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所属：　総務課

国・県
支出金

地方債 その他

2.総務費 継続 一般管理事務 53,452 725 10,000 42,727 　○総務関係一般管理事務を行う。 貸付金

1.総務管理費 　　 ・賃金　臨時職員　電話交換（1人）　1,832千円　　　　庶務人事（1人）762千円 元利収

1.一般管理費 　　　　　　　　　　　　　　町長運転手（1人）　2,634千円　 　本庁舎警備員（3人)　 3,621千円 入

　　 ・報償費　退職者記念品（12人）　240千円 10,000

　　 ・普通旅費（防火対象物点検資格講習）　22千円

　　 ・需用費　消耗品費　追録書籍等　1,941千円

　 　・　〃　　　食糧費　来客用茶菓　40千円

　 　・　〃　　　印刷製本費　共通封筒印刷　156千円

　 　・役務費　通信運搬費　電話・郵便代　16,560千円

　　 ・　〃　　　広告料　新聞等広告掲載　134千円

 　　・　〃　　　手数料　証明書発行手数料等　33千円

　 　・　〃　　　保険料　職員弔慰制度加入事業　388千円

　 　・委託料　シルバー人材センター委託料（区長宛文書配布等）　1,475千円

　　　　〃　　　例規システム更新委託料　3,084千円、就業管理システム保守 443千円

　　　　　　　　職員採用試験委託料　54千円

　　・使用料　時事通信情報提供システム　583千円

　　　　　　　　官報情報検索　25千円

　　　　　　　　個人情報取扱事務WEBシステム使用料　195千円

　　　　　　　　情報公開WEBシステム使用料　31千円
 　　・　〃　　 借上料　公務使用自家用車　540千円　電話機　985千円、ｺﾋﾟｰ機等163千円

　　　　　　　　　　　　 　就業管理システム2,588千円

 　　・　〃　　　テレビ受信料　75千円

　　・負担金　中部町村会　3,823千円　県町村会　520千円

 　 　 　　　　   安全運転運行管理者協議会など　459千円

 　　・扶助費　見舞金（災害時等）　100千円

 　　・貸付金　勤労者住宅建設資金貸付金　10,000千円

継続 職員研修 4,218 4,218 　○職員研修を実施し、職員の資質と能力の向上を図る。

　 　・報償費　男女共同参画研修　45千円　　人事評価者研修等　900千円

　   ・旅費　普通旅費　講師旅費　15千円

　　　　　　　　　　　　  　新規採用職員研修・アカデミー参加等　430千円

　　　　　　　　　　　　　　職員県外研修特別旅費　200千円
　　・需用費　消耗品費　新採サポートクラブ消耗品　10千円

　   ・委託料　職員能力向上研修委託料　2,428千円

　 　・負担金　アカデミー負担金　90千円、職員県外研修負担金　100千円

事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業名 一般
財源

摘要特定財源 事業内容
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所属：　総務課

国・県
支出金

地方債 その他

事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業名 一般
財源

摘要特定財源 事業内容

2.総務費 継続 安全衛生委員会 825 825 　○労働安全衛生法に基づき、職員の安全と健康を確保するため委員会（7名）を

1.総務管理費 　運営する。

1.一般管理費 　 　・報償費　報償金　研修会講師謝金（1人）　30千円

　 　・旅費　講師旅費　5千円

　 　・需用費　消耗品費　用紙代　10千円

　　 ・役務費　保険料　傷害保険　24千円

