
  ８款 土木費   １項 土木管理費

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 土木総務費 348,337 367,768    △ 19,431 10,519 60 337,758 2 給料 142,954 1 給与費 281,493

一般職　３７人 281,493(1)

3 職員手当等 92,070 2 総務管理費 5,083

一般管理費 3,252(1)

管理職手当 建設政策管理費 1,831(2)3,304

扶養手当 都市再生整備計画事業管理4,729

地域手当 県国道協会負担金4,508 40

住居手当 　県市町村道整備促進期成同盟会負担金2,451 13

通勤手当 国道469号建設促進期成同盟会負担金3,674 250

時間外勤務手 　県街路事業促進協議会負担金16,920 90

当 　新東名ｱｸｾｽ道路建設促進期成同盟会負担金 10

休日勤務手当 新々富士川橋建設促進期成同盟会負担金400 115

期末手当 　県スマートＩＣ協議会負担金34,401 4

勤勉手当 3 道路河川管理費 35,84321,683

道路河川管理事業費 4,106(1)

4 共済費 47,640 　道路河川占用許可　　2,500件

　道路工事調整会議　 年4回開催

7 賃金 7,774 道路賠償責任保険料

  賠償限度  対人1人 1億円　1事故 10億円

8 報償費 336             対物 2千万円

行政財産管理事業費 4,507(2)

9 旅費 1,189 公共用財産用途廃止申請　　　　　 60件

国有普通財産払い下げ申請副申　　160件

普通旅費 官民境界確定　　　　　　　　　　430件496

特別旅費 会議、研修会出席者負担金693 32

道路台帳整備事業費 26,030(3)

11 需用費 3,400 道路台帳補正

私道舗装側溝整備助成事業費 1,200(4)

消耗品費 私道舗装及び側溝工事費補助金2,053

燃料費 4 地籍調査事業費 23,19263

印刷製本費 地籍調査事業費 23,192(1)1,284

松岡２調査区　　　　0.14ｋ㎡

12 役務費 2,036 　田子浦３調査区　　　0.12ｋ㎡

　水戸島６調査区　　　0.13ｋ㎡

保険料 鈴川１調査区　　　　0.15ｋ㎡2,036

 ８款  土木費
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  ８款 土木費   １項 土木管理費

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 46,435 県地籍整備推進調査負担金 1,250

県国土調査協議会負担金 100

14 使用料及び賃 846 会議、研修会出席者負担金 32

借料 5 新東名高速道路対策費 2,726

新東名高速道路対策事業費 2,726(1)

15 工事請負費 500 道水路等の施設移管・財産移管業務

新東名高速道路建設促進期成同盟会負担金 21

19 負担金、補助 3,157

及び交付金

負担金 1,957

補助金 1,200

2 施設建築費 4,830 41,394    △ 36,564 4,830 4 共済費 299 1 施設建築費 4,329

施設建築事業費 4,329(1)

7 賃金 1,981 　公共建築物の新築、修繕等に係る

　　調査、設計、監理、監督及び施工

9 旅費 312 県公共建築推進協議会会費 30

公共建築協会会費 30

普通旅費 建築コスト管理システム研究所賛助会費113 100

特別旅費 会議、研修会出席者負担金199 140

2 施設設備費 501

11 需用費 1,361 施設設備事業費 501(1)

公共建築物の新築、修繕等に係る電気、機械

消耗品費 　設備の調査、設計、監理、監督及び施工907

印刷製本費 富士富士宮電力協議会会費404 10

修繕料 会議、研修会出席者負担金50 105

14 使用料及び賃 462

借料

19 負担金、補助 415

及び交付金

負担金 415

 ８款  土木費
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  ８款 土木費   １項 土木管理費

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

3 急傾斜地崩 36,000 44,200     △ 8,200 13,050 20,900 2,050 13 委託料 920 1 急傾斜地整備事業費 36,000

壊対策費 急傾斜地維持修繕事業費 2,000(1)

15 工事請負費 31,000 急傾斜地草刈、伐採　ほか

大淵糀窪急傾斜地崩壊対策事業費 34,000(2)

17 公有財産購入 80 法枠工・排水工　Ｌ＝36ｍ

費 取合擁壁工

用地取得、物件調査、補償一式

19 負担金、補助 3,000 　県事業負担金　1／10 3,000

及び交付金

負担金 3,000

22 補償、補填及 1,000

び賠償金

補償金及び補 1,000

填金

389,167 453,362    △ 64,195 23,569 20,900 60 344,638計

  ８款 土木費   ２項 道路橋梁費

1 道路橋梁総 170,543 169,484 1,059 4,587 165,956 2 給料 75,221 1 給与費 145,449

務費 一般職　２０人 145,449(1)

3 職員手当等 46,934 2 一般管理費（道路整備） 11,841

一般管理費 11,841(1)

管理職手当 県道路協会負担金785 30

扶養手当 土木行政事務電算化研究会会費3,092 10

地域手当 3 一般管理費（道路維持） 13,2532,363

住居手当 一般管理費 13,253(1)630

通勤手当 　県道路利用者会議負担金2,676 479

時間外勤務手 　会議、研修会出席者負担金7,000 107

当

休日勤務手当 300

 ８款  土木費
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  ８款 土木費   ２項 道路橋梁費

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 18,471

勤勉手当 11,617

4 共済費 24,890

7 賃金 10,610

9 旅費 197

普通旅費 112

特別旅費 85

11 需用費 520

消耗品費 370

印刷製本費 150

12 役務費 350

通信運搬費 300

手数料 50

13 委託料 500

14 使用料及び賃 8,672

借料

18 備品購入費 23

19 負担金、補助 626

及び交付金

負担金 626

 ８款  土木費
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  ８款 土木費   ２項 道路橋梁費

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

22 補償、補填及 2,000

び賠償金

賠償金 2,000

2 道路維持費 869,854 832,427 37,427 67,265 274,600 6,068 521,921 9 旅費 175 1 事業事務費 1,425

