,705)(17,705)  原材料の支給等を行う事業 原材料の支給等を行う事業 原材料の支給等を行う事業 原材料の支給等を行う事業

   農道等草刈業務委託料   農道等草刈業務委託料   農道等草刈業務委託料   農道等草刈業務委託料 950千円 950千円 950千円 950千円 

   占用図書等作成業務委託料   占用図書等作成業務委託料   占用図書等作成業務委託料   占用図書等作成業務委託料 8,000千円 8,000千円 8,000千円 8,000千円 

   牧場池護岸改修工事等   牧場池護岸改修工事等   牧場池護岸改修工事等   牧場池護岸改修工事等 9,000千円 9,000千円 9,000千円 9,000千円 

   農道等維持補修用原材料費   農道等維持補修用原材料費   農道等維持補修用原材料費   農道等維持補修用原材料費 1,418千円 1,418千円 1,418千円 1,418千円 

   町単独土地改良事業補助金　             　　　   町単独土地改良事業補助金　             　　　   町単独土地改良事業補助金　             　　　   町単独土地改良事業補助金　             　　　 4,099千円 4,099千円 4,099千円 4,099千円 

 排水機場管理事業 排水機場管理事業 排水機場管理事業 排水機場管理事業 (P192)(P192)(P192)(P192) 55,44755,44755,44755,447  新田･落合･塚本･畑毛･稲妻排水機場及び畑毛川島排水 新田･落合･塚本･畑毛･稲妻排水機場及び畑毛川島排水 新田･落合･塚本･畑毛･稲妻排水機場及び畑毛川島排水 新田･落合･塚本･畑毛･稲妻排水機場及び畑毛川島排水

(57,597)(57,597)(57,597)(57,597)  ポンプ場の管理運営に要する経費 ポンプ場の管理運営に要する経費 ポンプ場の管理運営に要する経費 ポンプ場の管理運営に要する経費

   施設管理業務委託料　                　　　    施設管理業務委託料　                　　　    施設管理業務委託料　                　　　    施設管理業務委託料　                　　　 17,045千円 17,045千円 17,045千円 17,045千円 

   排水機場改修工事  　　　    排水機場改修工事  　　　    排水機場改修工事  　　　    排水機場改修工事  　　　 6,660千円 6,660千円 6,660千円 6,660千円 

   排水機場改修事業負担金(落合)   排水機場改修事業負担金(落合)   排水機場改修事業負担金(落合)   排水機場改修事業負担金(落合) 23,700千円 23,700千円 23,700千円 23,700千円 

 林業振興事業 林業振興事業 林業振興事業 林業振興事業 (P194)(P194)(P194)(P194) 9,3979,3979,3979,397  緑化推進及び林道の維持管理に要する経費 緑化推進及び林道の維持管理に要する経費 緑化推進及び林道の維持管理に要する経費 緑化推進及び林道の維持管理に要する経費

(4,012)(4,012)(4,012)(4,012)    林道草刈業務委託料   林道草刈業務委託料   林道草刈業務委託料   林道草刈業務委託料 1,266千円 1,266千円 1,266千円 1,266千円 

   林道維持修繕工事                   　　　　　   林道維持修繕工事                   　　　　　   林道維持修繕工事                   　　　　　   林道維持修繕工事                   　　　　　 5,017千円 5,017千円 5,017千円 5,017千円 

   花苗等支給　                          　　　   花苗等支給　                          　　　   花苗等支給　                          　　　   花苗等支給　                          　　　 1,128千円 1,128千円 1,128千円 1,128千円 

 商工振興事業 商工振興事業 商工振興事業 商工振興事業 (P198)(P198)(P198)(P198) 85,34385,34385,34385,343  町内商工業の発展と育成振興を図るため、中小企業者への資金 町内商工業の発展と育成振興を図るため、中小企業者への資金 町内商工業の発展と育成振興を図るため、中小企業者への資金 町内商工業の発展と育成振興を図るため、中小企業者への資金

(40,773)(40,773)(40,773)(40,773)  融資制度利子補給及び商工会事業への補助、三島田方勤労者福 融資制度利子補給及び商工会事業への補助、三島田方勤労者福 融資制度利子補給及び商工会事業への補助、三島田方勤労者福 融資制度利子補給及び商工会事業への補助、三島田方勤労者福

 祉サービスセンター負担等に要する経費及び消費者被害の防止 祉サービスセンター負担等に要する経費及び消費者被害の防止 祉サービスセンター負担等に要する経費及び消費者被害の防止 祉サービスセンター負担等に要する経費及び消費者被害の防止

 のために要する経費 のために要する経費 のために要する経費 のために要する経費

　 会計年度任用職員(消費生活相談員)２人　 会計年度任用職員(消費生活相談員)２人　 会計年度任用職員(消費生活相談員)２人　 会計年度任用職員(消費生活相談員)２人 2,015千円 2,015千円 2,015千円 2,015千円 

　 ふるさと納税運用代行業務委託料　 ふるさと納税運用代行業務委託料　 ふるさと納税運用代行業務委託料　 ふるさと納税運用代行業務委託料 22,892千円 22,892千円 22,892千円 22,892千円 

   三島田方勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ負担金   　　     三島田方勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ負担金   　　     三島田方勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ負担金   　　     三島田方勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ負担金   　　  2,102千円 2,102千円 2,102千円 2,102千円 

   商工会事業費補助金　                 　　    商工会事業費補助金　                 　　    商工会事業費補助金　                 　　    商工会事業費補助金　                 　　 15,200千円 15,200千円 15,200千円 15,200千円 

 観光振興事業 観光振興事業 観光振興事業 観光振興事業 (P200)(P200)(P200)(P200) 19,67219,67219,67219,672  町内観光施設の宣伝・伊豆地域の広域的観光振興に要する経費 町内観光施設の宣伝・伊豆地域の広域的観光振興に要する経費 町内観光施設の宣伝・伊豆地域の広域的観光振興に要する経費 町内観光施設の宣伝・伊豆地域の広域的観光振興に要する経費

(17,403)(17,403)(17,403)(17,403)   会計年度任用職員(観光プロデューサー)１人  会計年度任用職員(観光プロデューサー)１人  会計年度任用職員(観光プロデューサー)１人  会計年度任用職員(観光プロデューサー)１人 1,906千円 1,906千円 1,906千円 1,906千円 

   美しい伊豆創造センター負担金   美しい伊豆創造センター負担金   美しい伊豆創造センター負担金   美しい伊豆創造センター負担金 3,100千円 3,100千円 3,100千円 3,100千円 

   観光振興事業費補助金   観光振興事業費補助金   観光振興事業費補助金   観光振興事業費補助金 7,000千円 7,000千円 7,000千円 7,000千円 

   伊豆半島ジオパーク推進協議会負担金   伊豆半島ジオパーク推進協議会負担金   伊豆半島ジオパーク推進協議会負担金   伊豆半島ジオパーク推進協議会負担金 2,879千円 2,879千円 2,879千円 2,879千円 

 道の駅管理事業 道の駅管理事業 道の駅管理事業 道の駅管理事業 (P202)(P202)(P202)(P202) 156,538156,538156,538156,538  道の駅の管理運営事業 道の駅の管理運営事業 道の駅の管理運営事業 道の駅の管理運営事業

(133,920)(133,920)(133,920)(133,920) 　 道の駅維持管理運営業務委託料　 道の駅維持管理運営業務委託料　 道の駅維持管理運営業務委託料　 道の駅維持管理運営業務委託料 65,573千円 65,573千円 65,573千円 65,573千円 

　 ＰＦＩ事業管理運営等支援業務委託料　 ＰＦＩ事業管理運営等支援業務委託料　 ＰＦＩ事業管理運営等支援業務委託料　 ＰＦＩ事業管理運営等支援業務委託料 2,466千円 2,466千円 2,466千円 2,466千円 

　 道の駅整備事業費償還金　 道の駅整備事業費償還金　 道の駅整備事業費償還金　 道の駅整備事業費償還金 66,759千円 66,759千円 66,759千円 66,759千円 