　　 ・委託料　産業医委託料（年額）　600千円

　　　　　　　　 ストレスチェック制度事務委託料　180千円

継続 情報公開・個人情報 20 20 　○情報公開・個人情報保護等に伴う審査会の事務を行う（委員各5人）。

保護等 　 　・報償費　報償金　情報公開審査会委員報償金　20千円

継続 秘書業務 2,429 2,429 　○町長・副町長の秘書業務を行う。

　 　・旅費　　特別旅費　町長県外旅費（上京等）　1,397千円

　 　・交際費　町長交際費　950千円

 　　・需用費　消耗品費　慶弔用のし紙等　10千円

　 　・　〃　　　食糧費　茶菓等　60千円

 　　・手数料　町長室椅子カバークリーニング　2千円

 　　・使用料及び賃借料　使用料　高速道路等　10千円

継続 職員厚生 5,373 110 5,263 　○職員の健康増進と親睦による明るい職場をつくるため、予防衛生等を行う 職員がん

　　（健康診断　対象299人、人間ﾄﾞｯｸなど対象延人数　410人） 検診自己

 　　・需用費　消耗品費　公用分医薬・衛生用品　15千円 負担金
　 　・役務費　手数料　職員健康診断基本検診　2,387千円 110千円

　　　　　　　　　　　　　　人間ドック・がん検診等　2,971千円
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所属：　総務課

国・県
支出金

地方債 その他

事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業名 一般
財源

摘要特定財源 事業内容

2.総務費 継続 庁舎管理 27,690 2,280 25,410 　○役場本庁舎、保健センター及びマイクロバス等の維持管理運営を行う。 厚生会

1.総務管理費 　 　・賃金　臨時職員　バス運転手(2人)　3,344千円 駐車場

1.一般管理費 　　　　　　　　　　　　　　交通費（2人）　101千円 利用料

　 　・需用費　消耗品費　トイレットペーパー・公用車消耗品等　870千円 2,280

　 　・　〃　　　燃料費　マイクロバス・公用車ガソリン等　2,160千円

 　　・　〃　　　光熱水費　本庁舎電気・水道・ガス代　7,860千円

 　　・　〃　　  修繕料　庁舎・公用車修繕　1,000千円
 　　・役務費　手数料　自動車車検・定期点検等　1,662千円

 　　・　〃　　　火災保険料　庁舎関係　202千円

 　　・　〃　　　自動車保険料　公用車関係　603千円

 　　・委託料　　庁舎清掃業務　3,316千円　　　電気設備保守点検業務等　1,903千円

　　　　　　　　　エレベーター保守管理委託料　1,111千円

　　・使用料　本庁舎下水道使用料　300千円

 　　・借上料　公用車リース料（2台）529千円　　ＡＥＤリース料（47台）2,556千円

 　　・公課費　自動車重量税　173千円

継続 公共施設直営管理事業 21,282 21,000 282 　○公共施設管理等のためにワークセンターを設立し、これまで各課に分散していた臨時 地域雇用

　　作業員を集約することで作業の効率化と機動性を図る。 創出推進

　　・臨時職員（8人）　賃金、通勤手当、期末手当　15,704千円 基金

　　　　　　　　　　　　　社会保険料　2,184千円、雇用保険料145千円 繰入金

　　・需用費　消耗品　900千円、燃料費　800千円、修繕料　200千円 21,000

　　・手数料　不法投棄物処理手数料等　100千円

　　・傷害保険料　240千円

　　・借上料　　1,009千円

115,289 725 0 33,390 81,174目合計
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所属：　総務課