事業事務費 1,425(1)

普通旅費 2 道路維持補修費 587,148175

側溝等維持修繕事業費 274,300(1)

11 需用費 56,062 　川尻池田1号線側溝工事　外24路線

路肩改良事業費 24,500(2)

消耗品費 　中之郷地内道路路肩改良工事710

印刷製本費 舗装補修事業費 199,600(3)700

光熱水費 　久沢天間線舗装補修工事　外6路線41,522

修繕料 　県農道保全対策事業負担金（大淵地区）13,130 7,500

安全施設維持修繕事業費 17,000(4)

12 役務費 220 　宮島富島5号線転落防止柵設置工事 外1路線

道路清掃事業費 55,000(5)

通信運搬費 側溝、暗渠、路面清掃及び草刈　ほか220

道路点検補修事業費 15,248(6)

13 委託料 148,138 道路点検ﾊﾟﾄﾛｰﾙ・舗装道路の穴補修　ほか

新幹線側道関連整備事業費 1,500(7)

14 使用料及び賃 5,309 新幹線側道の側溝・舗装修繕　ほか

借料 3 道路舗装費 105,000

道路舗装改良事業費 105,000(1)

15 工事請負費 638,700 吉原浮島線舗装改良工事　外4路線

4 交通安全施設維持修繕費 176,281

16 原材料費 8,250 歩道等維持修繕事業費 35,150(1)

歩道橋定期点検　ほか

17 公有財産購入 1,000 反射鏡等維持修繕事業費 37,000(2)

費 　道路反射鏡・区画線設置　ほか

道路照明灯維持修繕事業費 50,776(3)

19 負担金、補助 7,500 　電気料、道路照明灯修繕

及び交付金 駐輪場維持管理事業費 25,224(4)

　整理誘導等　富士駅南地下駐輪場　外16か所

 ８款  土木費
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  ８款 土木費   ２項 道路橋梁費

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 駅前広場維持管理事業費 13,010(5)7,500

清掃・エレベータ保守管理

22 補償、補填及 4,500 富士駅前広場　外2か所

び賠償金 地下道維持管理事業費 2,076(6)

清掃・電気設備点検　23か所

補償金及び補 放置自転車対策事業費 13,045(7)4,500

填金 放置禁止区域内及び境界周辺巡回

　放置自転車撤去・保管・返還　ほか

3 幹線道路整 705,745 804,044    △ 98,299 126,060 452,600 127,085 2 給料 44,817 1 給与費 84,433

備費 一般職　１２人 84,433(1)

3 職員手当等 25,657 2 事業事務費 1,633

事業事務費 1,633(1)

扶養手当 　会議、研修会出席者負担金1,380 15

地域手当 3 幹線道路新設改良事業費 440,1501,380

通勤手当 新富士インター城山線新設事業費 398,900(1)1,355

時間外勤務手 　道路新設工　　Ｌ＝230ｍ3,692

当 用地取得　　　Ａ＝249㎡

休日勤務手当 補償一式50

期末手当 測量10,888

勤勉手当 柏原江尾線改良事業費 6,250(2)6,912

県農道保全対策事業負担金 6,250

4 共済費 13,959 富士駅南口田子浦線（靖国橋交差点）改良事業費 35,000(3)

交差点改良工　Ｌ＝180ｍ

9 旅費 238 補償一式

4 歩道整備費 136,460

普通旅費 広見一色線歩道設置事業費 9,560(1)220

特別旅費 歩道設置工　　Ｌ＝40ｍ18

用地取得　　　Ａ＝20㎡

11 需用費 1,380 補償一式

宝町高島線歩道設置事業費 23,500(2)

消耗品費 　歩道設置工　　Ｌ＝110ｍ480

印刷製本費 富士駅周辺地区バリアフリー歩道設置事業費 54,000(3)900

　歩道改良工　　Ｌ＝410ｍ

12 役務費 428 川成島美土原１号線歩道設置事業費 31,400(4)

 ８款  土木費
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  ８款 土木費   ２項 道路橋梁費

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

歩道設置工　　Ｌ＝130ｍ

手数料 今井三丁目３号線歩道橋設置事業費 15,000(5)428

歩道橋詳細設計

13 委託料 34,600 歩道整備関連事業費 3,000(6)

交差点改良工　ほか

15 工事請負費 477,100 5 幹線道路事業関連道路整備費 30,700

新々富士川橋関連道路整備事業費 23,700(1)

17 公有財産購入 13,232 　道路築造工　　Ｌ＝80ｍ

費 用地取得　　　Ａ＝37㎡

　補償一式

19 負担金、補助 18,634 　物件調査

及び交付金 富士川スマートＩＣ周辺道路整備事業費 7,000(2)

道路予備設計　Ｌ＝180ｍ

負担金 6 県営事業負担金 12,36918,634

鷹岡柚木線等 12,369(1)

22 補償、補填及 75,700

び賠償金

補償金及び補 75,700

填金

4 生活道路整 273,139 336,263    △ 63,124 22,610 169,500 81,029 2 給料 25,444 1 給与費 52,236

備費 一般職　７人 52,236(1)

3 職員手当等 18,112 2 事業事務費 502

事業事務費 502(1)