川の駅管理事業川の駅管理事業川の駅管理事業川の駅管理事業 (P202)(P202)(P202)(P202) 11,52111,52111,52111,521 川の駅の管理運営事業川の駅の管理運営事業川の駅の管理運営事業川の駅の管理運営事業

(21,217)(21,217)(21,217)(21,217) 　 川の駅施設管理運営業務委託料　 川の駅施設管理運営業務委託料　 川の駅施設管理運営業務委託料　 川の駅施設管理運営業務委託料 5,802千円 5,802千円 5,802千円 5,802千円 

　 警備業務委託料　 警備業務委託料　 警備業務委託料　 警備業務委託料 238千円 238千円 238千円 238千円 

　 堆積土砂等撤去工事　 堆積土砂等撤去工事　 堆積土砂等撤去工事　 堆積土砂等撤去工事 4,346千円 4,346千円 4,346千円 4,346千円 

 農業用施設災害 農業用施設災害 農業用施設災害 農業用施設災害 (P276)(P276)(P276)(P276) 1111  農業用施設災害応急復旧事業 農業用施設災害応急復旧事業 農業用施設災害応急復旧事業 農業用施設災害応急復旧事業

 復旧事業 復旧事業 復旧事業 復旧事業 (1)(1)(1)(1)

 農地災害復旧事業 農地災害復旧事業 農地災害復旧事業 農地災害復旧事業 (P276)(P276)(P276)(P276) 1111  農地災害応急復旧事業 農地災害応急復旧事業 農地災害応急復旧事業 農地災害応急復旧事業

(1)(1)(1)(1)



建建建建 設設設設 課課課課  土木総務事務事業 土木総務事務事業 土木総務事務事業 土木総務事務事業 (P204)(P204)(P204)(P204) 82,92682,92682,92682,926  土木総務事業の管理経費、道路施設の維持費、道路台帳の更新等 土木総務事業の管理経費、道路施設の維持費、道路台帳の更新等 土木総務事業の管理経費、道路施設の維持費、道路台帳の更新等 土木総務事業の管理経費、道路施設の維持費、道路台帳の更新等

(76,881)(76,881)(76,881)(76,881)  の事業の実施　   職員 10人 の事業の実施　   職員 10人 の事業の実施　   職員 10人 の事業の実施　   職員 10人

   道路台帳整備更新委託料   道路台帳整備更新委託料   道路台帳整備更新委託料   道路台帳整備更新委託料 9,000千円 9,000千円 9,000千円 9,000千円 

　 道路河川占用システム賃借料　 道路河川占用システム賃借料　 道路河川占用システム賃借料　 道路河川占用システム賃借料 576千円 576千円 576千円 576千円 

 道路維持補修事業 道路維持補修事業 道路維持補修事業 道路維持補修事業 (P206)(P206)(P206)(P206) 2,2802,2802,2802,280  町道の維持管理に要する経費 町道の維持管理に要する経費 町道の維持管理に要する経費 町道の維持管理に要する経費

(2,169)(2,169)(2,169)(2,169) 　 道路愛護事業　 道路愛護事業　 道路愛護事業　 道路愛護事業 340千円 340千円 340千円 340千円 

　 町道維持補修用原材料　 町道維持補修用原材料　 町道維持補修用原材料　 町道維持補修用原材料 1,716千円 1,716千円 1,716千円 1,716千円 

 国庫補助道路新設 国庫補助道路新設 国庫補助道路新設 国庫補助道路新設 (P206)(P206)(P206)(P206) 126,740126,740126,740126,740  国庫補助を受け、１級町道３路線の道路改良工事の実施及び住宅・建築 国庫補助を受け、１級町道３路線の道路改良工事の実施及び住宅・建築 国庫補助を受け、１級町道３路線の道路改良工事の実施及び住宅・建築 国庫補助を受け、１級町道３路線の道路改良工事の実施及び住宅・建築

 改良事業 改良事業 改良事業 改良事業 (144,499)(144,499)(144,499)(144,499)  物並びに市街地の安全性の向上を目的とした狭あい道路整備事業の実施 物並びに市街地の安全性の向上を目的とした狭あい道路整備事業の実施 物並びに市街地の安全性の向上を目的とした狭あい道路整備事業の実施 物並びに市街地の安全性の向上を目的とした狭あい道路整備事業の実施

　 設計監理委託料　 設計監理委託料　 設計監理委託料　 設計監理委託料 5,555千円 5,555千円 5,555千円 5,555千円 

　 １級町道  工事費　 １級町道  工事費　 １級町道  工事費　 １級町道  工事費 99,955千円 99,955千円 99,955千円 99,955千円 

　 狭あい道路 工事費　 狭あい道路 工事費　 狭あい道路 工事費　 狭あい道路 工事費 6,665千円 6,665千円 6,665千円 6,665千円 

　 土地購入費　 土地購入費　 土地購入費　 土地購入費 4,931千円 4,931千円 4,931千円 4,931千円 

　 補償費　 補償費　 補償費　 補償費 7,100千円 7,100千円 7,100千円 7,100千円 

 町単独道路新設 町単独道路新設 町単独道路新設 町単独道路新設 (P208)(P208)(P208)(P208) 215,713215,713215,713215,713  町内幹線道路、生活道路の改良工事の実施及び町道の安全確保と 町内幹線道路、生活道路の改良工事の実施及び町道の安全確保と 町内幹線道路、生活道路の改良工事の実施及び町道の安全確保と 町内幹線道路、生活道路の改良工事の実施及び町道の安全確保と

 改良事業 改良事業 改良事業 改良事業 (248,552)(248,552)(248,552)(248,552)  利便性の向上を図るための橋梁・トンネルの点検補修整備の実施 利便性の向上を図るための橋梁・トンネルの点検補修整備の実施 利便性の向上を図るための橋梁・トンネルの点検補修整備の実施 利便性の向上を図るための橋梁・トンネルの点検補修整備の実施

　 設計監理委託料　 設計監理委託料　 設計監理委託料　 設計監理委託料 60,000千円 60,000千円 60,000千円 60,000千円 

　 １・２級町道  工事費　 １・２級町道  工事費　 １・２級町道  工事費　 １・２級町道  工事費 50,956千円 50,956千円 50,956千円 50,956千円 

　 その他町道　 工事費　 その他町道　 工事費　 その他町道　 工事費　 その他町道　 工事費 83,461千円 83,461千円 83,461千円 83,461千円 

　 土地購入費　 土地購入費　 土地購入費　 土地購入費 3,669千円 3,669千円 3,669千円 3,669千円 

　 橋梁等定期点検負担金　 橋梁等定期点検負担金　 橋梁等定期点検負担金　 橋梁等定期点検負担金 4,483千円 4,483千円 4,483千円 4,483千円 

　 補償費　 補償費　 補償費　 補償費 7,702千円 7,702千円 7,702千円 7,702千円 

 河川維持事業 河川維持事業 河川維持事業 河川維持事業 (P208)(P208)(P208)(P208) 10,05810,05810,05810,058  河川の草刈や各排水機場並びに樋門操作・管理経費 河川の草刈や各排水機場並びに樋門操作・管理経費 河川の草刈や各排水機場並びに樋門操作・管理経費 河川の草刈や各排水機場並びに樋門操作・管理経費

(9,720)(9,720)(9,720)(9,720)    排水機場･樋門等操作委託料   排水機場･樋門等操作委託料   排水機場･樋門等操作委託料   排水機場･樋門等操作委託料 5,346千円 5,346千円 5,346千円 5,346千円 

   各排水ポンプ管理委託料   各排水ポンプ管理委託料   各排水ポンプ管理委託料   各排水ポンプ管理委託料 500千円 500千円 500千円 500千円 

   河川愛護事業(堤防草刈交付金)   河川愛護事業(堤防草刈交付金)   河川愛護事業(堤防草刈交付金)   河川愛護事業(堤防草刈交付金) 2,327千円 2,327千円 2,327千円 2,327千円 