国・県
支出金

地方債 その他

事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業名 一般
財源

摘要特定財源 事業内容

2.総務費 継続 財政管理事務 11,152 2,646 8,506 　○基金管理などの財政管理事務を行うとともに、議員・職員を対象とした財政検討会・ 基金利子

1.総務管理費 　　講演会などを実施し安定した財政運営を目指すとともに、電子決裁システムの導入や

3.財政管理費 　　公共料金の自動引落による事務の効率化を高める。 2,646

　 　また、総務省指導による地方公会計システムに対応した固定資産台帳やシステム構

　　築にも努める。

　 　・報償費　財政研修会講師謝金　300千円（11月実施予定）

　 　・需用費　消耗品費　財政関係図書等　30千円

　　　　　　　　　　　　　　　本庁舎コピー代　840千円

 　　・　〃　　　印刷製本費　予算書・共通封筒印刷　120千円

 　　・手数料　公共料金明細サービス基本手数料 238千円

　　 ・委託料　地方公会計システム整備業務委託料　6,838千円

 　　・積立金　財政調整基金利子積立金　410千円

 　　・　 〃　 　減債基金利子積立金　126千円

 　　・　 〃 　　公共施設等建設基金利子積立金　900千円

 　　・　 〃　 　地域振興基金利子積立金　1,015千円

　　 ・　 〃　　 地域振興基金積立金　100千円（国債購入による基金運用時対応分）

継続 ふるさと納税 181,151 181,030 121 　○ふるさと納税の推進による財源確保と地域産業の循環を図る。 寄附金

　　 ふるさと納税最大サイトふるさとチョイスでの広告強化を実施。
　 　　・臨時職員賃金　1,806千円 120,000

　　・記念品　36,000千円（町内特産品を全国寄附者へ記念品として贈呈） 基金繰入金

　　・需用費　消耗品　200千円 61,000

　　・　〃　　　印刷製本費　封筒・広報紙等印刷　790千円 基金利子

　　・役務費　通信運搬費　郵券・配送料　11,732千円　　広告料 162千円 30

　　・　〃　　　手数料　クレジット決済等システムデータ処理手数料　9,260千円

　　・委託料　ふるさと納税管理システム保守委託料　1,122千円

　　・使用料　使用料　クレジット決済等システム使用料　49千円

　　・積立金　ふるさと未来夢基金積立金　120,000千円

　　・　〃　　　ふるさと未来夢基金利子積立金　30千円

192,303 0 0 183,676 8,627目合計
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所属：　総務課

国・県
支出金

地方債 その他

事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業名 一般
財源

摘要特定財源 事業内容

2.総務費 継続 財産管理（普通財産） 4,243 4,243 　○町有財産の適正な管理を行う。不用財産についてはyahoo!オークション（公有財産売

1.総務管理費 　　払）に出品し売却を進めるとともに、赤線等の用途廃止物件の売払いも実施する。

5.財産管理費 　　南出上地区内の用地を購入し、下水道事業の推進と通学路安全帯として活用する。

　　・需用費　光熱水費　旧保育園電気・水道代、町営駐車場街灯　154千円

　　・役務費　手数料　yahoo!ｵｰｸｼｮﾝ販売手数料　30千円・旧保育園浄化槽点検　59千円

　　・　〃　　　火災保険料　部分林（帽子取）、旧八橋・古布庄保育園　62千円

　  ・　〃　　　委託料　住宅解体工事設計委託料　600千円

　　・使用料　農業集落排水使用料　旧以西保育園　26千円

　　・賃借料　JR赤碕駅前用地　112千円　浦安地区公民館北側駐車場　450千円

　  ・工事請負費　住宅解体工事　2,250千円

　  ・土地購入費　用地購入費　500千円

継続 総合賠償保険加入 1,897 300 1,597 　○町主催事業等での町民の事故等に対応するため賠償保険に加入を行う。 共済金

事業 　 　・役務費　保険料　総合賠償保険料　1,597千円　(対象18,459人) 300

　 　・補償、補填及び賠償金　補償金　総合賠償補償金　300千円　(対象10人分)

継続 駅前自転車置場 225 225 　○ＪＲ浦安駅、八橋駅、赤碕駅に設置する駐輪場の管理を行う。

管理運営 　 　・報償費　　赤碕駅前駐輪場清掃謝金　60千円・八橋駅前駐輪場管理謝金　20千円

　 　・光熱水費　駐輪場電気代　120千円

　　 ・賃借料　　八橋駅前駐輪場分用地　25千円

6,365 0 0 300 6,065

2.総務費 新規 自治センター設置事 557 557 0 　○地方創生「小さな拠点づくり」事業

1.総務管理費 業 　　地区公民館単位を基本として、地域住民が自ら地域づくりを実践する体制（自治セン
7.企画費 　　ター）の整備を目指す。平成28年度は自治センターのあり方、運営方法などを検討し、

　　平成28年度末にモデル地区を指定する。

　　・報償費　自治センターあり方検討会　28千円（鳥大教授）

　　・普通旅費　自治センター先進地視察　222千円

　　・費用弁償　鳥大教授交通費分　7千円

　  ・交付金　自治センターモデル地区交付金（3地区）　300千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目合計 557 557 0 0 0

