
  ４款 衛生費   １項 保健衛生費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

1 保健衛生総 546,723 498,701 48,022 7,575 4,051 535,097 2 給料 182,919 1 給与費 340,918

務費 一般職　４８人 340,918(1)

3 職員手当等 101,550 2 保健衛生管理費 47,643

保健衛生管理費 443(1)

管理職手当 医薬品等備蓄センター運営費負担金2,681 146

扶養手当 アイバンク運営費負担金2,364 61

地域手当 県保健師会負担金5,618 3

住居手当 　会議、研修会出席者負担金1,165 25

通勤手当 地域医療推進助成費 18,000(2)5,193

時間外勤務手 　地域保健医療促進事業協力補助金12,138

当 感染症対策費 3,415(3)

休日勤務手当 　感染症対策医薬材料備蓄400

期末手当 看護師就業対策事業費 11,459(4)43,893

勤勉手当 　看護師実務研修　 9回　 延べ180人28,098

　看護職員修学資金貸与　　　 　6人

4 共済費 56,837 　民間病院等看護職員修学資金 7,581

　　　　　　　　　貸与事業費補助金

7 賃金 2,501 災害時医療対策事業費 14,326(5)

医療救護所資器材等整備

8 報償費 63 3 救急医療管理費 140,455

救急医療センター運営管理費 100,203(1)

9 旅費 83 救急医療センター運営委託（指定管理）

超音波診断画像装置借上

普通旅費 医用画像情報管理システム借上62

特別旅費 医療事務システム借上21

医療用ベッド更新

11 需用費 4,585 救急医療推進事業費 40,252(2)

一次救急医療在宅輪番制

消耗品費 　　（産婦人科・眼科・耳鼻科）1,783

印刷製本費 二次救急医療169

修繕料 　救急歯科医療2,000

医薬材料費 　ＡＥＤ配備　　　　　　　　 148台633

　私的二次救急医療機関補助金 7,150

12 役務費 509 　庵原地区救急医療促進事業負担金 4,967

4 保健総合情報システム管理費 17,707
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  ４款 衛生費   １項 保健衛生費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

保険料 保健総合情報システム管理費 17,707(1)509

保健総合情報システム借上

13 委託料 142,323 データ入力処理

システム帳票出力

14 使用料及び賃 13,282

借料

18 備品購入費 538

19 負担金、補助 37,933

及び交付金

負担金 5,202

補助金 32,731

21 貸付金 3,600

2 予防接種費 749,945 686,532 63,413 749,945 7 賃金 6,396 1 予防接種費 749,945

定期予防接種事業費 598,949(1)

8 報償費 50 ＢＣＧ（乳児）　　　　　　　 　　2,000人

ポリオ単抗原（乳幼児）　　 　　　　100人

9 旅費 30 ４種混合（乳幼児） 　　　　　　　8,000人

２種混合（小学生）　　　　　　　 2,100人

普通旅費 ＭＲ第１期　　　　　　　　　　 　2,200人6

特別旅費 ＭＲ第２期　　　　　　　　　　 　2,100人24

日本脳炎（幼児）　　　　　　　 　6,000人

11 需用費 6,897 日本脳炎（小学生）　　　　　　 　3,000人

Ｈｉｂ（乳幼児） 　　　　　　　　8,200人

消耗品費 小児肺炎球菌　　　　　　　 　　　8,000人845

印刷製本費 子宮頸がん予防　　　　　　　 　 　　50人500

修繕料 　水痘（幼児）　　　　　　　　　　 5,500人85

医薬材料費 　Ｂ型肝炎（乳児）　　　　　　　　 8,000人5,467

　高齢者肺炎球菌　　　　　　　 　　8,200人

12 役務費 3,002 　予防接種モバイルサイト

　定期予防接種費補助金　　　 　 　　 105人 1,013

 ４款  衛生費

280 281



  ４款 衛生費   １項 保健衛生費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

通信運搬費 インフルエンザ予防接種事業費 142,356(2)2,515

保険料 インフルエンザ（高齢者）　　　　33,200人487

インフルエンザ（高校生まで）　　30,000人

13 委託料 731,098 こどもインフルエンザ予防接種費補助金 100

　　　　　　 　　　　 　　　 　　　100人

14 使用料及び賃 1,254 その他予防接種事業費 8,640(3)

