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令和 　　 年度　玉野市一般会計歳出予算の概要４

（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

議　会　費 議　会　費 （単位：千円）

（目） 議　会　費

35,98535,985
議会活動諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

1

　市議会活動に係る諸経費

＜議会ＩＣＴ化事業＞
　タブレット端末及びペーパーレス会議システムを
導入し、委員会審査の効率化及びペーパーレス化を
図る。（令和4年度からの新規事業）

　・消耗品費　　　　　　　　123,750円
　・ネットワーク整備委託費　690,800円
　・研修委託料　　　　　　　462,330円
　・情報システム使用料　　　924,000円
　・機械器具借上料　　　　1,714,676円
　・庁用器具費①　　　　　　396,000円

0 0 00

所属名: 議会事務局

報　償　金 500

賞　賜　金 50

費用弁償 8,390

旅　　　費 1,360

議会交際費 800

消耗品費 1,012

食　糧　費 20

印刷製本費 2,102

器具修繕料 9

電　信　料 90

広　告　料 30

手　数　料 24

ネットワーク整備委託料 691

研修委託料 463

会議録作成委託料 7,269

議会放映編集委託料 612

議会放映機器保守委託料 198

有料道路通行料 50

会議録検索システム使用料 396

情報システム使用料 924

機械器具借上料 1,749

自動車借上料 100

庁用器具費① 791

全国議長会負担金 435

中国議長会負担金 99

岡山県議長会負担金 41

競輪議長会負担金 167

事務局協議会等負担金 6

高梁川圏域８市議長会負担金 15

石油基地防災対策都市議会協議会負担金 32

政務活動費補助 7,560
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

総　務　費 総務管理費 （単位：千円）

（目） 一般管理費

33,99633,996
特別職給与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

2

　市長、副市長の給料・諸手当・共済費

0 0 00

所属名: 人事課

特別職給 20,340

期末手当 8,675

職員共済組合負担金 4,981

4,3264,326
秘書業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

3

　各種行事等に関する市長、副市長のスケジュール
調整及び市長、副市長室への来客対応等を行う。
　また、施策形成等に係る各担当課との連絡・調整
を行う。

0 0 00

所属名: 秘書広報課

賞　賜　金 50

旅　　　費 1,480

市交際費 350

消耗品費 374

食　糧　費 10

印刷製本費 80

電　信　料 66

広　告　料 30

全国市長会負担金 357

県市長会負担金 1,508

全国都市問題会議負担金 20

中国横断自動車道４車線化促進岡山県期成会負担金 1

375375
自治功労・功労表彰事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

4

　玉野市表彰規則に基づき、地方自治の振興と公益
の増進に功労のあった方々等、所定の条件を満たし
尚かつ選考委員会で選任された方を被表彰者とし、
表彰状及び記念品、自治功労章を授与する。

0 0 00

所属名: 秘書広報課

賞　賜　金 345

筆　耕　料 30

38,27938,710
総務事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

5

　総務課が所管する庁舎管理事務等の全庁的な事務
に関する経費

＜本年度の主な新規事業＞
　令和3年5月に個人情報の保護に関する法改正が行
われたことから、当該法改正に適切に対応するため
の準備作業の支援について委託する。

0 0 4310

(使、諸)
所属名: 総務課

旅　　　費 116

消耗品費 5,000

器具修繕料 10

郵　便　料 6,900

電　信　料 5,690

運　搬　料 1

廃船等処理委託料 174

宿日直業務委託料 12,698

個人情報保護制度改正等支援業務委託料 7,000

駐車場使用料 2

機械器具借上料 661

電話レンタル料 237

印刷機レンタル料 211

岡山県都市法規事務研究会負担金 10
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

総　務　費 総務管理費 （単位：千円）

（目） 一般管理費

66
近隣自治体連絡協議会運営事務
　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

6

　年1回直島町と協議会総会を開催し、諸問題、新規
事業等について協議、報告、情報交換等を行う。

0 0 00

所属名: 総務課

玉野市直島町連絡協議会負担金 6

705705
市民総合賠償補償保険事務
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

7

　「全国市長会市民総合賠償補償保険」への加入手
続及び損害保険金の申請手続を行う。

0 0 00

所属名: 総務課

市民総合賠償補償保険料 705

6060
事務改善活動事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

8

　職員がグループで行った業務改善活動、グループ
や個人で行った業務改善提案について、優秀なもの
に対して報償金を支給する。

0 0 00

所属名: 人事課

賞　賜　金 60

3,1236,029
人事事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

9

　人事課の一般管理事務諸経費

0 0 2,9060

(負、諸)
所属名: 人事課

賞　賜　金 278

旅　　　費 7

消耗品費 864

手　数　料 53

情報システム改修委託料 660

機械器具借上料 4,106

庁用器具費① 10

岡山県社会保険協会負担金 16

岡山県労働基準協会玉野支部負担金 24

岡山県市町村総合事務組合負担金 9

岡山県都市人事労務管理研究会負担金 2

736736
職員採用試験事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

10

　職務遂行に必要な人材確保のため、採用試験を実
施する。

0 0 00

所属名: 人事課

報　償　金 30

食　糧　費 2

職員採用試験業務委託料 704

1,7702,620
職員研修事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

11

　高度化、複雑化した課題や多様化した市民ニーズ
に対応できる職員を育成するため、「研修計画」を
策定し、それに沿って各種研修を実施する。

　・階層別研修
　・専門、実務、教養研修
　・派遣研修

0 0 8500

(諸)
所属名: 人事課

旅　　　費 1,298

食　糧　費 1

職員研修業務委託料 800

職員研修負担金 421

自主研修助成金補助 100
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

総　務　費 総務管理費 （単位：千円）

（目） 一般管理費

7,5537,553
福利厚生事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

12

　職員を対象に福利厚生事業を行う。

＜職員定期健康診断＞
　労働安全衛生法に定められた項目を満たす定期健
康診断を玉野市民病院へ委託して実施する。

＜職員雇入時健康診断＞
　新規採用職員に対し、労働安全衛生法に定められ
た項目を満たす健康診断を実施する。

＜ストレスチェック＞
　労働安全衛生法に定められたストレスチェック制
度を実施する。

＜職員互助会補助事業＞
　福利厚生事業、文化事業、体育事業他に対し、所
定の金額を補助する。

0 0 00

所属名: 人事課

職員健康診断委託料 5,261

職員親和会補助 2,292

412412
工事契約事務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

13

　登録業者のデータ管理や検索システムを利用した
情報収集等、適正な指名・入札を行うための契約関
係事務に係る諸経費

0 0 00

所属名: 契約管理課

旅　　　費 10

消耗品費 126

情報通信検索システム使用料 11

機械器具借上料 68

積算データ使用料 188

建設副産物情報使用料 9

3,8033,803
財政事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

14

　財政事務に係る諸経費

0 0 00

所属名: 財政課

旅　　　費 220

消耗品費 677

一般廃棄物処理手数料 16

情報システム委託料 121

電子計算機保守委託料 27

地方公会計業務委託料 2,420

起債管理システム使用料 251

職員研修負担金 71

1,4181,418
物品管理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

15

　事務用品の単価契約及び購入、封筒・帳票類の印
刷や事務椅子等備品の購入等、全庁的に使用する物
品の管理を行う。

0 0 00

所属名: 契約管理課

消耗品費 1,118

印刷製本費 100

庁用器具費① 200
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

総　務　費 総務管理費 （単位：千円）

（目） 一般管理費

16,82219,522
公用車管理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

16

　定期点検や消耗部品取替え等を行い、公用車を良
好な状態に維持する。
　また、バス等の運行業務委託や安全運転管理等公
用車運行全般の管理を行う。

0 0 02,700

(90%)
所属名: 契約管理課

費用弁償 20

旅　　　費 40

自動車消耗品費 400

自動車燃料費 2,200

自動車修繕料 850

手　数　料 19

自動車損害保険料 463

自動車運転業務委託料 9,920

駐車場使用料 12

有料道路通行料 100

自動車借上料 200

公用自動車借上料 807

機械器具費① 150

機械器具費② 3,722

玉野地区安全運転管理者協議会負担金 7

安全運転管理者等講習負担金 23

日本赤十字社岡山県支部負担金 41

自動車重量税 548

365365
コンプライアンス審査会運営事務　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

17

　コンプライアンス外部委員会における公益通報等
の受付業務委託料及び会議費

0 0 00

所属名: 総務課

費用弁償 5

コンプライアンス審査会事務委託料 360

1,9531,953
防犯等対策事業

【事業費内訳】【事業概要】

18

　犯罪のない安全・安心な地域社会の実現を目的と
し、市内の防犯活動を推進する「玉野警察署管内防
犯連合会」等への補助金

0 0 00

所属名: 公共施設交通政策課

玉野地区国際化問題連絡協議会負担金 19

玉野警察署管内防犯連合会補助 1,650

玉野警察署管内暴力追放推進協議会補助 284

257257
行政改革推進事業

【事業費内訳】【事業概要】

19

　安定的かつ効率的な市政運営が可能な行財政基盤
の確立を目指し、新たな行財政改革大綱を策定す
る。

0 0 00

所属名: 財政課

報　償　金 195

費用弁償 18

旅　　　費 40

食　糧　費 4

232232
公共施設再編整備推進事業

【事業費内訳】【事業概要】

20

　市全体の公共施設の効率的な運営のため、玉野市
公共施設等総合管理計画に基づいた公共施設再編整
備を推進する。

0 0 00

所属名: 公共施設交通政策課

旅　　　費 66

消耗品費 142

有料道路通行料 13

岡山県連携中枢都市圏公共施設相互利用促進事業 11
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

総　務　費 総務管理費 （単位：千円）

（目） 一般管理費

433433
歳入確保推進事業

【事業費内訳】【事業概要】

21

　持続可能な財政基盤への転換を目指し、各種歳入
確保対策の取組を進める。

0 0 00

所属名: 財政課

消耗品費 50

手　数　料 110

不用品販売委託料 273

125,000125,000
ふるさと納税推進事業

【事業費内訳】【事業概要】

22

　玉野市ふるさと納税制度「スマイルたまの！応援
寄附金」の推進を通じて、歳入の確保及び地場産品
のＰＲを行う。

0 0 00

所属名: 財政課

手　数　料 19,000

ふるさと納税業務委託料 106,000

1,3201,320
共通業務効率化推進事業

【事業費内訳】【事業概要】

23

　ＩＣＴ利活用による業務改善の取組として、ＡＩ
（人工知能）を活用した議事録作成システムにより
作業時間の短縮化及び作業内容の効率化等を図る。

0 0 00

所属名: 財政課

議事録支援システム使用料 1,320

20,80320,803
地元企業経済対策支援事業

【事業費内訳】【事業概要】

24

　基幹産業である造船事業者に対する経済支援を行
うとともに、民間事業者の経験を活かした地域の活
性化を図るもの

0 0 00

所属名: 人事課

地元企業経済対策負担金 20,803

317517
男女共同参画推進関係事務
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

25

　男女共同参画社会の実現に向け、男女共同参画社
会基本法及び玉野市男女共同参画推進条例に基づ
き、各種施策を計画的かつ総合的に推進する。

0 200 00

(10/10)
所属名: 総務課

報　償　金 55

費用弁償 3

旅　　　費 64

消耗品費 78

食　糧　費 8

印刷製本費 99

講師派遣委託料 200

駐車場使用料 1

有料道路通行料 5

職員研修負担金 4
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

総　務　費 総務管理費 （単位：千円）

（目） 一般管理費

648741
男女共同参画推進センター運営事業
　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

26

　男女共同参画推進センターに相談員を配置し、相
談者が日常生活の中で抱えるＤＶや夫婦関係等の
様々な悩みに応じ、相談者自らが問題解決できるよ
う指導・助言を行う。
　また、弁護士による法律相談の実施、ＤＶ被害者
の緊急一時保護を実施する。

93 0 00

(95%)
所属名: 総務課

報　償　金 360

費用弁償 25

消耗品費 23

食　糧　費 4

電　信　料 96

手　数　料 110

施設借上料 11

機械器具借上料 10

自動車借上料 10

庁用器具費① 92

226397
消費生活事業関係事務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

27

　消費生活に係るトラブルを未然に防止し、地域に
おける消費者の安全と利益を守るため、消費者が正
しい知識を得て主体的に判断し適切に選択・行動で
きるよう情報提供及び意識啓発を行うとともに、多
様化・複雑化する消費者相談に対応するため、職員
の知識及びスキルの向上を図る。 

0 171 00

(10/10)
所属名: 市民課

報　償　金 120

旅　　　費 92

消耗品費 91

印刷製本費 90

職員研修負担金 4

6060
消費生活問題研究協議会運営補助事業
　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

28

　地域における消費者の安全と利益を守り、自主的
活動を促進するため、消費者団体の育成及びリー
ダーの養成を図る。

0 0 00

所属名: 市民課

玉野市消費生活問題研究協議会補助 60

246339
人権擁護事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

29

　人権相談や各種人権啓発活動を行う岡山人権擁護
委員協議会に対する負担金及び人権の花運動、人権
スポーツふれあい教室等の人権啓発事業に係る経費

0 93 00

(10/10)
所属名: 総務課

消耗品費 44

地域人権啓発活動活性化事業委託料 50

岡山人権擁護委員協議会負担金 245

（目） 文書広報費

4,7404,740
例規・文書管理事務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

30

　例規の制定・改廃等への対応及び広く庁外に対し
て閲覧できるよう例規データシステムを運用する。

0 0 00

所属名: 総務課

消耗品費 450

公文書処分委託料 300

例規システム管理委託料 2,634

情報通信使用料 1,306

庁用器具費① 50

-7-



（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

総　務　費 総務管理費 （単位：千円）

（目） 文書広報費

158158
広報事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

31

　広報業務に係る諸経費

0 0 00

所属名: 秘書広報課

旅　　　費 18

消耗品費 100

一般廃棄物処理手数料 16

日本広報協会負担金 24

8,91913,459
広報紙発行事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

32

　広報たまのを発行し、市内各世帯に配布する。
　（賀正札の作成含む）

0 0 4,5400

(諸)
所属名: 秘書広報課

報　償　金 30

印刷製本費 8,825

手　数　料 4,584

傷害保険料 20

384384
放送番組管理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

33

　市が独自の放送番組を制作し、倉敷ケーブルテレ
ビ（ＫＣＴデジタル312ｃｈ）で毎日24時間放送を行
う。

＜放送番組の内容＞
　・広報たまのニュース
　・市民チャンネル
　・地域ニュース
　・緊急放送

＜その他のサービス提供＞
　・インターネット映像配信　

0 0 00

所属名: 秘書広報課

電　信　料 80

放送機器保守委託料 264

情報通信使用料 40

25,94126,112
シティセールス推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

34

　玉野市の知名度向上を図るため、多様なメディア
を活用する等効果的な情報発信を行い、本市の魅力
を広くＰＲし、シティセールスを推進する。
　また、アフターコロナを見据えて、県内外からの
誘客促進を図るため、瀬戸内国際芸術祭等の開催に
あわせた一体的なシティセールスを展開する。

171 0 00

(1/2)
所属名: 秘書広報課

報　償　金 108

旅　　　費 41

消耗品費 92

印刷製本費 152

広　告　料 7,000

シティセールス推進事業委託料 18,700

有料道路通行料 19

755755
市民相談事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

35

　地方行政業務の拡大に伴い、市民からの市政に対
する相談、苦情、要望等も多種多様化している中、
法律相談や行政相談等の各種専門相談窓口を設置し
相談活動を展開することにより、円滑かつ安定した
市民生活の向上を図る。

0 0 00

所属名: 市民課

報　償　金 755
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

総　務　費 総務管理費 （単位：千円）

（目） 会計管理費

917917
会計事務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

36

　歳入・歳出の経理、指定金融機関及び収納代理金
融機関に関すること、支出負担行為に係る債務の確
認及び支出命令関係書類の審査、決算等の会計事務
に係る諸経費

0 0 00

所属名: 会計課

旅　　　費 4

消耗品費 408

印刷製本費 100

電子計算機印刷製本費 197

手　数　料 22

動産総合保険料 112

有料道路通行料 5

ファームバンキング使用料 66

職員研修負担金 2

県下会計管理者会負担金 1

（目） 財産管理費

33,62047,726
庁舎管理事業（財産管理分）　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

37

　本庁舎に設置している機械類（自動扉・エレベー
ター・電気工作物等）の保守点検や庭園及び庁舎の
清掃・営繕、並びに事業系廃棄物の収集・運搬・処
分について専門業者に委託し、庁舎を良好な状態に
保つ。
　また、定期的な施設修繕や庁舎運営に必要な光熱
水費の支払い等、庁舎の管理運営を行う。

0 0 14,1060

(使、財)
所属名: 契約管理課

旅　　　費 10

消耗品費 1,674

燃　料　費 172

電　気　料 12,862

水　道　料 800

下水道料 1,400

施設修繕料 4,400

電　信　料 23

手　数　料 200

一般廃棄物処理手数料 400

市有物件災害保険料 5,024

一般廃棄物収集運搬委託料 2,000

産業廃棄物処分委託料 500

看板製作委託料 40

庁舎庭園清掃等委託料 10,010

エレベータ保守委託料 436

自動扉保守委託料 418

庁舎営繕委託料 1,824

自家用電気工作物保安業務委託料 423

デマンド管理委託料 52

消防用設備点検委託料 275

エネルギーサービスプロバイダー業務委託料 4,119

テレビ聴取料 300

共　架　料 4

機械器具借上料 37

庁用器具費① 100

機械器具費① 204

岡山県冷凍設備保安協会負担金 19
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

総　務　費 総務管理費 （単位：千円）

（目） 財産管理費

3,8773,877
市有地等管理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

38

　市が所有する土地の草刈りや清掃を業者に委託し
維持管理を行う。
　また、未利用地については売却を検討し売却予定
地の整備・測量を行う等、市有地を適正に管理す
る。

0 0 00

所属名: 契約管理課

報　償　金 5

消耗品費 100

燃　料　費 1

電　気　料 120

施設修繕料 628

手　数　料 20

看板製作委託料 100

測量委託料 100

受水槽維持管理委託料 132

市有地清掃等管理委託料 800

宣伝広告委託料 1,339

アスベスト調査委託料 500

共　架　料 16

公共下水道受益者負担金 16

1,2101,210
固定資産台帳管理事業

【事業費内訳】【事業概要】

39

　固定資産台帳の異動更新を行う。

0 0 00

所属名: 契約管理課

固定資産台帳管理委託料 1,210

56,02399,730
庁舎整備事業

【事業費内訳】【事業概要】

40

　本庁舎整備に向けて必要な事業を行う。

＜基本計画策定・発注支援業務委託料＞
　基本計画の策定及び設計・施工業者の選定準備を
行う。

＜地質調査委託料＞
　庁舎建設予定地の地質調査を行い、構造計画や地
盤（液状化）・基礎計画を策定する。

＜オフィス環境整備委託料＞
　①オフィス計画：
　　　什器等の実態調査、オフィス計画を策定す
　　る。
　②文書管理計画：
　　　文書量の実態調査、文書管理ルール策定、文
　　書量削減目標を設定する。
　③ＩＣＴ計画：
　　　各種システムの現状把握、ＩＣＴ計画を策定
　　する。

43,707 0 00

(1/2)
所属名: 公共施設交通政策課

旅　　　費 250

基本計画策定・発注支援業務委託料 66,000

地質調査委託料 21,415

オフィス環境整備委託料 12,000

有料道路通行料 65

（目） 企　画　費

▲ 7,476484
政策推進事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

41

　企画費のうち一般事務費及び協議会負担金等政策
推進全般に要する経費

0 6,297 1,6630

(定額) (使、財、諸)
所属名: 総合政策課

旅　　　費 229

消耗品費 144

食　糧　費 4

一般廃棄物処理手数料 16

離島振興協議会負担金 91
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

総　務　費 総務管理費 （単位：千円）

（目） 企　画　費

1010
行政評価システム推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

42

　総合計画、総合戦略等に掲げた各事務事業の成果
を測定するため、市民に対するアンケートを実施す
る。

0 0 00

所属名: 総合政策課

消耗品費 10

3,9103,910
総合計画策定事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

43

　令和4年度に、本市の 上位計画である「総合計画」
が 終年度を迎えること、また市長の交代があった
ことから、基本構想を含め総合計画を見直すもの

0 0 00

所属名: 総合政策課

報　償　金 260

印刷製本費 1,650

総合計画策定支援業務委託料 2,000

3030
ふるさとづくり基金積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

44

　ふるさとづくり基金に係る運用利息の積立金

0 0 00

所属名: 総合政策課

ふるさとづくり基金積立金 30

1,0271,027
ふるさとづくり基金積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

45

　グロスターホームステイ事業の費用助成に充てる
ふるさと寄附金を管理するため、ふるさとづくり基
金に積み立てる。

0 0 00

所属名: 秘書広報課

ふるさとづくり基金積立金 1,027

3,6758,625
定住推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

46

　移住希望者に対し、ＩＪＵコンシェルジュによる
各種相談の支援と短期間滞在等に係る費用の補助等
を行うことで、本市への移住・定住を促進する。

1,950 3,000 00

(1/2) (3/4)
所属名: 総合政策課

旅　　　費 160

消耗品費 30

印刷製本費 210

移住コンシェルジュ業務委託料 3,900

駐車場使用料 5

定住相談会負担金 120

たまのの暮らしスタート支援事業補助 200

移住支援事業補助 4,000

106106
総合戦略検証事業

【事業費内訳】【事業概要】

47

　「第2期たまの創生総合戦略（令和2年4月策定）」
の基本目標及び各施策のＫＰＩの達成状況を把握す
るため、外部有識者等から構成する「たまの創生総
合戦略懇談会」を開催する。

0 0 00

所属名: 総合政策課

報　償　金 104

費用弁償 2

5959
たまの版ＣＣＲｓｅａ推進事業

【事業費内訳】【事業概要】

48

　外部有識者による懇談会等を開催し、第2期基本計
画の効果検証を行う。

0 0 00

所属名: 総合政策課

報　償　金 59
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

総　務　費 総務管理費 （単位：千円）

（目） 企　画　費

3,0509,100
結婚支援事業

【事業費内訳】【事業概要】

49

　市内の民間事業者に本市の子育て支援施策や岡山
県の結婚支援施策の広報役を担ってもらい、地域ぐ
るみでの結婚支援体制を構築する。また、国の地域
少子化対策重点推進交付金を活用し、結婚後の新生
活に係る引っ越し費用や家賃を補助する「結婚新生
活支援事業」を実施する。

0 6,050 00

(2/3、1/2)
所属名: 総合政策課

消耗品費 100

結婚新生活支援補助 9,000

260260
たまの未来会議推進事業

【事業費内訳】【事業概要】

50

　若い世代の意見を新たな「総合計画」に反映する
ため、10代後半～40代の市民を主な構成員とする
「たまの未来会議」を開催する。

0 0 00

所属名: 総合政策課

報　償　金 260

（目） 情報管理費

86,938106,996
基幹業務運用事業

【事業費内訳】【事業概要】

51

　住民基本台帳、市税、国保料等市の基幹業務を処
理する電算システム及びサーバ、端末等関連機器の
保守、制度改正等に対応したプログラム修正等を行
い、各部門が使用している電算システムが適正に運
用されるよう、各課と業者との調整を図り効率的な
業務が行えるよう支援する。
　また、基幹業務システムを利用した電子計算業務
に係る共通経費として、各種消耗品（帳票出力用プ
リンタのトナーやバックアップ用テープ）等を定期
的に交換することにより、適切な業務運用の推進を
図る。

＜本年度の主な新規事業＞
　・　自治体ＤＸ推進計画において重点取組事項と
　　されている行政手続きのオンライン化を実現す
　　るため、電算システムの改修を行い、市民の利
　　便性の向上を図る。
　・　市税や国保料等の納付手法について、自宅な
　　どからスマートフォンでの決済が可能となる
　　サービスを追加するため電算システムの改修を
　　行い、市民の利便性の向上を図る。

10,660 0 9,3980

(1/2) (負)
所属名: 総務課

旅　　　費 26

消耗品費 2,162

電　信　料 2,918

電子計算機処理委託料 8,250

電子計算機保守委託料 6,606

電子計算機改修委託料 26,050

機械器具借上料 11,809

電子計算業務システム使用料 43,106

地方公共団体情報システム機構負担金 6,069

3,4323,432
住民基本台帳ネットワーク運用事業（システム運用）
　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

52

　各種行政の基礎である住民基本台帳の4情報（氏
名、住所、性別、生年月日）と住民票コード、これ
らの変更情報についてネットワーク化を図り、全国
共通の電子的な本人確認ができる仕組みである「住
民基本台帳ネットワーク」の機器及びシステムの維
持管理を行う。

0 0 00

所属名: 総務課

機械器具借上料 3,432
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

総　務　費 総務管理費 （単位：千円）

（目） 情報管理費

56,04456,542
内部情報業務運用事業

【事業費内訳】【事業概要】

53

　グループウェアシステムやファイルサーバシステ
ム等各職員が毎日利用する内部情報システムについ
て、効率的な業務が行えるよう環境の整備充実を図
り、各システムが安定に稼働するよう内部ネット
ワークの適切な管理を行う。
　また、内部情報システム業務に係る共通経費とし
て、各種消耗品（記録媒体、メモリ、ケーブル等）
の交換や機器（端末、プリンタ等）の修理を行うこ
とにより、適切な業務運用の推進を図る。

0 0 4980

(負)
所属名: 総務課

旅　　　費 27

消耗品費 340

器具修繕料 295

手　数　料 89

情報システム改修委託料 500

情報システム保守委託料 4,406

情報システム使用料 33,167

機械器具借上料 10,037

庁用器具費① 5,800

岡山県電子自治体推進協議会負担金 1,881

27,29727,369
情報通信網管理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

54

　光ファイバー等で市内の公共施設をネットワーク
化した情報通信ネットワーク（広域イントラネッ
ト）の維持管理を行う。

　・通信機器保守
　・光ケーブル保守 
　・電柱への添架料

＜本年度の主な新規事業＞
　ファイアーウオール等の既存広域イントラネット
ワーク機器の保守期間が終了するため、機器の更新
を行い、各種システムを利用しているネットワーク
の安定稼働を図る。

0 0 720

(負)
所属名: 総務課

電　信　料 5,712

情報システム改修委託料 2,789

情報システム保守委託料 5,230

添　架　料 1,495

機械器具費① 12,143

2,0482,048
総合行政ネットワーク運用事業　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

55

　地方自治体のコンピュータネットワークを相互接
続した広域ネットワーク「総合行政ネットワーク
（ＬＧＷＡＮ）」の接続機器の借り上げ及び維持管
理を行う。

0 0 00

所属名: 総務課

情報システム委託料 1,061

機械器具借上料 987

8401,300
ホームページ運用事業

【事業費内訳】【事業概要】

56

　玉野市公式ホームページの運用保守を行う。

0 0 4600

(諸)
所属名: 秘書広報課

情報システム委託料 1,300

（目） 公平委員会費

162162
公平委員会運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

57

・公平委員会の開催
・公平委員会連合会総会及び研究会への参加（全国
　公平委員会連合会、全国公平委員会連合会中国支
　部総会、岡山県公平委員会連合会、各年1回）

0 0 00

所属名: 総務課

費用弁償 84

旅　　　費 28

有料道路通行料 8

公平委員会連合会負担金 42
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

総　務　費 総務管理費 （単位：千円）

（目） 自治振興費

364364
協働のまちづくり推進事業（委員等報酬）
　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

58

　協働のまちづくり推進委員会開催に係る委員報酬

0 0 00

所属名: 協働推進課

協働のまちづくり推進委員会委員報酬 364

229230
自治振興事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

59

　自治振興に係る事務諸経費

0 0 10

(手)
所属名: 協働推進課

旅　　　費 20

消耗品費 200

駐車場使用料 5

職員研修負担金 5

1,8001,800
コミュニティ振興事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

60

　自治会等が実施するコミュニティ振興に関する事
業に対して補助する。

　・地区集会所の増改築、修理に対する補助
　・放送施設の新設、更新、改修に対する補助

0 0 00

所属名: 協働推進課

玉野市コミュニティづくり推進事業補助 1,500

放送施設設置補助 300

1,3501,350
コミュニティ協議会運営補助事業　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

61

　コミュニティを基盤とした各種の地域福祉活動に
ついて、具体的な活動を行うとともにその中におけ
る地区住民、各コミュニティ組織間の連絡調整を図
り明日の明るく住みよい玉野市の実現を目指すこと
を目的としている「玉野市コミュニティ協議会」の
運営に対して補助する。

＜玉野市コミュニティ協議会の主な行事＞
　・グラウンドゴルフ大会
　・コミュニティの集い

0 0 00

所属名: 協働推進課

玉野市コミュニティ協議会補助 1,350

460460
コミュニティハウス管理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

62

　9か所ある市立集会所について、施設の維持修繕を
行う。　

0 0 00

所属名: 協働推進課

施設修繕料 400

手　数　料 25

工事材料費 35

1,1191,119
地域自治活動促進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

63

　市民団体等及び市民活動者が行う市民活動中の事
故について補償することにより、市民活動の健全な
発展を図るとともに地域社会の振興に寄与すること
を目的として、玉野市市民活動災害補償保険制度を
実施する。

0 0 00

所属名: 協働推進課

市民活動傷害保険料 1,119
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

総　務　費 総務管理費 （単位：千円）

（目） 自治振興費

5,8605,860
協働のまちづくり推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

64

　協働のまちづくりを推進するために実施する事業
に対し補助する。

＜協働のまちづくり事業補助＞
　市内の自治会・町内会やＮＰＯ・ボランティア団
体等の各種団体が行う社会貢献活動に対して財政的
な支援を行い、市民協働による地域の活性化と特色
ある地域づくりの推進を目指す。
　また、市が設定した地域課題をテーマに、市と申
請団体が協働で取り組む提案型事業を実施する。

＜フォローアップ事業実施委託料＞
　協働のまちづくり事業補助をより効果的なものと
するため、申請前から事業の終了後まで継続的に補
助決定団体の支援を行う「フォローアップ事業」を
実施する。

＜有害獣被害防止事業補助＞
　市内の住民活動団体が行うイノシシ被害防止のた
めの防護柵設置・維持管理に対して財政的支援を行
う。

0 0 00

所属名: 協働推進課

食　糧　費 10

フォローアップ事業実施委託料 350

協働のまちづくり事業補助 2,500

有害獣被害防止事業補助 3,000

2,1992,199
旧日の出ふれあい会館管理事業　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

65

　令和3年度をもって施設廃止となった日の出ふれあ
い会館の廃棄物処分等を行う。

　・作業期間：4月～6月（約3か月の予定）

0 0 00

所属名: 協働推進課

電　気　料 160

水　道　料 18

下水道料 21

産業廃棄物処分委託料 2,000

（目） 交通対策費

4349
放置車両対策事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

66

　条例に基づいた放置車両の撤去・処分に係る経費

0 0 60

(諸)
所属名: 公共施設交通政策課

手　数　料 9

放置車両等撤去保管委託料 40

450450
玉野市交通安全対策協議会運営補助事業
　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

67

　交通事故の減少を図るため、主に交通安全意識の
啓発や交通安全母の会、ももたろうクラブ等の指導
を行う玉野市交通安全対策協議会への補助金

　・春・秋の交通安全運動期間中のイベント開催 　
　・新入学児童、生徒への啓発
  ・交通安全看板の作成

0 0 00

所属名: 公共施設交通政策課

玉野市交通安全対策協議会補助 450
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

総　務　費 総務管理費 （単位：千円）

（目） 交通対策費

268268
交通企画費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

68

  公共交通事務に係る諸経費等

0 0 00

所属名: 公共施設交通政策課

旅　　　費 93

消耗品費 61

食　糧　費 14

宇野線利用促進対策協議会負担金 95

空路利用を促進する会負担金 5

80,32780,327
公共交通運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

69

　シーバスやシータク等コミュニティ交通の事業運
営に係る経費

＜公共交通運行評価検証業務委託料＞
　市内の公共交通をより効率的な運行形態に見直す
ため、公共交通利用者に関するデータの分析および
実証運行の評価検証業務委託料

＜公共交通利用促進対策委託料＞
　公共交通の利用促進を図るため、市内小学校を中
心に公共交通機関に触れ合う機会を増やすことを目
的に実施する「バス乗り方教室」に係る委託料

