
内訳

内訳

内訳

内訳 その他 一般財源 774
環境審議会委員報酬　一般　                    7,000円×11名×2回＝154,000円
　　　　　　　　　　学識                     20,000円× 3名×2回＝120,000円
旅費　費用弁償　環境審議会委員費用弁償　委員3名分（学識経験者）　　46,000円
需用費(消耗品、燃料費、修繕料、消毒薬代）　  　                   357,000円
公用車車検手数料・損害保険料・自賠責保険料                         57,000円
はち駆除委託　                                                     33,000円
公用車重量税　　　　　　　　　　　　　　 　　                       7,000円

731
環境審議会委員報酬　一般　 　　　　　　　　  7,000円×11名×2回＝154,000円
　　　　　　　　　　学識   　　　　　　　　 20,000円× 3名×2回＝120,000円
旅費　費用弁償　環境審議会委員費用弁償　委員3名分（学識経験者）　 46,000円
需用費(消耗品、燃料費、修繕料、消毒薬代）　  　                  357,000円
公用車車検手数料・損害保険料　　　　　　　　　　                　21,000円
はち駆除委託　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                33,000円
　

R6 事業費(千円) 774 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) 731 国補助 県補助

その他 一般財源 774
環境審議会委員報酬　一般　                    7,000円×11名×2回＝154,000円
　　　　　　　　　　学識                     20,000円× 3名×2回＝120,000円
旅費　費用弁償　環境審議会委員費用弁償　委員3名分（学識経験者）　　46,000円
需用費(消耗品、燃料費、修繕料、消毒薬代）　  　                   357,000円
公用車車検手数料・損害保険料・自賠責保険料                         57,000円
はち駆除委託　                                                     33,000円
公用車重量税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,000円

※環境美化報償費について見直しを行い、地域コミュニティー再生応援交付金での対応としていく。

2,403
環境審議会委員報酬　一般　                    7,000円×11名×2回＝154,000円
　　　　　　　　　　学識                     20,000円× 3名×2回＝120,000円
環境美化報償費　きれいなまちづくり活動（一斉清掃）報償金
　　　　　　　　　 　                    110円×7,600世帯×2回＝1,672,000円
旅費　費用弁償　環境審議会委員費用弁償　委員3名分（学識経験者）　　46,000円
需用費(消耗品、燃料費、修繕料、消毒薬代）　  　                   357,000円
公用車車検手数料・損害保険料　                                     21,000円
はち駆除委託　                                                     33,000円

※環境美化報償費について見直しを行い、自治会コミュニティー補助金での対応としていく。

R4 事業費(千円) 774 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) 2,403 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 6-1

事業名 環境衛生経費

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

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 6-1-1

事業名 脱炭素循環型社会形成事業

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
R3 事業費(千円) 0 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源 0

R4 事業費(千円) 440 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源 440
脱炭素循環型社会形成に向けた検討会委員報酬
　　　　　　　　　　一般　　　　　　　　　　　7,000円×10名×3回＝210,000円
　　　　　　　　　　学識　　　　　　　　　　 20,000円× 3名×3回＝180,000円
旅費　費用弁償
    脱炭素循環型社会形成に向けた検討会　委員3名分（学識経験者）　　50,000円

R5 事業費(千円) 440 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源 440
脱炭素循環型社会形成に向けた検討会委員報酬
　　　　　　　　　　一般　　　　　　　　　　　7,000円×10名×3回＝210,000円
　　　　　　　　　　学識　　　　　　　　　　 20,000円× 3名×3回＝180,000円
旅費　費用弁償
    脱炭素循環型社会形成に向けた検討会　委員3名分（学識経験者）　　50,000円

R6 事業費(千円) 440 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源 440
脱炭素循環型社会形成に向けた検討会委員報酬
　　　　　　　　　　一般　　　　　　　　　　　7,000円×10名×3回＝210,000円
　　　　　　　　　　学識　　　　　　　　　　 20,000円× 3名×3回＝180,000円
旅費　費用弁償
    脱炭素循環型社会形成に向けた検討会　委員3名分（学識経験者）　　50,000円



内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 6-2

事業名 狂犬病予防対策経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
R3 事業費(千円) 4,155 国補助 県補助 地方債 その他 1,326 一般財源 2,829

需用費       消耗品                     　　　　　　　　　　　　　  40,000円
役務費       通信運搬費                　　　　　　　 　　　　　　 155,000円
     　  　  手数料　                 　　　　　　　　　　　　　 1,647,000円
　　　　　　（登録・注射済票交付手数料、TNR事業手術手数料）
委託料       機器等保守点検電算委託料 　　　　　　　　　　　　 　1,805,000円
負担金補助　 畜犬猫避妊去勢手術補助金　　　　　　　　　　　　　　　508,000円
及び交付金

