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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額

一　般　会　計一　般　会　計一　般　会　計一　般　会　計

議会費議会費議会費議会費 62,108 60,123

総務費総務費総務費総務費

１．総務管理費１．総務管理費１．総務管理費１．総務管理費

（１）一般管理費（１）一般管理費（１）一般管理費（１）一般管理費

（イ）区長会謝金 3,150 3,134 39行政区区長謝金に要した経費。

千円

平等割 39行政区 1,560

世帯割 2624世帯 1,574

（ロ）例規システム総合サポート 1,617 1,617 例規システムのクラウド化及び条例改正のサポート機能の追加や検索機能の

　　　業務委託 強化等総合サポート業務の委託に要した経費。

（ハ）地域主権改革推進支援業務 1,050 945 第3次地域主権改革推進支援業務に要した経費。

　　　委託 ①「地域主権改革一括法等」に関する解説及び関係

 　資料の提供

②整備・検討を要する具体的な例規の調査及び提案

③即時対応例規整備案の策定支援

（ニ）行政手続整備更新支援業務 1,323 1,323 行政手続法に基づく申請に対する処分・不利益処分の洗い出しや、新しい

　　　委託 審査基準案の提示等、行政手続制度整備支援業務に要した経費。

（２）文書広報費（２）文書広報費（２）文書広報費（２）文書広報費

（イ）広報「ひろがわ」発行 1,764 1,749 毎月発行し各戸に配布。（１回　2,900部）

（ロ）放送施設事業補助 250 187 区において一般行政の連絡等公共の目的のための放送施設の設置

修繕に要した経費。

修繕　　5件

（３）財産管理費（３）財産管理費（３）財産管理費（３）財産管理費

（イ）庁舎維持管理費 15,464 15,182 庁舎の光熱水費、保守管理に要した経費。

金額（千円）

7,606

752

326

854

1,638

729

3,158

119

（ロ）公用車維持管理費 3,197 2,847 公用車50台の維持管理に要した経費。

金額（千円）

1,233

501

475

定期点検手数料 152

486

（ハ）町有地整地等事業 890 837 町有地整地工事等に要した経費。

熊之町集会所前町有地整地工事 106

井関地内町有地土砂崩落による水路

修復工事 379

広川苑前町有地草刈工事 352

（４）企画費（４）企画費（４）企画費（４）企画費

（ｲ）有田広域圏事務組合負担金 23,421 23,421 有田広域圏事務組合負担金に要した経費。

千円

5,937

972

5,060

411

11,041

（ロ）生活路線バス補助金 6,042 6,042 第２種生活路線バス運行維持対策に要した経費

補助額 対象人数

※

千円 人

4,572 50,952

1,470 38,701

※対象人数はH24.10.1～H25.9.30までの乗車人数

前田、猿川、岩淵（2件）、落合

修繕料

障害認定審査会負担金

新ごみ処理施設特会負担金

御坊南海バス株式会社

㈱中紀バス観光社

会社名

一般会計負担金

休日急患ｾﾝﾀｰ負担金

各種保守点検委託料

玄関マット使用料

経費区分

重量税

介護認定審査会負担金

水道代

下水使用料

電話代（保守料含む）

車検受手数料

項　　　目 摘　　　　　　　　　要

経費区分

自賠責保険料

任意保険料

庁舎清掃（賃金）

電気代
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　　要

（５）交通安全対策費（５）交通安全対策費（５）交通安全対策費（５）交通安全対策費 6,664 3,954 交通安全対策に要した経費。