＜乗合タクシー配車システム運用業務委託料＞
　乗合タクシー｢シータク｣の自動配車システム運用
業務に係る委託料

＜コミュニティバス事業運営費補助＞
  市内を運行するコミュニティバス｢シーバス｣の事
業に係る運営費補助

　※債務負担事業
　　（平成30～令和6年度、限度額16,910千円）
　　（令和2～8年度、限度額14,423千円）

＜乗合タクシー事業運営費補助＞
  シータクの運行並びに電話予約の一括受付、配
車、車両調整等の事業に係る運営費補助

＜貸切バス事業運営費補助＞
  市内福祉団体等を対象とした貸切バス事業に係る
運営費補助

＜石島航路運航補助＞
  海上タクシーによる石島・宇野間の航路運航事業
に係る運営費補助

0 0 00

所属名: 公共施設交通政策課

印刷製本費 110

公共交通運行評価検証業務委託料 900

公共交通利用促進対策委託料 300

乗合タクシー配車システム運用業務委託料 3,210

コミュニティバス事業運営費補助 29,663

乗合タクシー事業運営費補助 41,028

貸切バス事業運営費補助 136

石島航路運航補助 4,980

（目） 都市交流促進費

623623
都市交流事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

70

　玉野市と姉妹都市提携等を締結している国内都市
（長野県岡谷市・静岡県磐田市・東京都中央区）及
び国外都市（アメリカ合衆国グロスター市・中華人
民共和国九江市・大韓民国統營市）との交流を円滑
に行う。

0 0 00

所属名: 秘書広報課

旅　　　費 221

市交際費 200

消耗品費 20

食　糧　費 2

翻　訳　料 50

国内都市交流事業助成金 100

岡山県日中懇話会負担金 10

岡山県日韓親善協会負担金 20
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

総　務　費 総務管理費 （単位：千円）

（目） 都市交流促進費

416416
玉野会運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

71

　東京玉野会及び近畿玉野会の会員相互の連絡調整
と親睦を図るとともに、本市に対する政策提案や情
報交換等を行う。
　また、玉野ふるさと大使による大都市圏での本市
のＰＲ活動を行う。

0 0 00

所属名: 秘書広報課

旅　　　費 271

市交際費 70

消耗品費 15

印刷製本費 50

会場借上料 10

（目） 国際交流促進費

3,2533,253
グロスターホームステイ事業　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

72

　市内の中高生を対象に、直接英語に触れる外国で
の社会生活を経験する機会を与えるため、姉妹都市
であるグロスター市においてホームステイを実施す
る。

0 0 00

所属名: 秘書広報課

旅　　　費 880

市交際費 160

消耗品費 60

手　数　料 73

ガイド業務委託料 80

国際交流事業助成金 2,000

（目） 諸　　　費

050
自衛官募集事務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

73

　自衛官募集事務等に係る諸経費

50 0 00

(10/10)
所属名: 市民課

消耗品費 50

2020
住居表示事務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

74

　住居表示に関する法律及び玉野市住居表示に関す
る条例の規定に基づき、街区符号の付番の手続き等
住居表示に関する事務を行う。

0 0 00

所属名: 市民課

消耗品費 20

（目） 財政調整基金費

302,510302,510
財政調整基金積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

75

　財政調整基金、減債基金、公共施設等整備基金に
係る運用利息等の積立金

0 0 00

所属名: 財政課

財政調整基金積立金 1,500

減債基金積立金 10

公共施設等整備基金積立金 301,000
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

総　務　費 徴　税　費 （単位：千円）

（目） 税務総務費

9898
固定資産評価審査委員会運営事業（委員等報酬）
　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

76

　固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服
を審査決定する固定資産評価審査委員会の開催に係
る委員報酬

・委員　　6人
・定例会　6,500円×6人×1回
・研修等　6,500円×3人×3回　

0 0 00

所属名: 税務課

固定資産評価審査委員報酬 98

▲ 1,1533,178
税務事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

77

　管外出張旅費・各種協議会負担金等、税務事務に
係る諸経費

＜地方税共同機構負担金＞
　・基礎負担金                　70,000円
　・電子申告等関係費負担金 　1,385,000円
　・ｅＬＴＡＸ次期更改準備資金  52,000円
　・国税連携関係費負担金　     201,000円
　・経由機関業務関係費負担金 　129,000円
　・申告書刷成費等負担金　       1,274円
　・共同収納手数料負担金　　 　108,900円
　・車体課税関係費負担金　　 　611,000円

0 0 4,3310

(手)
所属名: 税務課

旅　　　費 87

消耗品費 265

手　数　料 105

一般廃棄物処理手数料 16

有料道路通行料 6

岡山県都市固定資産評価審査委員会協議会負担金 6

岡山県税務協会負担金 25

中国都市税務協会負担金 13

資産評価システム研究センター負担金 90

各協議会出席者負担金 6

地方税共同機構負担金 2,559

1414
固定資産評価審査委員会運営事業
　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

78

　玉野市固定資産評価審査委員会委員に係る費用弁
償等

0 0 00

所属名: 税務課

費用弁償 4

旅　　　費 4

駐車場使用料 6

（目） 賦課徴収費

36,73954,870
賦課徴収事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

79

　市税の賦課徴収事務に係る諸経費

0 0 18,1310

(手、諸)
所属名: 税務課

消耗品費 1,085

印刷製本費 374

電子計算機印刷製本費 9,317

郵　便　料 10,000

電子計算機処理委託料 8,094

償　還　金 26,000
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

総　務　費 徴　税　費 （単位：千円）

（目） 賦課徴収費

19,71219,712
納税推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

80

　貴重な自主財源である市税を確実に徴収し、納税
に対する市民の信頼と公平感が確保できるよう、収
納事務を着実に推進していく。

＜電子計算機改修委託料＞
　・共通納税システム税目拡大対応オプション　
　　　　　　　　　　　　　　　　　1,980,000円
　・適用作業、消込処理テスト等　　1,100,000円
　・納税通知書ＱＲコード対応
　　賦課業務　　　　　　　　　　　2,640,000円
　　収納消込業務　　　　　　　　　1,375,000円
　　滞納整理業務　　　　　　　　　2,420,000円
　・共通納税ＱＲコード対応システム改修費　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　660,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

0 0 00

所属名: 税務課

消耗品費 59

手　数　料 3,791

電子計算機改修委託料 10,175

情報システム使用料 1,650

岡山県市町村税整理組合負担金 4,037
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

総　務　費 徴　税　費 （単位：千円）

（目） 賦課徴収費

3,7573,757
市民税賦課事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

81

　確定申告書、給与支払報告書等の課税資料を収集
精査し、市民税を適正に課税する。
　また、膨大な課税資料をデジタル管理するシステ
ムにより、作業の短縮化及び課税処理の効率化を図
る。

0 0 00

所属名: 税務課

消耗品費 115

運　搬　料 100

電子計算機処理委託料 440

電子計算機保守委託料 1,667

機械器具借上料 1,435

47,61147,611
固定資産税賦課事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

82

　課税資料を精査し、固定資産税を適正に課税す
る。

＜固定資産評価資料作成業務委託料＞
　土地評価システムから評価変動割合調等に必要な
データの作成業務、土砂災害警戒区域・国土調査完
了地域の更新業務に係る委託料

＜不動産鑑定業務委託料＞
　標準宅地単価の下落修正に必要な鑑定評価業務に
係る委託料
　・標準宅地の時点修正　　　　　　1,305,480円
　・公示地の時点修正等　　　　　　　396,440円
　・地価調査地の標準化補正　　　　 　89,540円
　・固定資産税個別鑑定評価　　　 　　69,850円

　令和6年度評価替えの基準となる鑑定評価業務に係
る委託料
　・標準宅地　　　　　　　　　　 31,642,050円
　・ゴルフ場、ソーラー用地        　429,000円

＜評価システム＞
　固定資産評価事務の効率化を図るため導入してい
る土地評価システム（地図システムを含む）及び家
屋評価システムの使用料及び機器借上料

0 0 00

所属名: 税務課

消耗品費 100

電子計算機処理委託料 275

土地公図修正委託料 198

固定資産評価資料作成業務委託料 2,475

不動産鑑定業務委託料 33,933

情報システム使用料 5,229

電子計算機借上料 5,401

5,7365,738
軽自動車税賦課事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

83

　軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、及
び二輪の小型自動車の4月1日現在の所有者に対して
適正に賦課する。
　地方公共団体情報システム機構及び軽自動車検査
協会からの情報を基に、軽自動車等の登録及び廃車
を管理する。
　原動機付自転車等の課税標識を作成する。
　令和5年1月からの軽自動車税関係手続に係る電子
化に対応するため機器改修を行う。

＜電子計算機改修委託料＞
　軽自動車税手続ＯＳＳオンライン化システム改修

　・軽自ＯＳＳ対応作業  　1,516,130円
　・軽ＪＮＫＳ対応作業    2,155,670円　　

0 0 20

(諸)
所属名: 税務課

消耗品費 250

電子計算機改修委託料 3,672

軽自動車税申告書取扱負担金 1,516

軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金 300
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

総　務　費 戸籍住民基本台帳費 （単位：千円）

（目） 戸籍住民基本台帳費

▲ 882,947
戸籍住民基本台帳関係事務
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

84

　法に基づき自治体が管掌する戸籍事務・住民基本
台帳事務に関する共通の経費

　・戸籍法に基づく届書・申請書の受付・記録・管
　　理
　・諸証明の交付に関するもの
　・住民基本台帳法に基づく届出・申請書の受付・
　　記録・管理・証明書の交付及び閲覧に関する
　　もの
　・印鑑登録・証明書に関するもの
　・旅券（パスポート）発給に関するもの

212 33 2,7900

(定額) (定額) (手)
所属名: 市民課

旅　　　費 64

消耗品費 1,244

印刷製本費 1,029

器具修繕料 20

手　数　料 585

駐車場使用料 5

1,2881,781
住民基本台帳事務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

85

　マイナンバー法に基づき行う、マイナンバーカー
ドの交付事務等に係る経費

493 0 00

(10/10)
所属名: 市民課

印刷製本費 1

郵　便　料 10

マイナンバー申請書電子ファイル環境整備委託料 787

電子計算機借上料 493

機械器具費① 490

12,44523,548
戸籍事務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

86

　戸籍法に基づき市が管掌する戸籍届出等に関する
経費
　戸籍情報システム及び三市広域戸籍サービスによ
り、市民の利便性向上や事務の効率化・簡素化を図
る。
　
＜主な事務内容＞
　・市民の身分事項を公証する戸籍証明書の交付
　・戸籍記録の入力及び審査
　・広域戸籍事務による広域交付

1,375 53 9,6750

(10/10) (定額) (手)
所属名: 市民課

消耗品費 110

電子計算機保守委託料 14,890

電子計算機改修委託料 1,375

電子計算機借上料 7,161

岡山県戸籍事務協議会負担金 12
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

総　務　費 選　挙　費 （単位：千円）

（目） 選挙管理委員会費

1,6081,608
選挙管理委員会運営事業（委員等報酬）
　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

87

　選挙管理委員会委員報酬

0 0 00

所属名: 選挙管理委員会事務局

選挙管理委員報酬 1,608

332332
選挙管理委員会運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

88

・選挙管理委員会の開催
・全国市区選挙管理委員会連合会への出席
・岡山県都市選挙管理委員会連合会への出席

0 0 00

所属名: 選挙管理委員会事務局

費用弁償 125

旅　　　費 82

消耗品費 62

有料道路通行料 3

全国市区選挙管理委員会連合会負担金 41

岡山県都市選挙管理委員会連合会負担金 19

（目） 参議院議員選挙費

01,236
参議院議員選挙事務（委員等報酬）
　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

89

　投票、開票に係る立会人等の報酬

　・開票管理者　選挙区　　 1人
　　　　　　　　比例代表　 1人
　・投票立会人　期日前　　32人
　　　　　　　　当日　　　56人
　・開票立会人　選挙区　　10人
　　　　　　　　比例代表　10人

0 1,236 00

(10/10)
所属名: 選挙管理委員会事務局

開票管理者報酬 28

投票立会人報酬 1,008

開票立会人報酬 200

08,789
職員給与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

90

　選挙事務に従事する職員の時間外勤務手当

　・事前準備（事務局） 1人
　・期日前投票従事者　74人想定（のべ人数）
　・当日投票従事者　 182人想定
　・開票従事者　　　 148人想定

0 8,789 00

(10/10)
所属名: 選挙管理委員会事務局

時間外勤務手当 8,789

0830
参議院議員選挙事務（会計年度任用職員報酬）

【事業費内訳】【事業概要】

91

　選挙事務に従事する会計年度任用職員の時間外勤
務に係る報酬

　・期日前投票従事者　33人想定（のべ人数）
　・当日投票従事者　　28人想定
　・開票従事者　　　　10人想定

0 830 00

(10/10)
所属名: 選挙管理委員会事務局

会計年度任用職員報酬 830
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

総　務　費 選　挙　費 （単位：千円）

（目） 参議院議員選挙費

013,341
参議院議員選挙事務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

92

　参議院議員通常選挙の執行に係る諸経費

　・任期満了日　　　　7月25日（月）
　・公示日（想定）　　6月23日（木）
　・選挙期日（想定）　7月10日（日）
　・投票所　　　　　　28か所
　・ポスター掲示場　　194か所
　・警備　　　　　　　2か所（日比小、渋川）
　・人材派遣　　　　　3人（事務補助）

0 13,341 00

(10/10)
所属名: 選挙管理委員会事務局

旅　　　費 28

消耗品費 1,000

食　糧　費 469

郵　便　料 1,799

電　信　料 33

手　数　料 1,474

ポスター掲示場設置撤去委託料 3,850

入場券作成委託料 1,106

警備委託料 58

人材派遣業務委託料 1,986

情報システム使用料 83

施設借上料 272

船舶借上料 27

自動車借上料 150

寝具借上料 6

庁用器具費① 444

機械器具費① 556

（目） 県議会議員選挙費

0230
職員給与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

93

　選挙事務に従事する職員の時間外勤務手当

　・事前準備（事務局）　 1人

0 230 00

(10/10)
所属名: 選挙管理委員会事務局

時間外勤務手当 230

07,940
県議会議員選挙事務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

94

　県議会議員選挙の執行に係る諸経費のうち令和4年
度分

　・任期満了日　　　令和5年4月29日（土）
　・選挙期日　　　　令和5年4月上旬
　・投票所　　　　　28か所
　・ポスター掲示場　194か所
　・人材派遣　　　　3人（事務補助）

※債務負担事業
　（令和4～5年度、限度額4,586千円）

0 7,940 00

(10/10)
所属名: 選挙管理委員会事務局

旅　　　費 9

消耗品費 800

郵　便　料 1,799

手　数　料 1,056

入場券作成委託料 1,106

人材派遣業務委託料 882

機械器具費① 2,288
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

総　務　費 選　挙　費 （単位：千円）

（目） 市議会議員選挙費

1,2481,248
市議会議員選挙事務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

95

　市議会議員選挙の執行に係る諸経費のうち令和4年
度分

　・任期満了日　　　令和5年4月30日（日）
　・選挙期日　　　　令和5年4月下旬
　・投票所　　　　　28か所
　・ポスター掲示場　194か所
　・人材派遣　　　　3人（事務補助）

※債務負担事業
　（令和4～5年度、限度額8,347千円）

0 0 00

所属名: 選挙管理委員会事務局

旅　　　費 9

消耗品費 800

印刷製本費 439
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

総　務　費 統計調査費 （単位：千円）

（目） 統計調査総務費

029
統計調査員確保対策事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

96

　登録統計調査員を対象に研修会を実施する等、調
査員の資質向上を図る。

0 29 00

(10/10)
所属名: 総務課

消耗品費 6

郵　便　料 23

（目） 基幹統計調査費

0231
基幹統計調査事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

97

　基幹統計調査に係る企画・設計、準備及び実施

＜企画・設計＞
　調査の目的、対象、時期、事項、方法、集計方法
の決定

＜準備＞
　調査区の設定、広報、調査用品の準備、調査員の
任命、調査説明会、調査区の確認

＜実施（実査）＞
　調査票の配布・回収・審査・集計・公表

＜令和4年度実施調査＞ 
　・経済センサス（調査区管理）
　・就業構造基本調査
　・住宅・土地統計調査（準備）

0 231 00

(10/10)
所属名: 総務課

費用弁償 90

消耗品費 47

郵　便　料 82

電　信　料 12

（目） 国土調査費

2,3957,950
地籍調査事業

【事業費内訳】【事業概要】

98

　一筆ごとの土地について、所有者・地番・地目・
筆境及び地籍を調査・測量し、その成果をもって登
記簿の記載事項を修正し公図を置き換える。

0 4,455 01,100

(90%)(3/4)
所属名: 契約管理課

報　償　金 30

旅　　　費 20

消耗品費 494

自動車消耗品費 50

燃　料　費 3

自動車燃料費 130

食　糧　費 10

自動車修繕料 120

手　数　料 309

自動車損害保険料 21

傷害保険料 30

地籍調査委託料 3,800

農林道刈払委託料 100

機械器具借上料 1,312

機械器具費② 1,471

国土調査推進協議会負担金 50
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

総　務　費 監査委員費 （単位：千円）

（目） 監査委員費

1,8961,896
監査事務（委員等報酬）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

99

　監査委員等報酬

0 0 00

所属名: 監査事務局

監査委員報酬 1,896

231231
監査事務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

100

　定期監査、決算審査、健全化判断比率及び資金不
足比率に関する審査、財政援助団体等監査、指定管
理者監査、例月現金出納検査、住民監査請求監査等

0 0 00

所属名: 監査事務局

費用弁償 59

旅　　　費 57

消耗品費 52

有料道路通行料 6

全国都市監査委員会負担金 23

中国都市監査委員会負担金 18

岡山県都市監査委員会負担金 13

西日本都市監査事務研修会負担金 3
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

民　生　費 社会福祉費 （単位：千円）

（目） 社会福祉総務費

88154
民生委員関係事業（委員等報酬）
　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

101

　民生委員推薦会委員報酬

0 66 00

(10/10)
所属名: 福祉政策課

民生委員推薦会委員報酬 154

221221
介護保険事業運営協議会運営事業（委員等報酬）
　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

102

　保健・医療・福祉関係者をはじめ市民の幅広い意
見を反映させるため運営協議会を設置し、本市の老
人保健福祉計画・介護保険事業計画の円滑な推進、
高齢者に係る保健福祉事業の運営に関すること等を
協議し介護保険行政の安定を図る。

　6,500円×17人×2回

0 0 00

所属名: 長寿介護課

介護保険事業運営協議会委員報酬 221

117117
地域密着型サービス運営委員会運営事業（委員等報酬）
　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

103

　地域密着型サービス事業者の指定、指定基準、介
護報酬及び地域密着型サービスの適正な運営を確保
するために、運営委員会を設置する。

　6,500円×6人×3回

0 0 00

所属名: 長寿介護課

地域密着型サービス運営委員会委員報酬 117

7878
地域包括支援センター運営協議会運営事業（委員等報
酬）　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

104

　地域包括支援センターの適正かつ円滑な運営や、
公正・中立性の確保を図るため運営協議会を設置す
る。

　6,500円×6人×2回

0 0 00

所属名: 長寿介護課

地域包括支援センター運営協議会委員報酬 78

160160
社会福祉法人等指導監査事業（委員等報酬）
　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

105

　市内の社会福祉法人に対する指導監査においては
専門的な会計監査を行う必要があるため、中国税理
士会玉野支部から推薦された税理士を市の会計指導
監査員として委嘱する。

　40,000円×4法人

0 0 00

所属名: 長寿介護課

非常勤嘱託員報酬 160

514689
成年後見制度利用促進運営事業（委員等報酬）

【事業費内訳】【事業概要】

106

　成年後見制度について、関係機関と課題の共有及
び活動方針等を協議し、制度の利用促進を図るもの

＜成年後見制度利用促進審議会委員報酬＞
　6,500円×12人×1回

＜受任調整会議委員報酬＞
　6,500円×3人×18回

＜地域連携ネットワーク協議会委員報酬＞
　6,500円×20人×2回

175 0 00

(1/2)
所属名: 長寿介護課

成年後見制度利用促進審議会委員報酬 78

受任調整会議委員報酬 351

地域連携ネットワーク協議会委員報酬 260
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

民　生　費 社会福祉費 （単位：千円）

（目） 社会福祉総務費

3,8244,083
社会福祉事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

107

　社会福祉関係事務に係る諸経費

0 7 2520

(定額) (諸)
所属名: 福祉政策課

旅　　　費 20

消耗品費 429

印刷製本費 44

郵　便　料 3,381

駐車場使用料 9

災害見舞金 200

486486
保護司会運営補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

108

　犯罪を犯した者の更生を促進するため、玉野地区
保護司会の運営に対して補助する。

＜活動内容＞
　犯罪予防活動、処遇支援活動、各種大会及び研
修会、広報活動等

0 0 00

所属名: 福祉政策課

保護司会補助 486

461461
遺族会運営補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

109

　戦没者遺族の慰安に資するため、玉野市遺族連合
会の運営に対して補助する。

＜活動内容＞
　遺族相談、慰霊祭、追悼式、各種大会及び研修
会、広報活動等

0 0 00

所属名: 福祉政策課

遺族会補助 461

316316
岡山県建設国民健康保険組合玉野支部運営補助事業
　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

110

　岡山県建設国民健康保険組合玉野支部に対する補
助事業

0 0 00

所属名: 保険年金課

岡山県建設国民健康保険組合玉野支部補助 316

1,7291,729
民間社会福祉施設整備資金利子補給事業
　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

111

　社会福祉法人が設置する民間社会福祉施設等の整
備振興を図るため、福祉医療機構の貸付に係る利子
のうち、岡山県民間社会福祉施設整備資金に対する
利子補給金交付要綱に基づき、利子補給を受けた額
を除いた利子額を補給する。

0 0 00

所属名: 長寿介護課

民間社会福祉施設整備資金利子補給金 1,729

3030
原爆被爆者会補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

112

　岡山県原爆被爆者会玉野支部の運営に対して補助
する。 

＜活動内容＞
　被爆者相談、原爆展、各種大会及び研修会、広報
活動等

0 0 00

所属名: 福祉政策課

原爆被爆者会補助 30
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

民　生　費 社会福祉費 （単位：千円）

（目） 社会福祉総務費

1,49111,555
民生委員関係事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

113

　民生委員・児童委員の活動に係る玉野市民生委員
児童委員協議会への事務委託及び補助を行う。

　・地区数　　　　　　　　 11地区
　・定　員　民生委員数　　　143人
　　　　　　主任児童委員数　 22人

　任期は3年。現委員の任期は令和元年12月1日から
令和4年11月30日までで、令和4年度に一斉改選が行
われる。

0 10,064 00

(10/10)
所属名: 福祉政策課

賞　賜　金 200

民生事務委託料 10,114

民生委員協議会補助 1,241

636636
戦没者追悼式開催事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

114

　遺族の慰藉と英霊の鎮魂を祈念し、玉野市戦没者
追悼式を開催する。 

　・9月下旬開催予定

0 0 00

所属名: 福祉政策課

消耗品費 2

追悼式祭壇飾付委託料 440

自動車借上料 194

321321
人権対策事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

115

　県内15市で構成する岡山県都市人権推進事業連絡
協議会に対する負担金。市単独では実施できないラ
ジオ放送やテレビ放送等の各種メディアを通じた人
権啓発活動を行う。

0 0 00

所属名: 総務課

人権啓発活動負担金 321

110200
行旅人援護事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

116

　行旅病人及び行旅死亡人取扱法に基づき、行旅人
の治療費及び死亡時の葬祭費を扶助する。
　また、法外措置として行旅人の旅費（近隣市ま
で）を支援する。

0 90 00

(10/10)
所属名: 福祉政策課

法外扶助費 80

特別援護費 30

行旅死亡人葬祭費 90

5931,215
避難行動要支援者調査関係事業

【事業費内訳】【事業概要】

117

　玉野市地域防災計画に基づき、避難行動要支援者
名簿の台帳整備を実施する。

0 622 00

(2/3)
所属名: 福祉政策課

消耗品費 6

避難行動要支援者台帳システム保守委託料 650

情報システム使用料 559

164226
成年後見制度利用促進運営事業

【事業費内訳】【事業概要】

118

　中核機関で開催する会議の委員旅費及び消耗品
費、市民後見人研修受講補助等

62 0 00

(1/2)
所属名: 長寿介護課

成年後見制度利用促進審議会費用弁償 12

受任調整会議費用弁償 54

地域連携ネットワーク協議会費用弁償 30

消耗品費 70

市民後見人研修受講補助 60
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

民　生　費 社会福祉費 （単位：千円）

（目） 社会福祉総務費

6,8006,800
介護施設等オンライン面会整備事業

【事業費内訳】【事業概要】

119

　高齢者や障害者が入居する介護施設等を運営する
法人が、新型コロナウイルス感染症対策としてオン
ライン面会を実施するに当たり、その環境整備に要
する経費に対して、市が補助金を交付する。

0 0 00

所属名: 長寿介護課

介護施設等オンライン面会整備費補助 6,800

27,30427,304
玉野市社会福祉協議会運営補助事業
　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

120

　各種福祉サービス事業を担っている玉野市社会福
祉協議会に対して、人件費・事業費等の助成を行い
福祉サービスの円滑な実施を図る。

0 0 00

所属名: 福祉政策課

玉野市社会福祉協議会運営費補助 27,304

5,2255,225
ふれあいのまちづくり事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

121

　玉野市社会福祉協議会が「誰もが安心して暮らせ
る福祉のまちづくり」を目指して実施しているふれ
あい総合相談事業、移送サービス事業、福祉車両貸
出事業、福祉用具貸出事業等に対して助成を行い、
在宅福祉サービスの充実を図る。

0 0 00

所属名: 福祉政策課

ふれあいのまちづくり事業補助 5,225

1010
社会福祉事業基金積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

122

　社会福祉事業基金に係る運用利息の積立金

0 0 00

所属名: 福祉政策課

社会福祉事業基金積立金 10

1,2044,723
生活困窮者自立支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

123

　生活困窮者自立支援法により、生活保護に至る前
の第2のセーフティネットとして、生活困窮者への相
談支援に取り組む。

3,519 0 00

(3/4、2/3)
所属名: 福祉政策課

旅　　　費 60

消耗品費 15

就労支援準備事業負担金 252

住宅手当費 4,396

017,189
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業

【事業費内訳】【事業概要】

124

　新型コロナウイルス感染拡大の長期化に伴い、緊
急小口資金及び総合支援資金の貸付を受け終わった
世帯等を対象として、自立支援金を支給する。

17,189 0 00

(10/10)
所属名: 福祉政策課

消耗品費 6

郵　便　料 32

手　数　料 71

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 17,080

890890
高齢者入浴機会確保事業

【事業費内訳】【事業概要】

125

　玉野市社会福祉協議会移転に伴い、総合福祉セン
ター入浴施設利用者のうち、自宅に浴室設備の無い
者等への民間入浴施設を活用する助成を行う。

0 0 00

所属名: 福祉政策課

印刷製本費 50

入浴機会補助 840
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

民　生　費 社会福祉費 （単位：千円）

（目） 社会福祉総務費

2631,050
介護保険利用者負担軽減対策事業
　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

126

　社会福祉法人等が提供する介護サービスを利用す
る要介護者等からの申請に対して認定証を交付し、
その介護サービスを利用する要介護者等の利用者負
担額を軽減している社会福祉法人等に対して助成を
行う。

　・利用見込者　80人

0 787 00

(3/4)
所属名: 長寿介護課

消耗品費 50

社会福祉法人利用補助 1,000

2,6402,640
老人保健福祉・介護保険事業計画策定事業
　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

127

　地域に居住する高齢者ごとの課題や多様なニーズ
の的確な把握・分析を行い、第9期玉野市老人福祉計
画・介護保険事業計画策定のための基礎調査資料と
することを目的とする。

0 0 00

所属名: 長寿介護課

老人保健福祉・介護保険事業計画策定委託料 2,640

150150
介護保険事務諸経費

【事業費内訳】【事業概要】

128

　身体介護を要さない軽度の介護認定を受けた高齢
者の自宅を訪問し、掃除や買い物代行等の日常生活
の援助を行い、高齢者の自立支援を目指す「生活支
援訪問サービス」の担い手を養成することを目的と
する。

　・生活支援訪問サービス員養成研修委託料
　　50,000円×3回

0 0 00

所属名: 長寿介護課

生活支援訪問サービス員養成研修委託料 150

980,348980,349
後期高齢者医療事務諸経費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

129

　高齢者の医療の確保に関する法律の規定により、
後期高齢者医療広域連合に対し、負担対象額（給付
費相当額）の12分の1に相当する額を負担する。

0 0 10

(諸)
所属名: 保険年金課

後期高齢者医療療養給付費負担金 980,349

51,925
要援護者緊急援護貸付事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

130

　玉野市緊急援護資金貸付条例に基づき緊急援護資
金の貸付を行う。

＜貸付要件＞
　・生活資金として1世帯につき4万円以内
　・貸付利率は無利子とし、償還期間は貸付を受け
　　た翌月より10か月以内

0 0 1,9200

(諸)
所属名: 福祉政策課

手　数　料 5

要援護者緊急援護貸付金 1,920

0270
住宅改修等貸付事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

131

　高額介護サービス費、居宅介護住宅改修費、その
他償還払いの方法により支給される介護保険給付に
要する費用の支払いに困窮する者に対し、資金の貸
付を行う。 

0 0 2700

(諸)
所属名: 長寿介護課

介護保険給付費貸付金 270
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

民　生　費 社会福祉費 （単位：千円）

（目） 社会福祉総務費

480480
理学療法士等奨学資金貸付事業
　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

132

　理学療法士及び作業療法士法に基づく学校、社会
福祉士及び介護福祉士法に基づく学校等に在籍する
者に対し、奨学資金を貸与することにより、市内の
社会福祉施設等における人材の確保を図る。
　
　20,000円×12月×2人

0 0 00

所属名: 長寿介護課

理学療法士等奨学資金貸付金 480

330,667569,879
特別会計繰出金－国民健康保険事業
　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

133

　国民健康保険事業会計に係る一般会計負担分を繰
り出しする。

56,895 182,317 00

(1/2) (3/4、1/4)
所属名: 保険年金課

国民健康保険事業会計へ繰出 569,879

1,110,2621,178,725
特別会計繰出金－介護保険事業
　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

134

　介護保険事業会計に係る一般会計負担分を繰り出
しする。

45,642 22,821 00

(1/2) (1/4)
所属名: 長寿介護課

介護保険事業会計へ繰出 1,178,725

126,023324,032
特別会計繰出金－後期高齢者医療事業
　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

135

　後期高齢者医療事業会計に係る一般会計負担分を
繰り出しする。

0 198,009 00

(定額)
所属名: 保険年金課

後期高齢者医療事業会計へ繰出 324,032

（目） 老人福祉費

5252
老人ホーム入所判定委員会運営事業
　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

136

　老人ホームの入所申込をした高齢者について、健
康状態、環境の状況等を審査し、老人ホーム入所措
置の要否を判定する。

　6,500円×4人×2回

0 0 00

所属名: 長寿介護課

老人ホーム入所判定委員会委員報酬 52

2626
給食サービス事業（委員等報酬）　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

137

　給食サービス促進事業に係る指定事業者の審査及
び決定等を行うため、指定事業者審査委員会を設置
する。
　
　6,500円×4人

0 0 00

所属名: 長寿介護課

給食サービス事業指定事業者審査委員会委員報酬 26
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

民　生　費 社会福祉費 （単位：千円）

（目） 老人福祉費

475479
高齢者福祉事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

138

　高齢者福祉関係事務に係る諸経費

0 0 40

(使)
所属名: 長寿介護課

旅　　　費 30

消耗品費 199

草刈業務委託料 150

全国シルバー人材センター協会負担金 50

岡山県シルバー人材センター連合会負担金 50

134400
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業（補助分）
　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