扶養手当 3 主要生活道路整備費 45,5001,128

地域手当 滝戸旭町線改良事業費 22,000(1)794

住居手当 道路工　　　　Ｌ＝55ｍ　　Ｗ＝8.75ｍ1,180

通勤手当 中里大棚滝線改良事業費 7,000(2)960

時間外勤務手 測量、落石防護柵詳細設計　Ｌ＝360ｍ3,850

当 間門鵜無ケ淵線改良事業費 12,000(3)

休日勤務手当 　道路工　　　　Ｌ＝80ｍ　　Ｗ＝5.0ｍ50

期末手当 　補償一式6,239

勤勉手当 比奈間門線改良事業費 4,500(4)3,911

 ８款  土木費

384 385



  ８款 土木費   ２項 道路橋梁費

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 8,680 用地調査　　　Ｌ＝180ｍ

4 生活道路整備費 132,550

9 旅費 202 中里鬼ケ島４号線改良事業費 9,700(1)

道路工　　　　Ｌ＝67ｍ　 Ｗ＝5.0ｍ

普通旅費 比奈西鴻ノ巣１号線改良事業費 5,350(2)202

道路工　　　　Ｌ＝20ｍ　 Ｗ＝6.0ｍ

11 需用費 651 用地取得　　　Ａ＝105㎡

五貫島世帯割２号線改良事業費 20,100(3)

消耗品費 道路工　　　　Ｌ＝44ｍ 　Ｗ＝6.5ｍ201

印刷製本費 　ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工 Ｌ＝44ｍ450

　補償一式

13 委託料 22,000 青葉台小学校南地区計画・地区施設整備事業費 41,400(4)

　道路工　　　　Ｌ＝52ｍ 　Ｗ＝6.0ｍ

15 工事請負費 186,000 　用地調査　　　Ｌ＝110ｍ

　用地、補償一式

17 公有財産購入 750 三ッ沢地内道路改良事業費 14,000(5)

費 　道路工　　　　Ｌ＝40ｍ　 Ｗ＝5.0ｍ

傘木傘木上線改良事業費 29,000(6)

22 補償、補填及 11,300 道路工　　　　Ｌ＝107ｍ　Ｗ＝5.0ｍ

び賠償金 道路整備関連事業費 13,000(7)

道路工　ほか

補償金及び補 5 工業振興基盤整備費 42,35111,300

填金 五貫島地神１号線改良事業費 19,500(1)

道路工　　　　Ｌ＝40ｍ　 Ｗ＝6.7ｍ

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工 Ｌ＝40ｍ

依田橋芝添３号線改良事業費 21,000(2)

道路工　　　　Ｌ＝50ｍ 　Ｗ＝5.5ｍ

工業振興基盤整備関連事業費 1,851(3)

道路工　ほか

5 橋梁維持費 321,267 291,910 29,357 111,947 137,800 2,468 69,052 4 共済費 811 1 橋梁維持補修費 259,267

橋梁維持補修事業費 74,100(1)

7 賃金 5,532 　大淵沼水2号線暗渠工事　外3路線

橋梁長寿命化修繕事業費 185,167(2)

9 旅費 143 　芙蓉橋修繕工　外1件
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  ８款 土木費   ２項 道路橋梁費

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

柏原南橋応急修繕設計

普通旅費 道路橋定期点検　　　Ｎ＝46橋96

特別旅費 山本橋橋梁点検負担金47 460

会議、研修会出席者負担金 15

11 需用費 20 2 橋梁耐震補強費 62,000

橋梁耐震補強事業費 62,000(1)

消耗品費 源平橋耐震補強工20

13 委託料 126,020

15 工事請負費 180,140

16 原材料費 500

18 備品購入費 26

19 負担金、補助 475

及び交付金

負担金 475

22 補償、補填及 7,600

び賠償金

補償金及び補 7,600

填金

橋梁新設改 0 55,700    △ 55,700 （廃目）

良費

2,340,548 2,489,828   △ 149,280 327,882 1,034,500 13,123 965,043計

 ８款  土木費
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  ８款 土木費   ３項 河川費

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 河川総務費 105,007 99,360 5,647 105,007 2 給料 44,299 1 給与費 86,492

一般職　１１人 86,492(1)

3 職員手当等 27,801 2 一般管理費 6,994

一般管理費 6,844(1)

管理職手当 用水委員　29人785

扶養手当 富士治山治水期成同盟会負担金1,978 150

地域手当 沼川改修促進期成同盟会負担金1,406 135

通勤手当 　県河川協会負担金1,458 405

時間外勤務手 全国治水砂防協会県支部会費4,173 377

当 　富士川改修促進期成同盟会負担金 30

休日勤務手当 　会議、研修会出席者負担金50 25

期末手当 富士海岸整備促進事務費 150(2)11,031

勤勉手当 　富士海岸保全施設6,920 150

　　　　整備促進期成同盟会負担金

4 共済費 15,204 3 河川愛護事業費 1,349

河川愛護推進事業費 1,349(1)

7 賃金 5,413 　河川愛護美化啓発イベント開催

たらい流し川祭り事業費補助金 411

8 報償費 290 滝川河川愛護事業補助金 150

4 雨水浸透・貯留施設設置費 10,172

9 旅費 141 雨水浸透・貯留施設設置事業費 10,172(1)

雨水浸透・貯留施設設置費補助金 7,000

普通旅費 70

特別旅費 71

11 需用費 491

消耗品費 310

印刷製本費 116

修繕料 65

12 役務費 652

通信運搬費 107

手数料 545

 ８款  土木費
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  ８款 土木費   ３項 河川費

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 1,742

14 使用料及び賃 141

借料

19 負担金、補助 8,833

及び交付金

負担金 1,272

補助金 7,561

2 河川維持費 252,952 264,876    △ 11,924 531 17,200 235,221 8 報償費 700 1 事業事務費 244

事業事務費 244(1)