（繰越明許費 　　○交通安全対策施設設置工事費 2,070

2,308） 工　　種 内　　容 金額（千円）

新設　 2箇所 396

補修 　6箇所 663

更新 L=44.8m 539

その他

マリントンネ

ル照明器具

交換

472

　　○その他交通安全対策に要した経費 1,884

（６）情報通信処理費（６）情報通信処理費（６）情報通信処理費（６）情報通信処理費 68,341 54,049 業務用電算システムに要した経費。 11,306

（繰越明許費 千円

5,040） 1,098

2,197

1,279

6,605

127

住基ネット運用に要した経費。 1,742

千円

住基ネット機器使用料

　　（H25.12.1～H30.11.30）

   ■ゲートウｴイサーバ

   ■ファイアウｵール　　　他

325

731

総合行政ネットワーク（LGWAN接続）のために要した経費 1,107

【事業概要】

【事業費明細】 千円

LGWAN関連機器入替 557

LGWANサービス利用料 181

LGWAN設備保守料 369

総合行政システム・クラウド化に要した経費。 32,914

【事業概要】

【事業費明細】

14,842

1,239

4,633

10,521

860

電算システム用備品購入費 4,354

数量 金額（千円）

15 4,010

2 242

1 26

1 76

その他情報化推進に要した経費 2,626

機器更改のタイミングに併せ、自然災害等から住民データ

を守るため、総合行政システム本体を本庁舎以外の外部

データセンターへ置くクラウドサービスを採用する。

クラウド化に伴う初期設定業務委託料

クラウド化に伴うシステム構築支援業務委託料

品名

ノートパソコン

デスクトップパソコン

パソコン用デスク

シュレッダー

行政システム用回線使用料

自治体相互のネットワーク、また国の霞ヶ

関WANと接続し、情報を共有することによ

り、情報の高度利用を図るもの

   ■コミュニケーションサーバ

住基ネット機器保守料

686

住基ネットシステム保守料

機器保守料

システム保守料

既存システム変更委託料

ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ

防護柵

機器使用料

健康管理システムデータ抽出委託料

クラウドサービス利用料

非常用サーバー室改修工事

（クラウドシステムへの移行に伴うもの）

819

庁内LAN整備業務委託料

2



単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　　要

（７）地域づくり事業費（７）地域づくり事業費（７）地域づくり事業費（７）地域づくり事業費

（イ）風力発電施設の管理 9,156 9,156 風力発電施設の管理に要した経費 9,156

【事業費明細】 千円

電気主任技術者雇上賃金 500

修繕料 2,894

需用費（光熱水費等） 878

通信回線費 60

施設点検等委託料 4,824

【参考】

　風力発電年間売電料金 28,005

（ロ）交流促進施設整備等事業 23,128 22,378 交流促進施設（ほたるの湯）の整備等に要した経費。 22,378

金額（千円）

14,000

4,257

1,601

1,449

1,071

（ハ）梧陵まつり実行委員会 3,454 3,454 第7回梧陵まつり開催費補助に要した経費。

　　　補助事業 開催期日

10/19

11/2～3

（ニ）住宅用太陽光発電システム 3,294 3,294

　　　設置補助金

【事業概要】

　対象者 申請年度中に電力会社と電力需給契約を開始できる次の

いずれかに該当する方

　補助条件 ・広川町に住所を有し、自ら居住する住宅に設備を設置

