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所属：　社 会 教 育 課

国・県
支出金

地方債 その他

9.教育費 継続 458 16 442 ○男女共同参画社会の実現に向けて、講演会等各種啓発事業を展開する。 諸収入
4.社会教育費 　・報奨金　男女共同参画講演会　4回　60千円 16
1.社会教育 　　　　　　　啓発TCC放送番組撮影監修費　24千円
 総務費 　・需用費　消耗品費　講演会・講座　26千円

　・食料費　講演会、講座講師用飲料　1千円

　・委託料　男女共同参画推進啓発事業委託料　200千円　託児委託料　15千円
　・使用料　カウベルホール使用料　2千円
　・補助金　男女共同参画推進会議補助金　130千円

継続 社会教育振興事業 3,975 3,975 ○社会教育法に基づき、教育基本法上の「教育の目的・目標」に沿って社会教育活動を
　推進、すべての住民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する
　文化的教養を高め得るような環境の醸成に努める。（「学びあい・高めあい『幸せ』感じる
  まちづくりの推進） 社会教育委員会などを開催するとともに、社会教育の指導体制の充
　実・強化を図り、町内外の関係機関との連携・協力を行う。
　・賃金　 　1,973千円　臨時職員　（1人）
　・報償費　社会教育委員会委員報償金　10人×2回×2,000円＝40千円
　・旅費　　普通旅費　中国・四国社会教育研究大会（高松市） 他　36千円
　・需用費　474千円
　　　　　　　消耗品費　用紙代・印刷機マスター他　71千円
　　　　　　　燃料費　公用車ガソリン代　206千円
　　　　　　　印刷製本費　刊行物他　63千円
　　　　　　　修繕料　公用車点検・修理代　134千円
　・役務費　手数料　公用車法定点検手数料他　31千円
　　　　　　　自動車保険料　任意・自賠責保険料　86千円
　・委託料　丸尾花壇管理委託料　20千円
　　　　　　　社会教育施設雨樋清掃委託料　184千円

　 　・負担金 　280千円

　　　　　　　県社会教育協議会負担金　11千円
　　　　　　　県社会教育委員連絡協議会負担金　10千円
　　　　　　　郡社会教育協議会負担金　235千円
　　　　　　　県子ども会連合会負担金　6千円
　　　　　　　県公民館連合会負担金　18千円
　・補助金 　836千円
　　　　　　　町連合婦人会補助金　340千円
　　　　　　　町青年団補助金　170千円
　　　　　　　町ＰＴＡ連合協議会補助金　51千円
　　　　　　　町文化協会補助金　56千円
　　　　　　　青少年健全育成協議会補助金　219千円
　・公課費　15千円　自動車重量税

事業名 特定財源

平成28年度当初予算事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

男女共同参画推進
事業

事業内容一般
財源

摘要
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所属：　社 会 教 育 課

国・県
支出金

地方債 その他
事業名 特定財源

平成28年度当初予算事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業内容一般
財源

摘要

9.教育費 継続 寿大学 81 81 ○高齢者が自ら意識を持って、生きがいを見出せるように各種講座の実施、趣味活動
4.社会教育費 　を通 じて仲間づくり生きがいづくりを実現する。

　　H27年度学級生220名　年間１０回の一般教養コースと6つの専門コースを実施
　　・報償費　報償金　講師謝金　45千円
　　　　　　　　記念品　皆勤賞　12千円
　　・旅費　普通旅費　講師旅費　3千円
　　・需用費　消耗品費　案内文書、資料等　21千円

継続 青少年育成啓発事業 839 839 ○青少年の自主的な地域活動の促進と、地域における青少年の健全育成を実現する
　 ため、少年育成員の活動推進、子ども会、ジュニア・リーダーの活動支援を行う。

　【少年育成員会活動】 20人委嘱　夜間街頭指導 30回　育成員会 4回
　【子ども会活動支援】　子ども会ﾘｰﾀﾞｰ研修（100人 2回）
　・報償費　少年育成員、研修会等講師　731千円
　・需用費　消耗品費　子ども会、ジュニア・リーダーの活動用品等　80千円
　・役務費　保険料　　少年育成員等　28千円

継続 ことうら10秒の愛 1,248 572 676 ○子ども達の心の成長のため多忙な中でも10秒だけでも子どもと向き合うことを奨励し、 県
～やさしさの貯金～ 　 大人の子どもに対する意識の向上を目指す。 572

　・報償費　報償金　講師謝金（中学生・一般対象）他　383千円
　・需用費　消耗品費　啓発、講演等消耗品　20千円
　　　　　　  食料費　講師昼食代　2千円
　　　　　　　印刷製本費　日めくりカレンダー2000部　843千円

新規 次世代ことうらっ子 1,220 929 569 ○次世代育成の一環として、子どもを対象にした地域住民を指導者とした各種体験活動等 県
育み推進事業 　 推進、子どもの成長と地域教育力の向上を図る。 929

　【地区公民館】放課後・週末の体験活動（赤碕55日、成美37日）
　【ことうら子どもパーク】ものづくりを主テーマとした体験教室（20回／年）を、ことうら子ども
　　　　　　　　　　　　　　 パーク実行委員会に委託実施。
　・報償費　報償金　安全管理員、学習アドバイザー　610千円
　・需用費　消耗品費　35千円
　・委託料　ことうら子どもパーク　575千円

1.社会教育
  総務費
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所属：　社 会 教 育 課

国・県
支出金

地方債 その他
事業名 特定財源

平成28年度当初予算事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業内容一般
財源

摘要

9.教育費 継続 文化活動事業 1,126 1,126 ○新規文化活動者確保のための体験講座開催を支援する。（5団体）
4.社会教育費 　担い手確保や文化活動活性化のため文化祭を開催する。