11 需用費 19,337 2 河川維持補修費 225,783

河川維持補修事業費 195,310(1)

消耗品費 　河川維持補修、修繕523

燃料費 　調整池、河川浚渫20

印刷製本費 春堀工事、春堀浚渫144

光熱水費 河川緑地維持管理事業費 17,000(2)8,500

修繕料 除草等　片倉雨水貯留池　外33か所10,150

春堀・河川清掃事業費 13,473(3)

12 役務費 5,700 町内会、河川愛護団体による清掃、浚渫

3 河川工作物維持補修費 26,925

通信運搬費 河川工作物維持補修事業費 8,385(1)5,700

水門等工作物維持補修

13 委託料 28,000 河川工作物保守管理事業費 18,540(2)

水門、排水機場の点検、検査、修繕

14 使用料及び賃 6,020 水門管理人　74人

借料

15 工事請負費 192,195

16 原材料費 500

 ８款  土木費
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  ８款 土木費   ３項 河川費

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

22 補償、補填及 500

び賠償金

補償金及び補 500

填金

3 河川改良費 549,943 589,759    △ 39,816 81,200 358,500 10,000 100,243 2 給料 34,619 1 給与費 64,893

一般職　９人 64,893(1)

3 職員手当等 19,726 2 事業事務費 2,050

事業事務費 2,050(1)

扶養手当 3 河川改良費（国庫補助） 200,400887

地域手当 富士早川改修事業費 43,500(1)1,061

住居手当 　護岸工　　　　 Ｌ＝50ｍ304

通勤手当 管理道拡幅工　 Ｌ＝60ｍ754

時間外勤務手 　物件調査2,931

当 下堀（下流部）改修事業費 70,900(2)

休日勤務手当 　護岸工　　　　 Ｌ＝32ｍ50

期末手当 護岸・橋梁詳細設計8,388

勤勉手当 田子浦小学校南堀整備事業費 36,000(3)5,351

水路工　　 　　Ｌ＝44ｍ

4 共済費 10,548 補償一式

四ヶ郷用水路改修事業費 50,000(4)

9 旅費 250 水路工 　　　　Ｌ＝65ｍ

補償一式

普通旅費 4 河川改良費（県費補助） 25,000250

松原川（原田地区）改修事業費 25,000(1)

11 需用費 1,500 護岸工　　　　 Ｌ＝17ｍ

管理道整備工　 Ｌ＝52ｍ

消耗品費 補償一式500

印刷製本費 5 河川改良費（単独） 227,6001,000

福泉川（天間北２）改修事業費 20,000(1)

13 委託料 24,920 　護岸工 　　　　Ｌ＝25ｍ

青葉台地区水路改修事業費 25,500(2)

15 工事請負費 314,680 　水路工 　　　　Ｌ＝40ｍ

 ８款  土木費

394 395



  ８款 土木費   ３項 河川費

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

17 公有財産購入 43,100 補償一式

費 清水川改修事業費 24,000(3)

水路工　　　　 Ｌ＝49ｍ

19 負担金、補助 70,000 伝法沢川（大淵地区）改修事業費 15,000(4)

及び交付金 護岸工　　　　 Ｌ＝36ｍ

江尾江川支川改修事業費 5,000(5)

負担金 水路工　　　 　Ｌ＝25ｍ70,000

松原川（大久保地区）改修事業費 20,000(6)

22 補償、補填及 30,600 護岸工　　　　 Ｌ＝46ｍ

び賠償金 神戸地区水路改修事業費 70,000(7)

　神戸土地区画整理組合負担金 70,000

補償金及び補 　　　（水路工　 Ｌ＝190ｍ）30,600

填金 西木の宮町地区水路改修事業費 5,000(8)

　用地調査

伝法沢川（末広町地区）雨水貯留池築造事業費 43,100(9)

用地取得　　　 Ａ＝769㎡

6 工業振興基盤整備費 30,000

今泉地区水路改修事業費 5,000(1)

水路工　　　　 Ｌ＝40ｍ

大野新田地区水路改修事業費 25,000(2)

水路工 　　　　Ｌ＝52ｍ

4 都市下水路 8,423 3,614 4,809 8,423 11 需用費 29 1 都市下水路維持修繕費 3,423

費 都市下水路維持修繕事業費 3,423(1)

消耗品費 都市下水路清掃浚渫　ほか23

印刷製本費 2 都市下水路改良費 5,0006

都市下水路改良事業費 5,000(1)

12 役務費 52 小潤井川3号雨水幹線流域調査

保険料 52

13 委託料 5,242

15 工事請負費 3,100

916,325 957,609    △ 41,284 81,731 375,700 10,000 448,894計

 ８款  土木費
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  ８款 土木費   ４項 港湾費

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 港湾整備費 218,307 284,845    △ 66,538 1,000 52,100 165,207 8 報償費 900 1 港湾振興費 23,897

港湾振興事業費 8,713(1)

9 旅費 569 田子の浦ポートフェスタ2017

（地方創生推進交付金事業）

普通旅費 　水陸両用バス体験事業348

特別旅費 田子の浦港船舶出入状況調査221

田子の浦港整備利用促進活動費補助金 300

11 需用費 110 　県港湾振興会負担金 1,005

海の日記念事業負担金 50

消耗品費 　ポートセールス実行委員会負担金18 20

印刷製本費 　会議、研修会参加者負担金92 43

田子の浦港津波対策事業費 15,184(2)

13 委託料 20,900 　田子の浦港周辺津波対策全体計画策定

2 港湾整備促進費 194,410

19 負担金、補助 195,828 田子の浦港整備県事業負担金 194,410(1)