 河川改良事業 河川改良事業 河川改良事業 河川改良事業 (P210)(P210)(P210)(P210) 14,54314,54314,54314,543  普通河川や生活排水路を改良し､環境衛生の向上と安全性を確保する 普通河川や生活排水路を改良し､環境衛生の向上と安全性を確保する 普通河川や生活排水路を改良し､環境衛生の向上と安全性を確保する 普通河川や生活排水路を改良し､環境衛生の向上と安全性を確保する

(34,676)(34,676)(34,676)(34,676)  改良及び降雨時の内水の排除を図り、浸水家屋の被害を防止させる事業 改良及び降雨時の内水の排除を図り、浸水家屋の被害を防止させる事業 改良及び降雨時の内水の排除を図り、浸水家屋の被害を防止させる事業 改良及び降雨時の内水の排除を図り、浸水家屋の被害を防止させる事業

　 河川　工事費　 河川　工事費　 河川　工事費　 河川　工事費 12,043千円 12,043千円 12,043千円 12,043千円 

   柿沢川堤防天端舗装事業負担金   柿沢川堤防天端舗装事業負担金   柿沢川堤防天端舗装事業負担金   柿沢川堤防天端舗装事業負担金 2,500千円 2,500千円 2,500千円 2,500千円 

　　　　

 公園整備事業 公園整備事業 公園整備事業 公園整備事業 (P212)(P212)(P212)(P212) 650650650650  運動公園整備事業 運動公園整備事業 運動公園整備事業 運動公園整備事業

(3,050)(3,050)(3,050)(3,050)    運動公園維持修繕工事費   運動公園維持修繕工事費   運動公園維持修繕工事費   運動公園維持修繕工事費 600千円 600千円 600千円 600千円 

 街路整備事業 街路整備事業 街路整備事業 街路整備事業 (P212)(P212)(P212)(P212) 56565656  都市計画街路事業 都市計画街路事業 都市計画街路事業 都市計画街路事業

(56)(56)(56)(56)

 道路災害復旧事業 道路災害復旧事業 道路災害復旧事業 道路災害復旧事業 (P276)(P276)(P276)(P276) 56,00056,00056,00056,000  道路災害応急復旧費 道路災害応急復旧費 道路災害応急復旧費 道路災害応急復旧費

(1)(1)(1)(1)

 河川災害復旧事業 河川災害復旧事業 河川災害復旧事業 河川災害復旧事業 (P276)(P276)(P276)(P276) 1111  河川災害応急復旧費 河川災害応急復旧費 河川災害応急復旧費 河川災害応急復旧費

(1)(1)(1)(1)

都都都都市市市市計計計計画画画画課課課課  都市計画総務事務 都市計画総務事務 都市計画総務事務 都市計画総務事務 (P210)(P210)(P210)(P210) 63,03863,03863,03863,038  都市計画法・国土利用計画法に係る事務経費 都市計画法・国土利用計画法に係る事務経費 都市計画法・国土利用計画法に係る事務経費 都市計画法・国土利用計画法に係る事務経費

 事業 事業 事業 事業 (59,828)(59,828)(59,828)(59,828) 　 職員７人　 職員７人　 職員７人　 職員７人

   わが家の専門家診断委託料(TOUKAI-0)   わが家の専門家診断委託料(TOUKAI-0)   わが家の専門家診断委託料(TOUKAI-0)   わが家の専門家診断委託料(TOUKAI-0) 944千円 944千円 944千円 944千円 

   地震対策事業費補助金   地震対策事業費補助金   地震対策事業費補助金   地震対策事業費補助金 13,148千円 13,148千円 13,148千円 13,148千円 

   雨水浸透・貯留施設設置費補助金   雨水浸透・貯留施設設置費補助金   雨水浸透・貯留施設設置費補助金   雨水浸透・貯留施設設置費補助金 740千円 740千円 740千円 740千円 

   耐震シェルター設置・   耐震シェルター設置・   耐震シェルター設置・   耐震シェルター設置・

   防災ベッド購入助成事業費補助金   防災ベッド購入助成事業費補助金   防災ベッド購入助成事業費補助金   防災ベッド購入助成事業費補助金 183千円 183千円 183千円 183千円 



学学学学校校校校教教教教育育育育課課課課  教育委員会事務 教育委員会事務 教育委員会事務 教育委員会事務 (P226)(P226)(P226)(P226) 2,2342,2342,2342,234  教育委員会委員４人 (委員会年12回、総合教育会議年２回開催) 教育委員会委員４人 (委員会年12回、総合教育会議年２回開催) 教育委員会委員４人 (委員会年12回、総合教育会議年２回開催) 教育委員会委員４人 (委員会年12回、総合教育会議年２回開催)

 事業 事業 事業 事業 (2,548)(2,548)(2,548)(2,548)  就学支援員２人 (年４回開催) 就学支援員２人 (年４回開催) 就学支援員２人 (年４回開催) 就学支援員２人 (年４回開催)

   いじめ防止等生徒指導連絡協議会　委員６名   いじめ防止等生徒指導連絡協議会　委員６名   いじめ防止等生徒指導連絡協議会　委員６名   いじめ防止等生徒指導連絡協議会　委員６名 80千円 80千円 80千円 80千円 

   いじめ問題対策専門委員会　委員４人   いじめ問題対策専門委員会　委員４人   いじめ問題対策専門委員会　委員４人   いじめ問題対策専門委員会　委員４人 170千円 170千円 170千円 170千円 

   各種協議会負担金                               各種協議会負担金                               各種協議会負担金                               各種協議会負担金                            130千円 130千円 130千円 130千円 

   町教育研究会補助金                             町教育研究会補助金                             町教育研究会補助金                             町教育研究会補助金                          600千円 600千円 600千円 600千円 

 事務局事務事業 事務局事務事業 事務局事務事業 事務局事務事業 (P226)(P226)(P226)(P226) 109,081109,081109,081109,081  教育総務事務経費 教育総務事務経費 教育総務事務経費 教育総務事務経費

(105,754)(105,754)(105,754)(105,754)    教育長、職員 ８人、   教育長、職員 ８人、   教育長、職員 ８人、   教育長、職員 ８人、

　 会計年度任用職員 ６人　 会計年度任用職員 ６人　 会計年度任用職員 ６人　 会計年度任用職員 ６人

   就学時健康診断の実施   就学時健康診断の実施   就学時健康診断の実施   就学時健康診断の実施

   教育講演会の開催   教育講演会の開催   教育講演会の開催   教育講演会の開催

   教育研究奨励賞の授与   教育研究奨励賞の授与   教育研究奨励賞の授与   教育研究奨励賞の授与

   地域学校協働本部の設置   地域学校協働本部の設置   地域学校協働本部の設置   地域学校協働本部の設置

　 幼児教育センターの設置　 幼児教育センターの設置　 幼児教育センターの設置　 幼児教育センターの設置

   田方地区教員研修協議会負担金   田方地区教員研修協議会負担金   田方地区教員研修協議会負担金   田方地区教員研修協議会負担金 2,000千円 2,000千円 2,000千円 2,000千円 

 教育支援センター 教育支援センター 教育支援センター 教育支援センター (P230)(P230)(P230)(P230) 19,81419,81419,81419,814  教育支援センターの運営 教育支援センターの運営 教育支援センターの運営 教育支援センターの運営

 事務事業 事務事業 事務事業 事務事業 (19,636)(19,636)(19,636)(19,636) 　 会計年度任用職員 ８人　 会計年度任用職員 ８人　 会計年度任用職員 ８人　 会計年度任用職員 ８人 13,764千円 13,764千円 13,764千円 13,764千円 

   管理運営用消耗品費   管理運営用消耗品費   管理運営用消耗品費   管理運営用消耗品費

 小学校管理事業 小学校管理事業 小学校管理事業 小学校管理事業 (P230)(P230)(P230)(P230) 373,622373,622373,622373,622   学校管理費(設計監理委託料及び工事請負費を除く)  学校管理費(設計監理委託料及び工事請負費を除く)  学校管理費(設計監理委託料及び工事請負費を除く)  学校管理費(設計監理委託料及び工事請負費を除く)