  ・消耗品費　文化祭開催用品代　　　　　   　　　      100千円
　・印刷製本費　文化祭ポスター印刷　　                   33千円
　・委託料　文化祭用展示パネル設置・撤去委託料　943千円
　・補助金　文化活動体験講座開催補助金　　　　　　  50千円

継続 171 114 57 県
114

　　・報償費　報償金　講師謝金　124千円
　　・需用費　消耗品費　案内文書・資料等　28千円
　　・役務費　通信運搬費　郵券料　3千円
　　・委託料　託児委託料　16千円

継続 無盡庵管理 199 199 ○町の文化財として保存活用を図るとともに、地域交流の場として安心して使用できる様、
　　管理運営を行う。
　　・消耗品費　無盡庵運営経費          3千円
　　・光熱水費　電気・水道代             94千円
　　・通信運搬費　電話代　                33千円
　　・火災保険料　建物災害共済掛金  14千円
　　・委託料　清掃委託　                   29千円
　　・使用料　下水道使用料　             26千円

9.教育費 継続 一般管理 33,720 33,720 ○社会教育法・琴浦町公民館条例の規定に基づき、町内に９地区公民館を設置し、館長・
4.社会教育費 　主事を配置、各部落と連携した教育事業展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した
2.公民館費 　文化的教養を高めうるような環境を醸成、住民の教養の向上・生活文化の振興に資す

・報酬　公民館長　公民館長報酬(9人)　 2,160千円
･賃金　臨時職員賃金　公民館主事(9人)　 21,255千円

　　・需用費　消耗品費　公民館展示用ビニールシート等　66千円　
　　　　　　　　印刷製本費　公民館用封筒（長3）　38千円

　　　　　　光熱水費　各地区公民館光熱水費　4,479千円
　　　　　　　　修繕料　各地区公民館修繕料　1,700千円

　　・役務費　通信運搬費　各地区公民館通信運搬費　868千円
                  保険料　公民館総合補償制度掛金　756千円

                  自動車保険料　除雪機保険　68千円
・委託料　公民館清掃委託他　418千円　八橋浜祭り委託料　200千円

　　　　　　　　二人三脚・三人四脚駅伝大会委託料　400千円
・使用料及び賃借料　使用料　各地区公民館下水道使用料　182千円

　　　　　　　　　　　　　　　借上料　コピー機・印刷機　248千円
　　・工事請負費　下郷地区公民館玄関スライドドア化　582千円
　　・備品購入費　庁用器具　下郷地区公民館ガスコンロ等　300千円

1.社会教育
  総務費

家庭教育支援推進
事業

○幼児・児童・生徒を持つ保護者を対象に家庭教育についての学習機会として、講演
　会を開催、家庭教育支援を行う。

琴浦町文化祭 文化活動体験講座
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所属：　社 会 教 育 課

国・県
支出金

地方債 その他
事業名 特定財源

平成28年度当初予算事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業内容一般
財源

摘要

9.教育費 継続 480 5 475 ○赤碕地区公民館運営協議会設置および公民館諸管理を行う。 使用料
4.社会教育費 ・報酬　地区公民館運営協議会委員報酬（10人）　222千円 5
2.公民館費 ・報償費　報償金（鍵保管料）　7千円

・需用費　消耗品費　コピートナー等　121千円
　　　　　　　　燃料費　暖房用灯油代　47千円
　　　　　　　　印刷製本費　13千円
　　　　　　　　医薬材料費　2千円

・役務費　火災保険料　建物火災共済掛金　15千円
・委託料　消防設備保守委託料　38千円
・使用料及び賃借料　テレビ受信料　15千円

継続 安田地区公民館 468 40 428 ○安田地区公民館運営協議会設置および公民館諸管理を行う。 使用料
管理事業 ・報酬　地区公民館運営協議会委員報酬（10人）　222千円 40

・報償費　報償金（鍵保管料）　7千円
・需用費　消耗品費　子ども用スリッパ等　126千円

　　　　　　　　燃料費　暖房用灯油代　19千円
　　　　　　　　印刷製本費　11千円
　　　　　　　　医薬材料費　2千円
　　・役務費　火災保険料　建物火災共済掛金　22千円

・委託料　消防設備保守委託料　44千円
・使用料及び賃借料　テレビ受信料　15千円

継続 822 85 737 ○成美地区公民館運営協議会設置および公民館諸管理を行う。 使用料
・報酬　地区公民館運営協議会委員報酬（10人）　222千円 85
・報償費　報償金（鍵保管料）　7千円
・需用費　消耗品費　134千円

　　　　　　　　燃料費　暖房用灯油代　47千円、除雪機ガソリン　3千円
　　　　　　　　印刷製本費　11千円
　　　　　　　　医薬材料費　2千円
　　・役務費　手数料　し尿浄化槽清掃料他　216千円
　　　　　　　　火災保険料　建物火災共済掛金　40千円

・委託料　浄化槽維持管理委託料他　125千円
・使用料及び賃借料　テレビ受信料　15千円

赤碕地区公民館
管理事業

成美地区公民館
管理事業
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所属：　社 会 教 育 課

国・県
支出金

地方債 その他
事業名 特定財源

平成28年度当初予算事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業内容一般
財源

摘要

9.教育費 継続 466 53 413 ○以西地区公民館運営協議会設置および公民館諸管理を行う。 使用料
4.社会教育費 ・報酬　地区公民館運営協議会委員報酬（10人）　222千円 53
2.公民館費 ・報償費　報償金（鍵保管料）　7千円　除雪作業報償　30千円