139

　老人クラブが行う老人福祉大会等について、玉野
市老人クラブ連合会に対して補助を行う。

0 266 00

(2/3)
所属名: 長寿介護課

老人クラブ活動推進事業補助 400

2,7544,851
老人クラブ運営補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

140

　単位老人クラブとこれを統括している玉野市老人
クラブ連合会に対して助成を行い、老人クラブの育
成を通じて、会員の生きがいづくりと健康づくりを
促進する。

＜単位老人クラブ助成事業＞
　3,540円×61クラブ×12月

＜老人クラブ連合会活動促進事業＞
　100円×3,466人＋207,000円

＜その他（会員増強等活動補助）＞
　1,902円×61クラブ×12月＋313,348円

0 2,097 00

(2/3)
所属名: 長寿介護課

老人クラブ補助 4,851

0128,487
老人福祉施設建設補助事業（補助分）
　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

141

　地域密着型サービス事業所の整備を目的に、市が
県の補助金の交付を受けて、市が民間事業者に対し
て同額の補助金を交付する。

＜地域密着型サービス整備助成事業＞
　33,600,000円×3事業者　

＜地域密着型サービス開設準備経費等支援事業＞
　839,000円×33床

0 128,487 00

(10/10)
所属名: 長寿介護課

老人福祉施設建設費補助 100,800

老人福祉施設開設準備費補助 27,687

5,82811,655
高齢者等生活支援事業（県単独分）
　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

142

　要支援又は要介護の認定を受けた高齢者に対して
助成限度額を333,000円として住宅改造費用の一部を
助成する。

0 5,827 00

(1/2)
所属名: 長寿介護課

高齢者住宅改造扶助費 11,655
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

民　生　費 社会福祉費 （単位：千円）

（目） 老人福祉費

679679
高齢者福祉事業関係事務（市単独分）
　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

143

　築港老人憩いの家等生きがいデイサービス施設と
して活用する所管施設等の維持管理のための諸経費
を支出する。

　・高齢者施設の修繕料          　500,000円

＜築港老人憩いの家＞
　・消防用設備法定点検　総合点検 　16,500円
　・防火対象物法定点検　　　　　　  7,700円

＜柏葉会憩いの家＞
　・定期点検業務　　　　　　　 　 154,000円

0 0 00

所属名: 長寿介護課

施設修繕料 500

手　数　料 179

2,7112,711
敬老記念事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

144

 100歳の誕生日を迎える高齢者に対して、祝い金と
記念品を給付する。
 88歳の高齢者に記念品を配付し、長寿を祝う。

＜100歳祝い金＞
　30,000円×42人

＜100歳記念品＞
　1,000円×42人

＜88歳記念品＞
　3,000円×436人

＜88歳配付手数料及び事務費＞
　80円×436件＋65,400円

0 0 00

所属名: 長寿介護課

賞　賜　金 2,610

手　数　料 101

1,1651,165
地域ふれあい活動事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

145

　高齢者が、住み慣れた地域で孤立することなく快
適に生活できる環境づくりを目的とし、民生委員児
童委員協議会による会食や、老人クラブ会員による
見守り活動、各世代が交流する行事の実施等を通
じ、地域におけるふれあいと支えあいの体制を構築
する。
　
＜地域ふれあい活動事業委託料＞
　民生委員児童委員協議会に委託
　80,000円×11地区

＜友愛活動推進事業補助＞
　老人クラブ連合会に補助
　475円×12月×50クラブ

0 0 00

所属名: 長寿介護課

地域ふれあい活動事業委託料 880

友愛活動推進事業補助 285

911911
福祉電話設置事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

146

　ひとり暮らし高齢者等に対して、電話を貸与し、
安否確認、各種相談等を行うことで福祉の増進を図
る。
　電話設置費用、基本料及び月額300円までの通話料
を助成する。

　2,530円×30人×12月

0 0 00

所属名: 長寿介護課

電　信　料 911
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

民　生　費 社会福祉費 （単位：千円）

（目） 老人福祉費

342342
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業（市単独分）
　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

147

　単位老人クラブが行う公共施設清掃事業について
玉野市老人クラブ連合会を通じて補助を行う。

＜公共施設清掃事業補助＞
　475円×12月×60クラブ

0 0 00

所属名: 長寿介護課

公共施設清掃事業補助 342

10,73910,739
シルバー人材センター運営補助事業
　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

148

　社会参加を希望する高齢者の就業機会の増大と福
祉の増進を図るため、高齢者の経験や技能を活かせ
る仕事の紹介を行うシルバー人材センターに対して
補助を行う。

0 0 00

所属名: 長寿介護課

シルバー人材センター運営費補助 10,739

6,4806,480
家族介護支援事業（市単独分）　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

149

　自宅で要介護3以上の寝たきりや認知症の高齢者を
通算して6か月以上常時介護している介護者に介護手
当を支給する（月額4,000円を、年間2回に分けて支
給）。

　4,000円×135人×12月

0 0 00

所属名: 長寿介護課

在宅ねたきり老人等介護手当費 6,480

119119
緊急通報システム事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

150

　ひとり暮らし高齢者等に対し、緊急通報装置を貸
与又は給付することにより、日常生活における不安
の解消と、急病、災害等の緊急時に迅速かつ適切な
対応を図る。

＜新規設置費用一部扶助＞
　59,400円×2台

0 0 00

所属名: 長寿介護課

緊急通報装置扶助費 119

100100
高齢者等生活支援事業（市単独分）
　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

151

　要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等に対し、
住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくこ
とができるよう支援するため、日常生活用具を給付
する。

＜火災警報器設置補助＞
　5,000円×2台×10件

0 0 00

所属名: 長寿介護課

老人日常生活用具費 100

111,338131,979
養護老人ホーム入所措置事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

152

　経済的理由等により、居宅において養護を受ける
ことが困難な65歳以上の高齢者を養護老人ホームに
入所措置する。
　
　・措置見込者　55人

0 0 20,6410

(負)
所属名: 長寿介護課

高齢者生活支援短期入所委託料 717

養護老人ホーム入所措置費 131,262
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

民　生　費 社会福祉費 （単位：千円）

（目） 心身障害者福祉費

159159
心身障害者福祉事務諸経費（委員等報酬）
　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

153

　特別障害者手当等の支給認定に係る判定医師報酬
を支給する。
 
 ＜事業内容＞ 
　・報酬　13,250円/件 
　・医師　2人

0 0 00

所属名: 福祉政策課

非常勤嘱託員報酬 159

9191
障害者施策推進協議会運営事業
　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

154

　障害者に関する基本的かつ総合的な施策の推進等
についての調査及び審議を行うため、障害者施策推
進協議会を開催する。 

＜事業内容＞  
　・報酬　6,500円/回 
　・委員　14人

0 0 00

所属名: 福祉政策課

障害者施策推進協議会委員報酬 91

1,9801,980
障害支援区分認定調査事業（委員等報酬）
　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

155

　障害福祉サービスを利用するために必要な障害支
援区分を判定するための認定審査会委員に報酬を支
給する。

＜事業内容＞  
　・開催日　毎月第2、4木曜日（月2回）
　・報　酬　16,500円/回
　・委　員　12人（2合議体）

0 0 00

所属名: 福祉政策課

障害者総合支援審査会委員報酬 1,980

1,4062,800
心身障害者福祉事務諸経費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

156

　心身障害者の福祉の増進を図るための事務諸経費

841 0 5530

(1/2) (使)
所属名: 福祉政策課

賞　賜　金 50

費用弁償 10

旅　　　費 50

消耗品費 478

印刷製本費 50

電　信　料 100

電子計算機改修委託料 1,683

生活支援事業委託料 309

庁用器具費① 40

福祉有償運送事業負担金 20

全国手話言語市区長会負担金 10

615615
身体障害者福祉連合会運営補助事業
　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

157

　(一財)玉野市身体障害者福祉連合会の運営に対し
て補助する。

＜活動内容＞
　各種大会及び研修会、障害者スポーツ大会、作品
展、広報活動等

0 0 00

所属名: 福祉政策課

身体障害者福祉連合会補助 615
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

民　生　費 社会福祉費 （単位：千円）

（目） 心身障害者福祉費

7575
知的障害者育成会運営補助事業
　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

158

　玉野市手をつなぐ育成会の運営に対して補助す
る。

＜活動内容＞
　各種大会及び研修会、広報活動等

0 0 00

所属名: 福祉政策課

知的障害者育成会補助 75

5050
特定疾患患者会運営補助事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

159

　玉野菜の花の会の運営に対して補助する。

＜活動内容＞
　各種大会及び研修会、広報活動等

0 0 00

所属名: 福祉政策課

特定疾患患者会補助 50

5050
手話言語条例推進補助事業

【事業費内訳】【事業概要】

160

　玉野市手話言語条例の周知・普及活動を行ってい
る玉野市手話言語条例推進委員会に実費経費分を補
助する。

0 0 00

所属名: 福祉政策課

手話言語条例推進補助 50

3,51414,014
療養介護医療費等給付事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

161

　医療を常時必要とする障害者に医療機関で機能訓
練、療養上の管理、介護及び日常生活の世話を行う
ことにより福祉の増進を図る。

7,000 3,500 00

(1/2) (1/4)
所属名: 福祉政策課

手　数　料 14

療養介護医療費等給付費 14,000

4,25017,000
特別障害者手当等給付事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

162

　身体又は精神に著しい障害を有する者に対して特
別障害者手当等を支給する。 

＜事業内容＞  
　・支給月　2月、5月、8月、11月 
　・特別障害者手当　27,200円/月
　・経過的福祉手当　14,790円/月
　・障害児福祉手当　14,790円/月

12,750 0 00

(3/4)
所属名: 福祉政策課

特別障害者手当等給付費 17,000

2,50010,000
補装具費給付事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

163

　障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ
長期間にわたり継続して使用される補装具費を支給
する。

5,000 2,500 00

(1/2) (1/4)
所属名: 福祉政策課

補装具給付費 10,000

14,46257,212
自立支援医療給付事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

164

　障害者が日常生活能力や社会生活能力の回復・向
上を図るために必要な医療費を給付する。

28,500 14,250 00

(1/2) (1/4)
所属名: 福祉政策課

報　償　金 12

手　数　料 200

自立支援医療給付費 57,000
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

民　生　費 社会福祉費 （単位：千円）

（目） 心身障害者福祉費

376,9091,499,659
障害福祉サービス費等給付事業
　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

165

　障害福祉サービス（介護給付、訓練等給付）とし
て、訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系
サービスを組み合わせて支給し、障害者の自立した
生活の支援を行う。

＜事業内容＞
　居宅介護、行動援護、生活介護、就労継続支援、
児童発達支援、放課後等デイサービス、短期入所、
共同生活介護、施設入所支援等

748,500 374,250 00

(1/2) (1/4)
所属名: 福祉政策課

手　数　料 2,659

障害福祉サービス費等給付費 1,497,000

19,02076,080
地域生活支援事業（必須事業）　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

166

　障害者等がその有する能力及び適性に応じ、自立
した日常生活又は社会生活を営むことができるよう
各種支援事業を推進する。

＜事業内容（必須事業）＞ 
　・相談支援事業 
　・意思疎通支援事業 
　・地域活動支援センター事業
　・手話奉仕員養成研修事業
　・日常生活用具給付事業 
　・移動支援事業
　・成年後見制度利用支援事業

38,040 19,020 00

(1/2) (1/4)
所属名: 福祉政策課

報　償　金 12

郵　便　料 20

電　信　料 36

手　数　料 140

傷害保険料 5

相談支援事業委託料 6,500

地域活動支援センター事業委託料 25,000

手話通訳者等派遣事業委託料 600

手話奉仕員養成研修事業委託料 651

地域活動支援センター事業補助 13,500

地域活動支援センター支援費 9,000

日常生活用具給付費 17,000

移動支援費 1,600

成年後見制度利用支援費 2,016

9,18836,752
地域生活支援事業（任意事業）　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

167

　障害者等がその有する能力及び適性に応じ、自立
した日常生活又は社会生活を営むことができるよう
各種支援事業を推進する。 

＜事業内容（任意事業）＞  
　・生活支援事業  
　・日中一時支援事業    
　・社会参加支援事業 
　・福祉ホーム事業

18,376 9,188 00

(1/2) (1/4)
所属名: 福祉政策課

生活支援事業委託料 184

社会参加支援事業委託料 740

日中一時支援費 35,000

福祉ホーム事業費 828

2,3192,319
地域生活支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

168

　障害者等がその有する能力及び適性に応じ、自立
した日常生活又は社会生活を営むことができるよう
各種支援事業を推進する。

＜事業内容＞  
　・障害支援区分認定等事務

0 0 00

所属名: 福祉政策課

報　償　金 12

手　数　料 630

電子計算機処理委託料 198

障害支援区分認定調査委託料 1,188

障害支援区分判定審査支援システム保守業務委託料 291
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

民　生　費 社会福祉費 （単位：千円）

（目） 心身障害者福祉費

1,3681,368
人工透析治療者通院費給付事業
　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

169

　人工透析治療者が透析治療のために市外の医療機
関への通院に要する交通費の一部を支給することに
より、その通院費用の軽減を図る。

＜事業内容＞
　・支給額　3,000円/月
　・支給月　4月、10月

0 0 00

所属名: 福祉政策課

人工透析治療者通院費給付扶助費 1,368

1,2001,200
在宅重度心身障害者介護手当給付事業
　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

170

　重度障害者の介護者に対して、介護手当を給付す
る。

＜事業内容＞
　・支給額　4,000円/月 
　・支給月　 4月、10月

0 0 00

所属名: 福祉政策課

在宅重度心身障害者介護手当費 1,200

784784
身体・知的障害者相談事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

171

　身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に基づき、
相談員を設置する。

＜事業内容＞
　・身体障害者相談員　10人
　・知的障害者相談員　 4人
　・四半期ごとに活動状況報告

0 0 00

所属名: 福祉政策課

身体・知的障害者相談業務委託料 784

9,5179,517
タクシーチケット助成事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

172

　重度心身障害者が住み慣れた地域で暮らしやすい
環境を整備するため、交通機関を利用する支援とし
て、タクシーを利用する際にその料金の一部を助成
する。

＜対象者：市民税非課税世帯＞
　・身体障害者手帳　1・2級
　・療育手帳　Ａ
　・精神障害者保健福祉手帳　1級

＜支給額＞
　・1枚500円×4枚×12月＝24,000円（ 大）

0 0 00

所属名: 福祉政策課

印刷製本費 94

自動車借上料 9,423

1,8491,849
地域生活支援事業（任意事業）

【事業費内訳】【事業概要】

173

　障害者等がその有する能力及び適性に応じ、自立
した日常生活又は社会生活を営むことができるよう
各種支援事業を推進する。 

＜事業内容（任意事業）＞  
　・更生訓練給付事業
　・自動車改造費等給付事業

0 0 00

所属名: 福祉政策課

更生訓練給付費 549

自動車改造費等給付費 1,300
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

民　生　費 社会福祉費 （単位：千円）

（目） 福祉医療費

1616
未熟児養育医療事務諸経費（委員等報酬）
　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

174

　母子保健法に規定される未熟児であるかを審査す
る医師に対する報酬

0 0 00

所属名: 福祉政策課

非常勤嘱託員報酬 16

837837
心身障害者医療事務諸経費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

175

　福祉医療制度の推進を図るための事務諸経費

0 0 00

所属名: 福祉政策課

消耗品費 100

印刷製本費 100

電子計算機印刷製本費 109

高額療養費算定処理業務委託料 330

電算保守委託料 198

609609
児童福祉医療事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

176

　福祉医療制度の推進を図るための事務諸経費

0 0 00

所属名: 福祉政策課

消耗品費 23

印刷製本費 50

電子計算機印刷製本費 340

電子計算機処理委託料 196

36,42069,340
心身障害者医療費助成事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

177

　心身障害者の受療を容易にするため、障害者に対
して、医療費を支給する。
 
＜事業内容＞
　・身体障害者手帳1・2級、療育手帳Ａ、身体障害
　　者手帳3級かつ療育手帳Ｂが対象
　・単県医療制度の利用者負担上限額に係る市独自
　　軽減措置を実施（低所得者）
　※65歳以上で新たに障害者手帳等の等級が上記に
　　該当しても資格認定しない。

0 32,920 00

(1/2)
所属名: 福祉政策課

手　数　料 1,340

心身障害者医療扶助費 68,000

9,32219,490
ひとり親家庭等医療費助成事業
　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

178

　ひとり親家庭等の医療費について、一部自己負担
部分を除き助成することにより経済的負担の軽減を
図る。

0 9,322 8460

(1/2) (諸)
所属名: 福祉政策課

手　数　料 490

ひとり親家庭等医療扶助費 19,000

175,274213,297
こども医療費助成事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

179

　保険診療を受けた際に保護者が支払う一部負担金
について全額助成し、保護者の経済的負担の軽減を
図り、子育て支援を行う。 
　対象は入院・外来とも中学校3年生修了（15歳に
なった日から 初の3月31日）までとする。
　
＜県の補助対象＞
　・0歳～就学前児童の入院・外来
　・小学校1年生～小学校6年生の入院

0 36,829 1,1940

(1/2) (諸)
所属名: 福祉政策課

手　数　料 7,399

こども医療扶助費 205,898
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

民　生　費 社会福祉費 （単位：千円）

（目） 福祉医療費

5893,002
未熟児養育医療費助成事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

180

　母子保健法に基づき、入院養育が必要な未熟児に
対して、医療費を助成する。

1,172 586 6550

(1/2) (1/4) (負)
所属名: 福祉政策課

手　数　料 2

未熟児養育医療扶助費 3,000

（目） 国民年金費

0225
国民年金事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

181

　国民年金事務に係る諸経費

225 0 00

(定額)
所属名: 保険年金課

旅　　　費 8

消耗品費 170

印刷製本費 10

電子計算機処理委託料 37
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

民　生　費 児童福祉費 （単位：千円）

（目） 児童福祉総務費

3030
遺児激励金支給事業

【事業費内訳】【事業概要】

182

　生活保護世帯等において、保護者と死別した遺児
が小中学校入学時及び中学校卒業時に激励金を支給
し、小中学校在学中に保護者と死別した遺児に対し
て、見舞金を支給する。

0 0 00

所属名: 福祉政策課

報　償　金 30

509509
子ども・子育て総務事務諸経費

【事業費内訳】【事業概要】

183

・研修・先進地視察等旅費
・子ども・子育て会議用事務諸経費
・職員採用試験費用

0 0 00

所属名: 就学前教育課

報　償　金 69

旅　　　費 55

消耗品費 277

一般廃棄物処理手数料 8

職員採用試験業務委託料 100

320960
子育て支援事業

【事業費内訳】【事業概要】

184

＜たまの子育てガイドの作成＞
　保育制度の説明やその手続きの方法、多岐にわた
る子育て支援サービスの情報等を分かりやすく情報
発信していくため、それらの情報を一つにまとめた
冊子を作成し、健康増進課が親子健康手帳を交付す
る際に配布する等、広く周知を図る。

＜たまの子育てアプリで情報発信＞
　子育て世代の情報収集ニーズに応え、市からのお
知らせや地域の子育て情報等を効率的かつタイム
リーに情報発信を行うことで、住民サービスの向上
につなげていく。

0 640 00

(2/3)
所属名: 就学前教育課

印刷製本費 300

子育て支援アプリ業務委託料 660

68201
子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

【事業費内訳】【事業概要】

185

　要保護児童対策地域協議会における調整機関の職
員の専門性強化を図る。

0 133 00

(2/3)
所属名: 福祉政策課

旅　　　費 70

電子計算機借上料 131

195390
子ども家庭総合支援拠点運営事業

【事業費内訳】【事業概要】

186

　子育てについて身近に相談できる窓口として、子
ども家庭総合支援拠点を設置し、支援の必要なケー
スについて早期に関わりを持ち、情報提供や支援機
関との連携を行うことで、子どもの健やかな成長を
支援する体制の強化を図る。

0 195 00

(1/2)
所属名: 福祉政策課

旅　　　費 70

消耗品費 240

印刷製本費 30

庁用器具費① 50

387387
子育て支援センター運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

187

　玉原認定こども園の子育て支援センター職員を中
心に、支援センター祭り・出前保育・子育て相談・
子育てサークルの育成・支援や情報発信等を行い、
子育て中の親の負担を軽減する。（子ども・子育て
支援法第59条に規定される地域子育て支援拠点事
業）

0 0 00

所属名: 就学前教育課

報　償　金 30

消耗品費 220

食　糧　費 20

賠償責任保険料 70

機械器具費① 47
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

民　生　費 児童福祉費 （単位：千円）

（目） 児童福祉総務費

7,2629,128
子育てファミリーサポートセンター運営事業
　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

188

　育児の支援を行いたい人、支援を受けたい人を組
織化し、会員の相互支援活動を実施する。
（玉野市社会福祉協議会へ委託）

0 1,866 00

(2/3)
所属名: 社会教育課

子育てファミリーサポートセンター運営委託料 9,128

6,3738,377
児童館管理運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

189

　子どもが自由に遊べる場を提供するとともに、心
身ともに健やかに成長できるよう様々な行事やイベ
ントを開催する。

　平成18年4月～　指定管理制度導入
　　　　　　　　（玉野市社会福祉協議会）
　平成24年4月～　再指定（玉野市社会福祉協議会）
　平成28年4月～　再指定（玉野市社会福祉協議会）
　令和3年4月～　 再指定（玉野市社会福祉協議会）

0 2,004 00

(2/3)
所属名: 社会教育課

児童館活動運営委託料 8,377

29,538141,176
放課後児童クラブ管理運営事業
　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

190

　放課後、保護者が家庭にいない児童（小学1年生～
小学6年生）を放課後児童クラブにおいて指導員が見
守り、児童の健全な育成を図る。
　
　・市内の全14小学校区18クラブ開設
　　（玉野市社会福祉協議会へ委託）

0 75,638 36,0000

(2/3) (負)
所属名: 社会教育課

市有物件災害保険料 22

点検業務委託料 154

放課後児童クラブ運営事業委託料 141,000

2,0487,321
病児・病後児保育事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

191

　子どもが病気の際に保護者が就労している場合等
により、自宅での養育が困難な場合で、病気の回復
期又は回復期には至らないが当面症状の急変が認め
られず、入院治療の必要のない子どもを一時的に預
かる（(地独)玉野医療センター 玉野市民病院へ委
託）。
　なお、平成29年度から県内自治体間で広域相互利
用が始まり、県内にある指定の医療機関でも利用が
可能となっている。

0 4,547 7260

(2/3) (負)
所属名: 就学前教育課

病児・病後児保育事業委託料 6,821

病児・病後児保育事業広域負担金 500

132132
幼児クラブ運営補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

192

　幼児クラブの活動を推進するため、補助金の交付
を行う。
　また、年数回、市内クラブ合同の研修会を開催す
る。

0 0 00

所属名: 社会教育課

幼児クラブ補助 132
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

民　生　費 児童福祉費 （単位：千円）

（目） 児童福祉総務費

2,4002,400
児童福祉年金交付事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

193

　20歳未満の障害児（者）を扶養している保護者に
支給する。

＜年金月額＞
　・1～2級及びＩＱ50以下 月額3,000円
　・3級　　　　　　　 　 月額2,500円
　・4～6級　　　　　　 　月額2,000円

＜支給日＞
　9月と3月の15日に支給

0 0 00

所属名: 福祉政策課

児童福祉年金交付金 2,400

（目） 児童措置費

1414
児童扶養手当支給事業（委員等報酬）
　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

194

　児童扶養手当を支給する際に、配偶者や養育児童
の障害を審査する嘱託医に対する報酬

0 0 00

所属名: 福祉政策課

非常勤嘱託員報酬 14

707707
児童措置事務諸経費

【事業費内訳】【事業概要】

195

　児童手当支給等に係る諸経費

0 0 00

所属名: 福祉政策課

旅　　　費 10

消耗品費 452

自動車燃料費 31

印刷製本費 50

自動車借上料 159

岡山県家庭相談員連絡協議会負担金 5

153,373689,982
私立保育園管理運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

196

　本市の児童福祉の充実を図るため、延長保育、乳
児保育等の特別保育の充実を図るとともに、保育所
運営を効率的・効果的に行うため、私立保育園を保
護者の選択肢に加え、次代を担う子どもたちが健や
かに生まれ育つ環境づくりを行う。
　ちどり保育園（築港、槌ケ原、紅陽台）に対して
子ども・子育て支援法附則第6条第1項の規定に基づ
き委託費を支払う。
　また、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため
消毒液等の購入に対し、補助を行う。

313,036 159,606 63,9670

(1/2) (1/4) (負)
所属名: 就学前教育課

私立保育園運営委託料 687,882

新型コロナウイルス感染防止事業費補助 2,100

172,800259,200
児童扶養手当支給事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

197

　母子家庭及び父子家庭等の生活の安定と自立の促
進に寄与するため、児童扶養手当を支給する。 

86,400 0 00

(1/3)
所属名: 福祉政策課

児童扶養手当費 259,200

115,946761,200
児童手当支給事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

198

　次代を担う子どもの健やかな育ちを支援するため
児童を養育する者に児童手当を支給する。 

529,307 115,947 00

(37/45、4/6) (4/45、1/6)
所属名: 福祉政策課

児童手当費 761,200
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

民　生　費 児童福祉費 （単位：千円）

（目） 児童措置費

3001,200
助産施設措置事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

199

　保健上入院助産をする必要があるにもかかわらず
経済的理由で助産を受けられない妊産婦に助産を支
援する。

600 300 00

(1/2) (1/4)
所属名: 福祉政策課

助産施設措置委託料 1,200

3,2403,240
施設型・地域型保育給付事業

【事業費内訳】【事業概要】

200

　本市在住の児童が、市外の特定教育・保育又は特
定地域型保育を受けた場合に、利用施設（公立園の
場合は所在市町村）に対して、負担金を支払う。

0 0 00

所属名: 就学前教育課

広域入所負担金 3,240

7503,000
子育てのための施設等利用給付事業

【事業費内訳】【事業概要】

201

　令和元年10月から始まった幼児教育・保育の無償
化に伴い、無償化の対象となる保育サービスの利用
者に対して、利用料の給付を行う。

1,500 750 00

(1/2) (1/4)
所属名: 就学前教育課

施設等利用給付金 3,000

11,82511,825
子育て世帯への臨時特別給付金事業（市単独分）

【事業費内訳】【事業概要】

202

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する
中、国が子育て世帯の生活支援のため実施した「子
育て世帯への臨時特別給付金事業」の対象外となっ
た世帯に対し、市独自で給付金を支給するもの

＜支給内容＞
　対象児童1人当たり10万円を支給

＜支給要件＞
　児童を養育している者の所得が、所得制限限度額
を超えている世帯等

0 0 00

所属名: 福祉政策課

消耗品費 50

印刷製本費 50

郵　便　料 25

子育て世帯への臨時特別給付金 11,700

（目） 母子父子福祉費

192356
ひとり親家庭相談事務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

203

　母子家庭及び父子家庭への支援につなげるため、
県内の自立支援員連絡協議会において情報交換等を
行う。
　また、母子寡婦福祉連合会に対して補助を行う。

80 0 840

(定額) (諸)
所属名: 福祉政策課

費用弁償 4

母子父子自立支援員連絡協議会負担金 2

母子寡婦福祉連合会補助 350

1,3835,530
母子・父子家庭自立支援給付金事業
　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

204

　母子家庭及び父子家庭の自立促進を図るため、資
格取得等に必要な経費等を支給する。

　・自立支援教育訓練給付事業
　・高等職業訓練促進給付事業等

4,147 0 00

(3/4)
所属名: 福祉政策課

自立支援教育訓練給付金 200

高等職業訓練促進給付金等 5,330
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

民　生　費 児童福祉費 （単位：千円）

（目） 児童福祉施設費

49,643112,456
保育園管理運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

205

・各園の管理費（消耗品費、水道光熱費、賄材料費
　各種委託料等）
・建築基準法第12条に基づく定期点検費用
・職員研修費用

50 0 62,7630

(負、諸)
所属名: 就学前教育課

報　償　金 90

賞　賜　金 119

旅　　　費 400

消耗品費 12,477

燃　料　費 3,634

印刷製本費 300

電　気　料 9,810

水　道　料 2,456

下水道料 3,331

器具修繕料 220

施設修繕料 6,500

賄材料費 60,458

電　信　料 2,347

手　数　料 4,645

一般廃棄物処理手数料 109

市有物件災害保険料 67

学校管理者賠償責任保険料 40

害虫駆除委託料 481

点検業務委託料 462

職員研修委託料 100

自家用電気工作物保安業務委託料 165

栄養計算ソフト保守委託料 66

警備委託料 726

デマンド管理委託料 31

児童健康診断業務委託料 161

機械器具借上料 573

工事材料費 300

庁用器具費① 167

機械器具費① 1,727

日本スポーツ振興センター負担金 300

岡山県社協施設負担金 118

職員研修負担金 76

2,2504,500
感染症関係費

【事業費内訳】【事業概要】

206

　保育園及び認定こども園における新型コロナウイ
ルス感染拡大を防止し、保育を継続的に実施するた
め、消毒液等の衛生用品の充実を図る等の対策を行
う。

2,250 0 00

(1/2)
所属名: 就学前教育課

消耗品費 900

消毒業務委託料 1,350

機械器具費① 2,250
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

民　生　費 児童福祉費 （単位：千円）

（目） 児童福祉施設費

4,7424,742
児童遊園地管理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

207

　児童遊園地において、快適な環境を確保するため
の適切な維持管理を行う。

0 0 00

所属名: 都市計画課

消耗品費 10

水　道　料 34

下水道料 18

施設修繕料 2,500

手　数　料 30

一般廃棄物処理手数料 8

遊園地維持管理委託料 2,000

公衆便所清掃委託料 92

工事材料費 50

2361,936
保育園整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

208

　園児が安全でのびのび生活できる環境をつくるた
め、保育園の施設整備を行う。 

＜本年度の主な事業＞ 
　・サンマリン認定こども園のエアコン改修工事に
　　伴う実施設計業務委託

0 0 01,700

(90%)
所属名: 就学前教育課

実施設計委託料 1,936
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

民　生　費 生活保護費 （単位：千円）

（目） 生活保護総務費

660660
生活保護事務諸経費（委員等報酬）
　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

209

　生活保護受給者の医療要否意見書の審査・点検を
行う嘱託医への報酬

0 0 00

所属名: 福祉政策課

嘱託医報酬 660

10,20110,530
生活保護事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

210

　生活保護事務に関する諸経費

329 0 00

(10/10、3/4)
所属名: 福祉政策課

旅　　　費 102

消耗品費 147

印刷製本費 110

手　数　料 19

審査支払手数料 150

電子計算機処理委託料 891

電子計算機保守委託料 704

医療費支払事務委託料 944

介護認定調査委託料 33

情報システム使用料 2,284

公用自動車借上料 146

庁用器具費① 5,000

（目） 扶　助　費

294,1891,192,753
生活保護世帯支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

211

　国の示す基準に基づき、生活扶助、医療扶助等を
行う。

894,564 4,000 00

(3/4) (1/4)
所属名: 福祉政策課

生活扶助費 315,000

住宅扶助費 126,000

教育扶助費 5,000

医療扶助費 680,000

出産扶助費 200

生業扶助費 3,000

葬祭扶助費 1,300

介護扶助費 30,000

救護施設事務費 30,000

進学準備給付金 300

就労自立給付金 1,000

日常生活支援住居施設委託事務費 953

-48-



（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

衛　生　費 保健衛生費 （単位：千円）

（目） 保健衛生総務費

18,18621,930
総合保健福祉センター管理運営事業
　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