及び交付金 　直轄事業　　　　　　　　　　　5／100負担 28,650

　港湾改修（重要）事業　　　　 15／100負担 29,250

負担金 山梨静岡広域連携（道路改良事業）195,528

補助金 　　　　　　　　　　　　　　　　1／3負担300 10,000

山梨静岡広域連携（緑地整備事業）

　　　　　　　　　　　　　　 25／100負担 22,800

山梨静岡広域連携（小型艇収容施設）

　　　　　　　　　　　　　　　　1／3負担 2,000

港湾維持浚渫事業費　　　　　 25／100負担 72,500

港湾施設改良費　　　　　　　 30／100負担 3,960

港湾海岸環境整備事業　　　 　50／100負担 25,250

218,307 284,845    △ 66,538 1,000 52,100 165,207計

  ８款 土木費   ５項 都市計画費

1 都市計画総 329,696 333,288     △ 3,592 412 16,836 312,448 1 報酬 510 1 給与費 289,751

務費 都市計画審議会委員　１３人 510(1)

2 給料 147,666 一般職　３５人 289,241(2)

 ８款  土木費
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  ８款 土木費   ５項 都市計画費

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

3 職員手当等 94,590 2 都市計画審議会費 29

都市計画審議会費 29(1)

管理職手当 3 都市計画管理費 39,9163,466

扶養手当 都市計画管理事業費 4,663(1)5,254

地域手当 都市計画協会会費4,673 228

住居手当 県都市計画協会会費1,883 200

通勤手当 岳南広域都市計画担当者連絡協議会会費3,440 40

時間外勤務手 都市計画基本図等整備事業費 35,253(2)15,792

当 都市計画基本図修正

休日勤務手当 　都市計画GISデータ修正50

期末手当 　都市計画基本図印刷36,770

勤勉手当 　都市計画情報閲覧システム導入23,262

4 共済費 47,266

7 賃金 1,866

9 旅費 261

費用弁償 21

普通旅費 122

特別旅費 118

11 需用費 2,701

消耗品費 400

食糧費 8

印刷製本費 2,293

13 委託料 33,934

14 使用料及び賃 434

借料

 ８款  土木費
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  ８款 土木費   ５項 都市計画費

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 468

及び交付金

負担金 468

2 まちづくり 197,153 199,753     △ 2,600 19,478 177,675 8 報償費 838 1 まちづくり計画調査費 38,962

計画事業費 都市計画施設等整備促進調査事業費 59(1)

9 旅費 742 　富士駅北口周辺再整備協議

都市計画マスタープラン推進事業費 19,112(2)

費用弁償 　（地方創生推進交付金事業）126

普通旅費 　　集約・連携型都市づくり推進調査560

特別旅費 田子浦地区まちづくり計画策定56

地区計画導入事業費 3,031(3)

11 需用費 977 　（地方創生推進交付金事業）

　　富士駅北口周辺地区計画検討

消耗品費 都市計画基本的諸調査事業費 16,615(4)75

食糧費 　市街化調整区域における土地利用検討63

印刷製本費 新富士駅南地区における土地利用検討839

岳南都市圏総合都市交通体系調査負担金 14,894

13 委託料 56,941 会議、研修会出席者負担金 16

事前都市復興推進事業費 145(5)

19 負担金、補助 137,655 復興まちづくり訓練

及び交付金 庁内復興訓練

2 都市交通推進費 158,191

負担金 公共交通振興事業費 1,975(1)14,922

補助金 市民モビリティ・マネジメント啓発122,733

バス・鉄道の日イベント

公共交通協議会運営

会議、研修会出席者負担金 12

コミュニティバス等運行事業費 29,618(2)

　コミュニティバス等運行（継続）　13路線

　（地方創生推進交付金事業）

　　天間地区コミュニティ交通実証運行

公共交通支援事業費 122,733(3)

　生活交通地域路線維持費補助金 37,149

 ８款  土木費
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  ８款 土木費   ５項 都市計画費

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

生活交通基幹路線維持費補助金 13,584

循環バスひまわり運行事業補助金 10,000

地方鉄道事業運営費補助金 62,000

公共交通網再構築推進事業費 3,865(4)

（地方創生推進交付金事業）

　まちなか循環バス実証運行

3 街路事業費 662,357 575,780 86,577 265,090 290,800 106,467 2 給料 26,542 1 給与費 52,160

一般職　７人 52,160(1)

3 職員手当等 17,011 2 街路事業管理費 27,027

街路事業管理事業費 27,027(1)

管理職手当 　岳南電車踏切道保守負担金785 7,498

扶養手当 　会議、研修会出席者負担金1,068 81

地域手当 3 主要幹線街路整備費 185,940849

通勤手当 本市場大渕線（傘木上工区）整備事業費 185,940(1)740

特殊勤務手当 　街路築造工　　　Ｌ＝170ｍ100

時間外勤務手 用地取得　　　　Ａ＝576㎡　補償一式3,338

当 物件調査

休日勤務手当 4 幹線街路整備費 278,20050

期末手当 五味島岩本線（岩松工区）整備事業費 106,000(1)6,228

勤勉手当 街路築造工　　　Ｌ＝53ｍ3,853

用地取得　　　　Ａ＝177㎡　補償一式

4 共済費 10,684 物件調査

左富士臨港線（青葉台工区）整備事業費 127,200(2)

7 賃金 13,554 街路築造工　　　Ｌ＝60ｍ

用地取得　　　　Ａ＝609㎡　補償一式

9 旅費 246 左富士臨港線（青葉台東工区）整備事業費 22,700(3)