・需用費　消耗品費　91千円
　　　　　　　　燃料費　暖房用灯油代　32千円、除雪機ガソリン　8千円
　　　　　　　　印刷製本費　10千円
　　　　　　　　医薬材料費　2千円
　　・役務費　火災保険料　建物火災共済掛金　15千円

・委託料　消防設備保守委託料　34千円
・使用料及び賃借料　テレビ受信料　15千円

継続 八橋地区公民館 586 28 558 ○八橋地区公民館運営協議会設置および公民館諸管理を行う。 使用料
管理事業 ・報酬　地区公民館運営協議会委員報酬（10人）　222千円 28

・需用費　消耗品費　151千円
　　　　　　　　燃料費　暖房用灯油代　40千円
　　　　　　　　印刷製本費　24千円
　　　　　　　　医薬材料費　2千円
　　・役務費　手数料　座布団クリーニング　5千円
　　　　　　　　火災保険料　建物火災共済掛金　76千円

・委託料　消防設備保守委託料　51千円
・使用料及び賃借料　テレビ受信料　15千円

継続 554 227 327 ○浦安地区公民館運営協議会設置および公民館諸管理を行う。 使用料
・報酬　地区公民館運営協議会委員報酬（10人）　222千円 227
・需用費　消耗品費　141千円

　　　　　　　　燃料費　暖房用灯油代　38千円
　　　　　　　　印刷製本費　23千円
　　　　　　　　医薬材料費　2千円
　　・役務費　手数料　座布団クリーニング代　5千円
　　　　　　　　火災保険料　建物火災共済掛金　38千円

・委託料　消防設備保守委託他　50千円
・使用料及び賃借料　テレビ受信料　15千円
・負担金、補助及び交付金　負担金　駐車場負担金　20千円

浦安地区公民館
管理事業

以西地区公民館
管理事業
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所属：　社 会 教 育 課

国・県
支出金

地方債 その他
事業名 特定財源

平成28年度当初予算事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業内容一般
財源

摘要

9.教育費 継続 652 5 647 ○下郷地区公民館運営協議会設置および公民館諸管理を行う。 使用料
4.社会教育費 ・報酬　地区公民館運営協議会委員報酬（10人）　222千円 5
2.公民館費 ・賃金　作業員　聖郷グラウンド整備　3千円

・需用費　消耗品費　106千円         燃料費　暖房用灯油代等　30千円
　　　　　　　　印刷製本費　11千円       医薬材料費　2千円
　　・役務費　手数料　浄化槽清掃料他　159千円
　　　　　　　　火災保険料　建物火災共済掛金　52千円

・委託料　委託料　消防設備保守・浄化槽維持管理委託料　52千円
・使用料及び賃借料　テレビ受信料　15千円

継続 上郷地区公民館 421 5 416 ○上郷地区公民館運営協議会設置および公民館諸管理を行う。 使用料
管理事業 ・報酬　地区公民館運営協議会委員報酬（10人）　222千円 5

・需用費　消耗品費　76千円             燃料費　暖房用灯油代　23千円
　　　　　　　　印刷製本費　21千円         医薬材料費　2千円
　　・役務費　手数料　モップ交換手数料他　21千円
　　　　　　　　火災保険料　建物火災共済掛金　20千円

・委託料　委託料　消防施設保守委託料　21千円
・使用料及び賃借料　テレビ受信料　15千円

継続 516 5 511 ○古布庄地区公民館運営協議会設置および公民館諸管理を行う。 使用料
・報酬　公民館運営協議会委員報酬　222千円 5
・賃金　作業員　剪定代　15千円
・報償費　報償金（鍵保管料）　7千円
・需用費　消耗品費　99千円

　　　　　　　　燃料費　暖房用灯油代等　29千円
　　　　　　　　印刷製本費　長40封筒・賞状他　22千円
　　　　　　　　医療材料費　医薬品　2千円
　　・役務費　手数料　古布庄グラウンド便所ｊ汲み取り　5千円
　　　　　　　　火災保険料　建物火災共済掛金　64千円

・委託料　消防設備保守委託料　36千円
・使用料及び賃借料　テレビ受信料　15千円

継続 680 680 ○赤碕地区で各種教育活動を展開し、住民自ら文化的教養を高め得る環境醸成を
推進する。
・報償費　報償金　女性、家庭教育、趣味教室、ママサポ事業講師謝金　136千円

　　　　　　　　記念品　運動会、公民館祭、卓球大会他参加記念品　450千円
・需用費　消耗品費　各種教室消耗品　40千円

　　　　　　　　燃料費　暖房用灯油代　5千円
　　　　　　　　印刷製本費　公民館用封筒他　15千円

・使用料・及び賃借料　借上料　行事音響設備・車借上　34千円

古布庄地区公民館
管理事業

赤碕地区公民館
活動事業

下郷地区公民館
管理事業
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所属：　社 会 教 育 課

国・県
支出金

地方債 その他
事業名 特定財源

平成28年度当初予算事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業内容一般
財源

摘要

9.教育費 継続 458 458 ○安田地区で各種教育活動を展開し、住民自ら文化的教養を高め得る環境醸成を
4.社会教育費 推進する。
2.公民館費 ・報償費　報償金　女性、地域づくり集会、成人教室、船上キッズ講師謝金　88千円