借料 高齢者肺炎球菌　　　　　　　　　　 400人

　風しん・ＭＲ　　　　　　　　　 　　280人

19 負担金、補助 1,218 Ｂ型肝炎（乳幼児）　　　　 　　　3,000人

及び交付金 　高齢者肺炎球菌ワクチン接種費補助金　10人 30

　風しん・ＭＲワクチン接種費補助金　　15人 75

補助金 1,218

3 動物愛護管 12,449 11,992 457 11,311 1,138 4 共済費 790 1 動物愛護管理費 12,449

理費 動物愛護管理費 12,449(1)

7 賃金 5,326 　犬の登録及び狂犬病予防注射済票交付

　ねこの去勢・避妊手術補助金 2,400

9 旅費 9 野良ねこ対策補助金 150

動物愛護事業補助金 300

普通旅費 県動物保護協会負担金9 352

11 需用費 336

消耗品費 196

印刷製本費 140

12 役務費 2,786

通信運搬費 1,144

手数料 1,642

19 負担金、補助 3,202

及び交付金

負担金 352
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  ４款 衛生費   １項 保健衛生費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

補助金 2,850

4 保健活動費 639,688 603,914 35,774 42,176 3,323 594,189 4 共済費 1,372 1 健康教育・相談費 5,127

健康教育事業費 954(1)

7 賃金 22,864 生活習慣病等予防教育

会議、研修会出席者負担金 5

8 報償費 2,190 健康相談事業費 1,524(2)

　生活習慣改善等健康相談

9 旅費 330 ＣＫＤ（慢性腎臓病）対策事業

自殺予防対策事業費 2,649(3)

普通旅費 　相談事業110

特別旅費 こころのゲートキーパー養成・普及啓発220

　うつ病家族講座

11 需用費 8,368 　自殺対策計画市民意識調査

2 健康診査費 305,396

消耗品費 健康診査事業費 1,688(1)2,252

燃料費 　生活保護受給者健康診査　　　　 　　150人90

印刷製本費 がん検診事業費 210,250(2)5,619

修繕料 胃がん検診　　　　　　　　　　　 3,940人33

医薬材料費 胃がんリスク検診　　　　　　　　 1,770人374

肺がん検診　　　　　　　　　　　21,500人

12 役務費 19,325 大腸がん検診　　　　　　　　　　15,430人

前立腺がん検診　　　　　　　　　 5,140人

通信運搬費 肝炎ウイルス検診　　　　　　　　 2,610人18,588

手数料 がんドック検診　　　　　　　　　 3,000人660

保険料 がん検診費補助金（大腸）　　　　　　 5人77 3

県対がん協会負担金 130

13 委託料 495,216 会議、研修会出席者負担金 6

女性特有のがん検診事業費 93,458(3)

14 使用料及び賃 340 子宮がん検診　　　　　　　　　　 8,455人

借料 　子宮がん検診（ＨＰＶ検査）　　 　1,000人

　乳がん検診　　　　　　　　　　　 4,270人

18 備品購入費 780 　がん検診費補助金（子宮）　　　　　　 5人 7
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  ４款 衛生費   １項 保健衛生費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

19 負担金、補助 63,249 がん検診費補助金（乳）　　　　 　 　 5人 9

及び交付金 3 母子保健費 311,661

妊産婦保健事業費 231,572(1)

負担金 妊婦健康診査　14回　　　　　　　 1,848人174

補助金 母子健康手帳交付63,075

母父教室　　　　　　　　　　　　　　29回

20 扶助費 25,654 一般不妊治療費補助金　　　　　　　 340人 17,017

　特定不妊治療費補助金　　　　　　　 185人 35,678

人工授精治療費補助金　　　　　　 　175人 6,052

　不育治療費補助金　　　　　　　　　　23人 690

　里帰り等妊婦健康診査補助金　　　　 114人 3,619

思春期保健事業費 47(2)

　思春期講座

思春期講座サポーター養成事業

乳幼児健康診査事業費 35,692(3)

　4か月児・10か月児健康診査　　　　3,760人

　1歳6か月児健康診査　　　　　　　　　38回

3歳児健康診査　　　　　　　　　　 　40回

健診事後おやこ相談　　　　　　　　　18回

健診事後おやこ教室　　　　　　　　　12回

乳幼児保健事業費 5,414(4)

6か月児すくすく赤ちゃん講座　　　　 36回

離乳食講習会　　　　　　　　　　　　48回

母子訪問指導事業費 8,963(5)

乳児家庭全戸訪問

養育支援訪問

未熟児訪問指導　ほか

会議、研修会出席者負担金 33

母子歯科保健事業費 4,455(6)

フッ化物塗布（1歳6か月・3歳児健診） 78回

　フッ化物利用推進講座　　　　　　　　54園

未熟児養育医療事業費 25,518(7)