目合計
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所属：　総務課

国・県
支出金

地方債 その他

事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業名 一般
財源

摘要特定財源 事業内容

2.総務費 継続 公平委員会事務委託 27 27 　○県人事委員会に公平委員会事務を委託する。

1.総務管理費 　　 ・委託料　県人事委員会公平事務　27千円
8.公平委員会費

27 0 0 0 27

2.総務費 継続 交通安全対策 7,216 3,152 4,064 　○交通事故ゼロを目標に、安全思想の普及、指導員の活動、組織の育成等を図る。ま 交通災害

1.総務管理費 　　た、鳥取中部ふるさと広域連合が行う交通災害共済への加入申し込み、見舞金請求 共済事務

9.交通安全 　　などの事務を行う。 交付金

　対策費 　　・報酬　交通安全指導員報酬 981千円　隊長1人、副隊長2人、班長2人、隊員15人 3,122

　　・賃金　臨時職員賃金345千円　交通災害共済事務　1人×50日 交通安全

　　・報償費　交通安全教室開催報償金（20回）40千円 旗売捌

　　　　　　　　交通災害共済加入世話人謝金1,250千円 収入

　　　　　　　　運転免許自主返納支援事業21０千円 30

　　・旅費　費用弁償　指導員出動費　3086千円、

　　・需用費　消耗品費　交通安全対策資材　900千円

　　　　〃　　　食料費　交通安全パレード、街頭啓発時飲食物　25千円

　　　　〃　　　印刷製本費　交通災害共済加入申込書、台帳、加入者証印刷　123千円

　　・役務費　通信運搬費　51千円

　　　　〃　　　保険料　指導員交通災害保険料　22千円

 　 ・備品購入費　交通安全指導員装備品　183千円

7,216 0 0 3,152 4,064

2.総務費 継続 分庁舎管理 20,918 200 20,718 　○分庁舎及び赤碕地域コミュニティセンターの各種保守点検をはじめとする庁舎管理。 ホール

1.総務管理費 　　　・賃金　（臨時職員2名、警備員3名、パート１名、マイクロバス運転手1名）　9,147千円 使用料

11.分庁管理 　　　・需用費　消耗品費　事務用品等477千円 200

　費 　　　・　〃　　　燃料費　公用車ガソリン代等440千円

　　　・　〃　　　光熱水費　電気代等3,948千円

　　　・　〃　　　修繕料　公用車修繕等250千円

　　　・役務費　通信運搬費　電話代等50千円

　　　・　〃　　　手数料　車検手数料等208千円

　　　・　〃　　　火災保険料93千円、　　　自動車保険料176千円

　　　・委託料　分庁舎清掃委託料2,078千円

　　　・　〃　　　シルバー人材センター委託料30千円

目合計

目合計
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所属：　総務課

国・県
支出金

地方債 その他

事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業名 一般
財源

摘要特定財源 事業内容

　　　・　〃　　　電気設備保守委託料216千円、　　　エレベータ保守委託料638千円

　　　・　〃　　　消防用設備保守委託料265千円

　　　・　〃　　　ホール電動式移動観覧席保守点検委託料180千円

　　　・使用料及び賃借料　　　使用料　下水使用料　204千円

　　　　　〃　　　　　　　　　　　  賃借料　駐車場、公用車リース代等　2,420千円

　　　　　〃　　　　　　　　　　　 テレビ受信料（4台分）　37千円

　　　・公課費　自動車重量税（公用車、マイクロバス）　60千円

　
20,918 0 0 200 20,718

2.総務費 継続 コミュニティ助成事業 4,000 4,000 4,000 　○財団法人自治総合センターが、宝くじの収益金を財源に、コミュニティ活動の充実強 財団法人