　　　　　　　　記念品　運動会、公民館祭、各種球技大会参加記念品　266円
・需用費　消耗品費　運動会、公民館祭、各種教室消耗品　40千円

　　　　　　　　燃料費　暖房用灯油代　6千円
　　　　　　　　印刷製本費　活動用印刷物　8千円

・使用料・及び賃借料　借上料　音響設備・行事車借上代　50千円
継続 479 479 ○成美地区で各種教育活動を展開し、住民自ら文化的教養を高め得る環境醸成を

推進する。
・報償費　報償金　女性、成人、船上キッズ講師謝金　68千円

　　　　　　　　記念品　運動会、公民館祭、各種球技大会他参加記念品　300千円
・需用費　消耗品費　運動会、公民館祭、各種教室消耗品　45千円

　　　　　　　　燃料費　暖房用灯油代　5千円
　　　　　　　　印刷製本費　運動会・学級活動印刷物　21千円

・使用料及び賃借料　借上料　音響設備・行事車借上　40千円
継続 461 461 ○以西地区で各種教育活動を展開し、住民自ら文化的教養を高め得る環境醸成を

推進する。
・報償費　報償金　女性、成人、船上キッズ他講師謝金　74千円

　　　　　　　　記念品　運動会、公民館祭、各種球技大会参加記念品　290千円
・需用費　消耗品費　運動会、公民館祭、各種教室消耗品　35千円

　　　　　　　　燃料費　暖房用灯油代　7千円
　　　　　　　　印刷製本費　公民館行事・学級活動印刷物　10千円

・使用料及び賃借料　借上料　音響設備・行事車借上　45千円
継続 701 701 ○八橋地区で各種教育活動を展開し、住民自ら文化的教養を高め得る環境醸成を

推進する。
・報償費　報償金　女性、成人、やばせキッズ他講師謝金　133千円

　　　　　　　　記念品　運動会、公民館まつり、スポーツ活動他参加記念品　400千円
・需用費　消耗品費　運動会、公民館まつり、スポーツ活動他消耗品　90千円

　　　　　　　　印刷製本費　プログラム、チラシ代他　31千円
・使用料及び賃借料　借上料　音響設備・行事車借上代　47千円

継続 646 646 ○浦安地区で各種教育活動を展開し、住民自ら文化的教養を高め得る環境醸成を
推進する。
・報償費　報償金　一般教養、女性、文化・教養、うらやすキッズ他講師謝金　117千円

　　　　　　　　記念品　運動会、作品展、スポーツ活動他参加記念品　400千円
・需用費　消耗品費　運動会、スポーツ活動、作品展他消耗品　65千円

　　　　　　　　印刷製本費　プログラム・チラシ代他　33千円
・使用料及び賃借料　借上料　音響設備、行事車借上代　31千円

浦安地区公民館
活動事業

八橋地区公民館
活動事業

成美地区公民館
活動事業

以西地区公民館
活動事業

安田地区公民館
活動事業
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所属：　社 会 教 育 課

国・県
支出金

地方債 その他
事業名 特定財源

平成28年度当初予算事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業内容一般
財源

摘要

9.教育費 継続 544 544 ○下郷地区で各種教育活動を展開し、住民自ら文化的教養を高め得る環境醸成を
4.社会教育費 推進する。
2.公民館費 ・報償費　報償金　一般教養、女性、せいごうキッズ講師謝金　112千円

　　　　　　　　記念品　運動会、公民館まつり、スポーツ活動等参加記念品　260千円
・需用費　消耗品費　運動会、公民館まつり、スポーツ活動消耗品　75千円

　　　　　　　　印刷製本費　活動用印刷　6千円
・使用料及び賃借料　使用料　カウベルホール使用料他　65千円

　　　　　　　　　　　　　　　 借上料　音響設備・行事車借上代　26千円
継続 331 331 ○上郷地区で各種教育活動を展開し、住民自ら文化的教養を高め得る環境醸成を

推進する。
・報償費　報償金　女性、成人、高齢者、せいごうキッズ他講師謝金　137千円

　　　　　　　　記念品　運動会、公民館まつり参加記念品　120千円
・需用費　消耗品費　運動会、公民館まつり、スポーツ活動消耗品　40千円

　　　　　　　　印刷製本費　プログラム、チラシ代他　12千円
・使用料及び賃借料　借上料　音響設備・行事車借上代　 22千円

継続 490 490 ○古布庄地区で各種教育活動を展開し、住民自ら文化的教養を高め得る環境醸成
　を推進する。
・報償費　報奨金　女性、成人、文化・教養、せいごうキッズ講師謝金　115千円

　　　　　　　　記念品　運動会、公民館まつり、スポーツ活動他参加記念品　250千円
・需用費　消耗品費　運動会、公民館まつり、スポーツ活動他消耗品　76千円

　　　　　　　　印刷製本費　プログラム、チラシ代他　8千円
・使用料及び賃借料　音響設備・行事車借上料　41千円

9.教育費 継続 町内文化財保護事業 7,451 56 7,395 ○町内の貴重な文化財の保存・保護及び活用を推進する。 国
4.社会教育費 　・報酬　文化財保護審議会委員（10人×4回）　　　　　 80千円 56
3.文化財保護費 　・賃金　文化財草刈・斎尾廃寺跡維持管理作業員賃金　 538千円

　・報償費　文化財巡視員,大シイ診断他　　　　　　　  173千円
　・需用費　消耗品費　事務用品・文化財保護提要追録他 126千円
　　　　　　　燃料費　公用車ガソリン他　　　　　　　  72千円
　　　　　　　印刷製本費　写真現像、焼付　　　　    　20千円
　　　　　　　修繕料　文化財看板修繕（4箇所）　　　　248千円
　・役務費　通信運搬費　郵便代　　　　　　　　　　　　44千円
　　　　　　　火災保険料　大法水車小屋火災保険料　　　 4千円
　　　　　　　自動車保険料　自動車共済掛金　　　　　　18千円
　・委託料　町指定等文化財管理委託料他　　　　　　 1,714千円
　・使用料及び賃借料　連絡車リース料他　　　　　　　 268千円
　・負担金　全国・中国地区史跡整備市町村協議会負担金　25千円
　・補助金　無形民俗文化財補助金（3件） 　　　　　　　60千円
　　　　　　文化財建造物公開・活用促進事業費補助金 　500千円
　　　　　　光徳寺山門屋根葺き替え修繕補助金　　 　3,561千円