用地取得　　　　Ａ＝303㎡

普通旅費 物件調査136

特別旅費 富士駅南口田子浦線整備事業費 22,300(4)110

用地取得　　　　Ａ＝54㎡　補償一式

11 需用費 870 5 街路事業関連道路整備費 104,150

本市場大渕線（弥生線交差点）整備事業費 75,800(1)

消耗品費 　水路工・歩道工　Ｌ＝87ｍ360

燃料費 　用地取得　　　　Ａ＝66㎡10

 ８款  土木費

404 405



  ８款 土木費   ５項 都市計画費

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

印刷製本費 本市場大渕線（中野東三ツ倉１４号線）整備事業費 28,350(2)500

街路築造工　　　Ｌ＝70ｍ

12 役務費 3,046 用地取得　　　　Ａ＝521㎡

補償一式

手数料 6 県営事業負担金 14,8803,046

本市場大渕線 14,880(1)

13 委託料 15,720

14 使用料及び賃 5

借料

15 工事請負費 176,960

17 公有財産購入 369,960

費

19 負担金、補助 22,459

及び交付金

負担金 22,459

22 補償、補填及 5,300

び賠償金

補償金及び補 5,300

填金

4 市街地整備 1,902,433 1,474,827 427,606 489,220 146,400 1,266,813 2 給料 41,934 1 給与費 83,032

費 一般職　１０人 83,032(1)

3 職員手当等 27,479 2 市街地整備管理費 3,994

市街地整備事業管理事務費 3,994(1)

管理職手当 　街づくり区画整理協会会費797 150

扶養手当 　県土地区画整理組合連合会会費1,595 80

地域手当 　全国市街地再開発協会会費1,326 80

住居手当 　県市街地再開発促進協議会会費1,009 10

 ８款  土木費
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  ８款 土木費   ５項 都市計画費

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

通勤手当 会議、研修会出席者負担金775 64

特殊勤務手当 3 市街地整備費 842,24550

時間外勤務手 新富士駅周辺Ｂ地区整備推進費 200,335(1)4,895

当 柳島広町8号線整備事業

休日勤務手当 　道路工　　Ｌ＝120ｍ　ほか50

期末手当 新富士駅北口駅前広場整備事業10,419

勤勉手当 　改良工　　Ａ＝8,000㎡6,563

市街地再開発事業促進費 641,910(2)

4 共済費 14,025 富士駅北口周辺地区再開発促進調査　ほか

　（地方創生推進交付金事業）

7 賃金 2,766 　富士駅北口周辺地区再開発推進検討

　富士駅南口地区優良建築物等整備事業補助金 605,700

9 旅費 825 　会議、研修会出席者負担金 44

4 組合施行土地区画整理費 91,836

普通旅費 神戸土地区画整理事業費 91,836(1)637

特別旅費 　神戸土地区画整理事業補助金188 91,400

　会議、研修会出席者負担金 72

11 需用費 938 5 土地区画整理事業特別会計繰出金 881,326

新富士駅南地区土地区画整理事業特別会計繰出金 345,670(1)

消耗品費 第二東名ＩＣ周辺地区土地区画整理事業特別会計繰出金 535,656(2)455

印刷製本費 483

13 委託料 36,032

15 工事請負費 199,500

18 備品購入費 8

19 負担金、補助 697,600

及び交付金

負担金 500

補助金 697,100

28 繰出金 881,326

 ８款  土木費
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  ８款 土木費   ５項 都市計画費

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

5 建築指導費 349,027 271,560 77,467 134,153 2,999 211,875 1 報酬 261 1 給与費 261

建築審査会委員　５人 150(1)

4 共済費 1,110 景観審議会委員　１０人 111(2)

2 建築確認費 2,463

7 賃金 7,407 建築確認事業費 2,463(1)

建築計画概要書デジタルデータ移行

9 旅費 735 擁壁管理台帳デジタルデータ移行

3 建築指導費 7,590

費用弁償 建築指導事業費 7,308(1)133

普通旅費 　建築指導事務285

特別旅費 　建築物吹付アスベスト対策事業費補助金317 850

　　分析調査　　1件

11 需用費 914 　　除去等　　　1件

　日本建築行政会議負担金 100

消耗品費 　県建築行政連絡会議負担金463 20

食糧費 　会議、研修会出席者負担金6 130

印刷製本費 建築審査会費 282(2)445

全国建築審査会協議会負担金 48

12 役務費 72 会議、研修会出席者負担金 28

4 ＴＯＵＫＡＩ－０推進費 220,377

手数料 既存建築物耐震性向上事業費 27,560(1)14

保険料 既存建築物耐震性向上事業費補助金58 27,560

　木造住宅（補強計画）一般世帯　　 130戸

13 委託料 65,000 　木造住宅（補強計画）高齢者世帯等　70戸

　非木造建築物（耐震診断）　　　　　 5棟

14 使用料及び賃 1,543 ブロック塀等耐震改修促進事業費 3,900(2)

借料 ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金 3,900

　撤去　　　　　　　　60件

15 工事請負費 47,000 　緊急改善　　　　　　 2件

わが家の専門家診断事業費 14,117(3)

16 原材料費 1,700 　木造住宅耐震診断　　 250戸

　わが家の耐震診断促進事業

19 負担金、補助 218,491 耐震補強事業費 174,800(4)

及び交付金 　木造住宅等耐震補強事業費補助金 174,000

　　一般世帯　　　 　　130戸

 ８款  土木費
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  ８款 土木費   ５項 都市計画費

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 　高齢者世帯等　　　　70戸381

補助金 耐震シェルター・防災ベッド設置費補助金218,110 800

　耐震シェルター　　 　4台

22 補償、補填及 4,794 　防災ベッド　　 　　　3台

び賠償金 5 狭あい道路拡幅整備費 117,976

狭あい道路拡幅整備事業費 112,976(1)