1.総務管理費 　化を図るために実施するもの。 自治総合

12.諸費 　・補助金　コミュニティ助成事業補助金　4,000千円 センター
4,000

4,000 0 0 4,000 4,000

2.総務費 継続 事務費等 27,682 35 27,647 　○総務関係諸費事務を行う。 自衛官

1.総務管理費 　 　・報償費　報償金　行政相談委員（2人）　72千円 募集活動

12.諸費 　　 ・負担金　鳥取中部ふるさと広域連合(管理)　24,901千円 委託金

　　 ・　〃　    倉吉未来中心管理運営費　2,291千円 35

　　 ・　〃　    とっとり被害者支援センター　55千円

　　 ・　〃　    八橋警察署管内防犯協議会など　353千円

継続 部落自治振興費補助 21,690 5,000 16,690 　○町政推進の基礎である部落自治の振興を図るため、活動費等に対し助成する。

　 　・補助金　部落放送修繕補助金　500千円

　 　・　〃　　　各地区区長会補助金　312千円（９区長会）

　 　・　〃　　　コミュニティ施設バリアフリー化支援事業補助金　5,000千円（10部落）

　 　・交付金　　部落自治振興交付金　15,878千円（154部落）

目合計

目合計
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所属：　総務課

国・県
支出金

地方債 その他

事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業名 一般
財源

摘要特定財源 事業内容

2.総務費 継続 式典事業 1,785 1,785 　○新成人を招いて成人式を挙行し、祝福する（対象180人）

1.総務管理費 　 　・報償費　記念品　成人式記念品、写真　1,089千円

12.諸費 　　 ・　　　　　　　〃 　　条例表彰等記念品　175千円

　 　・需用費　消耗品費　式典用スタンド花代等　37千円

　 　・役務費　通信運搬費　成人式等郵便代　156千円

　 　・委託料　表彰状筆耕委託料　140千円

　 　・使用料及び賃借料　使用料　成人式会場　129千円

継続 定期借地権設定事業 7,000 7,000 　○きらりタウンあかさき及び槻下住宅団地の分譲地に定期借地権を設定し、販売の促

　進と定住化を図る。

　　・公有財産購入費　定期借地権用土地購入費（1区画分）　7,000千円

58,157 35 0 5,000 53,122

2.総務費 継続 選挙管理委員会の 184 184 　○選挙管理委員会の運営を行う（委員4人）。

4.選挙費 運営 　 　・報酬　委員報酬　138千円

1.選挙管理 　 　・旅費　費用弁償　12千円

　委員会費 　　 ・消耗品費　　書籍等　30千円

　 　・負担金、補助及び交付金　負担金　　明るい選挙推進協議会連合会　4千円

184 0 0 0 184

2.総務費 新規 参議院議員選挙 10,361 10,361 　○参議院議員通常選挙の執行管理を行う 。 参議院

4.選挙費 　　（平成２８年７月予定　投開票） 議員

2.参議院議員 　　・報酬　委員報酬　110千円　　　その他報酬　投票管理者等　1,126千円 選挙

　選挙費 　　・職員手当等　時間外勤務手当　4,814千円　　管理職員特別勤務手当　100千円 委託費

　　・賃金　臨時職員賃金　1人30日分　207千円 10,361

　　・報償金　ポスター掲示場謝礼　165千円

　　・需用費　消耗品費　423千円

　　・　〃　　　食糧費　（期日前投票所含む）投票所湯茶代　169千円
　　・　〃 　　 印刷製本費　入場券、氏名表等　247千円

　　・　〃 　　修繕料　計数器、ストーブ、金庫鍵　100千円

目合計

目合計
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所属：　総務課

国・県
支出金

地方債 その他

事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業名 一般
財源

摘要特定財源 事業内容

　　・役務費　通信運搬費　入場券、不在者投票郵送料等　846千円

　　・　〃　　　手数料　機器点検手数料　420千円

　　・委託料　ポスター掲示場管理及び撤去委託料、選挙公報配布等　1,327千円

　　･使用料　個人演説会会場使用料　15千円

　　・借上料　投票所、タクシー、発電機等　68千円

　　・工事請負費　旧安田小学校下足箱撤去工事　324千円

10,361 10,361 0 0 0

2.総務費 新規 鳥取海区漁業調整 939 939 　○鳥取海区漁業調整委員会委員選挙の執行管理を行う 。 海区

4.選挙費 委員会委員選挙 　　・報酬　委員報酬　55千円　　　その他報酬　投票管理者等　281千円 選挙

3.鳥取海区 　　・職員手当等　時間外勤務手当　475千円 委託費

　漁業調整 　　・需用費　消耗品費　12千円　　食料費　25千円　　印刷製本費　30千円 939

　委員会委員 　　・役務費　通信運搬費　48千円

　選挙 　　・使用料及び賃借料　使用料　3千円　　借上げ料　10千円

939 939 0 0 0

2.総務費 新規 土地改良区総代 61 61 　○赤碕町土地改良区総代選挙の執行管理を行う 。 総代選挙

4.選挙費 選挙 　　・報酬　委員報酬　28千円　　　その他報酬　選挙長等　24千円 費

4.土地改良区 　　・需用費　消耗品費　4千円　　通信運搬費　5千円 61

　選挙費

61 0 0 61 0

8.消防費 継続 常備消防費 246,939 246,939 　○広域常備消防を維持するため、中部ふるさと広域連合に対し、負担金を支出する。

1.消防費 　 　・負担金、補助及び交付金

1.常備消防費 　　 ・　〃　　　　負担金　鳥取中部ふるさと広域連合負担金　246,939千円

246,939 0 0 0 246,939目合計

目合計

目合計

目合計
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所属：　総務課

国・県
支出金

地方債 その他

事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業名 一般
財源

摘要特定財源 事業内容

8.消防費 継続 非常備消防事務経費 55,620 1,000 0 24,002 30,618 　○消防団（消防団員162人）を組織し住民の生命、財産を守る。 県支出金