　支給対象者数　　　　　　　　 　　　 68人

　支給件数　　　　　　　　　　　　 　169件

4 結核健康診断費 17,504
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  ４款 衛生費   １項 保健衛生費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

結核健康診断事業費 17,504(1)

結核健診間接撮影　　　　　　　　15,000人

5 健康ふじ 23,418 23,936       △ 518 1,368 169 21,881 1 報酬 354 1 給与費 354

２１推進費 食育推進会議委員　１５人 354(1)

4 共済費 461 2 食育推進事業費 4,682

食育推進事業費 4,682(1)

7 賃金 3,445 第２次富士山おむすび計画推進及び普及啓発

第３次富士山おむすび計画策定

8 報償費 5,232 　小中学生栄養調査

　食育推進地区事業（富士川地区）

9 旅費 390 　食育推進校事業

　（富士川第一小学校、富士川第一中学校）

費用弁償 　食育体験活動（園児・保護者）54

普通旅費 　小さな子どもへの食育啓発事業81

特別旅費 　　　　　　　　　（市民協働事業提案制度）255

　各種団体負担金 10

11 需用費 2,493 3 健康対策運営費 5,181

健康対策運営費 4,031(1)

消耗品費 健康づくり推進協議会開催1,554

燃料費 県保健師会負担金22 81

食糧費 全国保健師長会負担金33 16

印刷製本費 県行政栄養士会負担金810 37

修繕料 健康まつり事業費 1,150(2)43

医薬材料費 健康コーナー、８０２０歯科表彰　ほか31

4 健康ふじ２１推進費 13,201

12 役務費 973 健康ふじ２１計画推進事業費 699(1)

健康ふじ２１推進会議開催

通信運搬費 ふじ職域健康リーダー事業973

地区活動研修会

13 委託料 8,717 市民健康行動支援事業費 2,726(2)

　青春度指数・青春マイレージ事業

14 使用料及び賃 1,201 食生活推進員活動支援

借料 　食生活改善事業
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  ４款 衛生費   １項 保健衛生費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

19 負担金、補助 152 会議、研修会出席者負担金 8

及び交付金 ８０２０推進事業費 3,280(3)

40・50・60・70歳歯周疾患検診

負担金 ８０２０歯科検診152

歯と口の健康週間事業

住民歯科会議開催

健康推進員活動支援事業費 6,496(4)

健康推進員358人　研修、地区活動

6 指定難病等 30,703 27,548 3,155 1,211 29,492 11 需用費 3 1 指定難病等対策費 30,703

対策費 指定難病等対策事業費 30,703(1)

印刷製本費 指定難病等患者・小児慢性特定疾病患者3

　療養扶助費

13 委託料 2,193 　　一律支給　　　　　　　　年額10,000円

　　入院15日以上　　　　　　月額10,000円

19 負担金、補助 500 　　入院14日以下　　　　　　月額 5,000円

及び交付金 　難病患者介護家族リフレッシュ事業

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付

補助金 難病団体援護活動費補助金500 500

20 扶助費 28,007

7 環境衛生費 11,584 27,973    △ 16,389 375 11,209 4 共済費 385 1 衛生害虫対策費 7,235

衛生害虫対策費 7,235(1)

7 賃金 2,580 脱皮阻害剤配布

夏期防疫

9 旅費 94 2 簡易水道対策費 1,000

簡易水道管理費 1,000(1)

普通旅費 簡易水道施設等水質検査51

特別旅費 3 環境衛生団体助成費 3,20043

環境衛生団体助成費 3,200(1)

11 需用費 2,669 　環境衛生自治推進事業補助金 2,250

　食品衛生啓発事業補助金 200

消耗品費 　公衆浴場設備改善事業費補助金2,669 750
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  ４款 衛生費   １項 保健衛生費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

13 委託料 2,626 4 感染症予防費 54

感染症予防事業費 54(1)

19 負担金、補助 3,230 5 墓地対策費 95

及び交付金 墓地管理事業費 95(1)

会議、研修会出席者負担金 30

負担金 30

補助金 3,200

8 森林墓園費 27,303 27,087 216 27,303 11 需用費 630 1 森林墓園管理事業費 27,303

森林墓園運営管理費 27,303(1)