補償金及び補 狭あい道路測量・登記・工事4,794

填金 　狭あい道路拡幅整備助成金 11,000

会議、研修会出席者負担金 25

指定道路図・道路調書作成事業費 5,000(2)

　指定道路図作成

6 景観形成費 360

景観審議会費 60(1)

景観形成事業費 196(2)

　中部地方都市美協議会負担金 25

　会議、研修会出席者負担金 5

屋外広告物管理事業費 104(3)

屋外広告物に関する審査・指導・啓発

6 土地対策費 5,479 5,024 455 608 360 4,511 1 報酬 300 1 給与費 300

開発審査会委員　５人 300(1)

4 共済費 380 2 土地利用対策費 4,740

土地利用対策費 4,740(1)

7 賃金 2,452 会議、研修会出席者負担金 16

3 開発行為管理費 360

9 旅費 202 開発行為管理費 360(1)

会議、研修会出席者負担金 77

費用弁償 4 開発審査会費 7913

普通旅費 開発審査会費 79(1)78

特別旅費 111

11 需用費 710

消耗品費 515

食糧費 5

 ８款  土木費
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  ８款 土木費   ５項 都市計画費

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

印刷製本費 190

13 委託料 1,342

19 負担金、補助 93

及び交付金

負担金 93

3,446,145 2,860,232 585,913 908,961 437,200 20,195 2,079,789計

  ８款 土木費   ６項 公園費

1 公園整備費 647,754 570,552 77,202 91,400 150,500 300 405,554 2 給料 51,337 1 給与費 100,604

一般職　１４人 100,604(1)

3 職員手当等 32,762 2 都市基幹公園整備費 79,264

比奈公園整備事業費 70,954(1)

管理職手当 用地取得　Ａ＝1,100㎡785

扶養手当 園路広場整備　ほか1,823

地域手当 大淵公園再整備事業費 8,310(2)1,611

住居手当 「郷土の森」森林保育312

通勤手当 グラウンド補修、防球ネット設置　ほか992

時間外勤務手 3 住区基幹公園整備費 64,0955,620

当 南町公園整備事業費 29,000(1)

休日勤務手当 園路広場整備、ベンチ設置　ほか50

期末手当 （仮称）神戸２号公園整備事業費 19,095(2)13,206

勤勉手当 園路広場整備、植栽工　ほか8,363

水道加入者負担金 86

4 共済費 16,505 （仮称）富士南公園整備事業費 7,000(3)

　実施設計

9 旅費 149 （仮称）吉添公園整備事業費 7,000(4)

　測量・実施設計

普通旅費 街区公園再整備事業費 2,000(5)109

特別旅費 　公園施設バリアフリー改修　ほか40

 ８款  土木費
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  ８款 土木費   ６項 公園費

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

11 需用費 1,074 4 特殊公園整備費 60,000

竹採公園整備事業費 30,000(1)

消耗品費 園路広場整備、階段設置　ほか395

印刷製本費 富士と港の見える公園整備事業費 30,000(2)679

展望台整備、看板整備　ほか

12 役務費 144 5 緑地・緑道整備費 341,376

富士西公園整備事業費 272,376(1)

手数料 　譲受施設の割賦金144

富士川右岸緑地整備事業費 69,000(2)

13 委託料 21,919 　雑木伐採、敷地造成　ほか

6 公園整備事業事務費 2,415

15 工事請負費 210,000 公園整備事業事務費 2,415(1)

都市緑化機構賛助会費 50

17 公有財産購入 313,586 日本公園緑地協会会費 85

費 　全国都市公園整備促進協議会会費 42

　会議、研修会出席者負担金 15

19 負担金、補助 278

及び交付金

負担金 278

2 公園維持修 543,783 538,171 5,612 15,430 14,800 373 513,180 4 共済費 847 1 公園維持修繕費 525,317

繕費 公園等維持管理費 357,172(1)

7 賃金 5,635 都市公園維持管理

　都市公園等　373か所

8 報償費 8,475 　（樹木・公園施設等の維持管理）

都市公園施設管理（指定管理）（14公園）

9 旅費 155 公園等修繕費 48,447(2)

公園施設・遊具等修繕　ほか

普通旅費 街路樹等維持管理費 89,085(3)122

特別旅費 　街路樹の剪定　ほか33

公園施設長寿命化事業費 30,613(4)

11 需用費 27,814 　公園遊具更新（厚原スポーツ公園 外8公園）

2 公園愛護会費 8,475

消耗品費 公園愛護会費 8,475(1)1,700

 ８款  土木費
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  ８款 土木費   ６項 公園費

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

燃料費 公園愛護会報償費（233か所）　ほか120

印刷製本費 3 児童遊び場施設設置助成費 60094

光熱水費 児童遊び場施設設置助成費 600(1)16,000

修繕料 児童遊び場整備費補助金9,900

4 公園等管理事務費 9,391

12 役務費 1,621 公園等管理事務費 9,391(1)

公園台帳作成　ほか

手数料 　会議、研修会出席者負担金1,621 73

13 委託料 412,246

14 使用料及び賃 15,770

借料

15 工事請負費 69,269

16 原材料費 1,105

18 備品購入費 173

19 負担金、補助 673

及び交付金

負担金 73

補助金 600

3 緑化推進費 40,390 40,621       △ 231 133 40,257 1 報酬 696 1 給与費 696

緑化指導員　２９人 696(1)

4 共済費 385 2 緑化推進活動費 7,444

緑化推進事業費 3,352(1)