R4 事業費(千円) 2,438 国補助 県補助 地方債 その他 1,326 一般財源 1,112
需用費       消耗品                     　　　　　　　　　　　　　  40,000円
役務費       通信運搬費                 　　　　　　　　　　　　　 155,000円
     　  　  手数料　                　　　　　　　　　　　　　  1,647,000円
　　　　　　（登録・注射済票交付手数料、TNR事業手術手数料）
委託料       機器等保守点検電算委託料 　　　　　　　　　　　　　　  88,000円
負担金補助　 畜犬猫避妊去勢手術補助金　　　　　　　　　　　　　　　508,000円
及び交付金

※畜犬猫避妊去勢手術補助金要綱は令和５年度末で終期設定しているが、必要性等を鑑みて継続を検
討すること。

R5 事業費(千円) 2,438 国補助 県補助 地方債 その他 1,326 一般財源 1,112
需用費       消耗品                     　　　　　　　　　　　　　  40,000円
役務費       通信運搬費                 　　　　　　　　　　　　　 155,000円
     　  　  手数料　                　　　　　　　　　　　　　  1,647,000円
　　　　　　（登録・注射済票交付手数料、TNR事業手術手数料）
委託料       機器等保守点検電算委託料 　　　　　　　　　　　　　　  88,000円
負担金補助　 畜犬猫避妊去勢手術補助金　　　　　　　　　　　　　　　508,000円
及び交付金

※畜犬猫避妊去勢手術補助金要綱は令和５年度末で終期設定しているが、必要性等を鑑みて継続を検
討すること。

R6 事業費(千円) 2,438 国補助 県補助 地方債 その他 1,326 一般財源 1,112
需用費       消耗品                     　　　　　　　　　　　　　 100,000円
役務費       通信運搬費                 　　　　　　　　　　　　　 155,000円
     　  　  手数料　                　　　　　　　　　　　　　  1,647,000円
　　　　　　（登録・注射済票交付手数料、TNR事業手術手数料）
委託料       機器等保守点検電算委託料 　　　　　　　　　　　　　　  88,000円
負担金補助　 畜犬猫避妊去勢手術補助金　　　　　　　　　　　　　　　508,000円
及び交付金

※畜犬猫避妊去勢手術補助金要綱は令和５年度末で終期設定しているが、必要性等を鑑みて継続を検
討すること。



内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 6-3

事業名 公害対策経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
R3 事業費(千円) 5,210 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源 5,210

需用費　　　消耗品費             　                                 42,000円
役務費　　　手数料　           　                                4,664,000円
委託料　　　騒音振動測定委託  　                                   264,000円
            環境放射線レベル測定器保守点検　　　　　　　　　　　　　33,000円
負担金補助　桑名・員弁広域連合負担金　　　                         207,000円
及び交付金

R4 事業費(千円) 5,177 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源 5,177
需用費　　　消耗品費             　                                 42,000円
役務費　　　手数料　           　                                4,664,000円
委託料　　　騒音振動測定委託  　                                   264,000円
負担金補助　桑名・員弁広域連合負担金　　　                         207,000円
及び交付金

R5 事業費(千円) 5,210 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源 5,210
需用費　　　消耗品費             　                                 42,000円
役務費　　　手数料　           　                                4,664,000円
委託料　　　騒音振動測定委託  　                                   264,000円
            環境放射線レベル測定器保守点検　　　　　　　　　　　　　33,000円
負担金補助　桑名・員弁広域連合負担金　　　                         207,000円
及び交付金

R6 事業費(千円) 5,177 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源 5,177
需用費　　　消耗品費             　                                 42,000円
役務費　　　手数料　           　                                4,664,000円
委託料　　　騒音振動測定委託  　                                   264,000円
負担金補助　桑名・員弁広域連合負担金　　　                         207,000円
及び交付金



内訳

内訳

内訳

内訳 その他 22,279 一般財源 252,301

旅費　　　  普通旅費　　　 5,000円
需用費　　　消耗品費  12,140,000円　　印刷製本費　    189,000円　　修繕料　  3,550,000円
役務費　　　車検手数料　 125,000円　　廃棄物処理手数料879,000円　　損害保険料　446,000円
委託料　　　一般ごみ収集委託料   　49,405,000円　　粗大ごみ処理委託料　     11,604,000円
　　　　　　不法投棄等監視委託料　　1,957,000円
負担金補助　県清掃協議会負担金　      　3,000円　　桑名広域清掃事業組合　  192,000,000円
及び交付金　ごみ集積所設置等補助金　2,100,000円
公課費　　　塵芥収集車重量税　        177,000円