212

　総合保健福祉センター（すこやかセンター）の施
設維持管理経費

0 0 3,7440

(使、諸)
所属名: 健康増進課

消耗品費 281

印刷製本費 33

電　気　料 5,300

水　道　料 310

下水道料 490

器具修繕料 141

施設修繕料 4,005

電　信　料 1,689

一般廃棄物処理手数料 161

一般廃棄物収集運搬委託料 1,092

産業廃棄物処分委託料 330

点検業務委託料 618

施設設備維持管理業務委託料 6,091

テレビ聴取料 26

機械器具借上料 582

機械器具費① 781

303303
玉野市医師会運営補助事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

213

　玉野市医師会の安定的運営と住民医療及び地域保
健活動の向上を図るため、玉野市医師会が実施する
「学術研究会」に対して一部補助を行う。

0 0 00

所属名: 健康増進課

玉野市医師会補助 303

1,9681,968
愛育委員協議会運営補助事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

214

　愛育委員協議会の運営を支援する。

＜主な愛育委員活動＞
　母子保健活動、生活習慣病の予防活動、禁煙啓発
活動、精神保健活動等地域の健康づくりに関する活
動

0 0 00

所属名: 健康増進課

愛育委員協議会補助 1,968

1,0681,068
栄養改善協議会運営補助事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

215

　栄養改善協議会の運営を支援する。

＜主な栄養委員活動＞
　食生活改善の講習会や生活習慣病予防教室、食育
教室の開催、食育の推進等、地域の栄養改善に関す
る活動

0 0 00

所属名: 健康増進課

栄養改善協議会補助 1,068
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

衛　生　費 保健衛生費 （単位：千円）

（目） 保健衛生総務費

2,4122,710
保健対策事業関係事務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

216

・保健対策事業の一般事務費
・各種関係団体負担金、運営費補助
・健康マイレージ事業

　各種検診の受診や、健康・介護予防教室等の参
加、また、シーバスやシータクの利用等により、　
特典のあるポイントを付与する「健康マイレージ　
事業」を実施する。

298 0 00

(1/2)
所属名: 健康増進課

賞　賜　金 515

旅　　　費 213

消耗品費 12

印刷製本費 100

保健情報システム管理委託料 453

駐車場使用料 2

電子計算機借上料 1,252

岡山県市町村保健師研究協議会負担金 17

岡山県市町村栄養士研究協議会負担金 6

職員研修負担金 26

全国保健師長会岡山支部負担金 8

岡山県訪問看護ステーション連絡協議会負担金 25

岡山県国民健康保険団体連合会負担金 8

おかやま食品衛生協会補助 63

献体推進補助 10

1010
離島救急患者輸送補助事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

217

　石島住民の救急患者搬送に要する船舶の借上経費
に対して、1件につき8,000円（夜間は10,000円）を
限度として補助する。

0 0 00

所属名: 健康増進課

離島救急患者輸送補助 10

1,0831,083
食育推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

218

＜親子食育教室事業＞
　親子で参加する食育教室の開催を玉野市栄養改善
協議会に委託して実施する。

　・小学生の親子対象（年15回）
　・幼児期の親子対象（年20回）

＜食育推進事業＞
　食育の普及啓発及び推進活動を玉野市食育推進　
協議会に委託して実施する。

0 0 00

所属名: 健康増進課

報　償　金 85

食育推進事業委託料 400

親子食育教室事業委託料 598

6,4116,411
休日急患診療事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

219

・休日の急病患者に対応するため、休日当番医の調
　整及び実施を2医師会に委託

　　委 託 先　玉野市医師会（内科、外科）
　　　　　　　玉野市歯科医師会（歯科）
　　開 設 日　日曜日、祝日、祝日の振替休日、
　　　　　　　年末年始（12月31日～1月3日）
　　診療時間　内科・外科　午前9時～午後5時まで
　　　　　　　歯　　　科　午前9時～正午まで

・休日・夜間の重症患者に対する第2次救急医療の
　「病院群輪番制」及び「協力病院当番制」の運営
　等に対する負担金

0 0 00

所属名: 健康増進課

休日急患診療委託料 3,720

第２次救急医療事業運営費負担金 2,691
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

衛　生　費 保健衛生費 （単位：千円）

（目） 保健衛生総務費

53105
骨髄バンクドナー支援事業

【事業費内訳】【事業概要】

220

　(公財)日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業
において、骨髄等の提供を行った者及び、その者を
雇用する事業所に対して、ドナー登録及び、提供の
推進を図るため、助成金を交付する。

0 52 00

(1/2)
所属名: 健康増進課

骨髄バンクドナー支援事業費助成金 105

（目） 予　防　費

1,2421,853
予防対策事業関係事務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

221

　健康増進課（すこやかセンター）所管の公用車関
係経費及び予防対策事業に伴う旅費

0 0 6110

(諸)
所属名: 健康増進課

旅　　　費 110

自動車燃料費 298

自動車修繕料 33

公用自動車借上料 1,412

46,04654,456
母子保健事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

222

　母子保健法等に基づき、母性並びに乳幼児をはじ
めとした児童の健康の保持及び増進を図る。

　・親子健康手帳の交付、妊婦一般健康診査、
　　乳幼児健康診査、乳児家庭全戸訪問事業、
　　養育支援訪問事業、
　　訪問指導及び育児相談　等

＜要観察児教室事業＞
　専門的指導員による療育及び保護者支援を行い発
達障害児への切れ目のない支援を実施する。

＜子育て世代包括支援センター事業＞
　妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を行
うとともに、相談支援体制の充実を図る。

＜産婦健康診査事業＞
　出産後間もない産婦に対して、健康診査を実施す
ることにより、産後の母子支援を強化する。

＜産後ケア事業＞
　出産後の母子に対して、産科医療機関等に宿泊
し、休養の機会を提供するとともに、心身のケアや
育児サポート等の支援を実施することにより、産後
も安心して子育てができる支援体制の確保を図る。

＜不妊治療費助成事業＞
　不妊治療費の一部を助成する岡山県不妊治療支援
事業に上乗せして助成を実施する。

3,787 1,266 3,3570

(1/2) (2/3、1/4) (諸)
所属名: 健康増進課

報　償　金 586

消耗品費 1,000

印刷製本費 1,083

郵　便　料 90

電　信　料 120

医師等傷害保険料 193

健康診査委託料 36,188

産前産後ヘルパー派遣事業委託料 30

要観察児教室事業委託料 3,100

産後ケア事業委託料 200

母子保健事業委託料 5,783

機械器具借上料 28

自動車借上料 180

機械器具費② 1,375

妊婦・乳児健康診査費補助 1,000

不妊治療費助成金 3,500
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

衛　生　費 保健衛生費 （単位：千円）

（目） 予　防　費

80,26298,892
健康増進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

223

＜健康増進法に基づく、住民の健康増進のための栄
養改善及び生活習慣の改善に関する業務、健康増進
事業＞
　・健康手帳の配布、健康教育、健康相談、
    訪問指導、歯周疾患検診、骨粗しょう症検診、
　　肝炎ウイルス検査、後期高齢者等健康診査、
　　がん検診
　　［国 基 準］大腸がん、胃がん、子宮頸がん、
　　　　　　　　乳がん、肺がん
　　［国基準外］前立腺がん

＜呼吸器疾患の予防啓発等を目的とした事業＞
　・ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）出前講座
　・ＣＯＰＤ個別健康相談事業

＜高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施＞
　後期高齢者に対して、低栄養防止やフレイル予防
等を目的とした事業を実施する。
　
　・低栄養防止や重症化予防を目的とした個別的支
　　援の実施
　・通いの場等におけるフレイル予防等の普及啓発
　　や健康教育・健康相談の実施

126 2,026 16,4780

(定額) (定額) (諸)
所属名: 健康増進課

報　償　金 229

消耗品費 2,856

印刷製本費 1,800

郵　便　料 2,018

手　数　料 1,194

検診委託料 73,285

歯周疾患検診委託料 103

後期高齢者等健診委託料 13,202

がん検診等推進事業委託料 401

ＣＯＰＤ個別健康相談事業委託料 900

健康増進事業委託料 1,879

検診等業務電算処理委託料 977

船舶借上料 48

172,253174,444
予防接種事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

224

＜予防接種法に基づく定期の予防接種＞
　・Ａ類疾病（集団予防等に重点、努力義務あり）
　　ジフテリア、破傷風、百日せき、ポリオ、
　　麻しん、風しん、日本脳炎、ＢＣＧ、
　　子宮頸がん予防、ヒブ、小児用肺炎球菌、
　　水痘、Ｂ型肝炎、ロタウイルス
　・Ｂ類疾病（個人予防に重点、努力義務なし）
　　高齢者インフルエンザ、高齢者用肺炎球菌　

＜風しん予防接種費助成事業＞
　先天性風しん症候群の予防を目的として、風しん
に対する免疫を持たない妊娠を希望する女性とその
配偶者等に対して、予防接種費用の一部を助成す
る。

＜風しんに関する追加的対策＞（令和4年度から3年
間延長）
　風しん抗体保有率の低い世代の男性に対して、抗
体検査を実施し、抗体価の低い者に定期の予防接種
（Ａ類疾病）を実施する。

2,191 0 00

(1/2)
所属名: 健康増進課

消耗品費 35

郵　便　料 706

予防接種賠償責任保険料 195

電子計算機処理委託料 936

予防接種等委託料 172,362

風しん予防接種費助成金 210
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

衛　生　費 保健衛生費 （単位：千円）

（目） 予　防　費

9012,303
畜犬登録事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

225

　狂犬病の蔓延防止を目的に、狂犬病予防注射済票
の交付事務及び畜犬の登録事務を実施する。

　・生後90日を経過した犬の登録
　・狂犬病予防注射を接種した犬に対して、狂犬病
　　予防注射済票を交付
　・狂犬病予防注射の利便の向上及び啓発を目的に
　　岡山県獣医師会の協力を得て、狂犬病予防集合
　　注射を実施
　・畜犬登録システムの運用
　・飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助を実
　　施（予算額1,035千円のうち335千円は、令和3
　　年度未執行分を令和4年度に執行するための調
　　整分）

0 0 1,4020

(手)
所属名: 環境保全課

消耗品費 60

印刷製本費 400

狂犬病予防接種事務委託料 263

機械器具借上料 528

船舶借上料 17

猫不妊・去勢手術費補助 1,035

0222,050
新型コロナウイルスワクチン接種事業

【事業費内訳】【事業概要】

226

　新型コロナウイルスワクチン接種を円滑に実施す
るための体制整備を行う。

　・予約受付等を行うコールセンターの設置
　・接種券の発行
　・ワクチン保管のディープフリーザーの管理委託
　・ワクチンの移送業務委託
　・接種医療機関でのワクチン管理と接種業務委託

222,050 0 00

(10/10)
所属名: 健康増進課

報　償　金 156

消耗品費 1,263

印刷製本費 800

郵　便　料 5,009

電子計算機処理委託料 3,950

コールセンター設置運営委託料 68,168

ワクチン配送事業委託料 4,800

予防接種費用支払委託料 9,608

予防接種業務委託料 106,196

ディープフリーザー設置管理委託料 11,300

ワクチン管理業務委託料 10,500

庁用器具費① 300

（目） 環境衛生費

7,5797,579
環境衛生事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

227

　公衆衛生の向上と生活環境の保全を目的に、ごみ
の減量と資源化の推進事業、地域の環境美化事業を
行う。 

＜資源ごみ回収推進団体報償金＞
　対象品目重量1㎏につき5円を交付

0 0 00

所属名: 環境保全課

報　償　金 7,200

賞　賜　金 30

消耗品費 249

そ族昆虫駆除委託料 100

426426
公衆便所管理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

228

　公衆便所の管理運営を行う。

0 0 00

所属名: 環境保全課

消耗品費 24

電　気　料 36

水　道　料 62

下水道料 74

施設修繕料 20

公衆便所清掃委託料 210
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

衛　生　費 保健衛生費 （単位：千円）

（目） 環境衛生費

1,3001,300
環境衛生協議会運営補助事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

229

　地域の生活環境の向上と環境美化に貢献している
玉野市環境衛生協議会の運営費の一部を補助する。
 
　・知識の普及並びに環境美化等活動の実施 
　・研修会及び実践事業の開催

0 0 00

所属名: 環境保全課

環境衛生協議会補助 1,300

1,8001,800
環境衛生施設整備補助事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

230

　地域の生活環境の向上を図ることを目的に、ごみ
ステーション及び環境衛生施設の整備又は設置に対
し環境衛生施設整備補助金を交付することにより、
衛生施設の整備を促進する。 

　・環境衛生施設を整備又は設置しようとする町内
　　会又は衛生組合に補助金を交付 
　・補助額：新設する場合は20万円を限度とし、修
　　　　　　繕する場合は必要経費の1/2を基準に6
　　　　　　万円を限度

0 0 00

所属名: 環境保全課

環境衛生施設整備補助 1,800

536536
電気自動車普及促進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

231

　地球温暖化対策や省エネルギー等に高い効果が期
待される電気自動車の普及拡大を推進するため、み
やま公園内に設置した急速充電設備の保守管理を行
う。

0 0 00

所属名: 環境保全課

器具修繕料 140

急速充電器保守管理委託料 396

1,2901,290
コンポスト容器設置補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

232

　生ごみをたい肥化する容器、若しくは、微生物を
利用して生ごみを分解消滅又は、電気乾燥等により
生ごみを減容化する容器を設置した市民に対し、予
算の範囲内で補助金を交付する。 

＜補助基準＞ 
　［コンポスト容器］
　　・購入金額の1/2（上限3,000円）

　［電気式生ごみ処理器］
　　・購入金額の1/2（上限30,000円）

0 0 00

所属名: 環境保全課

コンポスト容器設置補助 1,290

1,1741,174
児島湖浄化事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

233

　児島湖及びその周辺の環境を保全するため、環境
衛生設備の適正な管理や清掃等を実施する。

0 0 00

所属名: 環境保全課

消耗品費 45

食　糧　費 29

電　気　料 420

施設修繕料 100

一般廃棄物処理手数料 148

児島湖親水公園管理委託料 182

誘蛾灯管理業務委託料 250
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

衛　生　費 保健衛生費 （単位：千円）

（目） 環境衛生費

609,971
環境基本計画策定事業

【事業費内訳】【事業概要】

234

　カーボンニュートラルの実現に向けて、温室効果
ガスの将来推計、削減目標の設定等を行う。

0 0 9,9110

(諸)
所属名: 環境保全課

報　償　金 59

食　糧　費 1

地域再エネ導入戦略策定支援事業委託料 9,911

（目） 葬祭費

8,9658,984
葬祭事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

235

　霊柩車1台及び葬具等を備え、葬祭の簡素化と市民
負担の軽減を図る。

0 0 190

(諸)
所属名: 市民課

消耗品費 5,774

器具修繕料 150

手　数　料 20

葬祭業務管理委託料 2,853

機械器具費① 187

88
離島霊柩輸送補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

236

　石島地区に住所を有する者が死亡し、火葬に付す
ため霊柩を海上輸送した場合、その輸送費を補助す
ることにより、対象住民の負担軽減を図る。

0 0 00

所属名: 市民課

離島霊柩輸送補助 8

21,53134,087
斎場管理運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

237

　玉野市斎場（火葬炉5基・焼却炉2基・安置室・待
合室等）の適正な維持管理及び円滑な運営を行い、
利用者の利便性の向上を図るとともに、効率的かつ
安定したサービスを提供する。

0 0 12,5560

(使)
所属名: 市民課

消耗品費 900

燃　料　費 6,830

印刷製本費 65

電　気　料 4,050

水　道　料 90

下水道料 120

施設修繕料 700

電　信　料 60

手　数　料 50

一般廃棄物処理手数料 167

一般廃棄物収集運搬委託料 330

自家用電気工作物保安業務委託料 187

残灰処理委託料 10

警備委託料 188

防災設備点検委託料 97

斎場清掃業務委託料 495

地下オイルタンク点検委託料 159

自動扉保守委託料 1,050

樹木剪定委託料 1,155

火葬炉保守点検委託料 2,838

斎場火葬等業務委託料 14,312

テレビ聴取料 24

庁用器具費① 150

機械器具費① 50

職員研修負担金 10
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

衛　生　費 保健衛生費 （単位：千円）

（目） 葬祭費

19,25019,250
斎場整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

238

　安定的かつ効率的な火葬サービスが提供できるよ
う火葬設備の適正な維持管理を図るため、必要な修
繕を実施する。

0 0 00

所属名: 市民課

斎場施設整備工事請負費 19,250

（目） 霊園管理費

▲ 2,91220,072
霊園管理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

239

　墓参者が安全かつ快適に墓参りをすることができ
るよう、霊園の維持管理及び環境整備を図るととも
に、霊園内のパトロール及び清掃等を(公財)玉野市
公園緑化協会に委託して実施する。

0 0 22,9840

(使)
所属名: 市民課

消耗品費 83

印刷製本費 100

電　気　料 170

水　道　料 528

下水道料 40

施設修繕料 1,000

電　信　料 54

手　数　料 706

一般廃棄物処理手数料 93

公園施設管理委託料 2,935

樹木剪定委託料 2,000

機械器具費① 363

償　還　金 12,000

711711
市有墓地管理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

240

　古くから地域単位の共同墓地として地域住民によ
り使用・管理されてきた墓地79か所について、各墓
地毎の管理人に管理を委託し、適切な墓地の維持管
理を図る。

0 0 00

所属名: 市民課

施設修繕料 250

手　数　料 350

墓地管理委託料 111

（目） 公害対策費

5555
公害対策事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

241

　公害対策事業全般に係る消耗品等の諸経費

0 0 00

所属名: 環境保全課

旅　　　費 5

消耗品費 50
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

衛　生　費 保健衛生費 （単位：千円）

（目） 公害対策費

10,47610,476
環境測定事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

242

　大気については、自動測定機を設置し、常時監視
を行い、水質、悪臭、騒音・振動については、定期
的に調査を実施し、現状を把握する。
 
　・環境大気常時監視
　　市内4測定局 
　・環境大気ダイオキシン類分析調査
　　年2回 
　・水質
　　主要河川12か所　 　年1回 
　　主要池沼18か所　 　年1回 
　　発生源監視5事業所　年1回 
　・悪臭
　　発生源監視4事業所　年1回 
　・自動車騒音・道路交通振動調査
　　市内主要道路4地点　年1回 
　・自動車騒音常時監視
　　市内各地点

0 0 00

所属名: 環境保全課

報　償　金 2

電　気　料 460

器具修繕料 700

電　信　料 420

手　数　料 2,140

産業廃棄物処分委託料 244

大気環境測定機保守管理委託料 3,541

自動車騒音常時監視業務委託料 750

機械器具借上料 2,217

電子マニフェストシステム利用料 2

5,6865,686
環境大気測定局整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

243

　老朽化した大気測定局の機器類を更新し、適正な
維持管理に努めることで、市域における環境大気の
汚染状況等を常時監視するとともに、大気環境の保
全を図る。

0 0 00

所属名: 環境保全課

機械器具費② 5,686
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

衛　生　費 清　掃　費 （単位：千円）

（目） 清掃総務費

7,3247,738
清掃総務事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

244

　清掃事務全般に係る諸経費

0 0 4140

(手、諸)
所属名: 環境保全課

旅　　　費 50

消耗品費 32

印刷製本費 388

一般廃棄物処理手数料 41

一般廃棄物会計基準対応支援委託料 440

自動車借上料 6,227

看板撤去工事請負費 506

岡山県廃棄物処理施設整備促進協議会負担金 30

岡山県適正処理困難指定廃棄物対策協議会負担金 20

使用済自動車等輸送補助 4

10,68915,958
廃棄物広域処理事業

【事業費内訳】【事業概要】

245

　施設の老朽化や国・県の広域処理計画を前提とし
た各種指針等から、 岡山県が策定した「新岡山県ご
み処理広域化計画」に基づき、広域的な廃棄物処理
施設の整備及び広域処理を行うため、各種調査業務
について、広域処理に関する事務を岡山市へ委託す
る。
　また、広域処理を適切に行うための中継施設建設
について、必要な地形・地質調査及び生活環境影響
調査、基本計画設計を行う。

※債務負担事業
　（令和4～6年度、限度額30,008千円）

5,269 0 00

(1/3)
所属名: 環境保全課

廃棄物広域処理事業委託料 151

中継施設基本計画設計等業務委託料 7,887

測量調査委託料 7,920

5,5565,556
災害廃棄物処理計画事業

【事業費内訳】【事業概要】

246

　大規模災害発生時に排出される災害廃棄物につい
て、適切に対応することを目的に災害廃棄物処理計
画を策定する。

0 0 00

所属名: 環境保全課

報　償　金 293

食　糧　費 5

計画策定・改定委託料 5,258
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

衛　生　費 清　掃　費 （単位：千円）

（目） 清掃総務費

▲ 32,20748,668
家庭系ごみ有料化事業

【事業費内訳】【事業概要】

247

　家庭系ごみ有料化事業の円滑化や、市民のごみの
減量化、資源化に寄与することを目的としたもの

＜有料指定袋製造業務委託＞
　玉野市有料指定袋の製造から指定保管場所への納
品等の業務を委託する。
　
＜有料指定袋保管配送業務委託＞
　玉野市有料指定袋を適正に保管し、指定袋の受注
受付・配送納品を行うとともに、その他指定袋の保
管配送等に付随する業務を委託する。

＜不法投棄確認業務委託＞
　家庭系ごみ有料化に伴い、増加が見込まれる不法
投棄について、更なる監視体制を強化するもの週2回
2時間で市が指定する場所やルートのパトロールを行
う。

＜剪定枝資源化処理委託＞
　家庭系ごみ有料化に伴い、新たな資源化を行うも
ので、東清掃センターに持ち込まれた資源化可能な
剪定枝等を月2回、資源化処理施設へ運搬するもの

＜古布回収委託＞
　市民センター等市内11か所で回収した古布につい
て、東清掃センター内にため置いたものを月2回資源
化処理施設に運搬するもの

＜拠点収集（古布）及び拠点収集（廃食用油）＞
　家庭系ごみ有料化に伴い、新たに資源化を行うも
ので、市民センター等市内11か所で回収ボックスを
設け、それぞれ週1回の回収を委託するもの

0 0 80,8750

(手)
所属名: 環境保全課

手　数　料 7,117

有料指定袋等保管配送業務委託料 30,714

減免業務委託料 1,205

不法投棄確認業務委託料 356

資源化処理委託料 7,159

資源ごみ収集委託料 2,117

（目） じん芥収集費

151,681168,425
じん芥収集事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

248

　全市にわたりステーション方式を採用し、可燃ご
みは週2回、その他プラスチック製容器包装は週1回
びん類・缶類は月1回、不燃物・ペットボトル・古紙
類は月2回、危険物は月1回収集を行う。
　粗大ごみについては有料により、持ち込み又は戸
別収集を実施する。

0 4,890 7,9543,900

(75%)(10/10) (使、手、諸)
所属名: 環境保全課

消耗品費 454

自動車消耗品費 50

自動車燃料費 2,000

自動車修繕料 2,500

手　数　料 10

自動車損害保険料 24

不燃焼物収集委託料 48,088

ごみ収集委託料 64,253

資源ごみ収集委託料 38,888

機械器具借上料 1,901

機械器具費② 10,248

自動車重量税 9
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

衛　生　費 清　掃　費 （単位：千円）

（目） じん芥処理費

▲ 11,42477,867
東清掃センター管理運営事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

249

　玉野市東清掃センター（焼却施設、粗大ごみ処理
施設等）の管理運営を行う。

0 0 89,2910

(使、手、諸)
所属名: 環境保全課

消耗品費 13,345

燃　料　費 922

印刷製本費 350

電　気　料 50,000

水　道　料 8,500

下水道料 1,400

器具修繕料 450

施設修繕料 40

電　信　料 360

手　数　料 116

自動車損害保険料 25

エレベータ保守委託料 396

自家用電気工作物保安業務委託料 913

工事材料費 250

汚染負荷量賦課金 800

141,828141,828
じん芥焼却事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

250

　焼却炉及びこれに関連する諸設備の運転操作、保
安点検業務を民間委託とし、年末年始を除いた24時
間連続運転を行う。 
（2直4班体制で昼9名夜間4名で実施）

0 0 00

所属名: 環境保全課

施設修繕料 15,570

手　数　料 5,725

汚泥運搬処理委託料 2,066

焼却炉運転業務委託料 113,726

焼却残灰運搬委託料 4,741

3,7513,751
じん芥処理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

251

　適正処理困難廃棄物等について、適正に処理する
ため、取扱業者へ処理委託を行う。

0 0 00

所属名: 環境保全課

手　数　料 36

廃乾電池処理委託料 1,078

不法投棄廃棄物処分委託料 50

廃棄物残渣処理委託料 2,587

75,85075,850
粗大ごみ破砕事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

252

　粗大ごみ処理施設の管理運営を行う。 
　可燃性粗大ごみと不燃性粗大ごみとに分別し、可
燃性の物については破砕後に焼却等を行い、不燃性
の物については破砕後に有価物、埋立ごみ等に分別
し、それぞれ適正に処理を行う。

0 0 00

所属名: 環境保全課

器具修繕料 308

施設修繕料 6,810

ごみ破砕処理委託料 68,330

廃棄物運搬委託料 402

55,000220,000
東清掃センター施設整備事業

【事業費内訳】【事業概要】

253

　玉野市東清掃センター内の焼却施設及び粗大ごみ
処理施設等の定期整備を実施する。

　・焼却炉定期整備 
　・クレーン定期整備 
　・粗大ごみ処理施設整備

0 0 0165,000

(75%)
所属名: 環境保全課

清掃施設整備工事請負費 220,000

-60-



（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

衛　生　費 清　掃　費 （単位：千円）

（目） じん芥処理費

25,77029,158
リサイクルプラザ管理運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

254

　玉野市リサイクルプラザの管理運営を行う。
 
　・古紙類、その他プラスチック製容器包装を資源
　　として排出するため、選別・圧縮・一時保管業
　　務を委託により実施 
　・展示ホールで不用品活用銀行、環境パネル等の
　　展示を実施

0 0 883,300

(90%) (諸)
所属名: 環境保全課

消耗品費 950

燃　料　費 150

電　気　料 910

器具修繕料 450

施設修繕料 6,750

手　数　料 40

自動車損害保険料 16

リサイクルプラザ運営委託料 19,708

自家用電気工作物保安業務委託料 184

34,74334,743
一般廃棄物最終処分場管理運営事業
　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

255

　玉野市一般廃棄物 終処分場の管理運営を行う。 
　東清掃センターから排出された焼却灰や市内各地
から排出された埋立ごみの適正な処分を実施する。

0 0 00

所属名: 環境保全課

消耗品費 250

燃　料　費 300

食　糧　費 5

電　気　料 400

水　道　料 65

下水道料 65

器具修繕料 1,000

施設修繕料 620

電　信　料 95

手　数　料 4,400

自動車損害保険料 24

廃棄物最終処分場整地委託料 16,830

資源化物処分委託料 10,214

共　架　料 30

機械器具借上料 396

工事材料費 49

（目） し尿収集費

18,61519,163
し尿収集事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

256

　市内全域で許可業者（2社）がし尿の収集業務を行
い、許可業者については責任体制の確立を図るため
収集区域を指定している。
　また、市民負担の軽減を図るため、許可業者へ補
助金を交付する。

0 0 5480

(手)
所属名: 環境保全課

消耗品費 10

自動車燃料費 10

自動車修繕料 300

船舶損害保険料 111

し尿収集委託料 5,770

船舶借上料 462

し尿収集補助 9,000

浄化槽水質検査補助 3,500
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

衛　生　費 清　掃　費 （単位：千円）

（目） し尿浄化処理費

63,22163,221
西清掃センター管理運営事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

257

　玉野市西清掃センターの管理運営を行う。 
　投入されたし尿等については、し尿と浄化槽汚泥
を混合して、前処理及び汚泥処理（1次処理）段階ま
で行い、その後は下水道に直接放流する。

0 0 00

所属名: 環境保全課

消耗品費 1,288

電　気　料 6,460

水　道　料 270

下水道料 3,200

施設修繕料 21,871

電　信　料 80

手　数　料 2,104

自家用電気工作物保安業務委託料 219

浄化場投入槽清掃委託料 1,162

汚泥処分委託料 3,520

分離液槽清掃委託料 134

警備委託料 189

し尿処理施設運転業務委託料 22,427

自動車借上料 247

工事材料費 50

17,13668,236
西清掃センター施設整備事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

258

　玉野市西清掃センターの焼却施設解体に伴い支障
となるため撤去しているし渣搬出設備を、正規の状
態に復旧するもの

0 0 051,100

(75%)
所属名: 環境保全課

環境衛生施設整備工事請負費 68,236
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

衛　生　費 病　院　費 （単位：千円）

（目） 病　院　費

440,000440,000
地方独立行政法人運営費負担事業

【事業費内訳】【事業概要】

259

　地方独立行政法人に対する負担として、地方独立
行政法人法の規定に基づき運営費負担金及び運営費
交付金を措置するもの

＜運営費負担金＞
　公営企業型地方独立行政法人の事業の経費のう
ち、設立団体が負担するもの

＜運営費交付金＞
　地方独立行政法人が行う業務の財源に充てるため
に必要な経費のうち、設立団体が交付するもの

0 0 00

所属名: 病院事業管理課

地方独立行政法人運営費負担金 340,000

地方独立行政法人運営費交付金 100,000

120120
地方独立行政法人評価委員会運営事業

【事業費内訳】【事業概要】

260

　地方独立行政法人評価委員会の運営に必要となる
事務諸経費

0 0 00

所属名: 病院事業管理課

費用弁償 20

消耗品費 100
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

労　働　費 労働諸費 （単位：千円）

（目） 労働諸費

2727
労働関係事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

261

　労働関係に係る事務諸経費

0 0 00

所属名: 商工観光課

消耗品費 5

全国労働保険事務組合連合会岡山支部負担金 10

岡山県労働協会負担金 12

080,000
玉野市勤労者融資貸付事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

262

　市内に居住又は勤務する勤労者の生活安定・福祉
増進を目的とした融資制度のための預託金。
　中国労働金庫に預託した金額の4倍の額を限度枠と
する。

　・融資金額　1口　150万円以内
　・貸付期間　60か月以内 
　・貸付利息　年7.2％以内 
　　　　　　　（令和3年10月1日～令和4年3月31日
　　　　　　　年1.50％）

0 0 80,0000

(諸)
所属名: 商工観光課

玉野市勤労者融資貸付金 80,000

688688
玉野地区労働者福祉協議会運営補助事業
　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

263

　勤労者の福祉向上を図る福利厚生諸事業を実施す
る玉野地区労働者福祉協議会の運営費補助

0 0 00

所属名: 商工観光課

玉野地区労働者福祉協議会補助 688

4,0004,000
勤労者福祉サービスセンター運営補助事業
　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

264

　市内の中小企業勤労者・事業主の福祉向上を図る
福祉事業・給付事業を実施する勤労者福祉サービス
センターの管理運営費補助

0 0 00

所属名: 商工観光課

勤労者福祉サービスセンター運営費補助 4,000

8781,755
地元就職促進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

265

　就職予定の高校生・進路担当教職員に対し、市内
企業の情報を提供し、地域理解を深め、地元就職の
促進・定住化を図る。

＜「マリン玉野産業フェア」運営補助＞
　高校生向けの就職ガイダンス
　
　・開催予定：令和4年7月下旬
　・場　　所：産業振興ビル
　・内　　容：企業ガイダンス・展示等
　・参 加 者：高校生・教員
　・実施主体：玉野地区雇用開発協会

＜「オンライン合同勉強会」の実施＞
　玉野商工高等学校の生徒を対象に、市内企業の紹
介等をオンラインにて実施する。

　・開催予定：令和5年3月
　・場　　所：玉野商工高等学校
　・内　　容：地元企業の紹介
　・参 加 者：玉野商工高等学校　1年生
　・実施主体：玉野市商工観光課

877 0 00

(1/2)
所属名: 商工観光課

消耗品費 50

電　信　料 389

研修委託料 403

情報システム使用料 28

機械器具費① 385

地元就職促進事業補助 500
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

農林水産業費 農　業　費 （単位：千円）

（目） 農業委員会費

8,24410,649
農業委員会運営事業（委員等報酬）
　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