下郷地区公民館
活動事業

上郷地区公民館
活動事業

古布庄地区公民館
活動事業

民俗資料体験

ダイバツアー
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所属：　社 会 教 育 課

国・県
支出金

地方債 その他
事業名 特定財源

平成28年度当初予算事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業内容一般
財源

摘要

9.教育費 継続 民俗資料館管理 1,064 1,064 ○民俗資料館の管理及び民俗資料の展示、活用及び文化の伝承、振興を図る。
4.社会教育費 　・賃金　斎尾廃寺跡、下斉尾１号遺跡遺物・図面整理作業員賃金　      816千円
3.文化財保護費 　・需用費　消耗品費　民俗資料館展示用品        　　　　　　　　　　　　　 100千円

　　　　　　　印刷製本費　　                             　　　　　　　　　　　　　　　 １0千円
　・役務費　火災保険料  八橋民俗資料館        　　　                  　　　　　38千円
　・使用料　資料作成用ソフト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             　　100千円

継続 6,487 1,200 5,287 国

1,000
県

　・報償費　保存活用検討委員謝金　　　　112千円 200
　・旅費　普通旅費　検討委員旅費　　　　　  　　　　　　　401千円
             特別旅費　文化庁指導監督者旅費　　　　　　　332千円
　・需用費　消耗品費　                                             100千円
　　　　　　　印刷製本費                                             439千円
  ・委託料　航空測量・検討委員会対応コンサル　　　　5,103千円

継続 249 249 ○鳥取藩台場跡の１つである史跡赤崎台場跡講演会等を実施する。
　・報償金                              30千円
　・普通旅費　　　　　　　　　　　　69千円
　・消耗品費　　　　　　　　　　　　50千円
　・委託料　　　　　　　　　　    　100千円

継続 町誌編さん事業 136 136 ○琴浦町誌編さん作成に向けた内容検討会を行う。　
　・報償費　検討会謝金　　　36千円
　・消耗品費　　　　　　　  　　90千円
　・印刷製本費　　　　　  　　 10千円

9.教育費 継続 3,062 1,822 1,240 国
4.社会教育費 1,215

　・共済費　労働災害保険料　                          7千円 県
　・賃金　　発掘調査作業員、整理作業員　　2,244千円 607
　・需用費　消耗品費（発掘用品、整理用品）　130千円
　　　　　　　燃料費（ガソリン、灯油、混合油）　  63千円
　　　　　　　印刷製本費（現像及び焼付け）　 　357千円　
役務費　手数料　汲取り料　　　　　　　　　　　　 　9千円
　・使用料及び賃借料　　仮設トイレ借上料　　 252千円

4.埋蔵文化財発
　掘調査費

赤崎台場跡保存・活
用推進事業

○ことうら物産館周辺開発事業に伴い、別所所在遺跡の試掘調査、国史跡大高野官衙遺
跡の追加調査を行い文化財保護及び記録保存を行う。

○古代伯耆國八橋郡衙正倉跡（税で徴収した米などを納めた倉庫群跡）である大高野遺跡
　 の国史跡指定に伴い、検討委員会を設置して保存活用基本計画の策定を行う。

町内遺跡発掘調査
事業

大高野遺跡保存・活
用推進事業
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所属：　社 会 教 育 課

国・県
支出金

地方債 その他
事業名 特定財源

平成28年度当初予算事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業内容一般
財源

摘要

9.教育費 新規 10,070 10,070 0 ○国道9号別所地区交差点改良事業に伴い、その工事予定地内にある別所遺跡の全面発 国
4.社会教育費 　を実施して記録保存を行う。 10,070

　・共済費　労働災害保険料　                          20千円
　・賃金　　発掘調査作業員、整理作業員　　　6,512千円

　・需用費　消耗品費（発掘用品、整理用品）　  157千円
　　　　　　　燃料費（ガソリン、灯油、混合油）　  255千円
　　　　　　　印刷製本費（現像及び焼付け）     　664千円　
役務費　手数料　汲取り料　　　　　　　　　　　　   　5千円
　・機器使用料及び賃借料　　ベルトコンベアー借上他　2,457千円

9.教育費 継続 26,400 4,080 22,320 ○生涯にわたる学習活動を支援し、町民文化の充実振興に資することを目的とし、併せて 使用料
4.社会教育費 　　各種研修・講演等を実施する中核施設として、生涯学習センターの管理運営を行う。 3,936

･需用費　13,011千円 諸収入
　　　　　　(消耗品費　1,480千円、燃料費　3,054千円、光熱水費　7,528千円 144
　　　　　　修繕料　949千円（泡消火設備修繕　400千円　等）
・役務費　636千円
　　　　　　手数料　302千円、火災保険料　334千円
・委託料　　11,295千円

　　　　エレベーター保守点検委託料 65３千円、消防用設備保守点検委託料　540千円
 　　　　清掃委託料　4,629千円、　 空調設備等保守点検委託料　1,620千円
　　　　警備委託料　2,826千円、、その他　1,027千円

・使用料及び賃借料　1,458千円
　　　　下水道使用料　504千円、借上料　915千円、テレビ受信料　39千円

　