※ごみ集積所設置等補助金は継続する。

251,092

旅費　　　  普通旅費　　　 5,000円
需用費　　　消耗品費  12,140,000円　　印刷製本費　    189,000円　　修繕料　  3,550,000円
役務費　　　車検手数料　 125,000円　　廃棄物処理手数料879,000円　　損害保険料　456,000円
委託料　　　一般ごみ収集委託料   　49,405,000円　　粗大ごみ処理委託料　     11,604,000円
　　　　　　不法投棄等監視委託料　　1,957,000円
負担金補助　県清掃協議会負担金　      　3,000円　　桑名広域清掃事業組合　  191,000,000円
及び交付金　ごみ集積所設置等補助金　2,100,000円
公課費　　　塵芥収集車重量税　        177,000円

　
※ごみ集積所設置等補助金は継続する。

R6 事業費(千円) 274,580 国補助 県補助 地方債

地方債 その他 22,498 一般財源R5 事業費(千円) 273,590 国補助 県補助

その他 22,279 一般財源 235,969

旅費　　　  普通旅費　　　 5,000円
需用費　　　消耗品費  12,140,000円　　印刷製本費　    189,000円　　修繕料　  3,350,000円
役務費　　　車検手数料　　75,000円　　廃棄物処理手数料879,000円　　損害保険料　376,000円
委託料　　　一般ごみ収集委託料   　49,471,000円　　粗大ごみ処理委託料　     11,604,000円
　　　　　　不法投棄等監視委託料　　1,957,000円
負担金補助　県清掃協議会負担金　      　3,000円　　桑名広域清掃事業組合　  176,000,000円
及び交付金　ごみ集積所設置等補助金　2,100,000円
公課費　　　塵芥収集車重量税　         99,000円

　
※ごみ集積所設置等補助金は継続する。

235,565

旅費　　　  普通旅費　　　 5,000円
需用費　　　消耗品費  11,985,000円　　印刷製本費　    254,000円　　修繕料　  3,672,000円
役務費　　　車検手数料　　25,000円　　廃棄物処理手数料879,000円　　損害保険料　336,000円
            塵芥収集車購入手数料　　　132,000円
委託料　　　一般ごみ収集委託料   　49,805,000円　　粗大ごみ処理委託料　     11,604,000円
　　　　　　不法投棄等監視委託料　　1,957,000円
備品購入費　塵芥収集車購入費　　　 19,638,000円
負担金補助　県清掃協議会負担金　      　3,000円　　桑名広域清掃事業組合　  170,224,000円
及び交付金　ごみ集積所設置等補助金　2,100,000円
公課費　　　塵芥収集車重量税　        144,000円

塵芥収集車新規購入（2台) 8,926,000円×2台×1.1＝19,637,200円≠19,638,000円 起債充当75%

※ごみ集積所設置等補助金について、交付要綱を見直す。

R4 事業費(千円) 258,248 国補助 県補助 地方債

地方債 14,700 その他 22,498 一般財源R3 事業費(千円) 272,763 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 6-4

事業名 塵芥処理経費

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

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 6-5

事業名 ごみ減量・再資源化事業

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
R3 事業費(千円) 29,302 国補助 県補助 地方債 その他 803 一般財源 28,499

報償費　    生ごみ堆肥化事業報償費　　　15,000円
需用費　    消耗品費  　307,000円　　　　 電気代　　9,000円　　　　   水道代　　13,000円
役務費　　　検査手数料　 66,000円
委託料　    資源ごみ収集委託料　 21,547,000円  有害ごみ処理手数料　          　787,000円
            有害ごみ運搬委託料　　  294,000円
　　　　　  廃食油処理委託料　　    143,000円
負担金補助  有害ごみ処理負担金　   　21,000円　資源ごみ収集団体育成補助金　　5,760,000円
及び交付金  生ごみ堆肥処理
            容器等購入補助金        340,000円

(最低賃金の改定及び活動人員に変更があれば生ごみ堆肥化事業委託料は変動します。）

※生ごみ堆肥処理容器等購入補助金は令和５年度で廃止。資源ごみ収集団体育成補助金は継続する。

R4 事業費(千円) 24,303 国補助 県補助 地方債 その他 803 一般財源 23,500

報償費　    生ごみ堆肥化事業報償費　　　15,000円
需用費　    消耗品費  　307,000円　 電気代　　9,000円　　   水道代　　13,000円
委託料　    資源ごみ収集委託料　 16,614,000円  有害ごみ処理手数料　          　787,000円
            有害ごみ運搬委託料　　  294,000円
　　　　　  廃食油処理委託料　　    143,000円
負担金補助  有害ごみ処理負担金　   　21,000円　資源ごみ収集団体育成補助金　　5,760,000円
及び交付金  生ごみ堆肥処理
            容器等購入補助金        340,000円
　
(最低賃金の改定及び活動人員に変更があれば生ごみ堆肥化事業委託料は変動します。）