消耗品費 　普通墓所 3,500区画　芝生墓所 1,500区画30

修繕料 　（使用承認済）600

　　普通墓所 3,379区画　芝生墓所 1,496区画

12 役務費 104 　施設整備、清掃等維持管理、来園者案内

手数料 104

13 委託料 26,319

23 償還金、利子 250

及び割引料

9 斎場費 107,877 151,102    △ 43,225 5,866 102,011 4 共済費 4,457 1 斎場運営費 107,877

斎場運営管理費 73,990(1)

7 賃金 30,472 施設の運営及び霊柩車運転管理

斎場施設管理費 33,887(2)

11 需用費 46,481 外壁タイル改修

修繕、設備保守管理　ほか

消耗品費 1,659

燃料費 7,451

印刷製本費 22

光熱水費 8,337

修繕料 29,012

12 役務費 148

 ４款  衛生費
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  ４款 衛生費   １項 保健衛生費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

通信運搬費 131

手数料 17

13 委託料 25,626

14 使用料及び賃 15

借料

18 備品購入費 678

10 フィランセ 97,628 93,542 4,086 12,800 493 84,335 4 共済費 666 1 フィランセ費 97,628

費 フィランセ運営管理費 55,330(1)

7 賃金 4,546 　警備、清掃、緑地管理　ほか

　会議、研修会出席者負担金 4

9 旅費 67 フィランセ施設管理費 42,298(2)

　空調設備、昇降機等保守点検　ほか

普通旅費 フィランセ用地借上（4,313.32㎡）67

駐車場用地借上　　　（839.25㎡）

11 需用費 14,105 西館昇降機改修

消耗品費 604

燃料費 21

印刷製本費 124

光熱水費 11,856

修繕料 1,500

12 役務費 1,795

通信運搬費 1,430

手数料 365

13 委託料 41,995

 ４款  衛生費
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  ４款 衛生費   １項 保健衛生費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

14 使用料及び賃 18,450

借料

15 工事請負費 16,000

19 負担金、補助 4

及び交付金

負担金 4

11 看護専門学 193,910 177,705 16,205 41,569 152,341 2 給料 71,643 1 給与費 140,736

校費 一般職　１５人 140,736(1)

3 職員手当等 46,263 2 看護専門学校管理費 53,174

看護専門学校教育事業費 28,307(1)

管理職手当 　学生　3学年　各40人　（総定員　120人）2,228

扶養手当 　日本看護協会負担金654 65

地域手当 　日本看護学教育学会負担金2,237 46

住居手当 県自治体立看護学校協議会負担金324 35

通勤手当 日本精神科看護技術協会負担金1,763 5

時間外勤務手 日本看護学校協議会負担金9,866 50

当 県看護師等養成機関連絡協議会負担金 10

休日勤務手当 看護教員養成講習会負担金50 400

期末手当 会議、研修会出席者負担金17,680 197

勤勉手当 看護専門学校運営管理費 8,013(2)11,461

学生募集

4 共済費 23,718 看護教育用機材維持管理

看護専門学校施設管理費 16,854(3)

7 賃金 6,407 警備、清掃等施設保守管理

8 報償費 9,742

9 旅費 1,466

費用弁償 662

普通旅費 406

 ４款  衛生費
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  ４款 衛生費   １項 保健衛生費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

特別旅費 398

11 需用費 9,371

消耗品費 2,260

食糧費 265

印刷製本費 556

光熱水費 2,340

修繕料 3,950

12 役務費 597

通信運搬費 297

手数料 288

筆耕翻訳料 6

保険料 6

13 委託料 9,895

14 使用料及び賃 9,652

借料

18 備品購入費 4,348

19 負担金、補助 808

及び交付金

負担金 808

老人保健医 0 12        △ 12 （廃目）

療費

2,441,228 2,330,044 111,184 52,705 12,800 94,085 2,281,638計

 ４款  衛生費
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  ４款 衛生費   ２項 清掃費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

1 清掃総務費 705,568 692,067 13,501 6,813 698,755 1 報酬 393 1 給与費 653,442

廃棄物減量化等推進審議会委員　１５人 393(1)

2 給料 326,002 一般職　７８人 653,049(2)

2 ごみ処理計画推進費 9,857

3 職員手当等 216,584 ごみ処理計画推進事業費 2,924(1)