　しようとする個人

・広川町に自ら居住するため、設備を設置した新築住宅

　を購入しようとする個人

　補助金額 太陽光発電モジュール出力1kwあたり3万5千円を交付。

ただし出力4kwを上限とし、1件当たり最高14万円を補助。

　交付件数 H25年度交付実績＝24件

（ホ）定住促進奨励金 7,700 7,700

【事業概要】

　奨励金額 ・住宅を取得した日付がH23.4.1～H25.3.31までであれば

　1件につき30万円を限度とする。

・H25.4.1以降であれば、1件につき50万円を限度とする。

　申請者要件 ・申請日において広川町に住民票をおいていること。

・40歳未満であること。ただし夫婦の場合は、いずれかが

 40歳未満であること。

・取得した住宅の所有権の全部が申請者本人、その配偶者

　又はその両者のものであること。

・本奨励金の交付を受けていないこと。

　住宅要件 ・玄関、居室、便所及び台所を備えており、延床面積50㎡

　以上のもの。

・併用住宅の場合は、店舗・事務所等の部分を除いた上記

　の条件を備えた住宅部分の延床面積が50㎡以上のもの。

・相続、贈与その他取得対価を伴わない事由により建物を

　取得した場合や増築及び一部改築は対象外。

　交付件数 H25年度交付実績＝17件

（ヘ）空き家改修事業補助金 600 600 空き家の有効活用策として「広川町空き家情報登録台帳」に登録された

空き家の改修費用補助に要した経費。

【事業概要】

　補助対象者 ・町外からの移住者が居住する住宅として空き家を改修しよ

　うとする当該空き家所有者。（空き家を購入し、移住に際し

　て改修をしようとする町外の移住者も含む）

・自ら居住しようとして空き家を借り上げ、移住に際して改修

　をしようとする町外からの移住者。

　補助対象 当該空き家の改修工事に係る経費。

　経費 なお、改修事業完了後、５年間、当該空き家を住宅として

利活用するものとする。

　補助金の額 補助対象経費（補助対象事業）に要した経費の３分の２

以内。上限額30万円。

　交付件数 H25年度交付実績＝2件

稲むらの火祭り

ふるさとまつり

環境に配慮したまちづくりの一環として、町内の一般家庭における太陽光

発電システムの普及率を高めるため、町単独の補助制度を創設し、その実

施に要した経費。

・取得した住宅に居住する全員が町税を滞納していないこと。

交流促進施設厨房冷蔵庫購入費

イベント名

町の人口減少を抑制し、地域の活性化を図るため、町内に居住する若年層

の住宅取得を支援するための定住促進奨励金の交付に要した経費。

事業概要

大広間・食堂・厨房空調工事

交流促進施設指定管理料

浴室・脱衣場排煙窓及び浴室出入口修繕工事

給水ポンプ改修工事
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　　要

（ト）過疎集落等自立再生緊急 15,000 15,000 津木地域の過疎対策・地域活性化を目的として、津木地区寄合会が実施

　　 対策事業補助金 する「黒竹のタケノコなどを活かした心豊かな特産品づくり、みんなが童心

に戻り楽しめる都市交流事業」補助に要した経費。

【事業概要】

人が集う拠点づくり事業 (11,226千円)

　加工所施設整備【木造平屋（4ｍ×8ｍ=32m2）】

　備品購入　【調理台・流し台・ガス台・オーブン・急速冷凍庫・冷凍保管庫等】

都市との交流事業(1,027千円)

　ストローベイルハウス・看板・交流用資材等

加工販売・開発研修事業(551千円)

黒竹のタケノコ生産事業(588千円)

　鳥獣害防護柵（ワイヤメッシュ・電柵等）設置L=1,000m　

アナベルとササユリなどの花畑づくり事業(683千円)

　種苗費等

露茜・菊芋の生産事業(773千円)

　種苗費等

特産品等の植栽、育成研修事業(152千円)