※生ごみ堆肥処理容器等購入補助金は令和５年度で廃止。資源ごみ収集団体育成補助金は継続する。

R5 事業費(千円) 24,262 国補助 県補助 地方債 その他 803 一般財源 23,459

報償費　    生ごみ堆肥化事業報償費　　　15,000円
需用費　    消耗品費  　307,000円　 電気代　　9,000円　　   水道代　　13,000円
委託料　    資源ごみ収集委託料　 16,573,000円  有害ごみ処理手数料　          　787,000円
            有害ごみ運搬委託料　　  294,000円
　　　　　  廃食油処理委託料　　    143,000円
負担金補助  有害ごみ処理負担金　   　21,000円　資源ごみ収集団体育成補助金　　5,760,000円
及び交付金  生ごみ堆肥処理
            容器等購入補助金        340,000円
　
(最低賃金の改定及び活動人員に変更があれば生ごみ堆肥化事業委託料は変動します。）

※生ごみ堆肥処理容器等購入補助金は令和５年度で廃止。資源ごみ収集団体育成補助金は継続する。

R6 事業費(千円) 23,922 国補助 県補助 地方債 その他 803 一般財源 23,119

報償費　    生ごみ堆肥化事業報償費　　　15,000円
需用費　    消耗品費  　307,000円　 電気代　　9,000円　　   水道代　　13,000円
委託料　    資源ごみ収集委託料　 16,573,000円  有害ごみ処理手数料　          　787,000円
            有害ごみ運搬委託料　　  294,000円
　　　　　  廃食油処理委託料　　    143,000円
負担金補助  有害ごみ処理負担金　   　21,000円　資源ごみ収集団体育成補助金　　5,760,000円
及び交付金
　
(最低賃金の改定及び活動人員に変更があれば生ごみ堆肥化事業委託料は変動します。）

※生ごみ堆肥処理容器等購入補助金は令和５年度で廃止。資源ごみ収集団体育成補助金は継続する。



内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 6-6

事業名 ごみ処理施設維持管理経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
R3 事業費(千円) 21,711 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源 21,711

需用費　    消耗品費  　55,000円　　　　　燃料代　　70,000円　　 電気代　　  593,000円
　　　 　   水道代　　  53,000円　 　　　 ガス代　　28,000円　　 修繕料　　1,891,000円
役務費　　　電話料　　　73,000円　　汲取り手数料　　22,000円　　車検手数料　　97,000円
　　　　　　点検手数料　 5,000円　　火災保険料　　　24,000円　　損害保険料　　31,000円
委託料　    最終処分場管理委託料　 　1,718,000円  　整地委託料 　          1,870,000円
            ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ管理委託料　 　　1,979,000円    浄化槽保守点検委託料　　  73,000円
　　　　　  消防設備保守点検委託料　    45,000円
　　　　　　最終処分場再整備計画策定業務委託　　13,002,000円
使用料　　  ガスもれ警報器使用料　   　　2,000円　　仮設トイレ使用料　 　　   80,000円
及び賃借料

R4 事業費(千円) 10,737 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源 10,737

需用費　    消耗品費   150,000円　　　　　燃料代　　70,000円　　 電気代　　  593,000円
　　　 　   水道代　　  53,000円　 　　　 ガス代　　28,000円　　 修繕料　　  824,000円
役務費　　　電話料　　　73,000円　　汲取り手数料　　22,000円　　車検手数料　　97,000円
　　　　　　点検手数料　 5,000円　　火災保険料　　　24,000円　　損害保険料　　31,000円
委託料　    最終処分場管理委託料　 　1,718,000円  　整地委託料 　          1,870,000円
            ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ管理委託料　 　　1,979,000円    浄化槽保守点検委託料　　  73,000円
　　　　　  消防設備保守点検委託料　    45,000円
使用料　　  ガスもれ警報器使用料　   　　2,000円　　仮設トイレ使用料　 　　   80,000円
及び賃借料
工事請負費　最終処分場再整備工事　　     （未定）
            処分場管理人部屋移設     3,000,000円

R5 事業費(千円) 7,737 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源 7,737
需用費　    消耗品費   150,000円　　　　　燃料代　　70,000円　　 電気代　　  593,000円
　　　 　   水道代　　  53,000円　 　　　 ガス代　　28,000円　　 修繕料　　  824,000円
役務費　　　電話料　　　73,000円　　汲取り手数料　　22,000円　　車検手数料　　97,000円
　　　　　　点検手数料　 5,000円　　火災保険料　　　24,000円　　損害保険料　　31,000円
委託料　    最終処分場管理委託料　 　1,718,000円  　整地委託料 　          1,870,000円
            ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ管理委託料　 　　1,979,000円    浄化槽保守点検委託料　　  73,000円
　　　　　  消防設備保守点検委託料　    45,000円
使用料　　  ガスもれ警報器使用料　   　　2,000円　　仮設トイレ使用料　 　　   80,000円
及び賃借料
工事請負費　最終処分場再整備工事　　     （未定）