5.生涯学習ｾﾝ
　ﾀｰ運営費

国道9号線別所地区
交差点改良事業に伴
う発掘調査事業4.埋蔵文化財発

　掘調査費

生涯学習センター管
理費
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所属：　社 会 教 育 課

国・県
支出金

地方債 その他
事業名 特定財源

平成28年度当初予算事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業内容一般
財源

摘要

9.教育費 継続 図書館活動費 35,206 13 35,193 ○図書・雑誌・視聴覚資料など購入、町民の読書・学習に供し、生涯学習を支援等を行う。
4.社会教育費 　・賃金　　嘱託職員賃金　2,437千円（１人）、臨時職員賃金　18,355千円（10人）
6.図書館費 　・報償費　図書館協議会委員報償金　24千円、講演会等事業報償金　98千円 1

　・旅費　　 近県図書館視察旅費　3千円
　・消耗品　新聞・雑誌資料費　1,106千円、例規集追録　200千円、イベント用　80千円
　　　　　　　ブックスタート　496千円、図書館用品消耗品　601千円 1
　・燃料費　移動図書館車軽油代　150千円 諸収入
　・修繕料　照明器具、移動図書館車、椅子修理　145千円 11
　・役務費　通信運搬費、郵便料他　18千円
　　　　　　　手数料　新刊書データ利用　467千円、ムービーデータ利用　60千円
　　　　　　　　　　　　 移動図書館車点検・車検手数料他　84千円
　　　　　　　自動車保険料　78千円、展示品保険料　5千円
　・委託料　コンピューター保守委託料　1,646千円
　・使用料　ウイルス対策ソフト、WEBフィルタリングソフト使用料　135千円
　・借上料　赤碕地区図書システム端末更新整備借上料　713千円
                琴浦町図書ネットワークシステム借上料　2,217千円
　・備品購入費　庁用備品　展示用パネル・実物投影機　315千円
　　　　　　　　　　図書　図書等　5,700千円
　・負担金　日本図書館協会負担金　23千円、鳥取県図書館協議会　5千円
　・図書館図書購入基金利子積立　1千円
　・公課費　自動車重量税　44千円

9.教育費 継続 68,331 100 51,000 17,231 ○ カウベルホールの管理運営業務を指定管理者に委託する。 県

4.社会教育費 また、照明設備改修工事等を行い、安全・安心な文化芸術発信拠点の整備を推進する。 100
7.カウベルホー  ・修繕料　ピアノ改修（第２期）他　　　　　　　　　　　　　 3,477千円 繰入金
　ル運営費 　　・役務費　火災保険料　建物災害共済掛金　                  41千円 51,000

　　・委託料　カウベルホール指定管理料　  　　　           13,500千円
　　　　　　　　空調機改修設計委託料他　                       4,210千円
　　・使用料　モニタリング第３者評価委員会用チケット          30千円
　　・工事請負費　舞台照明設備改修工事（第２期）　　　 33,264千円
　　　　　　　　　　　客用トイレ改修工事    　　　　　　         10,368千円
　　　　　　　　　　　屋根改修工事他　　                         　 3,341千円
　　・補助金　アートスタート事業補助金　　　　　　　　　　　　　100千円

基金利
息

寄付金

カウベルホール運営
事業

ミニコンサート＆お話し会

出前おはなし会
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所属：　社 会 教 育 課

国・県
支出金

地方債 その他
事業名 特定財源

平成28年度当初予算事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業内容一般
財源

摘要

9.教育費 継続 一般管理 11,224 830 10,394 ○社会体育に関する一般的な管理運営を行う。 使用料

5.保健体育費 　・需用費　消耗品費　文具用紙類、印刷用品等・コピー代・新聞代　212千円 830
            　　燃料費　ガソリン、灯油等　127千円
　　　   　　　光熱水費　電気代、水道代、ガス代　9,938千円
　・役務費　通信運搬費　電話・郵券代　357千円
　　　   　　　広告料　各種事業広告料　20千円
　　　   　　　自動車保険料　　13千円
　・使用料及び賃借料　下水道使用料　112千円
　・借上料　印刷機、コピー機リース　445千円

9.教育費 継続 社会体育指導及び 1,950 1,950 ○心身ともに健康で明るい町づくりのため、スポーツ推進委員の研修・活動の推進を行う。
5.保健体育費 推推 　サッカーJ3のガイナーレ鳥取との連携事業で地域の活性化を図る。
2.体育振興費 　【スポーツ推進委員会事業】

　　　体力づくり教室（秋季）・体力づくりウォーキング（11月）・体力づくりスポレク祭（2月）
　　　運動会等の各地区公民館活動協力・町主催イベント協力・各種体力づくり教室等
　【研修会】
　　　定例会（毎月）・東伯郡スポーツ推進委員研究大会・中国地区スポーツ推進委員研修
　　　全国スポーツ推進委員研究協議会・東伯郡・倉吉市スポーツ推進委員実技研修会
　【ガイナーレ鳥取事業】
　　　サッカー教室、公園遊び、ガイナーレ鳥取ホームタウンデイ
　・賃金　運転手賃金　ガイナーレ鳥取HTD社協バス　18千円
　・報償費　報償金　スポーツ推進委員報酬（27人）　1,367千円
　　　　　　　　　　　　町民体力づくりウォーキング観光ガイド謝金（2人）9千円