（チ）津木地区寄合会補助金 400 400 津木地区寄合会に対する指定寄付金を財源として、同会が行う事業運営

費用補助に要した経費。

（８）地域情報通信基盤整備事業費（８）地域情報通信基盤整備事業費（８）地域情報通信基盤整備事業費（８）地域情報通信基盤整備事業費

（イ）地域情報通信基盤施設維持 4,892 3,735 平成20年度に整備したケーブルテレビ施設等の維持管理に要した経費。

　　　管理事業

（９）諸費（９）諸費（９）諸費（９）諸費

（イ）各種基金積立金 323,900 323,893 財政調整基金積立金 68

減債基金積立金 16

霊苑基金積立金 661

稲むらの火の館管理基金積立金 140

ふるさとづくり基金積立金 323,000

土地開発基金積立金 8

（ロ）成人式開催費 270 221 成人式式典開催に要した経費。

開催日

出席成人数

（ハ）消費者行政活性化交付金 436 436 消費者被害防止を図り、消費生活に関し安全・安心なまちづくりを推進する

　　　事業 ための消費者行政活性化交付金事業に要した経費。

事業名 金額（千円）

２.徴税費２.徴税費２.徴税費２.徴税費

（１）税務総務費（１）税務総務費（１）税務総務費（１）税務総務費

（イ）納期前納付報償金 1,956 1,956 納期前納付報奨金に要した経費。

（財政健全化等のため、H23年度より町県民税に係る前納報償金は廃止。）

件数（件） 金額（千円）

町県民税

固定資産税 1,941 1,956

（ロ）家屋図電子化事業委 19,121 16,800 町所有の航空写真及び地番図に家屋図（家屋の形状をデータにしたもの）

　　　（緊急雇用創出事業） を載せ、基幹系の税務情報と結び付けを行う家屋図電子化事業に要した

経費。

10

8

958

717うち新規雇用の失業者の就業延べ日数

業務内容

和歌山県沿岸部は南海・東南海地震による

津波の来襲が予想されているが、大規模災

害発生時に被災家屋の情報を把握している

ことが、災害初動対応には必要不可欠であ

る。この事業を行うことで、災害時の被災者

の把握、被災家屋の把握、罹災証明発行の

ための調査準備に係ることができ、より迅速

な対応が可能となる。

事業に従事した全労働者数

うち新規雇用の失業者の数

全労働者就業延べ日数

294

142

・広報啓発用パンフレットの

配布

・講習会の開催

月1回の消費生活相談を実

施

地域社会に

おける消費

者問題解決

力の強化に

関する事業

消費生活相

談体制整備

事業

平成26年1月12日(日)

74名

事業概要
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　　要

３．選挙費３．選挙費３．選挙費３．選挙費

（１）参議院議員通常選挙費（１）参議院議員通常選挙費（１）参議院議員通常選挙費（１）参議院議員通常選挙費 6,882 6,638 平成25年7月4日に公示され、7月21日に投開票が行われた第23回参議院議員