266

・定数
　農業委員　　　　　　　 　9人
　農地利用 適化推進委員　13人

・任期
　令和2年7月20日～令和5年7月19日（3年）

・報酬
  農業委員会会長　基本給　35,000円/月
　　　　　　　　　特別給　 9,000円/月（見込）
　　　　　副会長　基本給　32,000円/月
　　　　　　　　　特別給　 9,000円/月（見込）
　　　　　委員・推進委員　
　　　　　　　　　基本給　31,000円/月
　　　　　　　　　特別給　 9,000円/月（見込）

0 2,405 00

(定額)
所属名: 農林水産課

農業委員報酬 10,649

1,9402,370
農業委員会運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

267

・農業委員会活動に係る一般事務
・農業者や農地の情報を管理する農家台帳システム
　の運用
　　田　　　13,447筆　 878ha　
　　畑　　　 9,553筆　 336ha
    計　　　23,000筆 1,214ha
　　総農家数　797戸
・視察研修の実施
　農地利用 適化の推進活動（2日間、中国地方）
・農地利用の 適化の推進
　農地パトロール（利用状況調査）及び利用意向調
　査の実施等

0 279 1510

(定額) (手、諸)
所属名: 農林水産課

報　償　金 50

費用弁償 526

旅　　　費 50

消耗品費 170

情報システム使用料 1,138

自動車借上料 250

岡山県農業会議負担金 161

備前地区農業委員会負担金 15

視察研修負担金 10

（目） 農業総務費

▲ 1702,781
農業総務事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

268

　農林水産課の一般事務に係る諸経費

0 0 2,9510

(使)
所属名: 農林水産課

旅　　　費 226

消耗品費 1,040

自動車燃料費 370

電　信　料 40

機械器具借上料 254

公用自動車借上料 609

職員研修負担金 80

備前地区農業農村振興協議会負担金 120

岡山県穀物改良協会負担金 12

岡山県農業開発研究所負担金 30
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

農林水産業費 農　業　費 （単位：千円）

（目） 農業振興費

25,63562,792
地域農業再生事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

269

　農業経営の安定化対策や集落による活動に対する
交付金等、国・県の各種支援策を活用し、持続可能
な地域農業の確立を図る。

＜機構集積協力金＞
　農地中間管理機構に一定割合以上の農地を貸付け
た地域及び個人に対し、協力金を交付する。

　［地域集積協力金］
　　・財　　源　県補助10/10
　　・対象集落　豊岡地区ほか
　　・貸付面積　22ha
　　・交 付 額　3,640千円
　［経営転換協力金］
　　・財　　源　県補助10/10
　　・貸付面積　12ha
  　・交 付 額　1,200千円

＜農村活性化推進事業補助金＞
　荒廃農地を借受け、再生・活用を図る認定農業
者等が行う再生作業や営農開始の取組を支援する。

　・財　　源　県補助1/2
　
＜再生協議会事務費交付金＞
　玉野市地域農業再生協議会に対して、経営所得安
定対策に係る事務経費を交付する。

　・財　　源　県補助10/10

＜中山間地域等直接支払交付金＞
　営農条件が不利な中山間地域において、集落全体
で取り組む活動に対し、交付金を交付する。

　・財　　源　県補助2/3
　・対象集落　1集落（波知上集落）
　・活動面積　4.92ha

＜多面的機能支払交付金＞
　農地の多面的な機能の維持・増進に向けて集落全
体で取り組む活動に対し、交付金を交付する。

　・財　　源　県補助3/4
　・対象集落　1集落（常山新田地域保全活動組
　　　　　　　織）
              1広域組織
　・活動面積　442.59ha

＜農村環境保全活動交付金＞
　地域団体等による農業施設の維持管理及び農村環
境の保全活動に対し、交付金を交付する。

0 37,157 00

(10/10、3/4、
2/3、1/2、定額)所属名: 農林水産課

情報システム使用料 528

機構集積協力金 4,840

農村活性化推進事業補助金 200

再生協議会事務費交付金 2,097

中山間地域等直接支払交付金 509

多面的機能支払交付金 39,711

農村環境保全活動交付金 14,907
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

農林水産業費 農　業　費 （単位：千円）

（目） 農業振興費

1,12322,203
新規就農・担い手育成事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

270

　国・県の各種支援策を活用し、新規就農者や地域
農業の担い手の育成を図る。

＜農業次世代人材投資事業＞
　次世代を担う農業者となることを志向する49歳以
下の者に対し、就農準備や経営開始時の早期の経営
確立を支援するため、農業次世代人材投資資金を交
付する。
　　
　［経営開始型］
　　・財　　源　県補助10/10
　　・交 付 額　 大年額150万円
　　　　　　　　※採択年度等による　　　
　　・交付期間　就農開始から 長5年間
　　・交付対象　継続2名
　
＜担い手育成支援事業＞
　市内の農業者の交流、担い手の育成、先進的取組
の研修及び消費者との交流による広報活動等の活動
を行っている団体に対し補助金を交付する。

＜新規就業奨励金＞
　新規就業した40歳未満の者に対し、激励及び地域
への定着を目的に奨励金を交付する。
　
　・財　源
　　(公財)岡山県農林漁業担い手育成財団1/2
　・交付額　5万円×3名

＜利子補給事業＞
　認定農業者等が経営改善計画の達成に向けた設備
投資に必要な制度融資を円滑に活用できるよう融資
機関に対して資金に係る利子の一部を補助する。

＜経営継承・発展等支援事業＞
　地域の中心経営体等の後継者を確保するため、　
実質化された人・農地プランに基づき、担い手の　
経営を承継し発展させる取組を行う者に対し、補　
助金を交付する。

　・財　源　国1/2（民間団体等経由）
　・交付額　上限100万円

＜新規就農者育成総合対策助成＞
　49歳以下の新規就農を促進するため、経営発展の
ための機械・施設等の導入支援、新たに経営を開始
した者への経営開始資金、就農に向けた研修資金を
交付することで、農業への人材の一層の呼び込みと
定着を図る。

　［経営発展支援事業］
　　・財　　源　県補助3/4、交付対象者1/4
　　・交 付 額　補助対象事業費上限1,000万円
　　　　　　　　ただし、経営開始資金の交付対
　　　　　　　　象者は上限500万円
　［経営開始資金］

 　　・財　　源　県補助10/10
 　　・交 付 額　150万円/年（ 長3年間）

   　［就農準備資金］
　　・財　　源　県補助10/10
　　・交 付 額　150万円/年（ 長2年間）

0 20,255 8250

(10/10、3/4、
1/2、定額)

(諸)
所属名: 農林水産課

農業次世代人材投資資金補助 2,250

担い手育成支援事業補助 200

新規就業奨励補助 150

農業関係資金利子補給金 103

経営継承・発展等支援事業補助 1,500

新規就農者育成総合対策助成 18,000
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

農林水産業費 農　業　費 （単位：千円）

（目） 農業振興費

1,7001,700
地域農産物振興事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

271

　本市の特産農産物の生産振興及び玉野ブランドの
魅力向上を推進し、農業者の所得向上を図る。

＜振興作物生産奨励助成＞
　耕作放棄地の発生防止・解消と特産農産物の振興
を目的に農業者に対し奨励金を交付する。
　
＜農産園芸振興対策事業＞
　本市の特性を活かした特色ある農産物の生産、加
工及び流通の振興を図るために必要な事業を実施す
る団体の取組を支援する。

0 0 00

所属名: 農林水産課

振興作物生産奨励助成金 1,000

農産園芸振興対策事業補助 700

（目） 農　地　費

3,0603,060
農業施設管理事業（委員等報酬）
　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

272

＜農業土木指導員報酬＞
　・月額5,000円×12月×51人

0 0 00

所属名: 農林水産課

農業土木指導員報酬 3,060

0975
経営体育成基盤整備事業（委員等報酬）

【事業費内訳】【事業概要】

273

＜ほ場整備事業に係る換地委員報酬＞
　・地区　用吉・豊岡
　・日額13,000円×75日＝975,000円

0 975 00

(10/10)
所属名: 農林水産課

換地委員報酬 975

16,04416,044
農業基盤整備事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

274

　農業基盤整備事業に係る諸経費

　・関係団体等に対する経常的な負担金
　・児島湾締切堤防及び児島湾周辺における農業用
　　施設の維持管理等に係る県営事業に対する負担
　　金

＜岡山県土地改良事業団体連合会負担金＞
　適正化事業に係る事業費及び事務費賦課金を負担
する。
　（東高崎排水機場真空ポンプ更新　他1件）

0 0 00

所属名: 農林水産課

機械器具借上料 336

岡山県土地改良事業団体連合会負担金 582

児島湾締切堤防関連揚水施設調整負担金 787

児島湾締切堤防維持管理事業負担金 10,859

農道台帳管理事業負担金 85

土地改良財産管理負担金 1,236

地方振興事業負担金 350

児島湾沿岸地区国営総合農地防災事業推進協議会 59

県営事業付帯土地改良事業負担金 1,250

玉野市土地改良区補助 500

5004,800
県営湖岸堤防整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

275

　県営事業に対する負担金

＜児島湾七区湖岸堤防改修工事＞
　・工期　　　　令和2～6年度（児島湾七区6期）
　・事業費　　　100,000千円
　・玉野市負担率　4.8％

0 0 04,300

(90%)
所属名: 農林水産課

県営湖岸堤防整備事業負担金 4,800
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

農林水産業費 農　業　費 （単位：千円）

（目） 農　地　費

5,00022,000
ため池改良事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

276

＜ため池改良工事請負費＞
　市内一円のため池について、改良工事を行う。

＜池畑上池廃止工事＞
　池畑上池（田井5丁目地内）の廃止工事を行う。

　・県補助　10/10

0 17,000 00

(10/10)
所属名: 農林水産課

ため池改良工事請負費 5,000

ため池廃止工事請負費 17,000

2,20083,100
農道・農業水路改良事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

277

＜実施設計委託料＞
　・滝地内　　　滝川樋門改良工事設計委託
　・番田地内　　沖浜地ポンプ場増設工事設計委託
　・東高崎地内　東高崎排水機場真空ポンプ更新設
                計委託（適正化事業）

＜農業水路改良工事請負費＞
　・八浜町見石地内　  700*700 L=60.0m 
  ・滝地内          1200*900 L=100.0m
  ・八浜町大崎地内　  800*800 L=30.0m
　・田井5丁目地内　   800*800 L=60.0m
  ・滝地内　　　滝川樋門改良工事
　・番田地内　　沖浜地ポンプ増設工事
　・東高崎地内　東高崎排水機場真空ポンプ更新工
　　　　　　　　事（適正化事業）

＜農道改良工事請負費＞
  ・広岡地内   　　  　W=3.0m L=30.0m

0 0 2,80078,100

(100%、
90%)

(諸)
所属名: 農林水産課

実施設計委託料 11,500

農業水路改良工事請負費 68,600

農道改良工事請負費 3,000

28,55437,110
農林漁業融資償還補助事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

278

　農協や土地改良区が行った土地改良事業に係る借
入金の償還に対する補助

0 8,556 00

(65％)
所属名: 農林水産課

農林漁業融資償還補助 37,110

5804,580
海岸保全施設整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

279

　県営事業に対する負担金

＜海岸保全施設整備事業負担金＞
　海岸保全施設整備事業（高潮対策）に対する負担
金

　・工　期　平成29年度～令和5年度
　　　　　　（児島七区4期）
　・負担率　6％

＜海岸施設等維持管理負担金＞
　県管理の海岸施設（樋門）の維持管理及び操作委
託に対する負担金

0 0 04,000

(90%)
所属名: 農林水産課

海岸保全施設整備事業負担金 4,500

海岸施設等維持管理負担金 80
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

農林水産業費 農　業　費 （単位：千円）

（目） 農　地　費

3,08739,187
経営体育成基盤整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

280

　ほ場整備により水田の区画を拡大することで、農
業経営の効率化と生産性の向上及び担い手への農地
利用集積を図る。

　・地区　用吉・豊岡

＜換地業務委託料＞
  確定測量業務、換地業務

　・県補助　10/10

＜ほ場整備事業負担金＞
　県が行う区画整理工事等に対する負担金

　・工　期　平成29年度～令和5年度
　・負担率　16.875％

0 24,000 012,100

(90%)(10/10)
所属名: 農林水産課

換地業務委託料 24,000

ほ場整備事業負担金 15,187

45,50072,500
集落基盤整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

281

　県営事業に対する負担金

＜集落基盤整備事業負担金＞
　集落基盤整備として、農業水路及び農道改良を実
施するもの

　・工　期　　　　　平成28年度～令和5年度
　　　　　　　　　　（玉野西地区）
　・負担率　　　　　22.5％～25％
　・農業水路改良　　宇藤木
　・農業集落道整備　大崎奥地区
　・ため池改良　　　古池

＜水道工事負担金＞
　県営事業古池改良工事に伴う水道管材料費として
玉野市建設部水道課へ負担金を支払うもの

0 0 027,000

(90%)
所属名: 農林水産課

集落基盤整備事業負担金 37,500

水道工事負担金 35,000

1010
ふるさと水と土保全対策基金積立金
　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

282

　ふるさと水と土保全対策基金に係る運用利息の積
立金

0 0 00

所属名: 農林水産課

ふるさと水と土保全対策基金積立金 10

1,5503,750
農道保全整備事業

【事業費内訳】【事業概要】

283

　県営事業に対する負担金

＜農道保全整備事業負担金＞
　農道及び橋りょう等の施設の点検診断を行うとと
もに、機能保全対策を行うもの

　・負担率　25％
　・工　期　平成28年度～令和5年度
　　　　　　（農道児島湾線）
　　　　　　令和2年度～令和8年度
　　　　　　（農道児島湾線2期）

0 0 02,200

(90%)
所属名: 農林水産課

農道保全整備事業負担金 3,750
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

農林水産業費 農　業　費 （単位：千円）

（目） 農　地　費

2442,044
農村地域防災減災対策事業

【事業費内訳】【事業概要】

284

　県営事業に対する負担金

＜地域防災機能増進事業負担金＞
　七区貯水池の五号樋門の新設を行う。
　　
　・工　期　令和元年度～令和4年度（児島七区）
　・負担率　5.4％

0 0 01,800

(90%)
所属名: 農林水産課

地域防災機能増進事業負担金 2,044

6036,730
水利施設等保全高度化事業

【事業費内訳】【事業概要】

285

　泉屋揚排水機場補修工事に対する委託料及び負担
金

　・工　期　令和4年度～令和7年度

＜基幹水利施設ストックマネジメント事業委託料＞
　市が行う排水機能部分の補修工事を県が行う用水
機能部分の補修工事と併せて行うことから、県へ委
託するもの

　・県補助　55％

＜基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金＞
　県が行う用水機能補修工事に対する負担金
　
　・負担率　30％

0 2,227 03,900

(90%)(55%)
所属名: 農林水産課

基幹水利施設ストックマネジメント事業委託料 4,090

基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 2,640

228457
海岸施設管理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

286

　農地海岸樋門（7樋門）の管理を行う。

0 229 00

(1/2)
所属名: 農林水産課

電　気　料 62

樋門ポンプ看守委託料 395

46,23947,897
農道・農業水路管理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

287

　市内一円の農道、農業水路、樋門、ポンプの維持
管理及び修繕に要する経費

0 0 1,6580

(諸)
所属名: 農林水産課

消耗品費 500

電　気　料 6,770

水　道　料 46

器具修繕料 10

農業施設修繕料 15,000

一般廃棄物処理手数料 301

道路賠償責任保険料 79

自家用電気工作物保安業務委託料 490

樋門ポンプ看守委託料 3,708

農業施設維持管理委託料 4,000

田井用水送水委託料 269

小島地用水送水委託料 72

農道維持修繕工事請負費 7,500

農業水路維持修繕工事請負費 8,600

工事材料費 550

公共下水道受益者負担金 2
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

農林水産業費 農　業　費 （単位：千円）

（目） 農　地　費

7008,700
ため池管理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

288

＜実施設計委託料＞
　畑池（北方地区）廃止に伴う設計委託

＜ため池現況調査委託料＞
　定期的な現況調査（10か所程度）を実施する。

＜ハザードマップ作成委託料＞
　緊急性の高い防災重点ため池（10か所）のハザー
ドマップを作成する。

0 8,000 00

(10/10)
所属名: 農林水産課

実施設計委託料 3,000

ため池現況調査委託料 700

ハザードマップ作成委託料 5,000

500500
災害関係費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

289

　台風接近等による浸水対策を実施する。

＜機械器具借上料＞
　災害時に排水ポンプを借り上げる。

0 0 00

所属名: 農林水産課

機械器具借上料 500

26,19631,668
鳥獣被害対策事業

【事業費内訳】【事業概要】

290

　市内に出没する野生鳥獣による農作物や市民の財
産、人的被害を防止するため、駆除や被害防止対策
を図る。

＜有害鳥獣駆除委託料＞
　通年で有害鳥獣駆除（ワナ捕獲、ワナ管理、巻狩
等）に関する業務を岡山県岡山地区猟友会玉野分会
に委託する。

＜工事材料費（防護柵補修）＞
　イノシシ等により破損したイノシシ防護柵（侵入
防止柵）の緊急的な補修に対し、資材（ワイヤー
メッシュ柵等）を支給する。

＜有害鳥獣捕獲奨励金＞
　イノシシ等の有害鳥獣による農作物への被害を　
防止し、農業経営の安定を図るため、有害鳥獣駆　
除を奨励する。

　・18,000円/頭（成獣）
　　市　6,000円/頭（通年）
　　国　8,000円/頭（4/1～12/31）
　　県　4,000円/頭（4/1～11/14）

＜有害鳥獣防護柵補助＞
　自治会等によるイノシシ防護柵（侵入防止柵）設
置、及び農業者による電気柵等の設置に対し補助す
る。

＜捕獲活動推進対策補助＞
　狩猟免許新規取得者に対し、受験手数料等を補助
する。

　・受験手数料5,200円、講習料4,000円

＜鳥獣被害防止対策協議会交付金＞
　地域協議会が実施する被害防止対策に対し助成す
る。（捕獲用ワナの購入、侵入防止柵用材料の購入
等）

0 5,472 00

(1/2、定額)
所属名: 農林水産課

自動車燃料費 1,290

一般廃棄物処理手数料 493

有害鳥獣駆除委託料 6,000

公用自動車借上料 1,051

工事材料費 1,500

有害鳥獣駆除班活動奨励金 180

有害鳥獣捕獲奨励金 7,170

有害鳥獣防護柵補助 10,000

捕獲活動推進対策補助 184

鳥獣被害防止対策協議会交付金 3,800
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

農林水産業費 林　業　費 （単位：千円）

（目） 林業総務費

6791,047
林業総務事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

291

＜情報システム使用料＞
　岡山県森林クラウド利用料

＜備前地区治山林道協会負担金＞
　治山林道事業の推進を図る備前地区治山林道協会
に対する負担金

＜おかやまの森整備公社出資金＞
　玉野市が加入する「岡山県森林公社」が「おかや
まの森整備公社」に吸収合併されることに伴い、加
入時に必要な出資金

0 0 3680

(使)
所属名: 農林水産課

自動車燃料費 300

情報システム使用料 110

公用自動車借上料 192

備前地区治山林道協会負担金 345

おかやまの森整備公社出資金 100

（目） 林業振興費

8,5108,510
森林環境整備事業

【事業費内訳】【事業概要】

292

＜森林環境整備基金積立金＞
　国から譲与される森林環境譲与税を、本市の森林
整備に有効な事業実施の財源として将来活用するた
め、森林環境整備基金へ積立てを行う。

＜山林管理施設維持管理委託料＞
　森林環境整備基金積立金を使用し、林道の管理を
行う。

0 0 00

所属名: 農林水産課

山林管理施設維持管理委託料 2,000

森林環境整備基金積立金 6,510

5001,000
森林病害虫駆除事業

【事業費内訳】【事業概要】

293

　市内一円の松食い虫の被害木について、伐倒及び
燻蒸を行う。

0 500 00

(1/2)
所属名: 農林水産課

森林病害虫駆除委託料 1,000

（目） 治　山　費

9,4109,410
山林管理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

294

＜施設修繕料＞
　林道や治山施設等の小規模な修繕を行う。

＜治山施設維持管理委託料＞
　林道等の草刈りや側溝清掃等を行う。

＜支障木伐倒業務委託料＞
　住宅等に倒れかかる恐れのある危険木を伐倒す
る。

0 0 00

所属名: 農林水産課

消耗品費 80

電　気　料 23

施設修繕料 2,300

手　数　料 100

道路賠償責任保険料 7

治山施設維持管理委託料 5,400

支障木伐倒業務委託料 1,500
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

農林水産業費 水産業費 （単位：千円）

（目） 水産業振興費

140140
水産業振興事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

295

　水産業振興事務に係る諸経費

＜全国豊かな海づくり推進協議会負担金＞
　共同種苗生産や環境保全活動等、「豊かな海づく
り」を推進する当協議会に対する負担金

＜全国漁港漁場協会負担金＞
　水産都市の総合的整備並びに漁港・漁場の合理的
利用を推進する当協会に対する負担金

0 0 00

所属名: 農林水産課

消耗品費 80

全国豊かな海づくり推進協議会負担金 50

全国漁港漁場協会負担金 10

1,6674,898
水産資源回復推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

296

　県や漁協と連携して種苗放流、栽培漁業事業、藻
場再生・造成事業を行い、玉野市近海及び児島湖の
水産資源の回復を図る。

＜漁場改良事業業務委託料＞
　藻場の再生・造成を図るため、人工漁礁（小型貝
殻ブロック）設置や定着状況調査を実施する。
　
　・設置場所　胸上、田井、日比地先海域
　・設置数量　1か所当たり35基（計105基）
　・その他　　人工漁礁（小型貝殻ブロック）への
　　　　　　　藻の定着状況調査
　　
＜原材料費（放流種苗）＞
　・メバル　　4,500尾
　・モロコ　　約19㎏（岡山市、倉敷市、玉野市、
　　　　　　　早島町の共同事業：合計約290㎏）

＜栽培漁業事業負担金（沿岸7市で負担）＞
　県が行う種苗生産事業、中間育成事業に対する負
担金

0 531 02,700

(90%)(1/2)
所属名: 農林水産課

漁場改良事業業務委託料 3,542

原材料費 516

栽培漁業事業負担金 840

2,1932,193
漁業経営支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

297

＜漁業近代化資金利子補給金＞
　漁業者が行う漁業設備の導入・更新等のための漁
業近代化資金借入に当たり、借入金利子から県利子
補給を除いた額（上限1％）を利子補給する。

＜漁船漁業振興対策事業補助＞
　漁船保険加入者が支払う保険料に対し国庫負担額
を差し引いた個人負担額の25％を補助する。

0 0 00

所属名: 農林水産課

漁業近代化資金利子補給金 487

漁船漁業振興対策事業補助 1,706

120120
漁港管理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

298

　八浜漁港の環境保全や施設の維持管理を行う。

0 0 00

所属名: 農林水産課

ホテイアオイ除去対策委託料 60

草刈業務委託料 60

2020
水産業振興基金積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

299

　水産業振興基金に係る運用利息の積立金

0 0 00

所属名: 農林水産課

水産業振興基金積立金 20
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

商　工　費 商　工　費 （単位：千円）

（目） 商工総務費

6565
工業振興会議運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

300

　工業の振興に資する施策について審議する工業振
興会議の委員報酬

0 0 00

所属名: 商工観光課

工業振興会議委員報酬 65

（目） 商工業振興費

3,6243,861
商工業振興事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

301

　商工業の振興に係る事務諸経費

0 0 2370

(使、手)
所属名: 商工観光課

旅　　　費 73

消耗品費 791

自動車燃料費 373

電　気　料 340

器具修繕料 35

自動車修繕料 165

電　信　料 200

自動車損害保険料 44

電話レンタル料 8

公用自動車借上料 175

石油基地自治体協議会負担金 7

岡山県溶接協会負担金 10

岡山貿易情報センター負担金 100

産業振興ビル維持管理負担金 1,105

損害保険料負担金 165

瀬戸大橋カントリークラブ会員負担金 212

テレビ聴取負担金 25

自動車重量税 33

2,5005,000
商業振興対策事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

302

　市内商店団体等の宣伝促進・販売促進事業の経費
を補助し、地域商業の活性化・健全な発展基盤の確
保を図る。

＜研修事業＞
　・補助率：2/3　上限：  5万円

＜宣伝促進事業＞
　・補助率：2/3　上限： 20万円

＜催事促進事業＞
　・補助率：1/3　上限： 50万円

＜販売促進事業＞
　・補助率：1/2　上限： 60万円～300万円

＜商店街環境整備事業＞
　・補助率：2/3　上限：300万円

＜特任事業＞
　・補助率：1/2　上限：100万円

2,500 0 00

(1/2)
所属名: 商工観光課

商業振興対策事業補助 5,000
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

商　工　費 商　工　費 （単位：千円）

（目） 商工業振興費

1,5003,000
中小企業ステップアップ支援事業
　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

303

　市内中小企業の経営基盤の強化のため、人材育
成・ホームページ新設等・販路開拓の事業の経費を
補助し、地域産業の活性化を図る。

＜人材育成事業＞
　・研修の受講
　　補助率：1/2　上限：15万円
　・社内研修の開催
　　補助率：1/2　上限：15万円
　・技能検定の受験
　　補助率：1/2　上限： 5万円

＜情報化事業＞
　・ホームページの新設
　　補助率：1/2　上限：15万円
　　（創業2年未満の者　補助率：2/3）
　・ホームページのリニューアル
　　補助率：1/2　上限：15万円

＜販路開拓事業＞
　・展示会、見本市への出展
　　補助率：2/3　上限：15万円
　・専門家等への販路開拓の委託
　　補助率：2/3　上限：15万円
　・アンテナショップ等での試験販売
　　補助率：2/3　上限：15万円
　・商談会への参加旅費
　　補助率：1/2　上限：10万円

　※「定住促進協力企業等登録企業」には優遇あ
　　り。

1,500 0 00

(1/2)
所属名: 商工観光課

中小企業ステップアップ支援事業補助 3,000

6,9106,910
中小企業保証融資関係補助事業
　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

304

　中小企業保証融資（市制度融資）に係る保証料補
給・損失補償、新型コロナウイルス対策マル経融資
にかかる利子補給を行い、中小企業の経営支援・設
備投資促進を図る。

＜小口資金＞
　・限度額：1,500万円
　・期　間：7年
　・利　率：1.34％（令和4年1月1日～）

＜特別小口資金＞
　・限度額：  750万円
　・期　間：7年
　・利　率：1.34％（令和4年1月1日～）

＜企業振興資金＞
　・限度額：2,500万円
　・期　間：7年
　・利　率：1.34％（令和4年1月1日～）

＜新型コロナウイルス対策マル経融資＞
　・限度額：1,000万円
　・期　間：運転資金 7年・設備資金 10年
　・利　率：1.21％

0 0 00

所属名: 商工観光課

中小企業保証融資信用保証協会保証料補給 1,360

新型コロナウイルス対策マル経融資利子補給 400

補　償　金 5,150
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

商　工　費 商　工　費 （単位：千円）

（目） 商工業振興費

1,0501,050
岡山南商工会運営補助事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

305

　市内商工業者への経営指導、融資・補助金に関す
る相談・支援等を行う岡山南商工会の運営費補助

0 0 00

所属名: 商工観光課

岡山南商工会運営費補助 1,050

1,9001,900
商工会議所運営補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

306

　市内商工業者への経営指導、融資・補助金に関す
る相談・支援等を行う玉野商工会議所の運営費補助

0 0 00

所属名: 商工観光課

商工会議所運営費補助 1,900

3,0003,000
中小企業相談所運営補助事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

307

　玉野商工会議所内に設置する、中小企業の経営・
技術の改善のための個別指導、経営改善の浸透を図
る各種事業を実施する中小企業相談所の運営費補助

0 0 00

所属名: 商工観光課

中小企業相談所運営費補助 3,000

12,33712,337
玉野産業振興公社運営補助事業
　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

308

　市内企業に対する総合相談・人材育成等の実施、
産業振興ビル・駐車場管理事業等を行う玉野産業振
興公社の運営費補助

0 0 00

所属名: 商工観光課

玉野産業振興公社運営費補助 12,337

2,5005,000
魅力ある職場環境づくり応援事業

【事業費内訳】【事業概要】

309

　中小企業者が行う職場環境の整備費用の一部を補
助し、雇用の確保・女性雇用の促進を図る。

＜職場環境整備事業＞
　・補助率：1/2
　・上　限：市内事業者への発注　　　　30万円
　　　　　　市外事業者への発注　　　　20万円
　　　　　　市内外両方の事業者への発注
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25万円
＜女性活躍推進事業＞
　・補助率：1/2
　・上　限：市内事業者への発注　　　　50万円
　　　　　　市外事業者への発注　　　　30万円
　　　　　　市内外両方の事業者への発注
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40万円

2,500 0 00

(1/2)
所属名: 商工観光課

魅力ある職場環境づくり応援事業補助 5,000
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

商　工　費 商　工　費 （単位：千円）

（目） 商工業振興費

3,7507,500
創業アシスト奨励金事業

【事業費内訳】【事業概要】

310

　市内の新規創業者に奨励金を交付し、商業の活性
化と同時に若年者・女性・転入者の雇用創出を図
る。

＜基本額＞
　50万円
＜加算額＞
　・創業者について
　　若年者：30万円
　　女　性：10万円
　　転入者：10万円
　・常用雇用者について
　　若年者：10万円／人
　　女　性：10万円／人
＜上限額＞
　100万円

3,750 0 00

(1/2)
所属名: 商工観光課

創業アシスト奨励金 7,500

1,1592,317
定住促進協力企業等発信事業

【事業費内訳】【事業概要】

311

　たまのの定住促進協力企業等応援事業に登録され
ている企業をはじめ、市内企業情報を広く発信し、
地元企業の認知向上と地元就職・定住促進を図る。

＜たまのの企業ガイド更新＞
　市内企業を紹介する小冊子を、市内小中高校等に
配布する。

＜定住促進協力企業等発信事業＞
　たまのの企業ガイドと連携し、企業情報をＳＮＳ
等で発信する。

1,158 0 00

(1/2)
所属名: 商工観光課

印刷製本費 1,000

定住促進協力企業等発信事業委託料 1,317

（目） 観　光　費

4,7404,740
観光事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

312

　観光振興に係る事務諸経費

0 0 00

所属名: 商工観光課

旅　　　費 1,093

消耗品費 66

食　糧　費 70

印刷製本費 1,000

広　告　料 500

手　数　料 1

有料道路通行料 64

機械器具費① 90

岡山県観光連盟負担金 673

倉敷玉野地域国立公園美化推進協議会負担金 1,000

岡山県外国人観光客受入協議会負担金 20

防火管理講習負担金 8

瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会負担金 60

渋川・王子が岳活性化推進協議会負担金 95

-78-



（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

商　工　費 商　工　費 （単位：千円）

（目） 観　光　費

10,20922,121
観光施設管理運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

313

　観光施設等の維持管理に係る諸経費

0 992 10,9200

(7/10、定額) (使、諸)
所属名: 商工観光課

消耗品費 400

燃　料　費 12

電　気　料 1,783

水　道　料 706

下水道料 797

施設修繕料 7,281

手　数　料 20

一般廃棄物処理手数料 794

一般廃棄物収集運搬委託料 1,758

産業廃棄物処分委託料 60

浄化槽清掃委託料 305

松食い虫予防事業委託料 800

看板製作委託料 172

渋川海岸公衆便所清掃委託料 3,725

土地借上料 1,951

施設借上料 990

公用自動車借上料 154

工事材料費 200

配水施設管理負担金 130

常山管理道負担金 83

8,72810,566
渋川海水浴場管理運営事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

314

　海水浴場開設に伴い施設の設置・撤去等を行う。
　渋川海水浴場管理事務所の管理・運営業務及び利
用料金徴収業務を実施する。

0 0 1,8380

(使、諸)
所属名: 商工観光課

電　信　料 189

手　数　料 298

渋川海水浴場施設設置委託料 1,800

渋川海水浴場管理委託料 5,759

渋川海水浴場海上監視委託料 1,515

渋川海水浴場運営協議会補助 705

補　償　金 300

23,56023,560
玉野市観光協会運営補助事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

315

　「マリンフェスティバル・インたまの」の開催、
ホームページ等による観光情報の提供、ＪＲ宇野駅
構内の観光案内所での案内業務、賑わい創出拠点施
設の管理運営等を行う玉野市観光協会への運営補助
を行う。