(311,261)(311,261)(311,261)(311,261)   ＋教育振興費＝396,657千円（1人当り経費　213千円）  ＋教育振興費＝396,657千円（1人当り経費　213千円）  ＋教育振興費＝396,657千円（1人当り経費　213千円）  ＋教育振興費＝396,657千円（1人当り経費　213千円）

  小学校施設運営管理費  小学校施設運営管理費  小学校施設運営管理費  小学校施設運営管理費

　　職員 ５名、会計年度任用職員 36人　　職員 ５名、会計年度任用職員 36人　　職員 ５名、会計年度任用職員 36人　　職員 ５名、会計年度任用職員 36人

　○各小学校人件費等管理総務経費            　○各小学校人件費等管理総務経費            　○各小学校人件費等管理総務経費            　○各小学校人件費等管理総務経費            287,838千円 287,838千円 287,838千円 287,838千円 

                予定児童数計  1,866人予定児童数計  1,866人予定児童数計  1,866人予定児童数計  1,866人

    健康診断検査等手数料　　　                   健康診断検査等手数料　　　                   健康診断検査等手数料　　　                   健康診断検査等手数料　　　               9,636千円 9,636千円 9,636千円 9,636千円 

    施設管理･給食業務･医療事務等委託料    施設管理･給食業務･医療事務等委託料    施設管理･給食業務･医療事務等委託料    施設管理･給食業務･医療事務等委託料 123,125千円 123,125千円 123,125千円 123,125千円 

　○函南小学校施設運営管理経費　　            　○函南小学校施設運営管理経費　　            　○函南小学校施設運営管理経費　　            　○函南小学校施設運営管理経費　　            21,001千円 21,001千円 21,001千円 21,001千円 

                予定児童数   497人予定児童数   497人予定児童数   497人予定児童数   497人

    施設改修工事　 　　　　　　            施設改修工事　 　　　　　　            施設改修工事　 　　　　　　            施設改修工事　 　　　　　　        1,653千円 1,653千円 1,653千円 1,653千円 

    給食調理業務委託　      　　　　　　　　　    給食調理業務委託　      　　　　　　　　　    給食調理業務委託　      　　　　　　　　　    給食調理業務委託　      　　　　　　　　　 23,870千円 23,870千円 23,870千円 23,870千円 

　○丹那小学校施設運営管理経費  　   　        　○丹那小学校施設運営管理経費  　   　        　○丹那小学校施設運営管理経費  　   　        　○丹那小学校施設運営管理経費  　   　        11,600千円 11,600千円 11,600千円 11,600千円 

                予定児童数   63人予定児童数   63人予定児童数   63人予定児童数   63人

　　施設改修工事　　施設改修工事　　施設改修工事　　施設改修工事 2,367千円 2,367千円 2,367千円 2,367千円 

    給食調理業務委託                              給食調理業務委託                              給食調理業務委託                              給食調理業務委託                          11,659千円 11,659千円 11,659千円 11,659千円 

　○桑村小学校施設運営管理経費　              　○桑村小学校施設運営管理経費　              　○桑村小学校施設運営管理経費　              　○桑村小学校施設運営管理経費　              12,593千円 12,593千円 12,593千円 12,593千円 

                予定児童数   95人予定児童数   95人予定児童数   95人予定児童数   95人

　　施設改修工事　　施設改修工事　　施設改修工事　　施設改修工事 4,200千円 4,200千円 4,200千円 4,200千円 

    給食調理業務委託            　　    給食調理業務委託            　　    給食調理業務委託            　　    給食調理業務委託            　　 13,882千円 13,882千円 13,882千円 13,882千円 

　○東小学校施設運営管理経費　          　　　　○東小学校施設運営管理経費　          　　　　○東小学校施設運営管理経費　          　　　　○東小学校施設運営管理経費　          　　　 20,146千円 20,146千円 20,146千円 20,146千円 

                予定児童数   699人予定児童数   699人予定児童数   699人予定児童数   699人

    施設改修工事　            　　    施設改修工事　            　　    施設改修工事　            　　    施設改修工事　            　　 4,726千円 4,726千円 4,726千円 4,726千円 

    給食調理業務委託                 　　　　    給食調理業務委託                 　　　　    給食調理業務委託                 　　　　    給食調理業務委託                 　　　　 34,980千円 34,980千円 34,980千円 34,980千円 

　○西小学校施設運営管理経費　　　     　 　　　○西小学校施設運営管理経費　　　     　 　　　○西小学校施設運営管理経費　　　     　 　　　○西小学校施設運営管理経費　　　     　 　　 20,444千円 20,444千円 20,444千円 20,444千円 

                予定児童数   512人予定児童数   512人予定児童数   512人予定児童数   512人

    施設改修工事　            　　    施設改修工事　            　　    施設改修工事　            　　    施設改修工事　            　　 17,754千円 17,754千円 17,754千円 17,754千円 

    給食調理業務委託                    給食調理業務委託                    給食調理業務委託                    給食調理業務委託                27,324千円 27,324千円 27,324千円 27,324千円 



学学学学校校校校教教教教育育育育課課課課  函南小学校管理 函南小学校管理 函南小学校管理 函南小学校管理 (P236)(P236)(P236)(P236) 2,2392,2392,2392,239  管理運営用消耗品費　                  　　　  管理運営用消耗品費　                  　　　  管理運営用消耗品費　                  　　　  管理運営用消耗品費　                  　　　 

 事業 事業 事業 事業 (2,239)(2,239)(2,239)(2,239)

 丹那小学校管理 丹那小学校管理 丹那小学校管理 丹那小学校管理 (P236)(P236)(P236)(P236) 1,3761,3761,3761,376  管理運営用消耗品費　                         管理運営用消耗品費　                         管理運営用消耗品費　                         管理運営用消耗品費　                        

 事業 事業 事業 事業 (1,376)(1,376)(1,376)(1,376)

 桑村小学校管理 桑村小学校管理 桑村小学校管理 桑村小学校管理 (P236)(P236)(P236)(P236) 1,3821,3821,3821,382  管理運営用消耗品費　                          管理運営用消耗品費　                          管理運営用消耗品費　                          管理運営用消耗品費　                         

 事業 事業 事業 事業 (1,387)(1,387)(1,387)(1,387)

 東小学校管理事業 東小学校管理事業 東小学校管理事業 東小学校管理事業 (P236)(P236)(P236)(P236) 2,8302,8302,8302,830  管理運営用消耗品費　                          管理運営用消耗品費　                          管理運営用消耗品費　                          管理運営用消耗品費　                         

(2,830)(2,830)(2,830)(2,830)

 西小学校管理事業 西小学校管理事業 西小学校管理事業 西小学校管理事業 (P236)(P236)(P236)(P236) 2,3002,3002,3002,300  管理運営用消耗品費　                          管理運営用消耗品費　                          管理運営用消耗品費　                          管理運営用消耗品費　                         

(2,538)(2,538)(2,538)(2,538)

 小学校教育振興 小学校教育振興 小学校教育振興 小学校教育振興 (P236)(P236)(P236)(P236) 50,77250,77250,77250,772  小学校の教育振興に係る事務経費 小学校の教育振興に係る事務経費 小学校の教育振興に係る事務経費 小学校の教育振興に係る事務経費

 事業 事業 事業 事業 (40,471)(40,471)(40,471)(40,471)

　○小学校教育振興総務経費 　                　○小学校教育振興総務経費 　                　○小学校教育振興総務経費 　                　○小学校教育振興総務経費 　                44,607千円 44,607千円 44,607千円 44,607千円 

    外国人語学指導助手(４名)                      外国人語学指導助手(４名)                      外国人語学指導助手(４名)                      外国人語学指導助手(４名)                  19,800千円 19,800千円 19,800千円 19,800千円 