R6 事業費(千円) 7,737 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源 7,737
需用費　    消耗品費   150,000円　　　　　燃料代　　70,000円　　 電気代　　  593,000円
　　　 　   水道代　　  53,000円　 　　　 ガス代　　28,000円　　 修繕料　　  824,000円
役務費　　　電話料　　　73,000円　　汲取り手数料　　22,000円　　車検手数料　　97,000円
　　　　　　点検手数料　 5,000円　　火災保険料　　　24,000円　　損害保険料　　31,000円
委託料　    最終処分場管理委託料　 　1,718,000円  　整地委託料 　          1,870,000円
            ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ管理委託料　 　　1,979,000円    浄化槽保守点検委託料　　  73,000円
　　　　　  消防設備保守点検委託料　    45,000円
使用料　　  ガスもれ警報器使用料　   　　2,000円　　仮設トイレ使用料　 　　   80,000円
及び賃借料



内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 6-7

事業名 し尿処理経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
R3 事業費(千円) 11,163 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源 11,163

負担金補助　　　　桑名員弁広域連合衛生関係負担金　　　　　　　　　　11,163,000円
及び交付金

※処理量実績で負担金額の変動あり

R4 事業費(千円) 11,163 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源 11,163

負担金補助　　　　桑名員弁広域連合衛生関係負担金　　　　　　　　　　11,163,000円
及び交付金

※処理量実績で負担金額の変動あり

R5 事業費(千円) 11,163 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源 11,163

負担金補助　　　　桑名員弁広域連合衛生関係負担金　　　　　　　　　　11,163,000円
及び交付金

※処理量実績で負担金額の変動あり

R6 事業費(千円) 11,163 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源 11,163

負担金補助　　　　桑名員弁広域連合衛生関係負担金　　　　　　　　　　11,163,000円
及び交付金

※処理量実績で負担金額の変動あり



内訳

内訳

内訳

内訳 その他 一般財源 600
負担金補助　　　　三重県浄化槽推進協議会負担金　      　　　　     0円
及び交付金　　　　合併処理浄化槽設置整備補助金　　　　       600,000円
　　　　　　　　　（10人槽）

　

※三重県浄化槽推進協議会の役職が外れた時点で脱退。
　　（R1～R2副会長、R3～R4監事）

620
負担金補助　　　　三重県浄化槽推進協議会負担金　      　　　　20,000円
及び交付金　　　　合併処理浄化槽設置整備補助金　　　　       600,000円
　　　　　　　　　（10人槽）

※三重県浄化槽推進協議会の役職が外れた時点で脱退する。
　　（R1～R2副会長、R3～R4監事）

R6 事業費(千円) 600 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) 620 国補助 県補助

その他 一般財源 620
負担金補助　　　　三重県浄化槽推進協議会負担金　      　　　　20,000円
及び交付金　　　　合併処理浄化槽設置整備補助金　　　　       600,000円
　　　　　　　　　（10人槽）

※三重県浄化槽推進協議会の役職が外れた時点で脱退の方向。
　　（R1～R2副会長、R3～R4監事）

620
負担金補助　　　　三重県浄化槽推進協議会負担金　      　　　　20,000円
及び交付金　　　　合併処理浄化槽設置整備補助金　　　　　　　 600,000円
　　　　　　　　　（10人槽）

R4 事業費(千円) 620 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) 620 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 6-8

事業名 合併処理浄化槽事業費

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 322,837

◎消防事務委託事業　　322,837,000円

　　東員消防署受託事業負担金　　229,432,000円
　　消防本部経費負担金　　　　　 92,570,000円
　　消防救急無線設備負担金　　　  　835,000円

　　※　消防救急無線整備費負担金
　　　　　H26年度整備分　536,000円　R6年度まで
　　　　　交付税相当分
　　　　　管理負担金　　 299,000円

333,434

◎消防事務委託事業　　363,434,000円

　　東員消防署受託事業負担金　　229,432,000円
　　消防本部経費負担金　　　　　 92,570,000円
　　消防救急無線設備負担金　　　  1,432,000円
　　署配備車両更新負担金　　　　 40,000,000円（高規格救急車）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （更新計画ではR6となっているが、走行距離から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 R5前倒しになる可能性がある）

　　※　消防救急無線整備費負担金
　　　　　H25年度整備分　597,000円　R5年度まで
　　　　　H26年度整備分　536,000円　R6年度まで
　　　　　交付税相当分
　　　　　管理負担金　　 299,000円

R6 事業費(千円) 322,837 国補助 県補助 地方債

地方債 30,000 その他 一般財源R5 事業費(千円) 363,434 国補助 県補助

その他 一般財源 334,264

◎消防事務委託事業　　334,264,000円

　　東員消防署受託事業負担金　　229,432,000円
　　消防本部経費負担金　　　　　 92,570,000円
　　消防救急無線設備負担金　　　  1,432,000円
    署施設整備更新負担金　　　　 10,159,000円（自家発更新）
                                    671,000円（国旗掲揚ポール更新）