ごみ処理に関する啓発

管理職手当 廃棄物処理業許可及び指導2,497

扶養手当 　全国都市清掃会議負担金12,081 150

地域手当 県都市清掃協議会負担金10,264 30

住居手当 　会議、研修会出席者負担金2,289 35

通勤手当 ごみ減量化推進事業費 2,076(2)8,644

特殊勤務手当 　ごみ情報誌発行9,000

時間外勤務手 　地域ごみマイスター活動23,589

当 　生ごみ水切りキャンペーン

休日勤務手当 ごみ減量化啓発活動補助金16,620 50

期末手当 　清掃車デザイン環境啓発事業補助金80,613 100

勤勉手当 不法投棄対策費 4,857(3)50,987

不法投棄監視パトロール、隊員 8ﾌﾞﾛｯｸ 21人

4 共済費 110,869 不法投棄物・放置自動車等処理

環境美化啓発

7 賃金 2,766 3 最終処分場跡地管理費 7,107

最終処分場跡地管理費 7,107(1)

8 報償費 11,742 産廃跡地浸出液水質調査

狐久保最終処分場維持管理

9 旅費 285 御所舟処分場用地借上

4 リサイクル推進費 34,883

費用弁償 古着類回収事業費 13,094(1)70

普通旅費 衣類等集積所及び拠点回収101

特別旅費 布団類集積所回収114

布団類固形燃料（ＲＰＦ）化

11 需用費 3,359 びん等リサイクル事業費 748(2)

　指定法人処理（びん）

消耗品費 プラスチック製容器包装等回収事業費 901(3)2,477

印刷製本費 　指定法人処理（プラスチック製容器包装）882

 ４款  衛生費
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  ４款 衛生費   ２項 清掃費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

12 役務費 54 生ごみ堆肥化推進事業費 1,043(4)

生ごみ簡易処理資材による啓発

手数料 家庭用生ごみ処理機器購入費補助金54 400

　電気式・手動式　　　　　 　40件

13 委託料 32,067 ｵﾘｼﾞﾅﾙﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙｺﾝﾎﾟｽﾄ広域販売負担金 50

協働型古紙回収事業費 19,097(5)

14 使用料及び賃 632 古紙資源物集積所回収

借料 5 その他一般廃棄物処理施設等管理費 279

その他一般廃棄物処理施設等管理費 279(1)

19 負担金、補助 815 　かぎあな地区し尿処理

及び交付金

負担金 265

補助金 550

2 塵芥処理費 1,569,653 1,587,976    △ 18,323 355,390 1,214,263 4 共済費 4,670 1 環境クリーンセンター管理費 865,509

環境クリーンセンター運営管理費 395,184(1)

7 賃金 30,565 プラント運転管理

　ごみ焼却量　　　　　　　67,200ｔ

9 旅費 443 富士労働基準協会会費 8

火力原子力発電協会会費 9

普通旅費 その他各種団体負担金等104 142

特別旅費 会議、研修会出席者負担金339 148

環境クリーンセンター施設管理費 470,325(2)

11 需用費 324,501 プラント機器点検整備及び修繕

2 収集管理費 187,604

消耗品費 収集管理費 187,604(1)19,355

燃料費 可燃ごみ収集業務7,549

食糧費 　可燃ごみ収集量　　　　　44,600ｔ15

印刷製本費 会議、研修会出席者負担金717 55

修繕料 3 資源化促進費 233,167296,865

びん・ペットボトル資源化事業費 80,796(1)

12 役務費 3,617 　収集及び資源化

　　びん 　　　　　　　　　　1,832ｔ

通信運搬費 　　ペットボトル 　　　　　　　468ｔ957

 ４款  衛生費
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  ４款 衛生費   ２項 清掃費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

手数料 かん・金属資源化事業費 38,412(2)954

保険料 収集及び資源化 　　　　　　1,460ｔ1,082

自動車損害保 剪定枝資源化事業費 7,058(3)624

険料 収集及び資源化 　　　　　　  900ｔ

プラスチック製容器包装資源化事業費 102,654(4)

13 委託料 1,200,141 収集及び中間処理 　　　　　1,830ｔ

埋立ごみ等資源化事業費 4,247(5)

14 使用料及び賃 447 　収集及び資源化

借料 　廃乾電池　　　　　　　　　　60ｔ

　　廃蛍光管　　　　　　　　　　 3ｔ

16 原材料費 100 4 最終処分事業費 248,798

最終処分事業費 248,798(1)

18 備品購入費 1,906 　焼却灰処理量 　　　　　　　6,850ｔ

　埋立てごみ処理量 　　　　　1,450ｔ

19 負担金、補助 367 5 車両管理費 34,575

及び交付金 車両管理費 32,429(1)

　塵芥車　　 　 20台(内、ＣＮＧ車　8台）

負担金 連絡車　　　　 5台367

その他　 　　 11台

27 公課費 2,896 ＭＣＡ無線電波使用負担金 5

車両購入費 2,146(2)