通常選挙に要した経費。

選挙区 比例代表

当日有権者（人） 6,285 6,285

投票者数（人） 4,135 4,134

投票率（％） 65.79 65.78

（２）広川町長選挙費（２）広川町長選挙費（２）広川町長選挙費（２）広川町長選挙費 4,511 923

４．統計調査費４．統計調査費４．統計調査費４．統計調査費

（１）指定統計調査費（１）指定統計調査費（１）指定統計調査費（１）指定統計調査費 872 592 各種統計調査に要した経費。

事業費（千円）

5

273

8

3

60

225

18

工業統計

住宅・土地統計調査

経済センサス

商業統計

教育統計調査

統計調査区分

平成25年9月10日に告示され、無投票となった広川町長選挙に要した経費。

農林業センサス

漁業センサス

5



単位：千円

予 算 現 額 決　算　額

民生費民生費民生費民生費

１．社会福祉費１．社会福祉費１．社会福祉費１．社会福祉費

（１）社会福祉総務費（１）社会福祉総務費（１）社会福祉総務費（１）社会福祉総務費

（イ）民生委員活動補助事業 2,365 2,365 民生委員活動に対する謝礼及び町民生児童委員協議会の助成に要した経費。

民生委員 27名

（ロ）町社会福祉協議会育成及び 23,664 23,377 社会福祉協議会の育成補助に要した経費。

　　委託事業 金額（千円）

法人運営事業 15,267 職員の人件費他社協一般事業

補助 に対する補助

保健福祉ｾﾝﾀｰ 8,110 保健福祉センターの維持管

管理委託費 理の経費

（ハ）身体障害者（児）福祉事業 203,445 195,163 補装具交付、修理費 1,910

千円

1,353

用　具　名 件数　（件） 用　具　名 件数　（件）

下肢装具 3 補聴器 5

義足 1

矯正眼鏡 1 計 10

用　具　名 件数　（件） 用　具　名 件数　（件）

義足 1 電動車いす 2

補聴器 8

下肢装具 1 計 12

千円

557

用　具　名 件数　（件） 用　具　名 件数　（件）

短下肢装具 1 杖 1

車いす 2 計 4

更生医療費 6,037

自立支援給付費 161,933

利用人員（人） 支援費（千円）

1 2,863

2 8,370

1 537

1 1,001

1 162

2 825

2 8,638

2 412

2 1,070

11 5,703

1 388

1 1,543

7 13,901

9 10,521

5 2,046

8 9,163

1 2,412

3 1,531

6 8,234

2 630

3 4,713

1 3,100

1 3,190

1 92

8 30,699

2 7,315

1 5,800

1 3,227

3 7,223

【補装具交付】

かぐのみ苑ホームヘルプサービス

ひまわり作業所

ホームヘルプサービスみやはら

事業所名等

金剛コロニーかしのき寮

ウィンワークス株式会社

ともにー

太陽の丘障害者（児）短期入所事業

項　　　目 摘　　　　　　　　要

内容

○身体障害者

【補装具交付】

【補装具修理】

小倉園

○身体障害児

ケア・ステーション有田

サンライズケア広川

わかばの郷

コスモス作業所

つくし共同作業所

ふれあい作業所

まごころランド

きらら工房

夢おれんじ

ありだりあ

早月農園

かぐのみ苑湯浅ショートステイサービス

しゅり

つくし・医療福祉センター

和歌山病院

ホームヘルプドリーム

由良あかつき園

由良みのり園

杉の郷

南紀医療福祉センター

あっぷるホーム

6



単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

3 6,244

2 2,816

2 4,247

6 605

5 566

1 48

3 92

1 18

36 1,988

148 161,933

※利用人員は1月当たり最大人数

障害児通所支援給付費 15,152

利用人員（人） 支援費（千円）

1 833

3 1,589

3 117

1 683

6 7,487

2 1,934

1 2,217

1 78

12 214

30 15,152

※利用人員は1月当たり最大人数

地域生活支援事業 9,675

金額（千円）

2,131

677

4,913

1,954

その他の事業 456

金額（千円）

408

48

（ニ）福祉タクシー委託事業 730 646 重度身体障害者（児）に対し、福祉タクシーの利用料金の一部助成に要した

経費。 利用人数 69名

（２）老人福祉費（２）老人福祉費（２）老人福祉費（２）老人福祉費

（イ）老人福祉大会開催費 1,567 865 第50回老人福祉大会開催に要した経費。

開　催　日

場　　　 所

出　席　者

（ロ）老人クラブ育成事業 1,743 1,685 町内老人クラブの育成補助に要した経費。

1,382千円

303千円

（ハ）老人福祉施設措置費 22,343 22,014 養護老人ホーム入所者の措置費。

措置延人員（人） 措置費（千円）

1 2,435

12 19,579

※利用人員は１月当たり最大人数

平成25年9月27日(金)