323,654

◎消防事務委託事業　　323,654,000円

　　東員消防署受託事業負担金　　229,432,000円
　　消防本部経費負担金　　　　　 92,570,000円
　　消防救急無線設備負担金　　　  1,432,000円
　　救急業務対策委託料　　　　　　  220,000円（救急用住基関係システム改修費）

R4 事業費(千円) 334,264 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) 323,654 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 6-9

事業名 消防事務委託事業

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 一般財源 18,790

◎消防団員人件費　　18,790,000円
　　消防委員報酬　　　　　　 84,000円（7,000円×6名×2回）
　　消防団員年額報酬　　　4,805,000円（98名）
　　消防団員出動報酬　   13,901,000円

18,790

◎消防団員人件費　　18,790,000円
　　消防委員報酬　　　　　　 84,000円（7,000円×6名×2回）
　　消防団員年額報酬　　　4,805,000円（98名）
　　消防団員出動報酬　   13,901,000円

R6 事業費(千円) 18,790 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) 18,790 国補助 県補助

その他 一般財源 18,790

◎消防団員人件費　　18,790,000円
　　消防委員報酬　　　　　　 84,000円（7,000円×6名×2回）
　　消防団員年額報酬　　　4,805,000円（98名）
　　消防団員出動報酬　   13,901,000円

　　令和3年度（非常備消防経費の費用弁償として支出）　令和4年度報酬にて支出
　　通常訓練　　　　1,248名×3,000円=3,744,000円　　　1,368名×5,000円= 6,840,000円
　　特殊訓練　　　　　　6名×3,000円=   18,000円　　　  　6名×5,000円=    30,000円
　　警戒等　　　　　　266名×3,000円=  798,000円　　　  266名×5,000円= 1,330,000円
　　会議等　　　　　　139名×3,000円=  417,000円　　　  147名×5,000円=   735,000円
　　自主防災訓練指導　176名×3,000円=  528,000円　　　  176名×5,000円=   880,000円
　　研修助成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    127名×5,000円= 1,270,000円
　　出動手当　　　88名×5,000円×4回=1,760,000円　　88名×8,000円×4回= 2,816,000円
　　計　　　　　　　　　　　　　　　 7,265,000円　　　　　　　　　　   13,901,000円

4,889
◎消防団員人件費　　4,889,000円
　　消防委員報酬　　　　84,000円（7,000円×6名×2回）
　　消防団員報酬　　 4,805,000円（98名）
　　　　　　　　　　　　　　　　【内訳】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　団長　　　170,000円（1名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　副団長　　135,000円（1名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　分団長　　110,000円（4名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　副分団長　 85,000円（4名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　班長　　　 60,000円（10名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　団員　　　 40,000円（78名）

R4 事業費(千円) 18,790 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) 4,889 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 6-10

事業名 消防団員人件費

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 0

0

R6 事業費(千円) 0 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) 0 国補助 県補助

その他 一般財源 0
庁内補助金の見直しにより、消防団補助金からの支出は行わず、一般会計からの支出に改める。

4,100
◎消防団活動費　　4,100,000円

　　消防団活動経費　 4,100,000円（活動補助金）

　消防団役員会において、運営に要する経費は、補助金からの支出ではなく町予算措置において支出
する説明を行い、直接支払いが効率的・効果的でない部分は、精査のうえ補助金として支出する。

R4 事業費(千円) 0 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) 4,100 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 6-11

事業名 消防団活動費

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 12,052

◎非常備消防経費　　12,052,000円（主なもの）
　
　　団長等費用弁償　　　　　 653,000円（全国女性消防活性化大会・役員視察研修）
　　団長等交際費　　　　　　 100,000円（香典等）
　　消防団用装備品　　　　 2,804,000円（消防団装備品）
　　消防車等修理代　　　　　 851,000円（8台分）
　　損害補償等掛金　　　　 2,159,000円（公務災害補償等）
　　団員等福祉共済　　　　　 294,000円
　　パス借り上げ料　　　　　 338,000円（消防団役員視察研修）
　　消防用備品購入費　　　　 622,000円（消防用ホース等）
　　消防団員中型免許助成　 1,744,000円（8名分　経費の1/2が特別交付税措置）

12,052

◎非常備消防経費　　12,052,000円
　
　　団長等費用弁償　　　　　 653,000円（全国女性消防活性化大会・役員視察研修）
　　団長等交際費　　　　　　 100,000円（香典等）
　　消防団用装備品　　　　 2,804,000円（消防団装備品）
　　消防車等修理代　　　　　 851,000円（8台分）
　　損害補償等掛金　　　　 2,159,000円（公務災害補償等）
　　団員等福祉共済　　　　　 294,000円
　　パス借り上げ料　　　　　 338,000円（消防団役員視察研修）
　　消防用備品購入費　　　　 622,000円（消防用ホース等）
　　消防団員中型免許助成　 1,744,000円（8名分　経費の1/2が特別交付税措置）

