
内訳

内訳

内訳

内訳 その他 750 一般財源 22,680

・法制執務支援委託料【943千円】
　　法制執務相談、起案内容審査、最新法令・モデル例規案・先行事例提供、法制執務一般研修）
・例規データ作成委託料【2,442千円】
・人事評価制度支援委託料【987千円】
　　目標設定調整会議（2日）、評価結果調整会議（期末2日）
・例規システム使用料【858千円】
　　例規システム使用料（例規分）、コンシェルジュデスク使用料
・その他経費【19,500千円】
　委員報酬、臨時賃金、報償費、消耗品、印刷代、通信運搬費、保険料、使用料及び賃借料、
　各種負担金

22,680

・法制執務支援委託料【943千円】
　　法制執務相談、起案内容審査、最新法令・モデル例規案・先行事例提供、法制執務一般研修）
・例規データ作成委託料【2,442千円】
・人事評価制度支援委託料【987千円】
　　目標設定調整会議（2日）、評価結果調整会議（期末2日）
・例規システム使用料【858千円】
　　例規システム使用料（例規分）、コンシェルジュデスク使用料
・その他経費【19,500千円】
　委員報酬、臨時賃金、報償費、消耗品、印刷代、通信運搬費、保険料、使用料及び賃借料、
　各種負担金

R6 事業費(千円) 24,730 国補助 県補助 1,300 地方債

1,300 地方債 その他 750 一般財源R5 事業費(千円) 24,730 国補助 県補助

その他 750 一般財源 27,990

・法制執務支援委託料【943千円】
　　法制執務相談、起案内容審査、最新法令・モデル例規案・先行事例提供、法制執務一般研修）
・例規データ作成委託料【2,442千円】
・人事評価制度支援委託料【987千円】
　　目標設定調整会議（2日）、評価結果調整会議（期末2日）
・例規システム使用料【858千円】
　　例規システム使用料（例規分）、コンシェルジュデスク使用料
・地方公務員の定年延長に伴う例規整備支援業務委託料【3,000千円】
・デジタル改革に伴う個人情報保護制度見直し対応支援業務委託料【2,310千円】
・その他経費【19,500千円】
　委員報酬、報償費、消耗品、印刷代、通信運搬費、保険料、使用料及び賃借料、各種負担金等

22,475

・法制執務支援委託料【943千円】
　　法制執務相談、起案内容審査、最新法令・モデル例規案・先行事例提供、法制執務一般研修）
・例規データ作成委託料【2,442千円】
・人事評価制度支援委託料【987千円】
　　目標設定調整会議（2日）、評価結果調整会議（期末2日）
・例規システム使用料【858千円】
　　例規システム使用料（例規分）、コンシェルジュデスク使用料
・その他経費【19,258千円】
　委員報酬、報償費、消耗品、印刷代、通信運搬費、保険料、使用料及び賃借料、各種負担金等

R4 事業費(千円) 30,040 国補助 県補助 1,300 地方債

1,244 地方債 その他 769 一般財源R3 事業費(千円) 24,488 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 1-1

事業名 一般管理経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳 その他 一般財源 2,570
・研修旅費【1,170千円】

・研修委託料【480千円】
　　ハラスメント研修（補佐・係長）
　　コミュニケーション研修（主任・主事）

・研修負担金【920千円】
　　自治大学負担金（１名）・市町村アカデミー負担金（６名）ＮＯＭＡ研修（１０名）
　　全国市町村国際文化研修所（３名）・新規採用職員接遇研修（６名）ほか

2,570
・研修旅費【1,170千円】

・研修委託料【480千円】
　　契約事務研修（主任・主事）
　　マニュアル作成研修（補佐・係長･･･仕事の属人化防止と知識・技術の承継）

・研修負担金【920千円】
　　自治大学負担金（１名）・市町村アカデミー負担金（６名）ＮＯＭＡ研修（１０名）
　　全国市町村国際文化研修所（３名）・新規採用職員接遇研修（６名）ほか