0 0 00

所属名: 商工観光課

玉野市観光協会事業補助 23,560

7,0007,000
玉野まつり振興会運営補助事業
　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

316

　玉野まつり（おどり大会、花火大会）を企画立
案、実施する玉野まつり振興会への運営補助を行
う。

0 0 00

所属名: 商工観光課

玉野まつり振興会補助 7,000
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

商　工　費 商　工　費 （単位：千円）

（目） 観　光　費

1,5001,500
たまの港フェスティバル運営補助事業
　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

317

　たまの港フェスティバルを企画立案・実施するた
まの港フェスティバル実行委員会への運営補助

0 0 00

所属名: 商工観光課

たまの港フェスティバル事業補助 1,500

3,2506,500
特産品協議会運営補助事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

318

　特産品「お宝たまの印」、ご当地グルメ（たまの
温玉めし、たまの自衛艦カレー）等、地域資源ＰＲ
を推進している玉野市特産品協議会の運営費の一部
を補助するとともに、特産品の開発について外部講
師を活用し、商品づくりや、販路開拓を支援し、事
業者の持続的な経営に繋がる観光地域づくりの検討
を行う。

3,250 0 00

(1/2)
所属名: 商工観光課

特産品協議会補助 6,500

10,06010,060
瀬戸内国際芸術祭開催事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

319

　瀬戸内国際芸術祭実行委員会への負担金

0 0 00

所属名: 商工観光課

瀬戸内国際芸術祭実行委員会負担金 7,350

瀬戸内国際芸術祭実行委員会コロナ対策費負担金 2,710

23,75024,200
観光おもてなし推進事業

【事業費内訳】【事業概要】

320

　本市の地域資源である「海・港・船」やアート等
を活かし、地元学生や各種団体と連携した催事の開
催、情報発信により本市への誘客を行うとともに、
外国人旅行客等の受入体制の強化を図る。

450 0 00

(1/2)
所属名: 商工観光課

観光客受入対策事業委託料 24,200

（目） 企業誘致対策費

1616
企業誘致対策事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

321

　企業誘致対策に係る諸経費

0 0 00

所属名: 商工観光課

岡山県企業立地協議会負担金 16

1,0001,000
企業立地促進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

322

　市内に立地を図る企業に対し奨励金を交付し、企
業立地の促進・雇用機会の拡大・産業の活性化を図
る。

　・交付額
　　10万円/人（市内在住の新規常用雇用者）
　・上限
　　50万円

0 0 00

所属名: 商工観光課

企業立地雇用促進奨励金 1,000
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

商　工　費 商　工　費 （単位：千円）

（目） 港湾振興費

781781
港湾振興事務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

323

　港湾振興に係る諸経費

0 0 00

所属名: 商工観光課

旅　　　費 511

中国海事広報協会負担金 100

岡山県東部地区小型船舶安全協会負担金 50

港湾都市協議会負担金 10

ウォーターフロント協会負担金 50

海上保安協会玉野支部負担金 60

120120
宇野港振興協会運営補助事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

324

　物流面を中心とする宇野港の利用促進のため、ポ
ートセールスや情報発信等を行う宇野港振興協会へ
の運営補助を行う。

0 0 00

所属名: 商工観光課

宇野港振興協会補助 120

2,1122,112
宇野清港会運営補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

325

　清掃船による宇野港域(田井、宇野、日比地区)、
後閑、玉、渋川地区の海上ごみの収集活動や、陸部
緑地・トイレの清掃及び不法投棄防止の啓発活動を
実施している宇野清港会への運営補助を行う。
　

0 0 00

所属名: 商工観光課

宇野清港会補助 2,112

600600
宇野港航路誘致推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

326

　宇野港航路誘致推進協議会を通じて宇野港の賑わ
い創出のためのポートセールスや寄港イベントの開
催等を行う。

0 0 00

所属名: 商工観光課

宇野港航路誘致推進協議会負担金 600
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

土　木　費 土木管理費 （単位：千円）

（目） 土木総務費

0111
建築確認・指導事業（委員等報酬）
　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

327

　建築基準法に基づく許可案件等の審議を行う建築
審査会の開催に係る委員報酬等（委員5名により必要
に応じ開催）

0 0 1110

(手)
所属名: 都市計画課

建築審査会委員報酬 111

5,9135,913
土木事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

328

　土木事務に係る諸経費

0 0 00

所属名: 土木課

旅　　　費 280

消耗品費 450

印刷製本費 40

電　信　料 132

一般廃棄物処理手数料 4,000

不法投棄廃棄物処分委託料 80

土木積算システム使用料 671

庁用器具費① 56

職員研修負担金 20

岡山県土木協会負担金 50

日本道路協会負担金 60

岡山県市町村道整備促進期成同盟会負担金 14

中国国道協会負担金 60

3711,448
建築住宅事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

329

　建築住宅事務に係る諸経費

0 0 1,0770

(手)
所属名: 都市計画課

旅　　　費 176

消耗品費 418

電　信　料 25

賠償責任保険料 50

建築行政共用データベースシステム利用料 533

職員研修負担金 90

日本建築行政会議負担金 100

全国建築審査会協議会負担金 50

建築審査会長会議負担金 6

047
建築確認・指導事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

330

　建築審査会委員の費用弁償

0 0 470

(手)
所属名: 都市計画課

費用弁償 47
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

土　木　費 土木管理費 （単位：千円）

（目） 土木総務費

1,2254,590
建築物耐震診断等補助事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

331

　古い耐震基準の建築物に対する診断及び改修に要
する費用を補助することで、市民に地震対策の必要
性を啓発・普及し、地震に強いまちづくりを進め
る。

＜補助内容＞
　［住宅の耐震診断］
　　・木造住宅耐震診断事業
　　　（耐震診断・補強計画）
　　　補助額　1棟当たり60,000円　20件分
　　・戸建て住宅耐震診断事業
　　　（耐震診断・補強計画）
　　　補助額　1棟当たり90,000円 　1件分

　［住宅の耐震改修］
　　・木造住宅耐震改修事業補助
　　　（耐震改修）　
　　　限度額　1棟当たり750,000円　4件分

2,295 1,070 00

(1/2) (1/4)
所属名: 都市計画課

宣伝広報委託料 300

建築物耐震診断等事業補助 1,290

木造住宅耐震改修事業補助 3,000

5,63710,220
空家等対策事業

【事業費内訳】【事業概要】

332

＜空家相談会＞
　空家に関する様々な相談に対応するため、関係団
体と連携し、専門家による無料相談会を実施する。

＜空家改修事業補助＞
　空家の中古住宅に係るリフォーム費用を補助する
ことにより、空家の有効活用、適正管理を促進する
とともに、市内在住者の定住や市外からの移住促進
を図る。

　・補助率　対象経費の1/2
　・限度額　500,000円

＜空家等除却事業補助＞
　老朽化した危険な空家の除却に係る費用を補助す
ることにより、市民の生活環境の保全を図る。
　
　・補助率　対象経費の1/3
　・限度額　500,000円

2,500 2,083 00

(1/2) (1/2、1/6)
所属名: 都市計画課

空家等相談会業務委託料 220

空き家改修事業補助 5,000

空き家等除却事業補助 5,000

0650
アスベスト改修事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

333

　アスベスト等の飛散による市民の健康管理を防止
するためアスベスト改修事業補助を行う。

＜補助内容＞
　民間建築物に吹き付けられたアスベスト等の分析
調査に対し、1か所80,000円とし、複数の場合にあっ
ては、250,000円を限度に補助する。

650 0 00

(10/10)
所属名: 都市計画課

アスベスト改修事業補助 650

53105
災害復興住宅建設資金等利子補給事業

【事業費内訳】【事業概要】

334

　平成30年7月豪雨災害により住宅に被害を受けた者
が住宅の建設等を行うために金融機関等から借り入
れた資金に係る利子の一部を補助する。

0 52 00

(1/2)
所属名: 都市計画課

災害復興住宅建設資金等利子補給金 105
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

土　木　費 土木管理費 （単位：千円）

（目） 土木総務費

1,60020,000
土木施設適正管理事業

【事業費内訳】【事業概要】

335

　老朽化した土木施設を適正かつ計画的に管理する
ことにより、既存施設の長寿命化を図り、効率的な
維持修繕を行う。

0 0 018,400

(90%)
所属名: 土木課

道路適正管理工事請負費 20,000

10,95053,000
道路メンテナンス事業

【事業費内訳】【事業概要】

336

　「道路メンテナンス事業」を活用し、橋りょう、
トンネル等道路施設の定期点検、及び点検結果を踏
まえ策定される長寿命化修繕計画に基づき実施され
る修繕工事を計画的に行う。

29,150 0 012,900

(5.5/10) (90%)
所属名: 土木課

調査委託料 21,000

長寿命化対策工事請負費 32,000
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

土　木　費 道路橋りょう費 （単位：千円）

（目） 道路橋りょう総務費

16,36226,782
道路橋りょう事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

337

　道路橋りょうに係る諸経費

0 0 10,4200

(使)
所属名: 土木課

自動車消耗品費 100

燃　料　費 18

自動車燃料費 980

電　気　料 22,899

自動車修繕料 470

道路橋りょう賠償責任保険料 476

公用自動車借上料 1,839

12,00012,000
道路台帳整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

338

 市道路線の認定や廃止、変更に伴う市道の現況変化
に合わせて、道路台帳の整備を行う。

0 0 00

所属名: 土木課

道路台帳整備委託料 12,000

400400
生活道路整備支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

339

　町内会等から申請のあった私道整備について、補
助金を交付する。
　私道等の整備に必要な経費の一部を補助（整備に
必要な経費の5/10以内の額）することにより、生活
環境の向上を図る。

0 0 00

所属名: 土木課

生活道路整備補助 400

8,44439,544
街路灯施設整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

340

　市内一円の街路灯の維持修繕及び設置により、道
路環境の整備等を行う。

0 0 031,100

(90%)
所属名: 土木課

消耗品費 344

施設修繕料 38,600

産業廃棄物処分委託料 50

街路灯整備工事請負費 500

工事材料費 50

（目） 道路維持費

100,445100,445
道路維持管理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

341

　市道の機能維持のため、市内全域にわたり道路・
側溝の維持修繕を行う。

0 0 00

所属名: 土木課

消耗品費 500

器具修繕料 180

施設修繕料 11,000

道路施設維持管理委託料 19,000

道路維持修繕工事請負費 69,000

工事材料費 715

機械器具費① 50

8080
災害関係費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

342

　市道へのバリケード設置等、災害時に必要な措置
を講じるための経費

0 0 00

所属名: 土木課

機械器具借上料 80
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

土　木　費 道路橋りょう費 （単位：千円）

（目） 道路新設改良費

8,22635,126
道路新設改良事業（市単独分）　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

343

　市民生活に密着した市道の拡幅や舗装路面の整備
等を行う。

＜本年度の主な事業＞
　［道路改良］
　　・北方番田線　　　L=60.0m W=5.0m
　　・長尾四井手線　　L=50.0m W=5.0m
　　・川田橋正住坊線　L=70.0m W=5.0m
　

0 0 026,900

(90%)
所属名: 土木課

消耗品費 730

器具修繕料 100

道路新設改良工事請負費 32,000

土地購入費 1,296

補　償　金 1,000

1,95019,050
県道改良舗装事業（負担金）　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

344

　岡山県が実施する県道の舗装改良事業に対し、県
条例で定められた負担金を支出する。

0 0 017,100

(90%)
所属名: 土木課

県道改良舗装工事負担金 19,050

（目） 交通安全施設整備費

7,2107,210
交通安全施設整備事業（市単独分）
　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

345

　自転車歩行者専用道路の整備や、カーブミラー、
ガードレール、区画線等を設置する。

0 0 00

所属名: 土木課

消耗品費 210

交通安全施設整備工事請負費 7,000

（目） 橋りょう維持費

4,3395,119
橋りょう維持管理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

346

　橋りょうの保守点検及び機能維持のため、維持修
繕工事を行う。
　築港地内の桜橋の保安及び船舶入出の開閉操作の
業務並びに橋りょうの保守点検や整備を行う。

0 0 7800

(使)
所属名: 土木課

施設修繕料 1,000

橋守委託料 1,188

橋りょう管理システム使用料 131

橋りょう維持修繕工事請負費 2,800

-86-



（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

土　木　費 河　川　費 （単位：千円）

（目） 河川総務費

42,27556,279
河川排水路維持管理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

347

　河川排水路の機能維持のための維持修繕工事等を
行う。
　市内47か所に設置している樋門ポンプの管理業務
や河川排水路の維持修繕業務を行う。

0 0 3,80410,200

(100%) (使)
所属名: 土木課

電　気　料 12,060

施設修繕料 3,000

樋門ポンプ看守委託料 2,148

河川排水路施設維持管理委託料 11,000

排水機場保守点検委託料 2,300

自家用電気工作物保安業務委託料 371

機械器具借上料 400

河川排水路維持修繕工事請負費 25,000

2701,477
河川海岸維持管理事業（県管理委託）
　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

348

　岡山県が設置した河川海岸管理用9か所の水門等に
係る管理委託を行う。

0 1,207 00

(定額)
所属名: 土木課

電　気　料 300

水門樋門等管理委託料 1,177

900900
災害関係費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

349

　災害時に既設ポンプでは対応できない増水箇所に
仮設ポンプを設置するための経費

0 0 00

所属名: 土木課

機械器具借上料 900

10,40018,000
河川排水路新設改良事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

350

　普通河川、水路、樋門、ポンプ施設等の機能保持
及び改良のための工事を行う。

＜本年度の主な事業＞
　［河川改良］
　　・長尾地内　荒手川　　L=50.0m
　　・玉原地内　玉原川　　L=30.0m

　［施設改修］
　　・田井地内　童崎ポンプ場改修工事

0 0 07,600

(75%)
所属名: 土木課

河川排水路新設改良工事請負費 10,000

河川施設改修工事請負費 8,000
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

土　木　費 港　湾　費 （単位：千円）

（目） 港湾管理費

233233
港湾管理事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

351

　港湾管理に係る諸経費

0 0 00

所属名: 土木課

手　数　料 3

日本港湾協会負担金 200

全国海岸協会負担金 30

31,77941,521
港湾維持管理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

352

　市管理6港（石島港、江之浜港、大藪港、後閑港、
野々浜港、渋川港）の港湾施設の維持修繕工事を行
う。
　野々浜港係留施設の点検、清掃、ごみの収集等、
係留された船舶の確認、その他これらに付随する業
務を、地元たまの漁業協同組合に委託し、施設の安
全管理を図る。
　
＜本年度の主な事業＞
　・野々浜港施設修繕工事
　・渋川港浮さん橋撤去工事

0 0 9,7420

(使)
所属名: 土木課

消耗品費 30

電　気　料 165

施設修繕料 1,300

一般廃棄物収集運搬委託料 150

小型船舶管理業務委託料 5,826

港湾清掃委託料 50

港湾維持修繕工事請負費 34,000

10,66858,668
県管理港湾工事事業（負担金）　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

353

　岡山県が実施する県管理港湾の工事に対し、県条
例で定められた負担金を支出する。

0 0 048,000

(90%、75%)
所属名: 土木課

港湾工事負担金 58,668
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

土　木　費 都市計画費 （単位：千円）

（目） 都市計画総務費

156156
都市計画審議会運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

354

　都市計画審議会の開催に係る委員報酬（委員13名
により必要に応じ開催）

0 0 00

所属名: 都市計画課

都市計画審議会委員報酬 156

2626
開発審議会運営事業（委員等報酬）
　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

355

　開発審議会の開催に係る委員報酬（委員5名により
必要に応じ開催）

0 0 00

所属名: 都市計画課

開発審議会委員報酬 26

5743,070
都市計画事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

356

　都市計画事務に係る諸経費

0 0 2,4960

(手、諸)
所属名: 都市計画課

旅　　　費 81

消耗品費 200

印刷製本費 100

電　気　料 1,000

駐車場使用料 2

岡山県緑化推進協会負担金 160

中国道の駅連絡会負担金 50

全国道の駅連絡会負担金 20

都市計画基礎調査負担金 1,457

▲ 1,4958,426
駐車場・駐輪場管理運営事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

357

　市内の駐車場・駐輪場の維持管理を行う。

0 0 9,9210

(使、手、諸)
所属名: 都市計画課

消耗品費 30

印刷製本費 66

電子計算機印刷製本費 550

水　道　料 17

下水道料 18

施設修繕料 833

手　数　料 177

一般廃棄物処理手数料 102

市有物件災害保険料 48

賠償責任保険料 55

駐車場管理委託料 4,690

駐輪場管理委託料 877

樹木伐採委託料 600

土地借上料 363

（目） 街路事業費

165165
街路事業事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

358

　街路事業に係る諸経費

0 0 00

所属名: 都市計画課

消耗品費 150

岡山県街路事業促進協議会負担金 5

都市計画街路事業促進協議会負担金 10
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

土　木　費 都市計画費 （単位：千円）

（目） 街路事業費

300300
街路等維持管理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

359

　街路樹植栽等の景観整備及び街路の維持補修を行
う。

0 0 00

所属名: 都市計画課

施設修繕料 300

（目） 公園管理費

145,532166,136
公園緑地維持管理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

360

　公園等の快適性を確保し、憩いの場としての機能
を確保する。

＜樹木剪定委託料＞
　街路樹の剪定等に係る委託料

＜公園施設管理業務委託料＞
　・都市公園及び深山センターハウスの管理に係る
　　委託料　            
                                 109,995,000円
　
  ・道の駅「みやま公園」内の情報コーナー及びト
　　イレの管理に係る委託料　
　                                 2,386,000円

0 1,550 10,0549,000

(90%)(1/2) (使、諸)
所属名: 都市計画課

燃　料　費 5

自動車燃料費 182

印刷製本費 100

水　道　料 116

下水道料 102

施設修繕料 16,000

手　数　料 30

一般廃棄物処理手数料 2,000

市有物件災害保険料 50

測量委託料 13,000

樹木剪定委託料 10,000

駅前緑地管理委託料 1,077

看板製作委託料 50

公園施設管理業務委託料 112,381

松食い虫防除委託料 3,100

貯水槽清掃委託料 400

深山公園ポンプ保守点検委託料 600

土地借上料 28

自動車借上料 354

公園施設維持修繕工事請負費 6,430

工事材料費 100

庁用器具費① 31

（目） 上水道費

5,2505,250
企業会計繰出金－水道事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

361

　水道事業会計への繰出金

＜水道会計負担金＞
　収益的支出に充当される繰出し

＜水道会計出資金＞
　資本的支出に充当される繰出し

0 0 00

所属名: 財政課

上水道会計負担金 2,121

上水道会計出資金 3,129
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

土　木　費 都市計画費 （単位：千円）

（目） 下水道費

800,000800,000
企業会計繰出金－下水道事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

362

　下水道事業会計への繰出金

＜下水道会計負担金＞
　収益的支出に充当される繰出し

＜下水道会計出資金＞
　資本的支出に充当される繰出し

0 0 00

所属名: 財政課

下水道会計負担金 731,960

下水道会計出資金 68,040
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

土　木　費 住　宅　費 （単位：千円）

（目） 住宅管理費

25,27225,272
市営住宅管理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

363

　居住者からの連絡や職員の巡回により、市営住宅
の不具合箇所の把握及び修繕を実施するとともに、
市営住宅入居者が安全で快適な生活ができるよう日
常の管理を行い、良質な住環境を提供する。

0 0 00

所属名: 都市計画課

旅　　　費 51

消耗品費 300

燃　料　費 5

自動車燃料費 132

印刷製本費 100

電子計算機印刷製本費 556

電　気　料 44

施設修繕料 8,000

手　数　料 1,790

一般廃棄物処理手数料 62

賠償責任保険料 191

点検業務委託料 2,374

飲料水高架タンク清掃委託料 1,093

市営住宅維持修繕委託料 1,479

エレベータ保守委託料 1,888

樹木伐採委託料 2,000

住宅管理システム保守管理委託料 1,500

共　架　料 85

土地借上料 755

機械器具借上料 1,144

公用自動車借上料 338

工事材料費 1,000

職員研修負担金 37

日本住宅協会負担金 18

補　償　金 330

7,73129,931
市営住宅整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

364

　既設市営住宅の改修工事を行い、良質な住環境の
提供を図る。

＜工事内容＞
　・山手住宅外壁改修工事
　・第2野関住宅浴室ボイラー取替工事
　・志池住宅7号棟給湯器取替工事

0 0 022,200

(100%)
所属名: 都市計画課

市営住宅整備工事請負費 29,931

1,1911,191
市有住宅管理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

365

　居住者からの連絡や職員の巡回により、市有住宅
の不具合箇所の把握及び修繕を実施するとともに、
市有住宅入居者が安全で快適な生活ができるよう日
常の管理を行い、良質な住環境を提供する。

0 0 00

所属名: 都市計画課

消耗品費 50

電　気　料 192

施設修繕料 379

手　数　料 84

一般廃棄物処理手数料 31

賠償責任保険料 25

飲料水高架タンク清掃委託料 180

樹木伐採委託料 200

工事材料費 50
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

消　防　費 消　防　費 （単位：千円）

（目） 常備消防費

21,10623,756
常備消防事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

366

　常備消防の一般管理に要する事務諸経費

0 0 2,6500

(手、諸)
所属名: 消防総務課

賞　賜　金 3

旅　　　費 366

消防本部交際費 30

消耗品費 4,900

燃　料　費 1,400

電　気　料 5,100

水　道　料 380

下水道料 540

器具修繕料 200

施設修繕料 200

電　信　料 3,413

手　数　料 970

一般廃棄物処理手数料 54

賠償責任保険料 99

駐車場使用料 5

有料道路通行料 30

テレビ聴取料 99

印刷機レンタル料 823

寝具借上料 829

工事材料費 190

庁用器具費① 100

機械器具費① 195

全国消防長会負担金 168

全国消防長会中国支部負担金 25

岡山県都市消防連絡協議会負担金 4

岡山県消防長会負担金 35

玉野地区安全運転管理者協議会負担金 7

全国消防協会負担金 58

日本消防協会負担金 56

備前地区消防連絡協議会負担金 52

岡山県消防防災ヘリ負担金 3,098

防災情報ネットワーク負担金 327

11,28711,287
消防車両等維持管理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

367

　火災等の被害の軽減を図るために、消防車両等の
車両整備及び故障箇所の修繕を行い、出動体制を整
える。

　・車検整備12台、保有車両25台

0 0 00

所属名: 消防総務課

自動車消耗品費 900

自動車燃料費 6,100

自動車修繕料 3,472

自動車損害保険料 117

自動車重量税 698

16,49616,496
通信施設維持管理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

368

　通信指令施設及び消防無線の維持管理を行い、円
滑な消防活動を図る。

　・消防救急デジタル無線保守
　・通信指令施設保守管理

0 0 00

所属名: 消防総務課

電　信　料 4,926

電話指令台保守管理委託料 9,570

消防救急デジタル無線装置保守管理委託料 2,000
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

消　防　費 消　防　費 （単位：千円）

（目） 常備消防費

5,0315,031
防火衣等整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

369

　消防職員の安全を確保するため、防火衣等一式の
更新を行う。

0 0 00

所属名: 消防総務課

消耗品費 5,031

2,4922,492
消防職員研修事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

370

　消防学校等において実施される各種教育訓練を研
修させることにより、消防職員として必要な人格の
向上、知識・技術の習得、体力の練成、規律心の養
成を図り、有能な人材を育成する。

　・岡山県消防学校 初任教育　　2名
　・岡山県消防学校 救助科　　　2名
　・岡山県消防学校 中級幹部科　1名　ほか

0 0 00

所属名: 消防総務課

旅　　　費 841

岡山県消防学校負担金 1,538

職員研修負担金 113

4,2027,202
救急業務管理運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

371

　救急出動における救命率の向上を図るために、職
員を救急救命士研修所へ派遣し、救急救命士を養成
するとともに、医療機関での病院実習の課程を修了
させ、高度な救命処置を実施する。

　・救急救命士研修（九州研修所）　　1名
　・指導救命士養成研修（九州研修所）1名
　・気管挿管病院実習　　　　　　　　1名　ほか

0 0 3,0000

(諸)
所属名: 消防総務課

旅　　　費 355

消耗品費 2,000

印刷製本費 77

手　数　料 2,295

救急救命士研修負担金 2,436

岡山県南東部ＭＣ協議会負担金 36

日本救急医学会中四国地方会負担金 3

100100
玉野地区防火協会運営補助事業
　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

372

　玉野地区防火協会活動の運営費に係る補助

　・火災予防運動への協賛事業
　　（消防写生大会、防火作文募集、たばこのノー
　　　ポイキャンペーンの実施等）
　・機関誌発行
　・防火管理等功績者の表彰
　・防火管理状況の先進地視察

0 0 00

所属名: 消防総務課

玉野地区防火協会補助 100

3030
玉野地区幼年少年婦人防火委員会運営補助事業
　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

373

　玉野地区幼年少年婦人防火委員会活動に係る補助
（幼稚園6クラブ、保育園6クラブ、認定こども園6ク
ラブ、少年幼年消防クラブ3クラブ、婦人防火クラブ
5クラブ）

　・防火思想の普及啓発
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　

0 0 00

所属名: 消防総務課

玉野地区幼年少年婦人防火委員会補助 30
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

消　防　費 消　防　費 （単位：千円）

（目） 常備消防費

3,5203,520
感染症関係費

【事業費内訳】【事業概要】

374

　新型コロナウイルス感染症患者への救急業務対応
のための救急隊員感染防止衣購入に要する経費

0 0 00

所属名: 消防総務課

消耗品費 3,520

（目） 非常備消防費

11,16511,165
消防団運営事業（消防団員報酬）
　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

375

　消防団活動に対する報酬

0 0 00

所属名: 消防総務課

消防団員報酬 11,165

30,50630,533
消防団運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

376

　消防団活動を円滑に運営するための諸経費

0 0 270

(諸)
所属名: 消防総務課

賞　賜　金 240

費用弁償 7,700

消防団交際費 70

消耗品費 773

自動車消耗品費 200

自動車燃料費 250

電　気　料 336

水　道　料 285

下水道料 252

施設修繕料 100

自動車修繕料 1,365

手　数　料 27

自動車損害保険料 71

機械器具費① 10

岡山県市町村総合事務組合負担金 13,214

岡山県消防協会負担金 200

岡山県消防学校負担金 15

岡山県消防操法大会負担金 100

消防団員福祉共済負担金 1,590

分団維持運営負担金 3,370

自動車重量税 365

（目） 消防施設費

7,3967,396
消火栓維持管理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

377

　水道法に基づき、消火栓を設置した水道事業者が
行う消火栓の維持管理に要する費用

0 0 00

所属名: 消防総務課

消火栓維持管理負担金 7,396
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

消　防　費 消　防　費 （単位：千円）

（目） 消防施設費

2,00236,602
消防車両等更新事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

378

　消防車両の老朽化に伴い、計画的に更新すること
により、消防力の維持を図る。

　・高規格救急車の更新
　　（玉野救急2　平成23年8月購入）

0 0 034,600

(100%)
所属名: 消防総務課

旅　　　費 26

手　数　料 15

自動車損害保険料 8

機械器具費② 36,520

自動車重量税 33

6898,489
消防団車両・ポンプ更新事業　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

379

　消防団車両の老朽化に伴い、計画的に更新するこ
とにより、地域消防力の維持を図る。

　・小型動力ポンプ付積載車の更新
　　（金甲分団　平成15年2月購入）

0 0 07,800

(100%)
所属名: 消防総務課

手　数　料 8

自動車損害保険料 8

機械器具費② 8,440

自動車重量税 33

2,1122,112
署所再編総合整備事業

【事業費内訳】【事業概要】

380

　消防庁舎及び分署の再編整備後の維持管理に要す
る費用

※債務負担事業
　（令和元～4年度、限度額1,513,600千円）

0 0 00

所属名: 消防総務課

署所再編総合整備業務委託料 2,112

3282,728
消防施設除却事業

【事業費内訳】【事業概要】

381

　老朽化に伴い倒壊の恐れがあるため使用停止した
秀天分団迫間機庫及び常山分団木目機庫の解体工事
に要する経費

0 0 02,400

(90%)
所属名: 消防総務課

除却工事請負費 2,728

（目） 災害対策費

6565
災害対策事業（委員等報酬）　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

382

　防災会議に係る委員報酬

　6,500円×5人×2回

0 0 00

所属名: 危機管理課

防災会議委員報酬 65

1,9631,963
災害対策事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

383

　災害対策事務に係る諸経費

0 0 00

所属名: 危機管理課

旅　　　費 117

消耗品費 1,568

自動車燃料費 59

機械器具借上料 6

公用自動車借上料 203

市町村広域災害ネットワーク負担金 10
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

消　防　費 消　防　費 （単位：千円）

（目） 災害対策費

4,28126,581
災害対策事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

384

　南海トラフ地震や台風等の自然災害への備えとし
て、非常食等の備蓄品（α米、クラッカー、保存
水、ミルク、生理用品等）を計画的に確保するとと
もに、備蓄品の適切な管理・保管のため、避難所に
防災倉庫を整備（2年計画）する。
　また、災害対策に係る情報システムの整備・運用
を行う。

0 0 022,300

(100%)
所属名: 危機管理課

消耗品費 3,438

施設修繕料 50

情報システム使用料 732

防災倉庫整備工事請負費 22,308

工事材料費 53

8,2438,243
非常通信機器管理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

385

　災害時における多様な通信・伝達手段の確保を図
る。（防災行政無線、Ｊ-ＡＬＥＲＴ、防災メールマ
ガジン、災害時優先携帯電話、避難所モバイルルー
ター）

0 0 00

所属名: 危機管理課

消耗品費 9

燃　料　費 4

電　気　料 297

電　信　料 825

防災行政無線保守委託料 5,902

添　架　料 2

メール配信システム使用料 726

岡山県防災行政無線管理運用経費負担金 478

5891,169
自主防災組織育成事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

386

　自主防災組織の育成及び活動に対する支援を行い
地域の防災力の向上を図る。

＜防災まちづくり総合支援事業費補助＞
　・自主防災組織設置補助（設置及び訓練に係る防
　　災資機材）
　・補助率：10/10以内（上限:加入世帯×1,000
　　　　　　円）
　・見込額：350,000円（350世帯×1,000円）
　・県補助：1/2以内

＜自主防災組織活動補助（防災マップ）＞
　・補助率：9/10以内（上限：100,000円/団体）
　・見込額：200,000円（100,000円×2団体）
　・県補助：1/2以内

＜自主防災リーダー養成支援補助（防災士資格取
　得）＞
　・補助率：定額
　・見込額：619,000円（61,900円×10人）
　・県補助：1/2以内

0 580 00

(1/2)
所属名: 危機管理課

防災まちづくり総合支援事業費補助 1,169
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

消　防　費 消　防　費 （単位：千円）

（目） 災害対策費

16,24516,245
防災計画等策定事業

【事業費内訳】【事業概要】

387

　地域防災計画を法改正や社会情勢の変化に応じた
内容に修正するとともに、防災ハザードマップの改
訂・配布を行うことで、地域防災活動の効果的かつ
具体的な実施を図る。

＜防災計画等策定業務委託＞
　※債務負担事業
　（令和3～4年度、限度額26,818千円）

　［業務内容］
　　・国土強靱化地域計画の策定（令和3年度）
　　・地域防災計画の修正（令和4年度）
　　・防災ハザードマップの改訂（令和4年度）
　　　※各戸配布（35,000部）