R6 事業費(千円) 12,052 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) 12,052 国補助 県補助

その他 一般財源 12,052

◎非常備消防経費　　12,052,000円（主なもの）
　
　　団長等費用弁償　　　　　 653,000円（全国女性消防活性化大会・役員視察研修）
　　団長等交際費　　　　　　 100,000円（香典等）
　　消防団用装備品　　　　 2,804,000円（消防団装備品）
　　消防車等修理代　　　　　 851,000円（8台分）
　　損害補償等掛金　　　　 2,159,000円（公務災害補償等）
　　団員等福祉共済　　　　　 294,000円
　　パス借り上げ料　　　　　 338,000円（消防団役員視察研修　岡山県倉敷市）
　　消防用備品購入費　　　　 622,000円（消防用ホース等）
　　消防団員中型免許助成　 1,744,000円（8名分　経費の1/2が特別交付税措置）

24,204

◎非常備消防経費　　55,412,000円（主なもの）
　
　　消防団員訓練手当　　　 7,265,000円（訓練3,000円/回・人）（出動3,000円/回・人）
　　消防団用装備品　　　　 1,969,000円（消防団装備品）
　　消防車等修理代　　　　　 826,000円（8台分）
　　損害補償等掛金　　　　 2,157,000円（公務災害補償等）
　　消防用備品購入費　　　38,885,000円（消防ポンプ自動車37,741,000円他）起債充当、基金充当
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消防ポンプ自動車　財源　基金　11,708,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　起債　19,500,000円75%
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一財　 6,533,000円
　　消防団員中型免許助成　 1,774,000円（8名分、経費の1/2が特別交付税措置）
　

R4 事業費(千円) 12,052 国補助 県補助 地方債

地方債 19,500 その他 11,708 一般財源R3 事業費(千円) 55,412 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 6-12

事業名 非常備消防経費

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 一般財源 8,642
◎消防施設経費　 8,642,000円

　　防災無線電気代　　　　　　　　　750,000円
　　施設・設備修繕料　　　　　　　1,800,000円
　　消火栓修理維持管理委託　　　　　700,000円
　　消防防災無線維持管理委託　　　2,757,000円
　　防災無線電波使用料　　　　　　　 62,000円
　　備品購入　　　　　　　　　　　　979,000円
　　消火栓等修繕負担金　　　　　　1,000,000円
　　防災電話・FAX使用料　　　　　　 594,000円

県補助 地方債 その他

その他 一般財源 10,162

◎消防施設経費　 25,362,000円

　　防災無線電気代　　　　　　　　　750,000円
　　施設・設備修繕料　　　　　　　1,800,000円
　　消火栓修理維持管理委託　　　　　700,000円
　　消防防災無線維持管理委託　　　2,757,000円
　　防災無線電波使用料　　　　　　　 62,000円
　　備品購入　　　　　　　　　　　　979,000円
　　消火栓等修繕負担金　　　　　　1,000,000円
　　防災電話・FAX使用料　　　　　　 594,000円
　　防災アプリ　　　　　　　　　 16,720,000円　導入費用　　　　　　　　　 　12,870,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 役場設備工事　試験調整費含む　1,650,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 システム連携打ち合わせ等　　　2,200,000円

R6 事業費(千円) 8,642 国補助

◎消防施設経費　 312,705,000円
　　防災無線電気代　　　　　　　　　750,000円
　　施設・設備修繕料　　　　　　　1,800,000円
　　消火栓修理維持管理委託　　　　　700,000円
　　消防防災無線維持管理委託　　　1,930,000円
　　防災無線設計監理委託　　　　　2,840,000円
　　防災無線電波使用料　　　　　　　 62,000円
　　防災行政無線整備工事　　　　299,610,000円
　　防災行政無線追加工事　　　　　 現在確認中
　　備品購入　　　　　　　　　　　　979,000円
　　消火栓等修繕負担金　　　　　　1,000,000円
    防災電話・FAX配信初期費用　　　 440,000円
　　防災電話・FAX使用料　　　　　　 594,000円
　　大木地内防火水槽撤去工事　　　2,000,000円

R5 事業費(千円) 25,362 国補助 県補助 地方債 15,200

地方債 302,450 その他 一般財源 8,455

4,705
◎消防施設経費　 30,505,000円

　　防災無線電気代　　　　　　　　　734,000円
　　施設・設備修繕料　　　　　　　1,800,000円
　　消火栓修理維持管理委託　　　　　700,000円
　　消防防災無線維持管理委託　　　1,930,000円
　　防災無線設計監理委託　　　　　2,820,000円
　　防災無線電波使用料　　　　　　　 62,000円
　　防災行政無線整備工事　　　　 21,480,000円
　　備品購入　　　　　　　　　　　　979,000円