　　　　　　　記念品　スポレク祭記念品　36千円
　・旅費 　　普通旅費　中国地区スポーツ推進委員研修会（浜田市）担当者　16千円
　　　　　　　　　　　　 　　　　   〃　　JR乗車券・特急券（16人）　186千円
　　　　　　　費用弁償　中国地区スポーツ推進委員研修会（浜田市）代表　16千円
　・需用費　消耗品費　スポーツ推進事業（教室・大会）　30千円
　　　　　　　　　　　　　　ガイナーレ事業　20千円
　　　　　　　　　　　　　　スポーツ推進委員研修会資料代（中国・全国）　112千円
　　　　　　　燃料費　　ガイナーレ鳥取HTD社協マイクロバス燃料費（2台）　8千円
　・保険料　スポーツ保険 スポーツ推進委員(27人)　51千円
　・使用料及び賃借料　借上料　ガイナーレ鳥取HTDテント等ブース設置　24千円
　・負担金、補助及び交付金　負担金　県・郡スポーツ推進委員協議会負担金　57千円

1.保健体育総
　務費

ガイナーレサッカー教室・復活！公園あそび

体力づくり教室
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所属：　社 会 教 育 課

国・県
支出金

地方債 その他
事業名 特定財源

平成28年度当初予算事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業内容一般
財源

摘要

9.教育費 継続 5,134 5,134
5.保健体育費
2.体育振興費 　・賃金　運転手賃金　郡体社協バス　32千円

　・需用費　消耗品費　郡体用ユニフォーム・ボール等　611千円
　　　     　　燃料費　郡体社協バス　16千円
　・使用料及び賃借料　借上料　郡体バス借上げ・陸上テントリース　389千円
　・負担金、補助及び交付金　負担金　郡・県体育協会負担金　805千円
　　　    　　　　　　　　　　　　　 補助金　郡体・県スポレク・全国大会参加補助　3,281千円

継続 2,405 2,405

　【事業】　　各種競技別大会（34回）・各種教室（6種目）・体育協会表彰（1回）
　　　　　　 　駅伝大会参加（2回）
　・報償費　記念品　体育協会表彰記念品　366千円
　・需用費　印刷製本費　各種賞状印刷　22千円
　・役務費　保険料　町主催事業参加者1日保険代　247千円
　・負担金、補助及び交付金　補助金　　　町体育協会・ｽﾎﾟｰﾂ教室補助金 1,770千円

継続 1,237 1,237

　・需用費　消耗品費　練習用具等　88千円
　・役務費　手数料　指導者・役職員登録料（指導者90名・役職員1名）他　129千円
　・負担金、補助及び交付金

　　　　 　　　負担金　郡スポ少連絡協議会費　10千円
　　　　　　　 補助金　スポ少育成強化補助金　1,010千円
　　　　　　　　　スポ少団数：全15団
　　　　　　　　　(バレーボール4団、軟式野球2団、サッカー2団、剣道2団、その他5団）

継続 298 10 288 参加料
10

　・報償費　アーチェリー教室講師謝金　200千円
　・需用費　消耗品費　コピー紙・的紙・アローシャフト（矢）等　83千円
　・役務費　保険料　15千円

スポーツ少年団育成
強化

○東伯郡民体育大会、県スポーツレクリエーション祭、全国大会に参加する町代表選手
　　の参加補助を行う。

○鳥取県アーチェリー協会より講師を招き、教室を開催することで、アーチェリー競技の
　　浸透を図る。また、競技を通して、健康・体力づくり、健全育成を図る。

町体育協会育成及
び各部奨励

琴浦でアーチェリー
推進事業

郡・県・国民体育大
会選手派遣

○各スポーツ少年団運営補助を行い、少年少女の健全な育成を図る。また、指導者及び
　　育成会を対象とした研修会を開催し、組織の育成を図る。

○体育協会各部主催事業を助成し、より一層のスポーツ振興を図る。
　　また、体協表彰を行い、体育活動の功績をたたえスポーツの振興を図るとともに、町・
　　体協主催事業の参加者に対し保険加入を行い、怪我・事故の発生時に補償を行う。

スポーツ少年団結団

元旦ﾏﾗｿﾝ・ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会

アーチェリー教室
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所属：　社 会 教 育 課

国・県
支出金

地方債 その他
事業名 特定財源

平成28年度当初予算事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業内容一般
財源

摘要

9.教育費 継続 171 36 135 ○ウォーキングの推進及び町民の運動習慣の定着を図る 諸収入
5.保健体育費 　・賃金　　運転手　社協マイクロバス運転手　24千円 36
2.体育振興費 　・報償費　公認指導員スキルアップ講座講師謝金、指導者謝金　98千円

　・需用費　消耗品費　30千円
　　　　　　　燃料費　社協マイクロバス　7千円
　・役務費　保険料　1日保険代　12千円

9.教育費 継続 社会体育利用施設 733 733
5.保健体育費 管理
3.体育施設費 　・賃金　　 作業員　　体育館清掃作業員（古布庄・安田・以西）　139千円

　・需用費　消耗品費　施設管理消耗品　248千円
　　　   　　　修繕料　体育用品・ガラス修繕等　40千円
　・役務費　手数料　モップ交換　　261千円
　　　   　　　火災保険料　クラブハウス・東伯・赤碕武道館等　28千円
　・委託料　消防施設点検委託　赤碕武道館　17千円