R6 事業費(千円) 2,570 国補助 県補助 地方債

地方債 その他 一般財源R5 事業費(千円) 2,570 国補助 県補助

その他 一般財源 2,870
・研修旅費【1,470千円】
　　他市町の視察研修

・研修委託料【480千円】
　　コミュニケーション研修（課長・補佐）　（６０名）
　　ビジネス文書レベルアップ研修（主事・主任）

・研修負担金【920千円】
　　自治大学負担金（１名）・市町村アカデミー負担金（１２名）ＮＯＭＡ研修（１０名）
　　全国市町村国際文化研修所（３名）・新規採用職員接遇研修（６名）ほか

2,557
・研修旅費【1,167千円】

・研修委託料【473千円】
　　窓口対応研修（主任・主事・会計年度）　　（２回×３０名）
　　ハラスメント研修（課長・園長・副園長）　（２回×２０名）

・研修負担金【917千円】
　　自治大学負担金（１名）・市町村アカデミー負担金（６名）ＮＯＭＡ研修（９名）
　　全国市町村国際文化研修所（３名）・新規採用職員接遇研修（８名）ほか

R4 事業費(千円) 2,870 国補助 県補助 地方債

地方債 その他 一般財源R3 事業費(千円) 2,557 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 1-2

事業名 職員研修費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳 その他 一般財源 3,266
・健康診断手数料【2,600千円】
　　職員健康診断、長時間労働者医師面談、高ストレス者医師面談

・産業医派遣委託料【396千円】

・メンタルヘルスチェック委託料【270千円】

3,266
・健康診断手数料【2,600千円】
　　職員健康診断、長時間労働者医師面談、高ストレス者医師面談

・産業医派遣委託料【396千円】

・メンタルヘルスチェック委託料【270千円】

Ｒ6 事業費(千円) 3,266 国補助 県補助 地方債

地方債 その他 一般財源R5 事業費(千円) 3,266 国補助 県補助

その他 一般財源 3,266
・健康診断手数料【2,600千円】
　　職員健康診断、長時間労働者医師面談、高ストレス者医師面談

・産業医派遣委託料【396千円】

・メンタルヘルスチェック委託料【270千円】

3,258
・健康診断手数料【2,592千円】
　　職員健康診断、長時間労働者医師面談、高ストレス者医師面談

・産業医派遣委託料【396千円】

・メンタルヘルスチェック委託料【270千円】

R4 事業費(千円) 3,266 国補助 県補助 地方債

地方債 その他 一般財源R3 事業費(千円) 3,258 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 1-3

事業名 職員健康管理事業

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳 その他 5,800 一般財源 64,200

主な経費
・庁舎等施設修繕料【2,000千円】
・庁舎清掃委託料【5,700千円】
・空調設備保守管理委託料【2,100千円】
・エレベーター保守点検委託料【1,200千円】
・庭園等管理委託料【7,000千円】
・庁舎警備委託料【11,000千円】
・その他経費【20,000千円】
　　（光熱水費、手数料、火災保険料、委託料（上記以外）、AED借上料、備品購入費ほか）

・LED照明借上料　　 　　　　　　 　　18,000千円（1,500千円×12ヶ月分）
・西庁舎空調設備更新工事設計業務委託　3,000千円　※建築から20年経過

61,200

主な経費
・庁舎等施設修繕料【2,000千円】
・庁舎清掃委託料【5,700千円】
・空調設備保守管理委託料【2,100千円】
・エレベーター保守点検委託料【1,200千円】
・庭園等管理委託料【7,000千円】
・庁舎警備委託料【11,000千円】
・その他経費【20,000千円】
　　（光熱水費、手数料、火災保険料、委託料（上記以外）、AED借上料、備品購入費ほか）

・LED照明借上料　　 　　 18,000千円（1,500千円×12ヶ月分）

R6 事業費(千円) 70,000 国補助 県補助 地方債

地方債 その他 5,800 一般財源R5 事業費(千円) 67,000 国補助 県補助

26,250 その他 5,800 一般財源 60,950

主な経費
・庁舎等施設修繕料【2,000千円】
・庁舎清掃委託料【5,700千円】
・空調設備保守管理委託料【2,100千円】
・エレベーター保守点検委託料【1,200千円】
・庭園等管理委託料【7,000千円】
・庁舎警備委託料【11,000千円】
・その他経費【20,000千円】
　　（光熱水費、手数料、火災保険料、委託料（上記以外）、AED借上料、備品購入費ほか）