    教員向けタブレット賃借料（72台）    教員向けタブレット賃借料（72台）    教員向けタブレット賃借料（72台）    教員向けタブレット賃借料（72台） 993千円 993千円 993千円 993千円 

    学校保健災害共済等各種負担金                  学校保健災害共済等各種負担金                  学校保健災害共済等各種負担金                  学校保健災害共済等各種負担金              1,394千円 1,394千円 1,394千円 1,394千円 

    就学援助費    就学援助費    就学援助費    就学援助費 5,935千円 5,935千円 5,935千円 5,935千円 

   　 (教育扶助費 5,257千円、特別支援教育就学奨励費 678千円)   　 (教育扶助費 5,257千円、特別支援教育就学奨励費 678千円)   　 (教育扶助費 5,257千円、特別支援教育就学奨励費 678千円)   　 (教育扶助費 5,257千円、特別支援教育就学奨励費 678千円)

  ○函南小学校教育振興に係る経費 　             ○函南小学校教育振興に係る経費 　             ○函南小学校教育振興に係る経費 　             ○函南小学校教育振興に係る経費 　           1,352千円 1,352千円 1,352千円 1,352千円 

  ○丹那小学校教育振興に係る経費　             ○丹那小学校教育振興に係る経費　             ○丹那小学校教育振興に係る経費　             ○丹那小学校教育振興に係る経費　           623千円 623千円 623千円 623千円 

  ○桑村小学校教育振興に係る経費　            　  ○桑村小学校教育振興に係る経費　            　  ○桑村小学校教育振興に係る経費　            　  ○桑村小学校教育振興に係る経費　            　 990千円 990千円 990千円 990千円 

  ○東小学校教育振興に係る経費　　              ○東小学校教育振興に係る経費　　              ○東小学校教育振興に係る経費　　              ○東小学校教育振興に係る経費　　            1,904千円 1,904千円 1,904千円 1,904千円 

  ○西小学校教育振興に係る経費　　              ○西小学校教育振興に係る経費　　              ○西小学校教育振興に係る経費　　              ○西小学校教育振興に係る経費　　            1,296千円 1,296千円 1,296千円 1,296千円 

 函南小学校教育 函南小学校教育 函南小学校教育 函南小学校教育 (P238)(P238)(P238)(P238) 726726726726  教育振興用消耗品費　                            教育振興用消耗品費　                            教育振興用消耗品費　                            教育振興用消耗品費　                           

 振興事業 振興事業 振興事業 振興事業 (727)(727)(727)(727)

 丹那小学校教育 丹那小学校教育 丹那小学校教育 丹那小学校教育 (P238)(P238)(P238)(P238) 290290290290  教育振興用消耗品費　　                          教育振興用消耗品費　　                          教育振興用消耗品費　　                          教育振興用消耗品費　　                         

 振興事業 振興事業 振興事業 振興事業 (290)(290)(290)(290)

 桑村小学校教育 桑村小学校教育 桑村小学校教育 桑村小学校教育 (P238)(P238)(P238)(P238) 378378378378  教育振興用消耗品費　　                          教育振興用消耗品費　　                          教育振興用消耗品費　　                          教育振興用消耗品費　　                         

 振興事業 振興事業 振興事業 振興事業 (378)(378)(378)(378)

 東小学校教育 東小学校教育 東小学校教育 東小学校教育 (P238)(P238)(P238)(P238) 924924924924  教育振興用消耗品費　　                          教育振興用消耗品費　　                          教育振興用消耗品費　　                          教育振興用消耗品費　　                         

 振興事業 振興事業 振興事業 振興事業 (924)(924)(924)(924)

 西小学校教育 西小学校教育 西小学校教育 西小学校教育 (P238)(P238)(P238)(P238) 818818818818  教育振興用消耗品費　　                        教育振興用消耗品費　　                        教育振興用消耗品費　　                        教育振興用消耗品費　　                       

 振興事業 振興事業 振興事業 振興事業 (818)(818)(818)(818)

 中学校管理事業 中学校管理事業 中学校管理事業 中学校管理事業 (P240)(P240)(P240)(P240) 195,452195,452195,452195,452  学校管理費(設計監理委託料及び工事請負費を除く) 学校管理費(設計監理委託料及び工事請負費を除く) 学校管理費(設計監理委託料及び工事請負費を除く) 学校管理費(設計監理委託料及び工事請負費を除く)

(571,025)(571,025)(571,025)(571,025)  ＋教育振興費＝230,802千円（1人当り経費　251千円） ＋教育振興費＝230,802千円（1人当り経費　251千円） ＋教育振興費＝230,802千円（1人当り経費　251千円） ＋教育振興費＝230,802千円（1人当り経費　251千円）

  中学校施設運営管理経費  中学校施設運営管理経費  中学校施設運営管理経費  中学校施設運営管理経費

　 職員３人、会計年度任用職員 11人　 職員３人、会計年度任用職員 11人　 職員３人、会計年度任用職員 11人　 職員３人、会計年度任用職員 11人

　○各中学校人件費等管理総務経費             　○各中学校人件費等管理総務経費             　○各中学校人件費等管理総務経費             　○各中学校人件費等管理総務経費             150,149千円 150,149千円 150,149千円 150,149千円 

                予定生徒数計  918人予定生徒数計  918人予定生徒数計  918人予定生徒数計  918人

    健康診断等手数料　　                          健康診断等手数料　　                          健康診断等手数料　　                          健康診断等手数料　　                      4,905千円 4,905千円 4,905千円 4,905千円 

    施設管理・給食調理・医務事業等委託料          施設管理・給食調理・医務事業等委託料          施設管理・給食調理・医務事業等委託料          施設管理・給食調理・医務事業等委託料      83,091千円 83,091千円 83,091千円 83,091千円 

　○函南中学校施設管理運営経費　　            　○函南中学校施設管理運営経費　　            　○函南中学校施設管理運営経費　　            　○函南中学校施設管理運営経費　　            24,346千円 24,346千円 24,346千円 24,346千円 

                予定生徒数   457人予定生徒数   457人予定生徒数   457人予定生徒数   457人

    施設改修工事    施設改修工事    施設改修工事    施設改修工事 4,935千円 4,935千円 4,935千円 4,935千円 

　○東中学校施設管理運営経費　　　      　　　　○東中学校施設管理運営経費　　　      　　　　○東中学校施設管理運営経費　　　      　　　　○東中学校施設管理運営経費　　　      　　　 20,957千円 20,957千円 20,957千円 20,957千円 

                予定生徒数   461人予定生徒数   461人予定生徒数   461人予定生徒数   461人

　　施設改修工事　　施設改修工事　　施設改修工事　　施設改修工事 3,420千円 3,420千円 3,420千円 3,420千円 



学学学学校校校校教教教教育育育育課課課課  函南中学校管理 函南中学校管理 函南中学校管理 函南中学校管理 (P244)(P244)(P244)(P244) 2,7062,7062,7062,706  管理運営用消耗品費　                   　　　 管理運営用消耗品費　                   　　　 管理運営用消耗品費　                   　　　 管理運営用消耗品費　                   　　　

 事業 事業 事業 事業 (2,706)(2,706)(2,706)(2,706)

 東中学校管理 東中学校管理 東中学校管理 東中学校管理 (P244)(P244)(P244)(P244) 2,5592,5592,5592,559  管理運営用消耗品費　                   　　　 管理運営用消耗品費　                   　　　 管理運営用消耗品費　                   　　　 管理運営用消耗品費　                   　　　

 事業 事業 事業 事業 (2,444)(2,444)(2,444)(2,444)

 中学校教育振興 中学校教育振興 中学校教育振興 中学校教育振興 (P244)(P244)(P244)(P244) 38,52538,52538,52538,525  中学校の教育振興に係る事務経費 中学校の教育振興に係る事務経費 中学校の教育振興に係る事務経費 中学校の教育振興に係る事務経費

 事業 事業 事業 事業 (35,514)(35,514)(35,514)(35,514)