　［委託料総額］　　　　 26,400,000円
　　・内訳：令和3年度分　10,500,000円
　　　　　　令和4年度分　15,900,000円　

0 0 00

所属名: 危機管理課

ハザードマップ配布手数料 345

防災計画等策定業務委託料 15,900

7,3577,357
感染症関係費

【事業費内訳】【事業概要】

388

　避難所における新型コロナウイルス感染症対策と
して、衛生用品等（消毒用アルコール、簡易トイ
レ、マンホールトイレ、発電機等）の充実を図る。

0 0 00

所属名: 危機管理課

消耗品費 1,476

機械器具費① 5,881
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

教　育　費 教育総務費 （単位：千円）

（目） 教育委員会費

3,9363,936
教育委員会運営事業（委員等報酬）
　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

389

　教育委員会委員報酬　4名分

0 0 00

所属名: 教育総務課

教育委員報酬 3,936

178178
教育委員会運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

390

　教育委員会会議や教育委員の研修等、教育委員会
の活動を円滑に運営する。

0 0 00

所属名: 教育総務課

賞　賜　金 64

費用弁償 14

委員会交際費 50

消耗品費 6

有料道路通行料 10

岡山県市町村教育委員会連絡協議会負担金 34

（目） 事務局費

16,70616,706
特別職給与

【事業費内訳】【事業概要】

391

　教育長の給料・諸手当・共済費

0 0 00

所属名: 教育総務課

特別職給 7,980

期末手当 3,404

退職手当 2,993

職員共済組合負担金 2,329

8,6148,614
適応指導教室運営事業（会計年度任用職員報酬）　　　
適応指導教室運営事業

【事業費内訳】【事業概要】

392

　心理的・情緒的な原因等による不登校児童生徒に
集団活動や学習活動、教育相談等の支援をして自立
を促し、学校生活への復帰や社会集団への適応を図
る。

＜教科指導講師報酬＞
　・英語：2,660円×4h×35週
　・数学：2,660円×1h×35週

0 0 00

所属名: 教育サポートセンター

会計年度任用職員報酬 5,755

期末手当 1,124

職員共済組合負担金 221

社会保険料 965

報　償　金 30

費用弁償 399

旅　　　費 15

消耗品費 50

自動車借上料 50

全国適応指導教室研究会負担金 5

2,2102,210
スクールカウンセラー配置事業（会計年度任用職員報酬）
スクールカウンセラー配置事業

【事業費内訳】【事業概要】

393

　児童生徒や保護者の多様な相談支援に取り組み、
不登校やいじめ、学校不適応等のあらゆる問題につ
いて早期発見するとともに、継続してより一層きめ
細やかな支援を行うため、県費スクールカウンセ
ラーに加え、市費スクールカウンセラーを学校に配
置する。

0 0 00

所属名: 学校教育課

会計年度任用職員報酬 2,075

社会保険料 10

費用弁償 125
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

教　育　費 教育総務費 （単位：千円）

（目） 事務局費

29,23730,917
学校サポートスタッフ配置事業（会計年度任用職員報酬）
学校サポートスタッフ配置事業

【事業費内訳】【事業概要】

394

　様々な課題を抱える児童生徒への教員による指導
支援をサポートしたり、教職員業務をサポートする
ことで、教員の子どもと向き合う時間を確保し、適
切な指導支援を行えるようにするために学校サポー
トスタッフ（支援員）を配置する。
　また、中学校における部活動指導体制の充実を促
進し、部活動を担当する教員の支援を行うとともに
部活動の質的な向上を図るため、部活動指導員を配
置する。

840 840 00

(1/3) (1/3)
所属名: 学校教育課

会計年度任用職員報酬 29,352

社会保険料 138

費用弁償 1,427

04,439
教師業務アシスタント配置事業（会計年度任用職員報
酬）

【事業費内訳】【事業概要】

395

　教員の事務作業等に係る負担軽減を図ることで、
児童生徒と向き合う時間の確保等、学校現場の教育
体制の充実に資するため、教員の事務作業等を補助
する教師業務アシスタントを学校に配置する。

0 4,439 00

(10/10)
所属名: 学校教育課

会計年度任用職員報酬 3,500

期末手当 744

社会保険料 20

費用弁償 175

8,4748,474
教育支援室運営事業（会計年度任用職員報酬）　　　　　
教育支援室運営事業

【事業費内訳】【事業概要】

396

　子ども、若者、その保護者や支援者を対象に、不
登校やひきこもり、発達についての悩み等の心理教
育相談に取り組む。

0 0 00

所属名: 教育サポートセンター

会計年度任用職員報酬 5,602

期末手当 992

職員共済組合負担金 175

社会保険料 902

報　償　金 120

費用弁償 359

旅　　　費 213

消耗品費 75

職員研修負担金 36

1,5981,598
感染症関係費（会計年度任用職員報酬）

【事業費内訳】【事業概要】

397

　学校現場で新型コロナウイルス感染症拡大防止対
策を講じながら教育活動を実施するため、臨時で学
校サポートスタッフを配置して消毒作業等を行うこ
とで、教職員の子どもと向き合う時間を確保して、
落ち着いた学習環境を確保することを目的とする。

0 0 00

所属名: 学校教育課

会計年度任用職員報酬 1,520

社会保険料 8

費用弁償 70

218325
看護支援員配置事業（会計年度任用職員報酬）　　　　　
看護支援員配置事業

【事業費内訳】【事業概要】

398

  たんの吸引や経管栄養等の医療的ケアを必要とす
る児童生徒が在籍する小中学校に看護師等の資格を
持つ看護支援員を配置することで、特別支援教育の
推進を図る。
 

107 0 00

(1/3)
所属名: 学校教育課

会計年度任用職員報酬 251

社会保険料 2

費用弁償 72
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

教　育　費 教育総務費 （単位：千円）

（目） 事務局費

8,1068,106
事務局諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

399

　教育委員会全体及び事務局の運営等に関する諸経
費

＜主な内訳＞
　・市有物件災害保険料
　・その他事務局諸経費（旅費、消耗品費等）

0 0 00

所属名: 教育総務課

報　償　金 72

旅　　　費 50

消耗品費 489

手　数　料 229

一般廃棄物処理手数料 2,790

市有物件災害保険料 2,086

一般廃棄物収集運搬委託料 36

産業廃棄物処分委託料 2,271

岡山県公立学校施設整備期成会負担金 7

岡山県社会保険協会負担金 16

連絡協議会負担金 60

18,84018,840
教育情報システム運用事業（事務局分）
　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

400

　玉野市内の小中学校と教育委員会事務局を結ぶ学
校間ネットワーク（スクールネット）で利用するシ
ステム等に関する諸経費

＜主な内訳＞
　・各種システム保守委託料（ウイルス対策、メー
　　ルフィルタリング）
　・各種システム使用料（グループウェア、出退勤
　　管理、校務支援）

0 0 00

所属名: 教育総務課

電　信　料 6,257

教育情報システム委託料 1,333

情報システム使用料 11,250

3,5003,610
通学費補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

401

　荘内小学校、第二日比小学校のバス等通学児童に
対して、遠距離通学の負担軽減と通学時の安全向上
を図る。

＜遠距離バス通学費補助事業＞
　通学定期乗車券を購入した者に対し補助する。
　・補助率：8/10
　　　　　　（バス事業者への受領委任払い）

＜コミュニティバス等通学費補助事業＞
　・補助率：10/10
　　　　　　（シータク事業者への受領委任払い）
　・保護者負担金：シータク運賃に各学期の補助対
　　　　　　　　　象期間中の授業日数を乗じた額
　　　　　　　　　の2/10

0 0 1100

(負)
所属名: 教育総務課

遠距離バス通学費補助 3,057

コミュニティバス等通学費補助 553

4,0066,008
教育ネットワーク運用事業

【事業費内訳】【事業概要】

402

　ＧＩＧＡスクール構想により整備した教育ネット
ワーク校内ＬＡＮの機器保守・運用保守及びセキュ
リティポリシーの作成支援

2,002 0 00

(1/3)
所属名: 教育総務課

教育ネットワーク保守業務委託料 4,108

セキュリティ運用支援業務委託料 1,900
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

教　育　費 教育総務費 （単位：千円）

（目） 事務局費

5,0715,379
ＧＩＧＡスクール支援事業

【事業費内訳】【事業概要】

403

＜ＩＣＴ支援員委託料＞
　授業支援、校務支援、環境整備、校内研修等のサ
ポートを行うためのＩＣＴ支援員を配置

　・対象校：小学校14校、中学校7校、備南高校
　・内　訳：各校月1回（3時間）

＜ＧＩＧＡスクールヘルプデスク設置委託料＞
　ＧＩＧＡスクール構想で導入した学習用端末の　
円滑な運用を進めるためのヘルプデスクの設置

　・対応内容
　　①端末のトラブル対応、各種問合せ対応
　　②ＧｏｏｇｌｅＷｏｒｋｓｐａｃｅ設定代行、
　　　ソフトウェアの年度更新及び進級処理作業代
　　　行　　
　　③修理端末や新規購入端末のエンロールメント
　　　作業

308 0 00

(1/3)
所属名: 教育総務課

ＩＣＴ支援員委託料 4,455

ＧＩＧＡスクールヘルプデスク設置委託料 924

396396
玉野市立学校将来計画策定事業

【事業費内訳】【事業概要】

404

 「適正規模化計画（草案）」について、学識経験者
や保護者、小中学校校長等で構成する審議会に諮問
し、適正規模化計画・将来計画を策定する。

0 0 00

所属名: 教育総務課

報　償　金 350

旅　　　費 39

食　糧　費 7

6,9076,907
学校教育振興事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

405

　いじめ問題連絡協議会の開催、特別支援教育支援
委員会に出席する医師等への謝礼、小学校社会科副
読本「わたしたちの玉野」（小学校3～4年使用）購
入等に要する経費

0 0 00

所属名: 学校教育課

報　償　金 160

賞　賜　金 120

旅　　　費 252

消耗品費 726

食　糧　費 1

電　信　料 30

一般廃棄物処理手数料 14

採点システム委託料 110

有料道路通行料 5

情報システム使用料 3,908

庁用器具費① 248

玉野市租税教育推進協議会負担金 5

教育研究会負担金 529

校園長会負担金 187

特別支援学級設置校長協会負担金 32

特別支援学級設置学校会負担金 22

職員研修負担金 10

授業目的公衆送信補償金 548

1,6641,664
グローバル人材育成事業

【事業費内訳】【事業概要】

406

　小学校における英語教育の一環として、インター
ネットを通じて外国人の英語指導助手とオンライン
英会話をすることで、児童の英語コミュニケーショ
ン能力の向上を図る。

0 0 00

所属名: 学校教育課

オンライン英会話業務委託料 1,664

-102-



（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

教　育　費 教育総務費 （単位：千円）

（目） 事務局費

270270
教職員スキルアップ事業

【事業費内訳】【事業概要】

407

　教職員を対象とし、外部講師を招へいした各種研
修会・授業研修会を開催することにより、教職員の
指導力及び専門性を高める。

0 0 00

所属名: 学校教育課

報　償　金 173

旅　　　費 97

1,7383,475
たまの創生人材育成推進事業

【事業費内訳】【事業概要】

408

　各校の社会見学や企業見学、社会人交流等の活動
を活発化させ、キャリア教育を充実することで地域
の活性化に寄与する人材育成を目指す。

1,737 0 00

(1/2)
所属名: 学校教育課

報　償　金 150

旅　　　費 195

消耗品費 1,080

運　搬　料 150

賠償責任保険料 100

キャリア教育活動事業委託料 800

自動車借上料 1,000

1,9671,967
教育サポートセンター管理運営事業
　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

409

　教育サポートセンターの管理運営諸経費

0 0 00

所属名: 教育サポートセンター

費用弁償 60

消耗品費 150

燃　料　費 20

電　気　料 640

水　道　料 24

下水道料 24

施設修繕料 150

電　信　料 576

手　数　料 43

自家用電気工作物保安業務委託料 130

清掃委託料 60

警備委託料 90
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

教　育　費 小学校費 （単位：千円）

（目） 小学校管理費

5,9485,948
小学校管理運営事業（委員等報酬）　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

410

　小学校14校分の校医・歯科医・薬剤師の報酬

＜事業内容＞
　・学校医報酬（14名分）
　　基本給1,908,000円＋加算給396,100円
　・学校歯科医報酬（14名分）
　　基本給1,908,000円＋加算給396,100円
　・学校薬剤師報酬（14名分）
　　基本給800,000円＋加算給107,900円
  ・健康診断医報酬（内科医14名分）
　　基本給210,280円＋加算給5,030円
　・健康診断医報酬（歯科医14名分）
　　基本給210,280円＋加算給5,030円

0 0 00

所属名: 学校教育課

校医歯科医薬剤師報酬 5,517

健康診断医師報酬 431

214,692
小１グッドスタート支援事業（会計年度任用職員報酬）　　
小１グッドスタート支援事業

【事業費内訳】【事業概要】

411

　小学校第1学年の児童の基本的な生活習慣の確立や
基礎学力の向上等を図り、義務教育の円滑なスター
トをきることができるよう、学級担任等の補助を行
う支援員を配置する。

0 4,671 00

(10/10)
所属名: 学校教育課

会計年度任用職員報酬 3,815

期末手当 695

社会保険料 21

費用弁償 161

28,36328,363
小学校非常勤講師配置事業（会計年度任用職員報酬）　
小学校非常勤講師配置事業

【事業費内訳】【事業概要】

412

・通級指導教室非常勤講師
　　言語障害等の様々な障害により生活上の困難が
　ある就学前の幼児やその保護者を対象に教育相談
　や助言を行うことで支援の充実を図るため、相
　談・支援業務に従事する非常勤講師を配置する。

・後閑小複式対応非常勤講師
　　後閑小学校に複式学級ができた場合、学年ごと
　の教科のねらいに応じた適切な教科･領域の指導
　を行うために必要 低限の非常勤講師を配置す
　る。
　　令和4年度は、低・中・高学年全てが複式対象
　となる。

・学力・人間力育成・緊急対応非常勤講師
　　小学校における各教科の授業を適切に行うた
　め、市費による非常勤講師を配置することによ
　り、学習指導要領の求める教科指導の在り方を担
　保する。

＜事業内容＞
　・通級指導教室非常勤講師の報酬
　　1,800円×19h×44週×3人
　・後閑小複式対応非常勤講師報酬
　　2,660円×16h（低学年）×35週
　　2,660円×14h（中学年）×35週
　　2,660円×17h（高学年）×35週
　・学力・人間力育成・緊急対応非常勤講師の報酬
　　2,660円×190h×35週

0 0 00

所属名: 学校教育課

会計年度任用職員報酬 26,580

期末手当 960

社会保険料 127

費用弁償 696
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

教　育　費 小学校費 （単位：千円）

（目） 小学校管理費

109,516111,915
小学校管理運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

413

　小学校における学校の管理運営及び教育環境の整
備を行い、児童の健全育成と教職員による円滑な授
業の推進を図る。
　賞賜金、旅費、消耗品費、印刷製本費、器具修繕
料、施設修繕料、医薬材料費、電信料、手数料、工
事材料費、庁用器具費①は、各小学校に予算配当す
る。

0 0 2,3990

(使、諸)
所属名: 教育総務課

賞　賜　金 385

旅　　　費 122

消耗品費 26,687

燃　料　費 1,213

印刷製本費 100

電　気　料 27,291

水　道　料 5,800

下水道料 8,200

器具修繕料 374

施設修繕料 9,665

医薬材料費 200

電　信　料 3,909

手　数　料 5,363

一般廃棄物処理手数料 374

点検業務委託料 4,928

浄化槽清掃委託料 1,246

便所清掃委託料 530

学校警備委託料 4,547

自家用電気工作物保安業務委託料 2,124

受水槽清掃委託料 206

施設維持修繕委託料 2,500

エレベータ保守委託料 238

空調清掃委託料 965

テレビ聴取料 199

機械器具借上料 667

工事材料費 277

庁用器具費① 3,805

4,2514,251
小学校管理運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

414

　デジタル教科書等の教師用指導教具に係る諸経費

0 0 00

所属名: 学校教育課

情報システム使用料 185

機械器具費① 4,066

15,25415,254
小学校施設整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

415

　市立小学校施設の改修・整備事業

＜本年度の事業＞
　・宇野小学校　電灯トランス更新工事
　・宇野小学校　校舎屋上防水工事
　・鉾立小学校　配膳室プラットフォーム工事 

0 0 00

所属名: 教育総務課

施設修繕料 3,000

小学校施設整備工事請負費 12,254
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

教　育　費 小学校費 （単位：千円）

（目） 小学校管理費

94743,747
小学校大規模改造事業

【事業費内訳】【事業概要】

416

　市立小学校の改修事業

＜本年度の事業＞
　・宇野小学校　校舎便所改修工事に伴う実施設計
　　　　　　　　業務委託
　・玉小学校　　体育館屋根外壁改修工事

0 0 042,800

(100%、
75%)所属名: 教育総務課

実施設計委託料 3,630

小学校大規模改造工事請負費 40,117

（目） 小学校教育振興費

06,365
小学校長期欠席・不登校対策推進事業（会計年度任用
職員報酬）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
小学校長期欠席・不登校対策推進事業

【事業費内訳】【事業概要】

417

　不登校に対する小学校の組織的な対応力の向上を
図るために、不登校傾向にある児童やその家庭に対
して、登校支援や別室での支援及び相談支援を行う
支援員を配置することで、配置校の不登校傾向児童
の課題解決のための校内支援体制を構築し、保護者
支援の取組の充実モデルを市内に広める。

0 6,365 00

(10/10)
所属名: 学校教育課

会計年度任用職員報酬 5,920

社会保険料 29

費用弁償 416

661661
小学校特別支援学級教育振興事業
　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

418

　小学校の特別支援学級で必要な教材を整備する。
　消耗品費、庁用器具費①、機械器具費①は各小学
校に予算配当する。

0 0 00

所属名: 教育総務課

消耗品費 360

庁用器具費① 83

機械器具費① 218

20,39720,587
小学校教育用設備整備事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

419

　小学校の教育に必要な教材を整備する。
　消耗品費及び教材費は各小学校に予算配当する。

190 0 00

(定額)
所属名: 教育総務課

消耗品費 4,036

器具修繕料 2,676

電子計算機借上料 7,171

教　材　費 6,704

27,62527,672
要保護及び準要保護児童援助費補助事業
　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

420

　経済的な理由により、学校への就学が困難な家庭
に経費の一部を援助するため、学用品・通学用品費
新入学児童学用品費、校外活動費、修学旅行費、学
校給食費、通学費等を支給する。　
　なお、生活保護受給者（要保護）には、修学旅行
費を支給する。

47 0 00

(1/2)
所属名: 学校教育課

要保護及び準要保護児童援助費補助 27,672

2,0994,197
小学校特別支援教育就学奨励事業
　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

421

　特別支援学級へ就学する児童を持つ保護者の経済
的負担を軽減するため、学用品・通学用品購入費、
新入学児童学用品・通学用品購入費、校外活動費、
修学旅行費、学校給食費、通学費等の経費の一部を
援助する。

2,098 0 00

(1/2)
所属名: 学校教育課

特別支援教育就学奨励補助 4,197
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

教　育　費 中学校費 （単位：千円）

（目） 中学校管理費

2,4242,424
中学校管理運営事業（委員等報酬）　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

422

　中学校7校分の校医・歯科医・薬剤師の報酬 

＜事業内容＞
　・学校医報酬（7名分）
　　基本給970,000円+加算給214,540円
　・学校歯科医報酬（7名分）
　　基本給970,000円+加算給214,540円
　・学校薬剤師報酬（7名分）
　　加算給54,800円

0 0 00

所属名: 学校教育課

校医歯科医薬剤師報酬 2,424

13,62413,624
中学校非常勤講師配置事業（会計年度任用職員報酬）

【事業費内訳】【事業概要】

423

・許可免対応非常勤講師
　　教員定数の関係で、教科専門免許をもつ教員を
　配置できず、県が配置する定数内教員数では授業
　を実施することができない中学校へ非常勤講師を
　配置する。

・学力・人間力育成・緊急対応非常勤講師
　　中学校における各教科の授業を適切に行うた
　め、市費による非常勤講師を配置することによ
　り、学習指導要領の求める教科指導の在り方を担
　保する。

＜事業内容＞
　・許可免対応非常勤講師の報酬
　　2,660円×50h×35週
　・学力・人間力育成・緊急対応非常勤講師の報酬
　　2,660円×90h×35週

0 0 00

所属名: 学校教育課

会計年度任用職員報酬 13,034

社会保険料 62

費用弁償 528
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

教　育　費 中学校費 （単位：千円）

（目） 中学校管理費

56,16257,050
中学校管理運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

424

　中学校における学校の管理運営及び教育環境の整
備を行い、生徒の健全育成と教職員による円滑な授
業の推進を図る。
　賞賜金、旅費、消耗品費、印刷製本費、器具修繕
料、施設修繕料、医薬材料費、電信料、手数料、工
事材料費、庁用器具費①は、各小学校に予算配当す
る。

0 0 8880

(使)
所属名: 教育総務課

賞　賜　金 221

旅　　　費 50

消耗品費 15,521

燃　料　費 720

印刷製本費 114

電　気　料 14,061

水　道　料 1,300

下水道料 1,800

器具修繕料 175

施設修繕料 5,860

医薬材料費 87

電　信　料 2,000

手　数　料 2,450

一般廃棄物処理手数料 109

点検業務委託料 3,179

便所清掃委託料 314

学校警備委託料 2,139

浄化槽清掃委託料 1,061

自家用電気工作物保安業務委託料 1,017

受水槽清掃委託料 292

施設維持修繕委託料 500

エレベータ保守委託料 357

空調清掃委託料 338

テレビ聴取料 86

機械器具借上料 293

工事材料費 145

庁用器具費① 2,861

2,8572,857
中学校管理運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

425

　デジタル教科書等の教師用指導教具に係る諸経費

0 0 00

所属名: 学校教育課

機械器具費① 2,857

13,47213,472
中学校施設整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

426

　市立中学校施設の改修・整備事業

＜本年度の事業＞
　・日比中学校　高圧交流気中負荷開閉器更新
　・荘内中学校　電灯トランス更新工事
　・玉中学校　　配膳室プラットフォーム工事
　・山田中学校　配膳室プラットフォーム工事 

0 0 00

所属名: 教育総務課

施設修繕料 3,000

中学校施設整備工事請負費 10,472
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

教　育　費 中学校費 （単位：千円）

（目） 中学校管理費

1,7426,842
中学校大規模改造事業

【事業費内訳】【事業概要】

427

　市立中学校の改修事業

＜本年度の事業＞
　・日比中学校　校舎便所改修工事に伴う実施設計
　　　　　　　　業務委託
　・荘内中学校　校舎便所改修工事に伴う実施設計
　　　　　　　　業務委託

0 0 05,100

(75%)
所属名: 教育総務課

実施設計委託料 6,842

（目） 中学校教育振興費

1515
中学校特別支援学級教育振興事業
　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

428

　中学校の特別支援学級で必要な教材を整備する。
　消耗品費は各中学校に予算配当する。

0 0 00

所属名: 教育総務課

消耗品費 15

12,39712,729
中学校教育用設備整備事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

429

　中学校の教育に必要な教材を整備する。
　消耗品費及び教材費は各中学校に予算配当する。

332 0 00

(定額)
所属名: 教育総務課

消耗品費 2,083

器具修繕料 1,382

電子計算機借上料 3,132

教　材　費 6,132

26,08626,118
要保護及び準要保護生徒援助費補助事業
　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

430

　経済的な理由により、学校への就学が困難な家庭
に経費の一部を援助するため、学用品・通学用品費
新入学生徒学用品費、校外活動費、修学旅行費、学
校給食費、通学費等を支給する。 
　なお、生活保護受給者（要保護）には、修学旅行
費を支給する。

32 0 00

(1/2)
所属名: 学校教育課

要保護及び準要保護生徒援助費補助 26,118

1,0312,061
中学校特別支援教育就学奨励事業
　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

431

　特別支援学級へ就学する生徒を持つ保護者の経済
的負担を軽減するため、学用品・通学用品購入費、
新入学生徒学用品・通学用品購入費、校外活動費、
修学旅行費、学校給食費、通学費等の経費の一部を
援助する。

1,030 0 00

(1/2)
所属名: 学校教育課

特別支援教育就学奨励補助 2,061
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

教　育　費 高等学校費 （単位：千円）

（目） 高等学校総務費

837837
高等学校管理運営事業（委員等報酬）

【事業費内訳】【事業概要】

432

　高校2校分の校医・歯科医・薬剤師の報酬 

＜事業内容＞
　・学校医報酬（2人分）
　　基本給280,000円+加算給90,100円
　・学校歯科医報酬（2人分）
　　基本給280,000円+加算給90,100円
　・学校薬剤師報酬（2人分）
　　基本給 80,000円+加算給16,300円

0 0 00

所属名: 学校教育課

校医歯科医薬剤師報酬 837

13,64213,642
高等学校非常勤講師配置事業（会計年度任用職員報
酬）

【事業費内訳】【事業概要】

433

・商工高校非常勤講師
　　ビジネス情報科及び機械科の授業を成立させる
　ために必要な非常勤講師を配置する。

・商工高校部活動指導員
　　華道・茶道等の専門的な部活動を行うために必
　要な部活動指導員を配置する。

・備南高校非常勤講師
　　多様な課題を持つ生徒への学び直しを図るため
　及び通級による適切な支援を行うために必要な非
　常勤講師等を配置する。

＜事業内容＞
　・商工高校非常勤講師の報酬
　　2,660円×43h×39週
　・商工高校部活動指導員の報酬
　　2,660円×4h×39週
　・備南高校非常勤講師の報酬
　　2,660円×63h×39週

0 0 00

所属名: 学校教育課

会計年度任用職員報酬 11,455

期末手当 679

職員共済組合負担金 137

社会保険料 723

費用弁償 648

4,5694,569
機械科非常勤講師配置事業（会計年度任用職員報酬）

【事業費内訳】【事業概要】

434

・商工高校機械科非常勤講師、特別非常勤講師
　　機械科の授業を成立させるために必要な非常勤
　講師、特別非常勤講師を配置する。

＜事業内容＞
　・商工高校非常勤講師の報酬
　　2,660円×16h×39週
　・商工高校特別非常勤講師の報酬
　　2,660円×1,036h

0 0 00

所属名: 学校教育課

会計年度任用職員報酬 4,416

社会保険料 21

費用弁償 132

279279
高等学校管理運営事業

【事業費内訳】【事業概要】

435

　高校の入学者選抜実施に係る諸経費

0 0 00

所属名: 学校教育課

消耗品費 164

印刷製本費 115
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

教　育　費 高等学校費 （単位：千円）

（目） 全日制高等学校管理費

▲ 2,25136,041
商工高等学校管理運営事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

436

　玉野商工高校における学校全体の運営及び教育環
境の維持管理経費

0 367 37,9250

(定額) (使、手、諸)
所属名: 玉野商工高等学校

報　償　金 176

賞　賜　金 62

費用弁償 44

旅　　　費 1,503

消耗品費 1,862

燃　料　費 110

印刷製本費 200

電　気　料 6,240

水　道　料 720

下水道料 1,000

器具修繕料 50

施設修繕料 400

医薬材料費 10

電　信　料 800

手　数　料 276

一般廃棄物処理手数料 14

産業廃棄物処分委託料 29

点検業務委託料 100

情報システム委託料 347

学校警備委託料 346

自家用電気工作物保安業務委託料 187

受水槽清掃委託料 46

環境整備委託料 350

エレベータ保守委託料 436

清掃委託料 207

印刷物作成業務委託料 750

テレビ聴取料 22

機械器具借上料 347

電子計算機借上料 18,408

庁用器具費① 600

産業教育振興会負担金 42

高等学校長会負担金 19

岡山県高等学校教育研究会負担金 49

高等学校教頭会負担金 10

公立高等学校事務職員協会負担金 5

高等学校教諭研修負担金 95

授業目的公衆送信補償金 179
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

教　育　費 高等学校費 （単位：千円）

（目） 全日制高等学校管理費

2,5262,526
機械科管理運営事業

【事業費内訳】【事業概要】

437

　玉野商工高校機械科における管理運営経費

0 0 00

所属名: 玉野商工高等学校

費用弁償 36

旅　　　費 180

消耗品費 300

食　糧　費 1

器具修繕料 300

医薬材料費 10

手　数　料 178

機械器具保守委託料 110

職員研修負担金 10

光熱水費等実費負担金 1,368

工業教育研究会負担金 9

岡山県工業教育会負担金 24

10,68110,681
商工高等学校施設整備事業

【事業費内訳】【事業概要】

438

　玉野商工高校施設の改修事業

＜本年度の事業＞
　・第1・第2文書実習室エアコン改修工事

0 0 00

所属名: 玉野商工高等学校

施設整備工事請負費 10,681

7,9447,944
機械科施設整備事業

【事業費内訳】【事業概要】

439

　玉野商工高校機械科に係る機械整備の借上料及び
その他実習設備整備費

0 0 00

所属名: 玉野商工高等学校

機械器具借上料 7,744

機械器具費① 200
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

教　育　費 高等学校費 （単位：千円）

（目） 定時制高等学校管理費

11,64713,601
備南高等学校管理運営事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

440

　学び直しのための「学び＋推進事業」実施に係る
経費により、特色ある学校づくりを推進する。

0 234 1,7200

(定額) (使、手、諸)
所属名: 玉野備南高等学校

費用弁償 23

旅　　　費 13

消耗品費 1,495

燃　料　費 2,020

印刷製本費 255

電　気　料 3,960

水　道　料 264

下水道料 426

器具修繕料 5

施設修繕料 307

医薬材料費 10

電　信　料 375

手　数　料 220

一般廃棄物処理手数料 7

点検業務委託料 1,134

自家用電気工作物保安業務委託料 172

学校警備委託料 155

受水槽清掃委託料 50

テレビ聴取料 22

機械器具借上料 27

電話レンタル料 237

電子計算機借上料 2,241

高等学校長会負担金 29

高等学校定時制通信制教育振興会負担金 60

高等学校教頭会負担金 14

岡山県学校保健会負担金 2

岡山県高等学校教育研究会負担金 23

岡山県高等学校体育連盟負担金 17

公立高等学校事務職員協会負担金 5

授業目的公衆送信補償金 33

（目） 高等学校教育振興費

400400
備南高等学校管理運営事業（教育振興）
　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

441

　生徒用の教科書を無償で給付することにより、教
育環境の整備の向上を図る。

0 0 00

所属名: 玉野備南高等学校

消耗品費 400

583583
機械科教育振興事業

【事業費内訳】【事業概要】

442

　玉野商工高校機械科における実習事業や企業見学
に必要な諸経費

0 0 00

所属名: 玉野商工高等学校

報　償　金 23

消耗品費 300

運　搬　料 40

有料道路通行料 10

自動車借上料 210
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

教　育　費 幼稚園費 （単位：千円）

（目） 幼稚園費

22,51822,585
幼稚園管理運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

443

・各園の管理費（消耗品費、水道光熱費、各園委託
　料等）
・建築基準法第12条に基づく定期点検費用
・職員研修費用

0 0 670

(諸)
所属名: 就学前教育課

賞　賜　金 60

旅　　　費 412

消耗品費 2,738

燃　料　費 808

食　糧　費 60

印刷製本費 62

電　気　料 3,024

水　道　料 545

下水道料 656

器具修繕料 365

施設修繕料 4,500

医薬材料費 40

電　信　料 1,413

手　数　料 2,305

一般廃棄物処理手数料 31

害虫駆除委託料 398

点検業務委託料 583

受水槽清掃委託料 35

児童健康診断業務委託料 65

警備委託料 436

機械器具借上料 493

工事材料費 68

庁用器具費① 239

機械器具費① 887

国公立幼稚園長会負担金 72

職員研修負担金 90

広域入所施設型給付負担金 2,200

04,005
教育支援体制整備事業

【事業費内訳】【事業概要】

444

　新幼稚園教育要領や新保育所保育指針等を踏まえ
本市の就学前教育推進体制の充実・就学前教育の質
の充実等を図る。

＜主な取組＞
　・就学前教育関係の研修や園訪問等の充実
　・若手職員等に対する支援や指導参考資料等の充
　　実
　・園小連携の取組の推進

4,005 0 00

(10/10)
所属名: 就学前教育課

報　償　金 58

旅　　　費 1,327

消耗品費 2,406

印刷製本費 59

郵　便　料 14

施設借上料 37

自動車借上料 104

1,5003,000
感染症関係費

【事業費内訳】【事業概要】

445

　幼稚園における新型コロナウイルス感染拡大を防
止し、幼児教育を継続的に実施するため、消毒液等
の衛生用品の充実を図る等の対策を行う。

0 1,500 00

(1/2)
所属名: 就学前教育課

消耗品費 600

消毒業務委託料 900

機械器具費① 1,500
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

教　育　費 幼稚園費 （単位：千円）

（目） 幼稚園費

2,8382,838
幼稚園施設整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

446

　園児が安全でのびのび生活できる環境をつくるた
め、幼稚園の施設整備を行う。
 
＜本年度の主な事業＞ 
　・宇野幼稚園　教室入り口塗装工事

0 0 00

所属名: 就学前教育課

幼稚園施設整備工事請負費 2,838
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

教　育　費 社会教育費 （単位：千円）

（目） 社会教育総務費

9898
社会教育事務諸経費（委員等報酬）
　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

447

　社会教育委員に係る報酬

0 0 00

所属名: 社会教育課

社会教育委員報酬 98

156156
文化財保護事業（委員等報酬）　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

448

　玉野市文化財保護委員に係る報酬

0 0 00

所属名: 社会教育課

文化財保護委員報酬 156

2020
奨学金貸付事業（委員等報酬）　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

449

　奨学生選考委員会に係る報酬

0 0 00

所属名: 社会教育課

奨学生選考委員報酬 20

9898
青少年問題協議会運営事業（委員等報酬）
　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

450

・青少年の健全育成について調査及び審議
・青少年の健全育成に関する関係行政機関相互の連
　絡調整

0 0 00

所属名: 社会教育課

青少年問題協議会委員報酬 98

104104
生涯学習推進協議会運営事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

451

・生涯学習事業について調査及び研究、協議
・生涯学習のまちづくりに関することについて調査
　及び協議

0 0 00

所属名: 社会教育課

生涯学習推進協議会委員報酬 104

526526
社会教育事務諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

452

　社会教育事務に係る経費 

＜主な内容＞  
　・職員出張に係る旅費  
　・一般事務に係る消耗品費  
　・各種会議に係る食糧費  
　・公用自動車借上料  
　・各種協議会、社会教育関係会議等の負担金