継続 503 203 300 使用料
201

　・需用費　消耗品費　管理消耗品　40千円
　　　   　　　燃料費　灯油代　9千円
　　　   　　　修繕料　窓ガラス修繕等　20千円 1

　・役務費    火災保険料　125千円
　・委託料　浄化槽点検・保守・清掃　消防設備保守　307千円
　・積立金　平岩教育福祉振興基金利子積立金　2千円 1

継続 東伯総合公園管理事業 18,623 6,653 11,970 ○東伯総合公園の施設維持管理を行う。 使用料
　・賃金　    臨時職員　1,813千円 1,533
　　    　　 　作業員　松の木剪定・公園管理補助　900千円 繰入金
　　            管理人　公園管理　1,813千円 5,000
　・需用費　消耗品費　芝管理資材・電球・清掃用具・管理機械他　807千円 諸収入
　　　   　　　燃料費　作業用機械ガソリン他　108千円 120
　　　   　　　修繕料　公園内諸器具・管理機械修繕・アリーナ電球他　784千円
　・役務費　手数料　水質検査・水源貯水槽清掃・洗浄ワックス清掃他　1,672千円
　　　   　　　火災保険料　体育館・野球場便所・野球場管理棟・アーチェリー倉庫　172千円
　　　   　　　自動車保険料　損害保険（軽トラ）　11千円
　・委託費　委託料　電気設備保安・浄化槽管理・消防設備管理等　3,948千円
　・使用料及び賃借料　賃借料　軽トラリース　336千円
　　　　　　　　　　　　　 　テレビ受信料　15千円
　・工事請負費　工事請負費　総合体育館給水工事　5,400千円
　・原材料費　原材料費　野球場土代等　441千円
　・備品購入費　施設備品　CDラジカセ　14千円
　　　　　　　　　　体育備品　卓球台（2台）　389千円

その他
使用料

○町民が利用する社会体育施設(赤碕武道館、東伯武道館・小中学校屋外照明灯）の
　　維持管理を行う。廃校（古布庄・安田・以西）のトイレ及び体育館の清掃を行う。

平岩記念会館管理
運営

○宿泊研修できるよう管理運営を行う。また、宿泊研修を通して、健康・体力づくり、
　　健全育成を図る。

運動習慣定着推進
事業

基金利
子

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ体験会
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所属：　社 会 教 育 課

国・県
支出金

地方債 その他
事業名 特定財源

平成28年度当初予算事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業内容一般
財源

摘要

9.教育費 継続 農業者トレーニング 3,728 610 3,118 ○農業者トレーニングセンターの施設維持管理を行う。 使用料
5.保健体育費 センター 　・賃金　管理人　夜間（１人）、休日祝・代休等（１人）　2,065千円 577
3.体育施設費 　・需用費　消耗品費　屋内消火栓ホース・ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ・清掃用品・ボール他　309千円 諸収入

　　　　　　　燃料費　ガソリン・灯油他　152千円 33
　　　　　　　修繕料　施設一般修繕　100千円
　　　　　　　医薬材料費　テーピング・湿布・カットバン等救護用品　12千円
　・役務費　手数料　134千円洗浄ワックス清掃
　　　　　　   火災保険料　53千円
　　　　　　　自動車保険料　17千円
　・委託料　消防設備点検・電気設備点検・清掃委託料（シルバー）　458千円
　・使用料及び賃借料　借上料　印刷機リース料・公用車リース　413千円
　　　　　　　　　　　　　　 テレビ受信料　15千円

継続 赤碕総合運動公園 6,199 924 5,275 ○赤碕総合運動公園の施設維持管理を行う。 使用料
管理 　･賃金　　作業員　剪定･除草等管理作業　408千円 888

　　　　    　管理人　公園管理人　2,200千円 諸収入
　・需用費　消耗品費　管理機械消耗品・薬剤肥料・施設消耗品他　501千円 36
　　　　　　　燃料費　管理用機械ガソリン他　69千円
　　　　　　　修繕料　公園内諸器具・管理用機械修繕　400千円
　・役務費　火災保険料　野球場・多目的広場器具庫・ｽｺｱｰﾎﾞｰﾄ他　59千円
　　　　　　　自動車保険料　自動車損害共済掛金（軽トラダンプ）　19千円
　・委託料　1,215千円　管理委託料（休日・夜間）　774千円
　　　　　　　　　　　　　 　電気保安・浄化槽管理委託　318千円
　　　　　                     清掃委託料（シルバー）　123千円
　・使用料及び賃借料　 借上料　軽トラックリース　271千円
　　　　　　　　　　　　　　　テレビ受信料　15千円
　・工事請負費　テニス場人工芝張替工事　327千円
　・原材料費　原材料費　野球場真砂土等　556千円
　・備品購入費　体育備品　テニス審判台2台　159千円

継続 624 244 380 ○勤労者体育センターの施設維持管理を行う。 使用料
　・需用費　消耗品費　清掃用品等　44千円 244
　　　  　 　　修繕料　ガラス・トイレ等　50千円
　・役務費　 手数料　洗浄ワックス清掃（東伯）　86千円
　　　  　 　　火災保険料　43千円
　・委託料　 清掃委託料　東伯・赤碕勤体（シルバー）　165千円
　　　　　　 　浄化槽管理委託料　赤碕勤体　150千円
　　　　　　　 東伯・赤碕消防設備点検委託料　86千円

勤労者体育センター
管理運営
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所属：　社 会 教 育 課

国・県
支出金

地方債 その他
事業名 特定財源

平成28年度当初予算事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業内容一般
財源

摘要

9.教育費 継続 閉校管理事業 2,854 2,854 ○閉校となった学校の維持管理を行う。
5.保健体育費 　・需用費　光熱水費　1,471千円
3.体育施設費 　・役務費　 手数料　飲料水水質検査　212千円　浄化槽法定点検・維持管理　39千円

　　　　　　　　　　　　　浄化槽清掃　137千円　貯水槽清掃殺菌業務　98千円
　　　  　 　　火災保険料　102千円
　・委託料　 電気設備・消防設備保守委託料　733千円
　・使用料　下水道使用料　52千円

社会教育課　合計 266,931 14,863 0 65,072 187,274
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