R4 事業費(千円) 310,905 国補助 県補助

地方債 24,300 その他 1,500 一般財源R3 事業費(千円) 30,505 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 6-13

事業名 消防施設経費

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 3,000 一般財源 5,186
◎災害対策経費　　8,936,000円

　　災害用備蓄品購入　　　　　　　4,000,000円（非常用備蓄食料等）
　　防災無線負担金　　　　　　　　  535,000円
　　県防災ヘリコプター負担金　　　1,081,000円
　　被災状況調査費（ドローン）　　　330,000円
 

5,186
◎災害対策経費　　208,936,000円

　　災害用備蓄品購入　　　　　　　4,000,000円（非常用備蓄食料等）
　　防災無線負担金　　　　　　　　  535,000円
　　県防災ヘリコプター負担金　　　1,081,000円
　　被災状況調査費（ドローン）　　　330,000円
    新防災倉庫建設費　　　　　　196,000,000円（緊急防災・減災事業債　R7年度まで　充当率100％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　交付税措置70％を基準財政需要額に算入）
　　新防災倉庫建設工事監理委託　　4,000,000円（緊急防災・減災事業債　R7年度まで　充当率100％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　交付税措置70％を基準財政需要額に算入）
 

R6 事業費(千円) 8,936 国補助 県補助 750 地方債

750 地方債 200,000 その他 3,000 一般財源R5 事業費(千円) 208,936 国補助 県補助

その他 3,000 一般財源 17,686

◎災害対策経費　　23,936,000円

　　災害用備蓄品購入　　　　　　　4,000,000円（非常用備蓄食料等）
　　防災無線負担金　　　　　　　　  535,000円
　　県防災ヘリコプター負担金　　　1,081,000円
　　自治会消防活動事業補助金　　　　　　　0円（補助金検討、R4廃止）
　　自主防災活動事業補助金　　　　　　　　0円（補助金検討、R4廃止）
　　被災状況調査費（ドローン）　　　330,000円
　　新防災倉庫設計費　　　　　　 10,000,000円（緊急防災・減災事業債　R7年度まで　充当率100％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　交付税措置70％を基準財政需要額に算入）
　　ハザードマップ作成業務委託　　5,000,000円　県1/2補助有（地域減災力）
 

10,616

◎災害対策経費　　16,381,000円

　　災害用備蓄品購入　　　　　　　3,992,000円（非常用備蓄食料等）
　　防災無線負担金　　　　　　　　  535,000円
　　県防災ネットワーク再整備負担金4,712,000円（R3のみ）
　　県防災ヘリコプター負担金　　　1,081,000円
　　自治会消防活動事業補助金　　　1,289,000円（R4廃止）
　　自主防災活動事業補助金　　　　1,500,000円（R4廃止）

R4 事業費(千円) 23,936 国補助 県補助 3,250 地方債

750 地方債 3,500 その他 1,515 一般財源R3 事業費(千円) 16,381 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 6-14

事業名 災害対策経費

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 283
◎防災訓練経費　　283,000円

　　防災訓練講師謝礼　　　　　　　　 50,000円
　　一般消耗品　　　　　　　　 　　 171,000円
　　燃料代　　　　　　　　　　　　   50,000円
　　ガス代　　　　　　　　　　　　　 12,000円

　　訓練内容　未定

災害対策経費に統合する

283
◎防災訓練経費　　283,000円

　　防災訓練講師謝礼　　　　　　　　 50,000円
　　一般消耗品　　　　　　　　 　　 171,000円
　　燃料代　　　　　　　　　　　　   50,000円
　　ガス代　　　　　　　　　　　　　 12,000円

　　訓練内容　未定

災害対策経費に統合する

R6 事業費(千円) 283 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) 283 国補助 県補助

その他 一般財源 283
◎防災訓練経費　　283,000円

　　防災訓練講師謝礼　　　　　　　　 50,000円
　　一般消耗品　　　　　　　　 　　 171,000円
　　燃料代　　　　　　　　　　　　   50,000円
　　ガス代　　　　　　　　　　　　　 12,000円

災害対策経費に統合する

283
◎防災訓練経費　　283,000円

　　防災訓練講師謝礼　　　　　　　　 50,000円
　　一般消耗品　　　　　　　　 　　 171,000円
　　燃料代　　　　　　　　　　　　   50,000円
　　ガス代　　　　　　　　　　　　　 12,000円

　　訓練内容　避難所訓練（三和地区） 新型コロナウイルス感染症により中止（R4年度へ）

R4 事業費(千円) 283 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) 283 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 6-15

事業名 防災訓練経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）