7 賃金 2,560 　県さくらの会会費 20

　県グリーンバンク会費 167

8 報償費 70 　会議、研修会出席者負担金 15

緑化団体支援事業費 4,072(2)

9 旅費 151 　バラ苗配布

 ８款  土木費
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  ８款 土木費   ６項 公園費

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

富士ばらまつり開催

費用弁償 花いっぱい推進事業補助金21 900

普通旅費 みどりいっぱい推進事業補助金41 1,800

特別旅費 バラ普及推進事業費補助金89 300

緑化指導員費 20(3)

11 需用費 8,481 都市緑化の指導推進

3 地域・家庭緑化費 10,942

消耗品費 花いっぱい・緑いっぱい事業費 9,042(1)8,426

印刷製本費 草花苗・草花種子配布55

　バラ花壇維持管理

13 委託料 21,352 　オープンガーデン講演会開催

生け垣作り助成費 500(2)

14 使用料及び賃 163 　生け垣作り補助金

借料 地域支障樹木除去助成費 1,400(3)

　地域支障樹木除去事業補助金

15 工事請負費 1,300 4 河川環境等維持整備費 21,308

河川植栽等維持管理費 21,308(1)

16 原材料費 130 潤井川等河川修景施設維持管理

新富士駅前等フラワーポット維持管理

19 負担金、補助 5,102 病害虫防除

及び交付金 スズメバチ等駆除

河川緑化木補植・修繕　ほか

負担金 202

補助金 4,900

1,231,927 1,149,344 82,583 106,830 165,300 806 958,991計

  ８款 土木費   ７項 下水道費

1 下水道事業 2,408,667 2,450,304    △ 41,637 2,408,667 19 負担金、補助 2,307,020 1 下水道事業費 2,408,667

費 及び交付金 公共下水道事業会計負担金等 2,408,667(1)

分流式下水道等負担金 2,307,020

負担金 　施設整備等に係る出資金2,307,020 101,647

 ８款  土木費

420 421



  ８款 土木費   ７項 下水道費

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

24 投資及び出資 101,647

金

2,408,667 2,450,304    △ 41,637 2,408,667計

  ８款 土木費   ８項 住宅費

1 住宅管理費 414,790 449,016    △ 34,226 52,048 39,400 244,056 79,286 2 給料 29,603 1 給与費 59,944

一般職　７人 59,944(1)

3 職員手当等 20,528 2 一般管理費 96,962

一般管理費 343(1)

管理職手当 県住宅振興協議会会費785 200

扶養手当 　県住宅行政連絡協議会会費900 75

地域手当 　日本住宅協会会費939 18

住居手当 若い世代定住促進支援事業費 94,516(2)648

通勤手当 若者世帯定住支援奨励金654 78,000

時間外勤務手 若者世帯まちなか居住支援奨励金4,481 14,000

当 空家等対策推進事業費 2,103(3)

休日勤務手当 空家等対策計画策定50

期末手当 3 市営住宅管理費 257,5777,379

勤勉手当 市営住宅運営管理事業費 22,763(1)4,692

管理戸数 24団地 2,195戸

4 共済費 11,435 市営住宅明渡訴訟弁護士委託　ほか

汚水処理施設使用料徴収業務負担金 126

7 賃金 11,063 会議、研修会出席者負担金 50

市営住宅施設管理事業費 234,814(2)

8 報償費 1,149 富士見台団地ＡＢＣ棟給水施設改修

二子団地外壁防水改善　ほか

9 旅費 502 　水道加入者負担金（富士見台団地ＡＢＣ棟） 39

　会議、研修会出席者負担金 37

普通旅費 4 浸水住宅改良及び災害復興住宅建設事業助成費 307325

特別旅費 浸水住宅改良及び災害復興住宅建設事業助成費 307(1)177

　災害復興住宅建設等貸付金利子助成金

11 需用費 38,662

 ８款  土木費

422 423



  ８款 土木費   ８項 住宅費

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

消耗品費 1,084

食糧費 5

印刷製本費 830

光熱水費 1,743

修繕料 35,000

12 役務費 2,607

通信運搬費 1,879

手数料 728

13 委託料 39,861

14 使用料及び賃 3,453

借料

15 工事請負費 163,000

16 原材料費 75

19 負担金、補助 92,852

及び交付金

負担金 545

補助金 92,307

2 住宅建設費 583,609 128,358 455,251 191,840 251,600 140,169 2 給料 10,895 1 給与費 22,445

一般職　３人 22,445(1)

3 職員手当等 7,931 2 市営住宅建設費 561,164

田子浦団地再生事業費 561,164(1)

扶養手当 　Ｅ棟全面的改善156

地域手当 　　既存住戸改修　ＲＣ－5Ｆ Ａ＝2,414.20㎡332

通勤手当 　　外部廊下増築　Ｓ－5Ｆ 　Ａ＝　576.40㎡340

 ８款  土木費

424 425



  ８款 土木費   ８項 住宅費

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

時間外勤務手 水道加入者負担金2,763 86

当 会議、研修会出席者負担金 7

休日勤務手当 50

期末手当 2,608

勤勉手当 1,682

4 共済費 3,619

9 旅費 191

普通旅費 177

特別旅費 14

11 需用費 135

消耗品費 50

印刷製本費 85

12 役務費 378

通信運搬費 9

手数料 369

13 委託料 824

15 工事請負費 556,023

19 負担金、補助 93

及び交付金

負担金 93

22 補償、補填及 3,520

び賠償金

 ８款  土木費

426 427



  ８款 土木費   ８項 住宅費

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

補償金及び補 3,520

填金

998,399 577,374 421,025 243,888 291,000 244,056 219,455計

 ８款  土木費

428 429