1.消防費 　　 消防訓練・教育、火災の予防活動を行う。 1,000

2.非常備消防 　 　・報酬　消防団員　7,864千円 起債

　費 　 　・災害補償費　消防償じゅつ金　1千円、　　療養補償費　1千円 24,000

　 　・　〃　　  　　　休業補償費　1千円 諸収入

　 　・報償費　報償金　町ポンプ操法大会参加費等　606千円 2

　 　・　〃　　  記念品　町ポンプ操法大会個人賞メダル等　138千円

　　・旅費　　普通旅費　中国５県消防大会（島根）1人 3千円、

　　・　〃　　費用弁償　出動手当4,200円/回（火災・予防運動・演習・出初式等）7,000千円

　 　・需用費 消耗品費　各分団消耗品費等　2,000千円

　 　・　〃　　 燃料費　消防自動車軽油等　381千円

　 　・　〃　　 食糧費　町ポンプ操法大会等　100千円

　 　・　〃　　 光熱水費　消防車庫等電気・水道代　648千円

　　・　〃　　　修繕料　消防車・ホース等修繕　250千円

　 　・役務費 通信運搬費　防災行政無線移動局設備統合電話代等　420千円

　 　・　〃　　 手数料　消防自動車車検等　310千円

　 　・　〃　 　火災保険料　消防車庫10カ所など　71千円

　 　・　〃　   自動車保険料　消防自動車など　308千円

　 　・使用料及び賃借料

　 　・　〃　　使用料　消防車庫下水道使用料　208千円

　 　・　〃　　借上料　第５分団消防車庫　10千円

　 　・　〃　　賃借料　浦安駅防犯カメラ　188千円

 　　・　〃　　テレビ受信料（9分団分）　131千円

　　 ・備品購入費　機会器具　第5分団ポンプ車(18年経過)　24,000千円

　　　　　　　　　　　 消防用備品　消防団編上靴　4,174千円

　 　・負担金、補助及び交付金　負担金

　　 ・　〃　　   消防団員退職基金負担金　3,303千円

　　 ・　〃　     消防災害補償組合負担金　970千円

　　 ・  〃   　  消防団員福祉共済掛金負担金　486千円

　　 ・　〃　    防災行政無線電波利用料　103千円、　　その他負担金　472千円

　　 ・補助金　自衛消防補助金　120千円

 　　・公課費　自動車重量税　243千円
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所属：　総務課

国・県
支出金

地方債 その他

事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業名 一般
財源

摘要特定財源 事業内容

8.消防費 継続 地域防災力向上事業 2,161 1,000 1,161 　○各地域で防災訓練を開催し、地域の防災力強化を図る。 県支出金

1.消防費 　 　・需用費 消耗品費　防災訓練・防災フェスタ消耗品費等　200千円 1,000

2.非常備消防 　 　・　〃　　 食糧費　訓練参加者非常食配布　100千円 　

　費 　　 ・負担金及び補助金　負担金
　 　　 ・負担金　防災士養成研修受講料　61千円

　　 ・補助金　防災資機材整備補助金　500千円（10組織）

　　 ・　〃　　　わが町支え愛マップ推進事業　100千円（2団体）

　　 ・交付金　自主防災組織結成促進奨励金　1,000千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （10部落）
　　　・　〃　自主防災組織活動促進奨励金　200千円（15部落）　　　　　　　　【防災訓練の様子】

8.消防費 継続 空き家対策事業 55 55 　○町内にある空き家の戸数調査を行い、今後の空き家対策に取り組む上での基礎
1.消防費 　　資料を作成するとともに、法律、条例に基づき、助言指導等を行い、空家等の適切な
2.非常備消防 　　管理を目指す。
　費 　　・報償費　報奨金　空き家対策審議会委員報酬　35千円　5人×7,000円×1回

　　・需用費　消耗品費　事務用品　10千円