　○中学校教育振興総務経費           　　　　 　○中学校教育振興総務経費           　　　　 　○中学校教育振興総務経費           　　　　 　○中学校教育振興総務経費           　　　　 30,091千円 30,091千円 30,091千円 30,091千円 

    外国人語学指導助手(２名)　        　　　　    外国人語学指導助手(２名)　        　　　　    外国人語学指導助手(２名)　        　　　　    外国人語学指導助手(２名)　        　　　　 9,900千円 9,900千円 9,900千円 9,900千円 

　　教員向けタブレット賃借料（18台）　　教員向けタブレット賃借料（18台）　　教員向けタブレット賃借料（18台）　　教員向けタブレット賃借料（18台） 248千円 248千円 248千円 248千円 

　　大型モニター賃借料（28台）　　大型モニター賃借料（28台）　　大型モニター賃借料（28台）　　大型モニター賃借料（28台） 912千円 912千円 912千円 912千円 

    学校保健災害共済等各種負担金         　　　    学校保健災害共済等各種負担金         　　　    学校保健災害共済等各種負担金         　　　    学校保健災害共済等各種負担金         　　　 1,823千円 1,823千円 1,823千円 1,823千円 

    就学援助費    就学援助費    就学援助費    就学援助費 7,437千円 7,437千円 7,437千円 7,437千円 

　　　(教育扶助費 6,586千円、特別支援教育就学奨励費 851千円)　　　(教育扶助費 6,586千円、特別支援教育就学奨励費 851千円)　　　(教育扶助費 6,586千円、特別支援教育就学奨励費 851千円)　　　(教育扶助費 6,586千円、特別支援教育就学奨励費 851千円)

　○函南中学校教育振興に係る経費　     　　　　　○函南中学校教育振興に係る経費　     　　　　　○函南中学校教育振興に係る経費　     　　　　　○函南中学校教育振興に係る経費　     　　　　 4,139千円 4,139千円 4,139千円 4,139千円 

    教材用備品等購入費    教材用備品等購入費    教材用備品等購入費    教材用備品等購入費 75千円 75千円 75千円 75千円 

    部活動振興費等補助金　            　　　　    部活動振興費等補助金　            　　　　    部活動振興費等補助金　            　　　　    部活動振興費等補助金　            　　　　 1,774千円 1,774千円 1,774千円 1,774千円 

　○東中学校教育振興に係る経費　    　　　　　 　○東中学校教育振興に係る経費　    　　　　　 　○東中学校教育振興に係る経費　    　　　　　 　○東中学校教育振興に係る経費　    　　　　　 4,295千円 4,295千円 4,295千円 4,295千円 

    教材用備品等購入費　              　　　　    教材用備品等購入費　              　　　　    教材用備品等購入費　              　　　　    教材用備品等購入費　              　　　　 231千円 231千円 231千円 231千円 

    部活動振興費等補助金　            　　　　    部活動振興費等補助金　            　　　　    部活動振興費等補助金　            　　　　    部活動振興費等補助金　            　　　　 1,750千円 1,750千円 1,750千円 1,750千円 

 函南中学校教育 函南中学校教育 函南中学校教育 函南中学校教育 (P246)(P246)(P246)(P246) 1,2601,2601,2601,260  教育振興用消耗品費                   　　　　 教育振興用消耗品費                   　　　　 教育振興用消耗品費                   　　　　 教育振興用消耗品費                   　　　　

 振興事業 振興事業 振興事業 振興事業 (1,260)(1,260)(1,260)(1,260)

 東中学校教育 東中学校教育 東中学校教育 東中学校教育 (P246)(P246)(P246)(P246) 1,3001,3001,3001,300  教育振興用消耗品費　                 　　　　 教育振興用消耗品費　                 　　　　 教育振興用消耗品費　                 　　　　 教育振興用消耗品費　                 　　　　

 振興事業 振興事業 振興事業 振興事業 (1,254)(1,254)(1,254)(1,254)

生生生生涯涯涯涯学学学学習習習習課課課課  農村環境改善セン 農村環境改善セン 農村環境改善セン 農村環境改善セン (P192)(P192)(P192)(P192) 10,77410,77410,77410,774  農村環境改善センターの維持管理経費 農村環境改善センターの維持管理経費 農村環境改善センターの維持管理経費 農村環境改善センターの維持管理経費

 ター管理事業 ター管理事業 ター管理事業 ター管理事業 (7,053)(7,053)(7,053)(7,053) 　 施設管理委託料　                  　　　 　 施設管理委託料　                  　　　 　 施設管理委託料　                  　　　 　 施設管理委託料　                  　　　 3,309千円 3,309千円 3,309千円 3,309千円 

　 借地料　                  　　　 　 借地料　                  　　　 　 借地料　                  　　　 　 借地料　                  　　　 391千円 391千円 391千円 391千円 

 社会教育総務事務 社会教育総務事務 社会教育総務事務 社会教育総務事務 (P250)(P250)(P250)(P250) 83,35383,35383,35383,353  社会教育総務事務経費 社会教育総務事務経費 社会教育総務事務経費 社会教育総務事務経費

 事業 事業 事業 事業 (77,330)(77,330)(77,330)(77,330)    社会教育委員 10人 （年３回開催）   社会教育委員 10人 （年３回開催）   社会教育委員 10人 （年３回開催）   社会教育委員 10人 （年３回開催）

　 職員 12人、会計年度任用職員 ３人　 職員 12人、会計年度任用職員 ３人　 職員 12人、会計年度任用職員 ３人　 職員 12人、会計年度任用職員 ３人

 コミュニティ推進 コミュニティ推進 コミュニティ推進 コミュニティ推進 (P252)(P252)(P252)(P252) 11,19511,19511,19511,195  コミュニティ活動の推進と西部コミュニティセンターの コミュニティ活動の推進と西部コミュニティセンターの コミュニティ活動の推進と西部コミュニティセンターの コミュニティ活動の推進と西部コミュニティセンターの

 事業 事業 事業 事業 (12,909)(12,909)(12,909)(12,909)  維持管理経費 維持管理経費 維持管理経費 維持管理経費

   西部コミュニティセンター施設管理委託料          西部コミュニティセンター施設管理委託料          西部コミュニティセンター施設管理委託料          西部コミュニティセンター施設管理委託料       5,197千円 5,197千円 5,197千円 5,197千円 

   シャギリ保存事業費補助金(７団体）     シャギリ保存事業費補助金(７団体）     シャギリ保存事業費補助金(７団体）     シャギリ保存事業費補助金(７団体）  210千円 210千円 210千円 210千円 

   各区コミュニティ推進事業費交付金　                各区コミュニティ推進事業費交付金　                各区コミュニティ推進事業費交付金　                各区コミュニティ推進事業費交付金　             570千円 570千円 570千円 570千円 

   コミュニティ施設整備費補助金(８地区）            コミュニティ施設整備費補助金(８地区）            コミュニティ施設整備費補助金(８地区）            コミュニティ施設整備費補助金(８地区）         1,487千円 1,487千円 1,487千円 1,487千円 

 ふれあいセンター ふれあいセンター ふれあいセンター ふれあいセンター (P254)(P254)(P254)(P254) 8,9568,9568,9568,956  ふれあいセンターの維持管理経費 ふれあいセンターの維持管理経費 ふれあいセンターの維持管理経費 ふれあいセンターの維持管理経費

 管理事業 管理事業 管理事業 管理事業 (9,109)(9,109)(9,109)(9,109)    施設管理委託料   施設管理委託料   施設管理委託料   施設管理委託料 4,503千円 4,503千円 4,503千円 4,503千円 

   借地料   借地料   借地料   借地料 2,497千円 2,497千円 2,497千円 2,497千円 

 文化センター管理 文化センター管理 文化センター管理 文化センター管理 (P254)(P254)(P254)(P254) 31,46331,46331,46331,463  文化センターの維持管理経費 文化センターの維持管理経費 文化センターの維持管理経費 文化センターの維持管理経費