軽乗用車　　 　2台

3 生活排水処 678,363 706,982    △ 28,619 50,089 26,500 27,675 574,099 2 給料 25,037 1 給与費 51,866

理費 一般職　６人 51,866(1)

3 職員手当等 18,216 2 クリーンセンターききょう運営費 320,792

クリーンセンターききょう運営管理事業費 320,792(1)

管理職手当 施設管理運転業務（包括的民間委託）785

扶養手当 　し尿処理量　　　60,800kl1,233

地域手当 　脱水汚泥処分量　 1,750ｔ809

住居手当 3 浄化槽対策事業費 258,410319

通勤手当 浄化槽対策事務費 18,788(1)642

時間外勤務手 　浄化槽法適正管理4,162

当 　浄化槽維持管理指導員 　1人

休日勤務手当 浄化槽整備計画等策定50

 ４款  衛生費
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  ４款 衛生費   ２項 清掃費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

期末手当 浄化槽適正維持管理指導補助金6,287 140

勤勉手当 総合管理ｼｽﾃﾑ保守負担金3,929 663

総合管理ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞｰﾘｰｽ負担金 317

4 共済費 9,423 総合管理ｼｽﾃﾑ住宅地図ﾃﾞｰﾀ借上負担金 56

生活排水に関する市民意識調査負担金 540

7 賃金 6,655 県浄化槽普及促進協議会負担金 38

会議、研修会出席者負担金 33

9 旅費 153 浄化槽設置助成費 140,519(2)

浄化槽設置費補助金

普通旅費 　　 5人槽　　　　119基98

特別旅費 　　 7人槽　　　　 73基55

　　10人槽　　　 　 8基

11 需用費 5,653 浄化槽維持管理助成費 99,103(3)

　浄化槽維持管理費等補助金

消耗品費 　　10人槽以下　5,400基183

印刷製本費 　　集中浄化槽　　　3基320

修繕料 4 中野台下水処理施設管理費 47,2955,150

中野台下水処理施設管理運転事業費 47,295(1)

12 役務費 31,071 施設管理運転業務（包括的民間委託）

　処理水量　193,700 

通信運搬費 　発生汚泥量　　988 41

手数料 破砕機更新、取付管改修　ほか31,025

保険料 使用料徴収事務手数料負担金5 809

会議、研修会出席者負担金 35

13 委託料 297,437

14 使用料及び賃 15

借料

15 工事請負費 41,500

18 備品購入費 950

19 負担金、補助 242,253

及び交付金

 ４款  衛生費

306 307



  ４款 衛生費   ２項 清掃費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

負担金 2,491

補助金 239,762

4 新環境クリ 465,904 680,839   △ 214,935 4,812 321,200 2,677 137,215 8 報償費 260 1 新環境クリーンセンター建設費 463,227

ーンセンタ 新環境クリーンセンター建設事業費 463,227(1)

ー建設事業 9 旅費 1,705 本体建設造成工

費 　周辺市道側溝工　　Ｌ＝300ｍ

費用弁償 下水道管路新設工　Ｌ＝371ｍ174

普通旅費 環境影響評価事後調査743

特別旅費 環境クリーンセンター廃止に係る計画策定788

　用地取得　 　　　 Ａ＝1,633㎡

11 需用費 806 　補償一式　ほか

　電気工事負担金 18,360

消耗品費 　会議、研修会出席者負担金459 498

食糧費 2 新環境クリーンセンター建設基金積立費 2,67768

印刷製本費 新環境クリーンセンター建設基金積立事業費 2,677(1)279

新環境クリーンセンター建設基金積立金

12 役務費 969

手数料 969

13 委託料 77,986

14 使用料及び賃 164

借料

15 工事請負費 347,408

17 公有財産購入 9,802

費

18 備品購入費 39
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  ４款 衛生費   ２項 清掃費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

19 負担金、補助 18,858

及び交付金

負担金 18,858

22 補償、補填及 5,230

び賠償金

補償金及び補 5,230

填金

25 積立金 2,677

3,419,488 3,667,864   △ 248,376 54,901 347,700 392,555 2,624,332計

  ４款 衛生費   ３項 環境対策費

1 環境政策費 256,506 239,082 17,424 274 11,650 244,582 1 報酬 618 1 給与費 203,500

環境審議会委員　１７人 342(1)

2 給料 105,267 地球温暖化対策実行計画協議会委員　１６人 276(2)

一般職　２７人 202,882(3)

3 職員手当等 64,362 2 温暖化対策費 32,664

環境政策事務費 8,860(1)