　　・役務費　通信運搬費　10千円

目合計 57,836 2,000 0 24,002 31,834

8.消防費 継続 消防施設経費 10,643 1,184 9,459 　○防災行政無線、消火栓等を整備し、防災力の強化を図る。 地域衛星

1.消防費 ・修繕料　修繕料　防災行政無線バッテリー交換等　1,735千円 通信

3.消防施設費 ・委託料　委託料　要援護者台帳システム保守業務委託料　415千円 ﾈｯﾄﾜｰｸ

　　　　　　　　　　　 防災行政無線・Ｊアラート保守点検委託料　3,780千円 整備事業

　　　　　　　　　　　 防災行政無線移動系保守点検委託料　318千円 交付金

　　　　　　　　　　防災行政無線屋外子局調査委託料　773千円 1,091

・負担金、補助及び交付金　負担金　消火栓管理負担金　500千円

　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　消火栓新設移設工事負担金　932千円 消火栓工事

　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　地域衛星通信ネットワーク負担金　2,190千円 地元負担金

93

10,643 0 0 1,184 9,459目合計
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所属：　総務課

国・県
支出金

地方債 その他

事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業名 一般
財源

摘要特定財源 事業内容

11.公債費  継続 起債償還元金 1,313,671 9,772 100,816 1,203,083 　財政融資資金                   380,482千円 県支出金

1.公債費 　郵貯・簡保資金               　163,578千円 9,772

1.元金 　地方公共団体金融機構      302,320千円 貸付収入

　鳥取銀行                         　63,255千円 23,044

　山陰合同銀行               　  116,724千円 使用料

　倉吉信用金庫                     16,236千円 77,685

　鳥取中央農業協同組合 　   206,047千円 繰入金

　米子信用金庫　　　　　 　      34,350千円 87

　鳥取県市町村振興協会         8,875千円

　県信用漁業協同組合　　　　  15,354千円

　その他　　　　　　　　　　　　　　 6,450千円

1,313,671 9,772 0 100,816 1,203,083

11.公債費  継続 起債償還利子・一時 183,452 170 183,282 　財政融資資金                   34,949千円

1.公債費 借入金利子 　郵貯・簡保資金               　15,291千円

2.利子 　地方公共団体金融機構      63,440千円

　鳥取銀行                           8,551千円

　山陰合同銀行               　  14,030千円

　倉吉信用金庫                     3,168千円

　鳥取中央農業協同組合 　   27,109千円

　米子信用金庫　　　　　 　      6,824千円

　鳥取県市町村振興協会   　  1,194千円

　県信用漁業協同組合　   　　 2,410千円

　その他市中銀行等 　　　　    5,986千円

　一時借入金利子　　通常分　 　500千円

183,452 0 0 170 183,282

2,228,918 24,389 0 355,951 1,852,578 ＊総務課合計額に人件費は含まれていません。（当初予算附属資料に掲載）総務課合計

目合計

目合計

2-12