 事業 事業 事業 事業 (26,931)(26,931)(26,931)(26,931)    施設管理委託料   施設管理委託料   施設管理委託料   施設管理委託料 12,012千円 12,012千円 12,012千円 12,012千円 

   借地料   借地料   借地料   借地料 2,562千円 2,562千円 2,562千円 2,562千円 

   文化センターガラス飛散防止フィルム張替工事   文化センターガラス飛散防止フィルム張替工事   文化センターガラス飛散防止フィルム張替工事   文化センターガラス飛散防止フィルム張替工事 847千円 847千円 847千円 847千円 

   文化センター屋上防水改修工事   文化センター屋上防水改修工事   文化センター屋上防水改修工事   文化センター屋上防水改修工事 3,900千円 3,900千円 3,900千円 3,900千円 



生生生生涯涯涯涯学学学学習習習習課課課課  生涯学習推進事業 生涯学習推進事業 生涯学習推進事業 生涯学習推進事業 (P256)(P256)(P256)(P256) 4,7744,7744,7744,774  生涯学習と青少年健全育成を推進する経費 生涯学習と青少年健全育成を推進する経費 生涯学習と青少年健全育成を推進する経費 生涯学習と青少年健全育成を推進する経費

(4,919)(4,919)(4,919)(4,919)  かんなみ生涯学習塾・青少年健全育成大会・成人式等の開催  かんなみ生涯学習塾・青少年健全育成大会・成人式等の開催  かんなみ生涯学習塾・青少年健全育成大会・成人式等の開催  かんなみ生涯学習塾・青少年健全育成大会・成人式等の開催 

   文化祭開催委託料   文化祭開催委託料   文化祭開催委託料   文化祭開催委託料 1,010千円 1,010千円 1,010千円 1,010千円 

   かんなみ女性の会等各団体補助金               かんなみ女性の会等各団体補助金               かんなみ女性の会等各団体補助金               かんなみ女性の会等各団体補助金            1,320千円 1,320千円 1,320千円 1,320千円 

 文化財保護事業 文化財保護事業 文化財保護事業 文化財保護事業 (P258)(P258)(P258)(P258) 7,0557,0557,0557,055  文化財の保護及び活用推進事業 文化財の保護及び活用推進事業 文化財の保護及び活用推進事業 文化財の保護及び活用推進事業

(7,783)(7,783)(7,783)(7,783)    文化財保護審議会委員 ６人 （年２回開催）   文化財保護審議会委員 ６人 （年２回開催）   文化財保護審議会委員 ６人 （年２回開催）   文化財保護審議会委員 ６人 （年２回開催）

   丹那断層・柏谷横穴群・箱根旧街道維持管理委託料   丹那断層・柏谷横穴群・箱根旧街道維持管理委託料   丹那断層・柏谷横穴群・箱根旧街道維持管理委託料   丹那断層・柏谷横穴群・箱根旧街道維持管理委託料 3,545千円 3,545千円 3,545千円 3,545千円 

   借地料   借地料   借地料   借地料 22千円 22千円 22千円 22千円 

   柏谷横穴群指定地東側樹木伐採工事   柏谷横穴群指定地東側樹木伐採工事   柏谷横穴群指定地東側樹木伐採工事   柏谷横穴群指定地東側樹木伐採工事 1,081千円 1,081千円 1,081千円 1,081千円 

   柏谷横穴群解説看板改修工事   柏谷横穴群解説看板改修工事   柏谷横穴群解説看板改修工事   柏谷横穴群解説看板改修工事 739千円 739千円 739千円 739千円 

 文化財調査事業 文化財調査事業 文化財調査事業 文化財調査事業 (P260)(P260)(P260)(P260) 10,17810,17810,17810,178  町内における各種小規模開発等に伴う事前の試掘･発掘調査 町内における各種小規模開発等に伴う事前の試掘･発掘調査 町内における各種小規模開発等に伴う事前の試掘･発掘調査 町内における各種小規模開発等に伴う事前の試掘･発掘調査

(8,997)(8,997)(8,997)(8,997)  事業及び遺物等整理事業 事業及び遺物等整理事業 事業及び遺物等整理事業 事業及び遺物等整理事業

   会計年度任用職員  １人   会計年度任用職員  １人   会計年度任用職員  １人   会計年度任用職員  １人

   発掘作業員　　　 108人   発掘作業員　　　 108人   発掘作業員　　　 108人   発掘作業員　　　 108人

　 発掘調査業務委託料　 発掘調査業務委託料　 発掘調査業務委託料　 発掘調査業務委託料 4,351千円 4,351千円 4,351千円 4,351千円 

生生生生涯涯涯涯学学学学習習習習課課課課  図書館等管理事業 図書館等管理事業 図書館等管理事業 図書館等管理事業 (P260)(P260)(P260)(P260) 70,17270,17270,17270,172  図書館等複合施設「かんなみ知恵の和館」の管理運営事業 図書館等複合施設「かんなみ知恵の和館」の管理運営事業 図書館等複合施設「かんなみ知恵の和館」の管理運営事業 図書館等複合施設「かんなみ知恵の和館」の管理運営事業

    (66,061)(66,061)(66,061)(66,061)    図書館協議会委員７人（年２回開催）   図書館協議会委員７人（年２回開催）   図書館協議会委員７人（年２回開催）   図書館協議会委員７人（年２回開催）

       会計年度任用職員  12人   会計年度任用職員  12人   会計年度任用職員  12人   会計年度任用職員  12人

　 施設管理委託料　 施設管理委託料　 施設管理委託料　 施設管理委託料 9,525千円 9,525千円 9,525千円 9,525千円 

　 図書館システム機器及びクラウド賃借料　 図書館システム機器及びクラウド賃借料　 図書館システム機器及びクラウド賃借料　 図書館システム機器及びクラウド賃借料 7,870千円 7,870千円 7,870千円 7,870千円 

　 借地料　 借地料　 借地料　 借地料 2,482千円 2,482千円 2,482千円 2,482千円 

　 図書購入費　 図書購入費　 図書購入費　 図書購入費 5,770千円 5,770千円 5,770千円 5,770千円 

 仏の里美術館管理 仏の里美術館管理 仏の里美術館管理 仏の里美術館管理 (P264)(P264)(P264)(P264) 15,17515,17515,17515,175  美術館の管理運営事業 美術館の管理運営事業 美術館の管理運営事業 美術館の管理運営事業

 事業 事業 事業 事業 (15,149)(15,149)(15,149)(15,149) 　 美術館運営審議会委員８人（年２回開催）　 美術館運営審議会委員８人（年２回開催）　 美術館運営審議会委員８人（年２回開催）　 美術館運営審議会委員８人（年２回開催）

　 会計年度任用職員 ４人　 会計年度任用職員 ４人　 会計年度任用職員 ４人　 会計年度任用職員 ４人

　 施設管理委託料　 施設管理委託料　 施設管理委託料　 施設管理委託料 3,206千円 3,206千円 3,206千円 3,206千円 

　 広告料　 広告料　 広告料　 広告料 350千円 350千円 350千円 350千円 

 社会体育総務事務 社会体育総務事務 社会体育総務事務 社会体育総務事務 (P266)(P266)(P266)(P266) 30,27730,27730,27730,277  赤ちゃんから高齢者・障がいのある人まで生涯スポーツの 赤ちゃんから高齢者・障がいのある人まで生涯スポーツの 赤ちゃんから高齢者・障がいのある人まで生涯スポーツの 赤ちゃんから高齢者・障がいのある人まで生涯スポーツの

 事業 事業 事業 事業 (26,001)(26,001)(26,001)(26,001)  普及を推進し、健康・体力の保持増進を図るための経費 普及を推進し、健康・体力の保持増進を図るための経費 普及を推進し、健康・体力の保持増進を図るための経費 普及を推進し、健康・体力の保持増進を図るための経費