自立支援特別対策給付費

地域生活相談事業共同設置

事業名

育成医療費

養護老人ホーム「橘寮」

養護老人ホーム「なぎ園」

単位老人クラブ補助　（24クラブ）

町老人クラブ連絡協議会補助

　　施　　　　設　　　　名

70歳以上の方　約　470名

日中一時支援事業

事業名

療養介護医療費

計

ありだっこホーム

太陽ホーム

由良フラワーホーム

障害児者相談センターゆず

有田地域生活支援センターつくし

事業所名等

若竹園

学童クラブそよ風２

わた雲教室

日常生活用具給付事業

町民体育館

まごころランド

おひさま園

移動支援事業

有田圏域障害児者相談支援事業所ゆい

御坊・日高地域活動支援センター

日高圏域障害児者相談支援事業所ゆめ

学童クラブそよ風１

児童デイサービスどりーむ

有田圏域障害児者相談支援事業所ゆい

肢体不自由児通所医療費

計

7



単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

（ニ）介護予防・生きがい活動 759 660 生きがい活動支援通所事業に要した経費。

　　支援事業 【事業費】 291 千円

【事業概要】

○委託先 　　広川町社会福祉協議会

○利用対象者 　　おおむね60歳以上の身体の虚弱な者

　　（要支援と認定された者は除く）

○利用者数 1 名　※1月当たり最大人数

○延利用回数 97 回

【事業費】 369 千円

【事業概要】

○委託先 　　在宅複合施設　ひろの里

○利用対象者 　　おおむね60歳以上の身体の虚弱な者

　　（要支援と認定された者は除く）

○利用者数 4 名　※1月当たり最大人数

○延利用回数 123 回

（ホ）一人暮し老人等緊急通報 187 75 一人暮し老人等の緊急時における迅速かつ適切な対応を図り、緊急時に

　　　システム設置事業 対する不安感を解消するための緊急通報システム設置等に要した経費。

台　数（台） 経費（千円）

5 75

　　