◎役場駐車場増設工事（庁舎南側駐車場）
　・設計業務委託料　　3,000千円
　・工事請負費　　　 32,000千円
   　　　　　　　計　35,000千円

◎町内公共施設等LED照明賃貸借業務（10年リース総額：180,000千円 ※概算事業費）
　・R4.7月契約→R4.8～R5.1月工事（6ヶ月間）→10月から2ヶ月毎3ﾌﾞﾛｯｸに区切りリース開始（仮）
　・LED照明借上料　　 9,000千円（R4：1,500千円×6ヶ月分）
　　※10年リースの場合、債務負担行為設定（R5～R14）：総額 171,000千円

41,908

主な経費
・庁舎等施設修繕料【2,000千円】
・庁舎清掃委託料【5,688千円】
・空調設備保守管理委託料【2,095千円】
・エレベーター保守点検委託料【1,175千円】
・庭園等管理委託料【6,985千円】
・庁舎警備委託料【10,524千円】
・その他経費【19,300千円】
　　（光熱水費、手数料、火災保険料、委託料（上記以外）、AED借上料、備品購入費）

R4 事業費(千円) 93,000 国補助 県補助 地方債

地方債 その他 5,859 一般財源R3 事業費(千円) 47,767 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 1-4

事業名 庁舎等維持管理経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳 その他 一般財源 882
・電気代【220千円】
・上下水道代【21千円】
・施設・設備修繕料【50千円】
・電話代【34千円】
・火災保険料【9千円】
・管理委託料【521千円】
・テレビ受信料【28千円】

882
・電気代【220千円】
・上下水道代【21千円】
・施設・設備修繕料【50千円】
・電話代【34千円】
・火災保険料【9千円】
・管理委託料【521千円】
・テレビ受信料【28千円】

R6 事業費(千円) 882 国補助 県補助 地方債

地方債 その他 一般財源R5 事業費(千円) 882 国補助 県補助

その他 一般財源 882
・電気代【220千円】
・上下水道代【21千円】
・施設・設備修繕料【50千円】
・電話代【34千円】
・火災保険料【9千円】
・管理委託料【521千円】
・テレビ受信料【28千円】

882
・電気代【219千円】
・上下水道代【21千円】
・施設・設備修繕料【50千円】
・電話代【34千円】
・火災保険料【9千円】
・管理委託料【521千円】
・テレビ受信料【28千円】

R4 事業費(千円) 882 国補助 県補助 地方債

地方債 その他 一般財源R3 事業費(千円) 882 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 1-5

事業名 幽静館維持管理事務

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳 その他 一般財源 4,725
・消耗品【10千円】
・公用車燃料代【1,000千円】
・公用車修理代【250千円】
・手数料【60千円】
・公用車損害保険料【400千円】
・公用車リース料【3,000千円】
　　７台
・自動車重量税【5千円】
　　ﾐﾗｲｰｽ

4,847
・消耗品【10千円】
・公用車燃料代【1,000千円】
・公用車修理代【300千円】
・手数料【80千円】
・公用車損害保険料【400千円】
・公用車リース料【3,000千円】
　　７台
　　うち１台リース期間満了による入れ替え（タウンエース）
・自動車重量税【57千円】
　　ﾊｲｴｰｽ

R6 事業費(千円) 4,725 国補助 県補助 地方債

地方債 その他 一般財源R5 事業費(千円) 4,847 国補助 県補助

その他 一般財源 4,725
・消耗品【10千円】
・公用車燃料代【1,000千円】
・公用車修理代【250千円】
・手数料【60千円】
・公用車損害保険料【400千円】
・公用車リース料【3,000千円】
　　７台
　　うち２台リース期間満了による入れ替え（ヴォクシー、フィールダーハイブリッド992）
・自動車重量税【5千円】
　　ﾐﾗｲｰｽ

4,520
・消耗品【10千円】
・公用車燃料代【803千円】
・公用車修理代【260千円】
・手数料【71千円】
・公用車損害保険料【353千円】
・公用車リース料【2,966千円】
　　７台
　　うち１台リース期間満了による入れ替え（フィールダーハイブリッド8894）
・自動車重量税【57千円】
　　ﾊｲｴｰｽ

R4 事業費(千円) 4,725 国補助 県補助 地方債

地方債 その他 一般財源R3 事業費(千円) 4,520 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 1-6

事業名 公用車維持管理経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）