  スポーツ推進審議会委員７人（年２回開催）  スポーツ推進審議会委員７人（年２回開催）  スポーツ推進審議会委員７人（年２回開催）  スポーツ推進審議会委員７人（年２回開催）

  職員３人  職員３人  職員３人  職員３人

 　各種スポーツ大会・教室等の開催 　各種スポーツ大会・教室等の開催 　各種スポーツ大会・教室等の開催 　各種スポーツ大会・教室等の開催

   スポーツ推進委員活動事務事業委託料   スポーツ推進委員活動事務事業委託料   スポーツ推進委員活動事務事業委託料   スポーツ推進委員活動事務事業委託料 2,280千円 2,280千円 2,280千円 2,280千円 

   静岡県市町対抗駅伝競走大会業務委託料   静岡県市町対抗駅伝競走大会業務委託料   静岡県市町対抗駅伝競走大会業務委託料   静岡県市町対抗駅伝競走大会業務委託料 1,700千円 1,700千円 1,700千円 1,700千円 

   NPO法人函南町体育協会補助金  　               NPO法人函南町体育協会補助金  　               NPO法人函南町体育協会補助金  　               NPO法人函南町体育協会補助金  　            2,200千円 2,200千円 2,200千円 2,200千円 

   スポーツ少年団補助金(12団体)                    スポーツ少年団補助金(12団体)                    スポーツ少年団補助金(12団体)                    スポーツ少年団補助金(12団体)                 660千円 660千円 660千円 660千円 

   スポーツ競技会出場選手等激励金   スポーツ競技会出場選手等激励金   スポーツ競技会出場選手等激励金   スポーツ競技会出場選手等激励金 1,200千円 1,200千円 1,200千円 1,200千円 

 体育施設管理事業 体育施設管理事業 体育施設管理事業 体育施設管理事業 (P268)(P268)(P268)(P268) 24,81024,81024,81024,810  学校体育施設の町民開放事業及び社会体育施設の維持管理経費 学校体育施設の町民開放事業及び社会体育施設の維持管理経費 学校体育施設の町民開放事業及び社会体育施設の維持管理経費 学校体育施設の町民開放事業及び社会体育施設の維持管理経費

(23,823)(23,823)(23,823)(23,823)  函南中学校プールにおける夏季一般開放事業の無料化継続 函南中学校プールにおける夏季一般開放事業の無料化継続 函南中学校プールにおける夏季一般開放事業の無料化継続 函南中学校プールにおける夏季一般開放事業の無料化継続

   函南中学校プール・函南町体育館・肥田簡易   函南中学校プール・函南町体育館・肥田簡易   函南中学校プール・函南町体育館・肥田簡易   函南中学校プール・函南町体育館・肥田簡易

   グランド施設管理業務委託料   グランド施設管理業務委託料   グランド施設管理業務委託料   グランド施設管理業務委託料

   借地料                          借地料                          借地料                          借地料                       6,058千円 6,058千円 6,058千円 6,058千円 

   函南町体育館街路灯改修工事   函南町体育館街路灯改修工事   函南町体育館街路灯改修工事   函南町体育館街路灯改修工事 519千円 519千円 519千円 519千円 

   函南町体育館敷地内通路交通安全施設工事   函南町体育館敷地内通路交通安全施設工事   函南町体育館敷地内通路交通安全施設工事   函南町体育館敷地内通路交通安全施設工事 972千円 972千円 972千円 972千円 

12,049千円 12,049千円 12,049千円 12,049千円 



生生生生涯涯涯涯学学学学習習習習課課課課  運動公園等管理事業 運動公園等管理事業 運動公園等管理事業 運動公園等管理事業 (P270)(P270)(P270)(P270) 44,73044,73044,73044,730  函南スポーツ公園と柏谷公園野球場の維持管理経費 函南スポーツ公園と柏谷公園野球場の維持管理経費 函南スポーツ公園と柏谷公園野球場の維持管理経費 函南スポーツ公園と柏谷公園野球場の維持管理経費

(32,033)(32,033)(32,033)(32,033) 　 会計年度任用職員 ６人　 会計年度任用職員 ６人　 会計年度任用職員 ６人　 会計年度任用職員 ６人

   施設管理委託料                               施設管理委託料                               施設管理委託料                               施設管理委託料                            14,614千円 14,614千円 14,614千円 14,614千円 

　 柏谷公園野球場内野改修工事　 柏谷公園野球場内野改修工事　 柏谷公園野球場内野改修工事　 柏谷公園野球場内野改修工事 9,350千円 9,350千円 9,350千円 9,350千円 

　 函南運動公園管理棟屋外照明設置工事　 函南運動公園管理棟屋外照明設置工事　 函南運動公園管理棟屋外照明設置工事　 函南運動公園管理棟屋外照明設置工事 99千円 99千円 99千円 99千円 

 木立キャンプ場 木立キャンプ場 木立キャンプ場 木立キャンプ場 (P272)(P272)(P272)(P272) 2,8022,8022,8022,802  キャンプ場維持管理経費 キャンプ場維持管理経費 キャンプ場維持管理経費 キャンプ場維持管理経費

 管理事業 管理事業 管理事業 管理事業 (2,653)(2,653)(2,653)(2,653)    施設管理委託料                               施設管理委託料                               施設管理委託料                               施設管理委託料                            1,384千円 1,384千円 1,384千円 1,384千円 

   借地料   借地料   借地料   借地料 156千円 156千円 156千円 156千円 

上上上上下下下下水水水水道道道道課課課課  合併処理浄化槽 合併処理浄化槽 合併処理浄化槽 合併処理浄化槽 (P174)(P174)(P174)(P174) 3,3713,3713,3713,371  合併処理浄化槽の普及を促進し、公共水域の水質汚濁の防止を 合併処理浄化槽の普及を促進し、公共水域の水質汚濁の防止を 合併処理浄化槽の普及を促進し、公共水域の水質汚濁の防止を 合併処理浄化槽の普及を促進し、公共水域の水質汚濁の防止を

 普及事業 普及事業 普及事業 普及事業 (3,375)(3,375)(3,375)(3,375)  図る事業 図る事業 図る事業 図る事業

   合併処理浄化槽設置補助(16基）   合併処理浄化槽設置補助(16基）   合併処理浄化槽設置補助(16基）   合併処理浄化槽設置補助(16基） 3,341千円 3,341千円 3,341千円 3,341千円 

 蛇ケ端ポンプ場 蛇ケ端ポンプ場 蛇ケ端ポンプ場 蛇ケ端ポンプ場 (P214)(P214)(P214)(P214) 23,82923,82923,82923,829  間宮・仁田地域の浸水被害の防止を図る事業 間宮・仁田地域の浸水被害の防止を図る事業 間宮・仁田地域の浸水被害の防止を図る事業 間宮・仁田地域の浸水被害の防止を図る事業

 維持管理事業 維持管理事業 維持管理事業 維持管理事業 (11,322)(11,322)(11,322)(11,322)    蛇ケ橋ポンプ場発電機改修工事   蛇ケ橋ポンプ場発電機改修工事   蛇ケ橋ポンプ場発電機改修工事   蛇ケ橋ポンプ場発電機改修工事 11,610千円 11,610千円 11,610千円 11,610千円 

 都市下水路 都市下水路 都市下水路 都市下水路 (P214)(P214)(P214)(P214) 1,2571,2571,2571,257  間宮・塚本（一部）地域の雨水排水に係る都市下水路の 間宮・塚本（一部）地域の雨水排水に係る都市下水路の 間宮・塚本（一部）地域の雨水排水に係る都市下水路の 間宮・塚本（一部）地域の雨水排水に係る都市下水路の

 維持管理事業 維持管理事業 維持管理事業 維持管理事業 (1,236)(1,236)(1,236)(1,236)  維持管理費 維持管理費 維持管理費 維持管理費

   都市下水路浚渫土砂処理費   都市下水路浚渫土砂処理費   都市下水路浚渫土砂処理費   都市下水路浚渫土砂処理費 1,177千円 1,177千円 1,177千円 1,177千円 