管理職手当 「誰もが快適に過ごすことができる2,693

扶養手当 　　美しいまちづくりの推進に関する条例」3,594

地域手当 　　　　　　　　　（「マナー条例」）啓発3,335

住居手当 　広報塔設置670

通勤手当 　美化推進重点区域支援2,881

時間外勤務手 　　美化活動推進7,775

当 新エネルギー・省エネルギー普及事業費 23,804(2)

休日勤務手当 　分散型エネルギー利用研究700

期末手当 　市民温暖化対策事業費補助金　　　 　 38件26,278 10,250

勤勉手当 　中小企業者温暖化対策事業費補助金　　24件16,436 12,000
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310 311



  ４款 衛生費   ３項 環境対策費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

4 共済費 34,000 3 地球環境問題啓発費 16,408

環境フェア事業費 4,077(1)

7 賃金 5,042 環境フェア、環境エネルギー展開催

家庭版環境マネジメント事業費 239(2)

8 報償費 4,063 「低炭素型生活10か条」及び

「ｴｺﾁｬﾚﾝｼﾞ(子ども版環境家計簿)」普及推進

9 旅費 896 環境教育推進事業費 12,092(3)

　環境アドバイザー派遣

費用弁償 環境学習支援84

普通旅費 　地球温暖化防止ポスターコンクール725

特別旅費 こどもエコクラブ活動支援87

クールチョイス普及啓発

11 需用費 1,961 　公害アーカイブス作成

4 環境計画費 3,934

消耗品費 環境審議会事務費 77(1)981

食糧費 環境基本計画等推進事業費 3,057(2)13

印刷製本費 環境基本計画進行管理967

温暖化対策実行計画進行管理

13 委託料 13,128 市有施設省エネ推進

会議、研修会出席者負担金 18

14 使用料及び賃 1,072 環境マネジメントシステム推進事業費 320(3)

借料 外部環境監査

事業所環境マネジメントシステム導入促進事業費 463(4)

15 工事請負費 2,001 支援セミナー開催

富士・愛鷹山麓地域環境管理計画推進事業費 17(5)

18 備品購入費 1,828 富士・愛鷹山麓地域環境管理計画進行管理

19 負担金、補助 22,268

及び交付金

負担金 18

補助金 22,250

2 環境保全費 69,388 67,681 1,707 7,793 61,595 7 賃金 1,401 1 環境保全費 69,388

 ４款  衛生費

312 313



  ４款 衛生費   ３項 環境対策費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

8 報償費 21 環境保全事業費 1,864(1)

県都市環境保全行政研究会負担金 30

9 旅費 335 会議、研修会出席者負担金 12

大気汚染対策費 42,622(2)

普通旅費 大気汚染常時監視133

特別旅費 環境大気中有害物質調査202

工場大気立入検査及び指導

11 需用費 3,583 空間放射線量常時監視

富士スモッグ改善計画目標達成状況調査

消耗品費 　県大気測定局電気料負担金811 50

食糧費 　大気環境学会負担金6 10

印刷製本費 　会議、研修会出席者負担金258 13

光熱水費 悪臭対策費 1,210(3)1,368

修繕料 　工場等悪臭調査1,140

　におい・かおり環境学会負担金 26

12 役務費 1,019 　会議、研修会出席者負担金 6

水質汚濁対策費 18,897(4)

通信運搬費 公共用水域及び地下水水質調査709

手数料 工場排水等水質調査310

苦情対応有害物質調査

13 委託料 52,888 ダイオキシン類等有害物質調査

騒音振動対策費 4,795(5)

14 使用料及び賃 1,106 幹線道路騒音調査

借料 工場等騒音・振動調査

日本騒音制御工学会負担金 10

18 備品購入費 8,848 会議、研修会出席者負担金 30

19 負担金、補助 187

及び交付金

負担金 187

3 自然保護費 8,987 8,787 200 203 2,062 6,722 1 報酬 264 1 給与費 264

自然巡視員　１１人 264(1)

8 報償費 50 2 自然環境保全費 5,700

 ４款  衛生費

314 315



  ４款 衛生費   ３項 環境対策費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

9 旅費 54 自然環境保全事業費 74(1)

自然公園法許可申請受付

普通旅費 富士山麓ブナ林創造事業費 5,374(2)28

特別旅費 ブナ等苗木植樹、植栽維持、防護柵設置26

観察会開催

11 需用費 969 自然環境マップ整備事業費 110(3)