0 0 00

所属名: 社会教育課

費用弁償 5

旅　　　費 62

消耗品費 90

食　糧　費 9

手　数　料 14

公用自動車借上料 199

備前地区社会教育研究協議会負担金 20

岡山県社会教育委員連絡協議会負担金 18

社会教育関係会議負担金 10

岡山県育英会負担金 99
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

教　育　費 社会教育費 （単位：千円）

（目） 社会教育総務費

8484
少年団体運営補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

453

　青少年団体への補助金交付

＜玉野市子ども会連絡協議会＞
　・県子ども会行事への参加
　・夏休み体験学習
　・リーダー研修会

＜玉野市ボーイスカウト育成会＞
　・募金活動
　・隊キャンプ
　・ハイキング
　・野外料理
　・清掃奉仕

0 0 00

所属名: 社会教育課

少年団体育成補助 84

428428
文化協会運営補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

454

　文化協会が行う、理事会、文化たまの発行、文化
協会所属の各部の文化祭行事及び定例の活動に対し
て補助する。

0 0 00

所属名: 社会教育課

文化協会補助 428

115115
ＰＴＡ連合会運営補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

455

・玉野市ＰＴＡ連合会への補助金交付
・体育部会、文化部会等により、球技大会等の活動
　を実施

0 0 00

所属名: 社会教育課

ＰＴＡ連合会補助 115

250250
玉野市少年少女発明クラブ運営補助事業
　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

456

・玉野市少年少女発明クラブへの補助金交付
・小中学生が電気・金工・木工工作等を行い、もの
　づくりの楽しさを体験し、科学的な興味や関心を
　追及できる場所を提供

0 0 00

所属名: 社会教育課

玉野市少年少女発明クラブ補助 250

558559
文化財保護事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

457

・玉野市文化財保護委員会の開催、研修会の実施
・文化財案内板改修
・文化財の調査・保護

0 0 10

(負)
所属名: 社会教育課

報　償　金 85

費用弁償 40

旅　　　費 14

消耗品費 120

印刷製本費 140

手　数　料 15

看板製作委託料 95

清掃委託料 45

有料道路通行料 5
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

教　育　費 社会教育費 （単位：千円）

（目） 社会教育総務費

157157
人権教育推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

458

・人権教育推進委員会 
・人権教育課題別研修講座 
・ＰＴＡ人権教育研修会 
・就学前人権教育研修会 

0 0 00

所属名: 社会教育課

報　償　金 105

旅　　　費 6

消耗品費 40

食　糧　費 3

傷害保険料 3

1,8941,894
成人式事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

459

・記念式典の実施 
・成人式実行委員会の企画・運営による「はたちの
　集い」の実施

0 0 00

所属名: 社会教育課

報　償　金 20

賞　賜　金 440

消耗品費 100

食　糧　費 67

看板製作委託料 220

成人式会場設営委託料 377

会場借上料 670

270270
市民コンサート事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

460

　多くの市民に音楽に接する機会を提供し、また、
市内音楽団体の活性化を図る。

＜本年度開催事業＞
　玉野吹奏楽フェスティバル、玉野合唱祭　ほか

0 0 00

所属名: 社会教育課

市民コンサート開催委託料 270

430430
芸術文化振興事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

461

　芸術文化振興助成事業等を行い、市内の芸術文化
活動の活性化を図る。

0 0 00

所属名: 社会教育課

消耗品費 10

手　数　料 10

文化振興事業委託料 200

岡山県文化連盟負担金 30

芸術文化振興助成金 180

264264
文化・スポーツ顕彰事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

462

　文化・スポーツ分野において、国際的若しくは全
国規模の展覧会や競技大会等で優秀な成績を収め、
又は長年にわたりその普及振興に貢献した本市に在
住、又は本市出身の個人・団体を顕彰する。

0 0 00

所属名: 社会教育課

報　償　金 46

賞　賜　金 214

消耗品費 4

1,2501,250
トップアスリート・トップアーティスト招聘事業

【事業費内訳】【事業概要】

463

　国内外で活躍するトップアスリート・トップアー
ティストの指導者等を招へいし、子どもたちに優れ
たスポーツ、芸術・文化に接する機会の提供や実技
指導を実施する事業に対し、補助金を交付する。

0 0 00

所属名: 社会教育課

トップアスリート・トップアーティスト招聘事業補助 1,250
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

教　育　費 社会教育費 （単位：千円）

（目） 社会教育総務費

1,4441,444
町並み保存拠点施設管理事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

464

　八浜町並み保存拠点施設（旧藤原元太郎邸）の維
持管理を行う。

0 0 00

所属名: 社会教育課

消耗品費 10

食　糧　費 5

電　気　料 202

水　道　料 25

下水道料 25

施設修繕料 742

電　信　料 93

手　数　料 35

看板製作委託料 10

施設管理委託料 272

有料道路通行料 10

テレビ聴取料 15

3,69410,065
おかやま子ども応援事業

【事業費内訳】【事業概要】

465

＜家庭教育推進事業＞
　・「親育ち応援学習プログラム」等を活用した支
　　援活動
　・「親学啓発パンフレット」の配付・広報活動 
　・全幼稚園・小中学校及び希望する保育園で子育
　　て親育ち講座を開講

＜地域学校協働本部事業＞
　・地域と学校が連携、協働し、学校を核とした地
　　域力強化のための仕組みづくりや地域の活性化
　　を推進することを目的として実施

＜地域子ども楽級推進事業＞
　・各公民館を拠点に各小学校区に子ども楽級の実
　　践活動を展開 
　・月1～2回程度、原則として平日の放課後に小学
　　校区で「おさらい会」を実施

0 6,371 00

(2/3)
所属名: 社会教育課

報　償　金 7,188

旅　　　費 64

消耗品費 2,457

燃　料　費 23

食　糧　費 74

印刷製本費 60

郵　便　料 100

手　数　料 4

傷害保険料 75

機械器具借上料 20

5,0155,787
生涯学習センター管理運営事業
　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

466

・生涯学習センター施設の貸し出し業務 
・施設の維持管理

0 0 7720

(使)
所属名: 社会教育課

費用弁償 5

旅　　　費 5

消耗品費 679

燃　料　費 10

器具修繕料 20

施設修繕料 1,402

電　信　料 346

手　数　料 81

清掃委託料 416

エレベータ保守委託料 370

冷暖房設備保守委託料 1,087

施設管理業務委託料 1,234

テレビ聴取料 39

機械器具借上料 93
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

教　育　費 社会教育費 （単位：千円）

（目） 社会教育総務費

▲ 771,165
講座開催事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

467

　教養、体力づくり等の講座、イベントを開催す
る。

0 0 1,2420

(諸)
所属名: 社会教育課

報　償　金 1,133

消耗品費 30

食　糧　費 2

1,78413,560
奨学金貸付事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

468

　将来社会に貢献し得る有為な人材を育成するため
修学意欲のある学生に無利子で貸付を行う。

＜貸付月額＞
　・大学　　　　　　30,000円
　・市内の専修学校　30,000円
　・高専　1～3年　　20,000円　
　　　　　4～5年　　30,000円
　・高校　　　　　　20,000円

0 0 11,7760

(諸)
所属名: 社会教育課

奨　学　金 13,560

134,112134,112
社会教育施設管理運営事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

469

　図書館及び中央公民館の管理運営業務について、
株式会社図書館流通センターを指定管理者として委
託する。
　また、商業施設メルカの区分所有者として、施設
全体の維持管理費用及び修繕費用について、所有割
合に応じて負担する。

0 0 00

所属名: 社会教育課

社会教育施設管理業務委託料 114,950

維持管理負担金 13,776

施設修繕費負担金 5,386

（目） 公民館費

112112
公民館管理運営事業（委員等報酬）
　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

470

　公民館運営審議会委員報酬

0 0 00

所属名: 社会教育課

公民館運営審議会委員報酬 112
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

教　育　費 社会教育費 （単位：千円）

（目） 公民館費

30,99037,099
公民館管理運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

471

　各公民館の管理運営及び施設の環境設備、維持管
理を行う。
　社会教育法に基づき、生活文化の振興、社会福祉
の増進に寄与するため、実際生活に即する教育学術
及び文化に関する各種事業を行う。

0 0 6,1090

(使、諸)
所属名: 社会教育課

費用弁償 15

旅　　　費 110

消耗品費 2,000

燃　料　費 450

食　糧　費 10

印刷製本費 165

電　気　料 13,000

水　道　料 550

下水道料 690

器具修繕料 200

施設修繕料 6,100

電　信　料 2,200

手　数　料 1,018

一般廃棄物処理手数料 61

点検業務委託料 88

公民館清掃委託料 1,300

浄化槽清掃委託料 153

舞台吊物設備保守委託料 88

高架水槽清掃委託料 40

警備委託料 690

公民館管理委託料 3,655

自家用電気工作物保安業務委託料 702

エレベータ保守委託料 753

冷暖房設備保守委託料 517

デマンド管理委託料 80

テレビ聴取料 260

土地借上料 427

機械器具借上料 713

電話レンタル料 427

工事材料費 10

機械器具費① 536

岡山県公民館振興会負担金 45

職員研修負担金 46

▲ 115515
講座事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

472

　各公民館の定期講座の報償金

0 0 6300

(諸)
所属名: 社会教育課

報　償　金 515

7041,408
地域人づくり大学事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

473

　地域を支える市民が地域活動における様々な場面
で活躍できるよう、多様な選択肢のある講座を開講
し、地域の活性化を担う人材の育成を図る。

704 0 00

(1/2)
所属名: 社会教育課

報　償　金 50

費用弁償 5

消耗品費 353

講座委託料 1,000
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

教　育　費 社会教育費 （単位：千円）

（目） 公民館費

400400
感染症関係費

【事業費内訳】【事業概要】

474

　新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じなが
ら公民館を継続的に運営するため、消毒液等の衛生
用品の充実を図る等の対策を行う。

0 0 00

所属名: 社会教育課

消耗品費 400

80019,200
公民館整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

475

　公民館の施設改修整備工事を行い公民館活動の充
実を図る。

0 0 018,400

(100%)
所属名: 社会教育課

公民館施設整備工事請負費 19,200

（目） 図書館費

7070
図書館協議会運営事業（委員等報酬）
　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

476

　玉野市立図書館協議会委員に係る報酬

0 0 00

所属名: 社会教育課

図書館協議会委員報酬 70

4,6014,651
図書館管理運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

477

　指定管理者が行う図書館管理運営事業とは別に、
市が直接負担する経費

　・図書館システム借上料及び保守委託料
　　（長期継続契約分）
　・公用自動車借上料
　・各種負担金　　等

0 0 500

(負)
所属名: 社会教育課

報　償　金 6

自動車修繕料 189

電子計算機保守委託料 2,482

電子計算機借上料 1,743

公用自動車借上料 199

日本図書館協会負担金 23

岡山県図書館協会負担金 9

（目） 青少年育成センター費

364364
青少年育成センター管理運営事業（委員等報酬）

【事業費内訳】【事業概要】

478

　玉野市内の青少年健全育成推進のため、補導活動
学校訪問等を行い、学校・地域と連携しながら、児
童生徒の健全育成を図る。

0 0 00

所属名: 教育サポートセンター

青少年健全育成指導員報酬 364

466466
青少年育成センター管理運営事業
　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

479

　青少年の健全育成を図るため、家庭・学校・地域
社会・関係機関及び各種団体との連携を深め、街頭
補導・啓発活動・環境浄化活動に取り組む。

0 0 00

所属名: 教育サポートセンター

報　償　金 32

費用弁償 80

消耗品費 20

食　糧　費 10

印刷製本費 60

看板製作委託料 85

有料道路通行料 9

連絡協議会負担金 24

岡山県青少年育成県民会議負担金 3

玉野市中学校区青少年健全育成連絡協議会補助 143
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

教　育　費 社会教育費 （単位：千円）

（目） 海洋博物館費

27,11327,113
特別会計繰出金－海洋博物館事業
　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

480

　海洋博物館事業会計に係る一般会計負担分を繰り
出しする。

0 0 00

所属名: 商工観光課

海洋博物館事業会計へ繰出 27,113

（目） 市史編さん費

2,5582,558
市史編さん事業

【事業費内訳】【事業概要】

481

　市民の郷土愛を育み、かつ、本市の歴史を後世に
伝えるために、昭和45年に刊行された『玉野市史』
続編を編さんする。

※債務負担事業
　（令和4～8年度、限度額24,303千円）

0 0 00

所属名: 社会教育課

報　償　金 260

旅　　　費 57

消耗品費 150

食　糧　費 6

郵　便　料 10

手　数　料 5

市史編さん業務委託料 2,052

駐車場使用料 2

有料道路通行料 16
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

教　育　費 保健体育費 （単位：千円）

（目） 保健体育総務費

360360
社会体育事業関係事務（委員等報酬）
　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

482

　スポーツ推進委員等に係る報酬

0 0 00

所属名: 社会教育課

スポーツ推進委員報酬 308

玉野市スポーツ推進審議会委員報酬 52

9595
学校保健体育事業（委員等報酬）

【事業費内訳】【事業概要】

483

　ストレスチェック産業医面接報酬及び商工高校復
職プログラム相談医報酬

0 0 00

所属名: 学校教育課

ストレスチェック面接指導医師報酬 75

復職プログラム相談医報酬 20

15,17017,395
学校保健体育事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

484

　幼児児童生徒・教職員健康診断委託料、激励金、
各種検査手数料、日本スポーツ振興センター負担金
学校管理者賠償責任保険料等、学校保健体育に関す
る様々な諸経費支給による児童生徒及び教職員の心
身の健康に資する。

36 0 2,1890

(1/2) (負)
所属名: 学校教育課

報　償　金 45

賞　賜　金 200

消耗品費 547

印刷製本費 20

手　数　料 891

賠償責任保険料 222

傷害保険料 5

児童生徒健康診断委託料 5,719

教職員健康診断委託料 5,233

予防接種委託料 64

日本スポーツ振興センター負担金 4,317

結核対策委員会負担金 20

学校保健会補助 40

要保護児童生徒医療費補助 72

2,0702,070
社会体育事業関係事務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

485

　社会体育事業に関するもの

＜学校開放事業＞
　団体が行うスポーツ及びレクリエーションの使用
に供するため、小・中・高等学校の運動場及び体育
館を開放する。

＜激励金＞
　競技スポーツに積極的に取り組むクラブ等の育成
と競技力の向上、スポーツ振興を図るため、全国大
会以上出場者に激励金を支給する。

＜その他＞
　スポーツ推進委員の旅費、傷害保険料、全国及び
県協議会負担金他

0 0 00

所属名: 社会教育課

報　償　金 1,104

賞　賜　金 500

費用弁償 205

旅　　　費 28

消耗品費 97

食　糧　費 4

印刷製本費 22

傷害保険料 47

スポーツ推進委員協議会負担金 63
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

教　育　費 保健体育費 （単位：千円）

（目） 保健体育総務費

599599
玉野市スポーツ協会運営補助事業

【事業費内訳】【事業概要】

486

　玉野市スポーツ協会の運営費に対する補助

＜協会の主な事業＞
　・各種スポーツの振興と指導者の養成
　・体育に関する各種行事の実施並びに後援指導
　・スポーツに関する団体の指導及び行事の調整

0 0 00

所属名: 社会教育課

玉野市スポーツ協会補助 599

6,2706,270
玉野スポーツセンター運営補助事業
　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

487

　(公財)岡山県スポーツ協会が管理運営する広域ス
ポーツ拠点施設である玉野スポーツセンターの運営
費に対し補助を行うことにより、市民のスポーツ活
動の推進並びに健康増進を図る。

0 0 00

所属名: 社会教育課

玉野スポーツセンター運営費補助 6,270

（目） 体育施設費

80,328103,195
体育施設管理運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

488

　スポーツ団体等への指導及び体育施設（市総合体
育館、市民総合運動公園）の管理運営業務について
玉野市スポーツネットワークＪＶへ指定管理者とし
て委託を行う。
　北体育館、渋川ヨット艇庫については、直営にて
管理を行う。

0 0 22,8670

(使)
所属名: 社会教育課

電　気　料 320

水　道　料 16

下水道料 16

施設修繕料 8,525

手　数　料 44

一般廃棄物処理手数料 389

施設賠償責任保険料 25

体育施設管理業務委託料 93,602

清掃委託料 258
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

教　育　費 保健体育費 （単位：千円）

（目） 給食センター費

213,759213,769
給食センター管理運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

489

＜現学校給食センター＞
　調理業務及び管理運営に関する経費（令和4年度1
学期まで）

　・小学校　8校　2,059食
　・中学校　4校　1,027食

＜新学校給食センター＞
　ＰＦＩによる施設整備、維持管理及び運営業務に
関する経費（令和4年9月供用開始）

　・小学校 14校　2,649食
　・中学校　7校　1,336食

　［委託期間］
　　令和4年9月～令和19年8月
　［事業費］
　　・給食センター運営業務委託料：
　　　運営業務に関する経費
　　・給食センター維持管理業務委託料：
　　　維持管理業務に関する経費
　　・施設購入費：
　　　施設整備業務に関する経費

　※債務負担事業
　　　（令和元～19年度、基準額4,361,520千円）

0 0 100

(諸)
所属名: 学校教育課

旅　　　費 48

消耗品費 2,000

燃　料　費 3,426

印刷製本費 300

電　気　料 1,000

水　道　料 760

下水道料 1,480

電　信　料 440

手　数　料 1,168

ボイラー定期検査委託料 187

給食センター警備委託料 144

廃棄物処理委託料 378

自家用電気工作物保安業務委託料 57

廃水処理施設清掃委託料 1,410

害虫駆除委託料 27

輸送業務委託料 13,244

残飯処理委託料 218

給食センター運営業務委託料 150,645

給食センター維持管理業務委託料 20,774

機械器具借上料 136

施設購入費 15,914

岡山県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 13

1,5001,500
給食センター維持修繕事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

490

　現東児調理場の施設及び調理場内備品等の維持修
繕を行う。

0 0 00

所属名: 学校教育課

器具修繕料 1,000

施設修繕料 500

600600
給食センター設備整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

491

　新学校給食センター事務室及び現東児調理場内備
品の整備を行う。

0 0 00

所属名: 学校教育課

庁用器具費① 500

機械器具費① 100

6,9046,904
東児調理場管理運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

492

　現東児調理場の調理業務及び管理運営に関する諸
経費（令和4年度1学期まで）

　　・小学校　6校　590食
　　・中学校　3校　309食

　※令和4年9月からは新学校給食センターへ統合

0 0 00

所属名: 学校教育課

燃　料　費 960

電　気　料 800

水　道　料 328

電　信　料 98

給食センター警備委託料 138

廃棄物処理委託料 188

自家用電気工作物保安業務委託料 44

廃水処理施設清掃委託料 4,295

害虫駆除委託料 22

浄化槽清掃委託料 24

機械器具借上料 7
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

教　育　費 保健体育費 （単位：千円）

（目） 給食センター費

100100
東児調理場設備整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

493

　現東児調理場内備品の整備を行う。

0 0 00

所属名: 学校教育課

機械器具費① 100

1,4875,687
給食センター除却事業

【事業費内訳】【事業概要】

494

　現学校給食センター解体工事に係る設計委託料及
び調査手数料

0 0 04,200

(75%)
所属名: 学校教育課

手　数　料 693

実施設計委託料 4,994

9943,894
東児調理場除却事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

495

　現東児調理場解体工事に係る設計委託料及び調査
手数料

0 0 02,900

(75%)
所属名: 学校教育課

手　数　料 693

実施設計委託料 3,201
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

公　債　費 公　債　費 （単位：千円）

（目） 元　　　金

2,217,7572,217,757
長期借入債償還金（元金）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

496

　地方債の元金償還に係る公債費

0 0 00

所属名: 財政課

長期借入債償還金 2,217,757

（目） 利　　　子

80,99080,990
長期借入債償還金（利子）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

497

　地方債の利子償還に係る公債費

0 0 00

所属名: 財政課

長期借入債利子 80,990

3,0003,000
短期借入債償還金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

498

　一時借入金等の利子償還に係る公債費

0 0 00

所属名: 財政課

一時借入金利子 3,000

（目） 公債諸費

2,0002,000
公債事務諸経費

【事業費内訳】【事業概要】

499

　地方債事務に係る諸経費

0 0 00

所属名: 財政課

手　数　料 2,000
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（款） （項）

事　業　名　・　事　業　概　要 事業費 国 県 地方債 その他 一般財源

予　備　費 予　備　費 （単位：千円）

（目） 予　備　費

50,00050,000
予　備　費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【事業費内訳】【事業概要】

500

　予備費

0 0 00

所属名: 財政課

予　備　費 50,000
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＜参　考＞

○令和4年度当初予算主要建設事業

（単位：千円）

国・県 地方債 その他 一 　般

事業番号：40

庁舎整備事業 99,415 43,707 0 0 55,708

◎ 　・基本計画策定・発注支援業務委託料

◎ 　・地質調査委託料

◎ 　・オフィス環境整備委託料

99,415 43,707 0 0 55,708

事業番号：208

保育園整備事業 1,936 0 1,700 0 236

◎ 　・実施設計委託料（サンマリン認定こども園）

1,936 0 1,700 0 236

事業番号：238

斎場整備事業 19,250 0 0 0 19,250

　・火葬設備整備工事

事業番号：243

環境大気測定局整備事業 5,686 0 0 0 5,686

◎ 　・大気測定機器更新（後閑、日比）

事業番号：245

廃棄物広域処理事業 15,807 5,269 0 0 10,538

◎ 　・中継施設基本計画設計等業務委託料

◎ 　・測量調査委託料

事業番号：248

じん芥収集事業 10,248 4,890 3,900 0 1,458

◎ 　・じん芥収集車更新　1台

事業番号：253

東清掃センター施設整備事業 220,000 0 165,000 0 55,000

　・焼却炉整備工事

　・クレーン定期整備工事

　・粗大ごみ処理施設整備工事

事業番号：258

西清掃センター施設整備事業 68,236 0 51,100 0 17,136

◎ 　・し渣搬出設備設置工事

339,227 10,159 220,000 0 109,068

衛
　
生
　
費

財　　　源　　　内　　　訳

総
　
務
　
費

小　　　　　　　　　　計

小　　　　　　　　　　計

区
　
分

新
　
規

事　業　内　容 事業費

民
　
生
　
費 小　　　　　　　　　　計
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（単位：千円）

国・県 地方債 その他 一 　般

財　　　源　　　内　　　訳区
　
分

新
　
規

事　業　内　容 事業費

事業番号：275

県営湖岸堤防整備事業 4,800 0 4,300 0 500

　・県営事業負担金　継続施工　1か所

事業番号：276

ため池改良事業 17,000 17,000 0 0 0

◎ 　・ため池廃止工事　新規施工　1か所

事業番号：277

農道・農業水路改良事業 83,100 0 78,100 2,800 2,200

◎ 　・実施設計委託料　新規委託　3か所

　・農業水路改良工事　継続施工　3か所

◎ 　・農業水路改良工事　新規施工　4か所

　・農道改良工事　継続施工　1か所

事業番号：279

海岸保全施設整備事業 4,500 0 4,000 0 500

　・県営事業負担金　継続施工　1か所

事業番号：280

経営体育成基盤整備事業 39,187 24,000 12,100 0 3,087

　・換地業務委託料

　・県営事業負担金　継続施工　1か所

事業番号：281

集落基盤整備事業 72,500 0 27,000 0 45,500

　・県営事業負担金　継続施工　1か所　　　

　・水道工事負担金　1か所

事業番号：283

農道保全整備事業 3,750 0 2,200 0 1,550

　・県営事業負担金　継続施工　1か所　　　

事業番号：284

農村地域防災減災対策事業 2,044 0 1,800 0 244

　・県営事業負担金　継続施工　1か所　　　

事業番号：285

水利施設等保全高度化事業 6,730 2,227 3,900 0 603

◎ 　・基幹水利施設ストックマネジメント事業委託料

◎ 　・県営事業負担金

事業番号：288
ため池管理事業 3,000 3,000 0 0 0

◎ 　・実施設計委託料　新規委託　1か所

236,611 46,227 133,400 2,800 54,184小　　　　　　　　　　計

農
　
林
　
水
　
産
　
業
　
費
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（単位：千円）

国・県 地方債 その他 一 　般

財　　　源　　　内　　　訳区
　
分

新
　
規

事　業　内　容 事業費

事業番号：335

土木施設適正管理事業 20,000 0 18,400 0 1,600

　・市内一円

事業番号：336

道路メンテナンス事業 53,000 29,150 12,900 0 10,950

　・橋りょう修繕工事

　・トンネル修繕工事

　・橋りょう点検・長寿命化計画策定

　・トンネル点検・長寿命化計画策定

事業番号：343

道路新設改良事業（市単独分） 34,296 0 26,900 0 7,396

　・継続施工　3路線

　・市内一円

事業番号：344

県道改良舗装事業（負担金） 19,050 0 17,100 0 1,950

　・県道改良舗装工事負担金

事業番号：345

交通安全施設整備事業（市単独分） 7,000 0 0 0 7,000

　・市内一円

事業番号：347

河川排水路維持管理事業 10,000 0 10,000 0 0

　・浚渫工事　継続施工　1河川

事業番号：350

河川排水路新設改良事業 18,000 0 7,600 0 10,400

　・新設改良工事　継続施工　1河川

◎ 　・新設改良工事　新規施工　1河川

◎ 　・施設改修工事　新規施工　1か所

事業番号：353

県管理港湾工事事業(負担金） 58,668 0 48,000 0 10,668

　・高潮対策工事（後閑）

220,014 29,150 140,900 0 49,964

事業番号：384

災害対策事業 22,308 0 22,300 0 8

◎ 　・防災倉庫整備工事　12か所

事業番号：378

消防車両等更新事業 36,602 0 34,600 0 2,002

◎ 　・救急車　1台

　　配置先：本署

事業番号：379

消防団車両・ポンプ更新事業 8,489 0 7,800 0 689

◎ 　・積載車　1台

　　配置先：金甲分団

事業番号：381

消防施設除却事業 2,728 0 2,400 0 328

◎ 　・分団機庫除却工事　2か所

70,127 0 67,100 0 3,027

土
　
木
　
費

小　　　　　　　　　　計

消
　
防
　
費

小　　　　　　　　　　計
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（単位：千円）

国・県 地方債 その他 一 　般

財　　　源　　　内　　　訳区
　
分

新
　
規

事　業　内　容 事業費

事業番号：415

小学校施設整備事業 12,254 0 0 0 12,254

　・市内一円

事業番号：416
小学校大規模改造事業 43,747 0 42,800 0 947

◎ 　・実施設計委託料（宇野）
　・体育館屋根外壁改修工事（玉）

事業番号：426
中学校施設整備事業 10,472 0 0 0 10,472
　・市内一円

事業番号：427
中学校大規模改造事業 6,842 0 5,100 0 1,742

◎ 　・実施設計委託料（日比、荘内）

事業番号：494
給食センター除却事業 4,994 0 4,200 0 794

◎ 　・実施設計委託料（解体工事）

事業番号：495
東児調理場除却事業 3,201 0 2,900 0 301

◎ 　・実施設計委託料（解体工事）

事業番号：475
公民館整備事業　 19,200 0 18,400 0 800

◎ 　・改修工事（奥玉、八浜）

事業番号：446
幼稚園施設整備事業 2,838 0 0 0 2,838

◎ 　・改修工事（宇野）

事業番号：438
商工高等学校施設整備事業 10,681 0 0 0 10,681

◎ 　・改修工事

114,229 0 73,400 0 40,829

1,081,559 129,243 636,500 2,800 313,016

小　　　　　　　　　　計

合　　　　　　　　　　計

教
　
育
　
費
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○

34 シティセールス推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

46 定住推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

216 保健対策事業関係事務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

265 地元就職促進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

302 商業振興対策事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

303 中小企業ステップアップ支援事業　　　　　　　　　　　　　　　

309 魅力ある職場環境づくり応援事業

310 創業アシスト奨励金事業

311 定住促進協力企業等発信事業

318 特産品協議会運営補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　

320 観光おもてなし推進事業

408 たまの創生人材育成推進事業

473 地域人づくり大学事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○

＜社会保障関係経費の内訳＞

27,117

合　　　計 10,128,958 5,774,555

※事業費は、事務費、人件費等は除く。

労働費 労働諸費 6,443 5,566

教育費
小学校費 31,869 29,724

中学校費 28,179

294,189

衛生費
保健衛生費 358,749 324,372

病院費 440,000 440,000

民生費

社会福祉費 5,306,117 3,393,388

児童福祉費 2,764,848 1,260,199

生活保護費 1,192,753

（歳出） 社会保障関係経費 10,128,958 千円

(単位：千円)

款 項 事業費 一般財源

＜令和4年度予算額＞

（歳入） 地方消費税交付金 1,244,600 千円

うち社会保障財源化分 685,850 千円

1,408 1,408

合計 97,602 41,694

消費税引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充当される経費

6,500 6,500

24,200 900

3,475 3,475

5,000 5,000

7,500 7,500

2,317 2,317

1,755 1,755

5,000 5,000

3,000 3,000

26,112 342

8,625 3,900

2,710 597

若者や女性の定住・定着を推進するため、国の「地方創生推進交付金」を活用して実施す
る事業

(単位：千円)

事業番号 事　　業　　名 当年度予算額
うち交付金対象
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