自然環境マップ活用啓発

消耗品費 鳥獣保護事業費 142(4)308

燃料費 傷病鳥獣保護20

印刷製本費 　危険動物・外来生物対応55

修繕料 3 ふるさとの森事業費 3,023586

樹林樹木保護事業費 3,023(1)

12 役務費 447 　里山体験講座

　保護指定樹林樹木維持管理補助金 2,000

手数料 33

保険料 414

13 委託料 4,411

14 使用料及び賃 692

借料

16 原材料費 100

19 負担金、補助 2,000

及び交付金

補助金 2,000

4 公害病補償 515,966 525,155     △ 9,189 9,876 467,126 38,964 1 報酬 1,350 1 給与費 24,316

給付費 公害病認定審査委員　９人 1,350(1)

2 給料 11,958 一般職　３人 22,966(2)

2 公害病補償給付費 489,739

3 職員手当等 7,238 公害病補償給付事務費 13,693(1)

　認定更新及び等級見直し

 ４款  衛生費

316 317



  ４款 衛生費   ３項 環境対策費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

地域手当 会議、研修会出席者負担金359 6

通勤手当 公害病補償給付費 476,046(2)221

時間外勤務手 公害健康被害の補償等に関する法律分1,763

当 　　　　　　　　　　　 　被認定者　357人

休日勤務手当 公害健康被害補償条例分　 被認定者 　17人50

期末手当 　　　　　　　　　　　　　 　　計　374人2,930

勤勉手当 補償給付費1,915

　　医療費

4 共済費 3,770 　障害補償費

　　遺族補償費

7 賃金 1,283 　　遺族補償一時金

　　療養手当

8 報償費 398 　　葬祭料

3 公害保健福祉対策費 1,911

9 旅費 196 リハビリテーション事業費 116(1)

　呼吸機能訓練教室

普通旅費 家庭訪問指導事業費 1,288(2)15

特別旅費 被認定者の病状観察・指導181

予防接種費用助成費 507(3)

11 需用費 558 インフルエンザ接種費用助成

消耗品費 172

食糧費 15

印刷製本費 368

医薬材料費 3

12 役務費 11,637

通信運搬費 656

手数料 10,965

保険料 16

13 委託料 1,049

 ４款  衛生費

318 319



  ４款 衛生費   ３項 環境対策費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

19 負担金、補助 6

及び交付金

負担金 6

20 扶助費 476

22 補償、補填及 476,046

び賠償金

補償金及び補 476,046

填金

23 償還金、利子 1

及び割引料

5 健康被害予 5,359 5,687       △ 328 5,359 8 報償費 464 1 健康被害予防費 5,359

防事業費 機能訓練事業費 5,359(1)

9 旅費 135 ぜん息児水泳教室　 （30回）

ぜん息児デイキャンプ（2回）

費用弁償 ぜん息・ＣＯＰＤ講演会23

普通旅費 83

特別旅費 29

11 需用費 419

消耗品費 176

食糧費 22

印刷製本費 81

賄材料費 3

医薬材料費 137

12 役務費 645

通信運搬費 77

 ４款  衛生費

320 321



  ４款 衛生費   ３項 環境対策費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

手数料 264

保険料 304

13 委託料 3,453

14 使用料及び賃 243

借料

856,206 846,392 9,814 18,146 486,197 351,863計

  ４款 衛生費   ４項 病院費

1 病院事業費 1,674,164 1,684,854    △ 10,690 16,801 1,657,363 19 負担金、補助 1,413,730 1 中央病院事業費 1,372,640

及び交付金 中央病院事業会計負担金等 1,372,640(1)

　高度医療・救急医療等負担金 1,112,206

負担金 医療機器整備等に係る出資金1,378,800 260,434

補助金 2 蒲原病院事業費 301,52434,930

蒲原病院組合負担金 266,594(1)

24 投資及び出資 260,434 病院事業費負担金 261,391

金 介護老人保健施設事業費負担金 5,203

蒲原病院組合補助金 34,930(2)

当年度欠損金見込分

1,674,164 1,684,854    △ 10,690 16,801 1,657,363計

  ４款 衛生費   ５項 上水道費

1 上水道事業 10,366 7,488 2,878 10,366 19 負担金、補助 10,366 1 上水道事業費 10,366

費 及び交付金 水道事業会計負担金 10,366(1)

　消火栓等水道使用負担金 4,564

負担金 　水道職員児童手当相当額負担金10,366 3,802

　経営戦略策定経費負担金 2,000

 ４款  衛生費

322 323



  ４款 衛生費   ５項 上水道費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

10,366 7,488 2,878 10,366計

 ４款  衛生費

324 325