（ヘ）長寿祝金支給事業 360 360 長寿祝金支給事業に要した経費。

区分 金額（千円）

男女別最高齢者 40

100歳到達者 30

85歳到達者 290

（３）福祉医療費（３）福祉医療費（３）福祉医療費（３）福祉医療費

（イ）老人医療費支給事業 1,244 488 老人医療補償及び医療費審査支払手数料に要した経費。

件数（件） 経費（千円）

131 481

104 7

（ロ）重度心身障害児者医療費 19,429 17,462 重度心身障害児者の医療補償費及び審査支払手数料に要した経費。

　　　支給事業 件数（件） 経費（千円）

3,109 17,215

5,866 247

（ハ）乳幼児及び子ども医療費 25,997 25,997 就学前の乳幼児及び小学校修了までの子どもの医療補償費及び審査支払手

　　　支給事業 数料に要した経費。

件数（件） 経費（千円）

11,834 25,018

11,508 979

（ニ）ひとり親家庭医療費支給 8,354 8,354 ひとり親家庭の医療補償費及び審査支払手数料に要した経費。

　　事業 件数（件） 経費（千円）

2,606 8,151

2,544 203

（４）社会福祉施設費（４）社会福祉施設費（４）社会福祉施設費（４）社会福祉施設費

（イ）隣保館運営事業 31,261 27,278 隣保館の維持運営に要した経費。

○クラブ活動、講習会

年間利用者数年間利用者数年間利用者数年間利用者数 教室名 実施回数（回） 延べ参加者数（人）

　　デイサービス以外 2,758人 生花教室 21 130

　　デイサービス 6,602人 ○相談事業

内　容 実施回数（回） 延べ件数（件）

生活相談 36 67

健康相談 6 41

教育相談 6 17

育児相談 2 2

職業相談 23 26

医療補償費

3名

58名

医療補償費

医療費審査委託料

医療費審査委託料

医療費審査・資格確認委託料

医療補償費

医療補償費

医療費審査委託料

区　　分

○新設

男（98歳）・女（103歳）

人数等
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

○交流促進事業

実施回数（回） 延べ参加者数（人）

47 100

38 200

34 89

47 149

45 525

49 300

○デイサービス事業

実施回数（回） 利用者数（人）

301 6,602

4 70

（ロ）文化会館本館撤去等事業 14,610 5,186 老朽化した広文化会館（S49.6月竣工）の撤去等事業に要した経費。

金額（千円）

4,655

263

268

（５）人権施策推進費（５）人権施策推進費（５）人権施策推進費（５）人権施策推進費

（イ）人権啓発推進委員会事業 1,059 1,058

　　　委託

■■■■ 人権啓発リーダー養成講座人権啓発リーダー養成講座人権啓発リーダー養成講座人権啓発リーダー養成講座

①第1日目

○期　日 7月9日

○場　所 広川町役場　3階大会議室

○参加者 72名

○内　容 講演「「違い」と「差別」」

人権学習サークル　ピース　先生

②第2日目

○期　日 7月25日

○場　所 広川町役場　3階大会議室

○参加者 67名

○内　容 講演「全ての人がリカバーできる

　　　　　　　　　　　　社会のために」

和歌山県人権啓発センター

　　登録講師　　大江　隆之　先生

■■■■ 街頭啓発・企業等啓発の実施街頭啓発・企業等啓発の実施街頭啓発・企業等啓発の実施街頭啓発・企業等啓発の実施

【街頭啓発】

第1回 第2回

○実施日 10月9日 11月3日

○実施場所

セレモ広川前

交差点他

役場周辺（ふるさ

と祭り当日）

○参加者 7名 6名

【企業等啓発】

○実施日 9月26日

○場所 町内30事業所を訪問

○参加者 3名

■■■■ 人権啓発映画上映会の開催人権啓発映画上映会の開催人権啓発映画上映会の開催人権啓発映画上映会の開催

○開　催　日 1月18日

○場　　　所 広川町民体育館

○参　加　者 150名

○内　　　容 映画「一枚のハガキ」の上映

デイサービス

料理教室

内容

人権啓発、推進のための諸事業を、広川町人権啓発推進委員会へ委託実

施するために要した経費。

編物教室

書道教室

民踊教室

ヨガ教室

教    　　室　　    名

ｴｱﾛﾋﾞｸｽ教室

着付教室

本館跡地整地工事

工事名

本館撤去工事

新館玄関呼出監視装置設置工事
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

（ロ）人権啓発活動地方委託事業 597 586 国の人権啓発活動地方委託事業として人権啓発講演会の開催に要した経費。

■■■■ 人権啓発講演会人権啓発講演会人権啓発講演会人権啓発講演会

「人権意識を育むことができるような啓発活動を推進しよう。」を

テーマに開催。　※青少年育成推進大会と併せて開催

○開　催　日 10月12日

○場　　　 所 広川町民体育館

○人権の詩”こころのうた”発表会

○記念講演 「さらなる一歩を踏み出そう」

　　　　　　立木　早絵　先生

○出　席　者 405名

２．児童福祉費２．児童福祉費２．児童福祉費２．児童福祉費

（１）児童福祉総務費（１）児童福祉総務費（１）児童福祉総務費（１）児童福祉総務費

（イ）民生主任児童委員活動 117 117 民生主任児童委員の謝礼に要した経費。

　　 補助金

（ロ）学童保育委託事業 6,349 6,349 共働き家庭など昼間保護者が家にいない家庭のための学童保育委託に

要した経費。

委託先 学童クラブポッポ

保育場所 なごみ交流センター

対象 広小・南広小児童

入所者数      50    名 (H26.3.31現在)

（ハ）ボランティア派遣事業 1,350 1,196 児童が地域の様々な人々と関わりあうことは、児童の成長・発達において

重要であることから、伝統的技術や自然体験の技術などを持った方をボラ

ンティアとして町に登録し、必要に応じて学童クラブへ派遣する事業に要し

た経費。

派遣事業名 金額（千円）

伝承遊び等事業 97

自然等体験事業 20

長期休暇派遣事業 621

巡回派遣事業 458

（ニ）子育て支援ニーズ調査業務 735 735 子ども・子育て支援法に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」の

　　　委託事業 策定に向けた子育て支援ニーズ調査業務の委託に要した経費。

【委託内容】

（ホ）児童虐待防止ワークショップ 150 150 児童虐待の未然防止等のための対策強化として、町内小学校の教員・

　　　委託事業 児童向けプログラムの実施に要した経費。

【実施回数】

　広小学校 教員向け 1回

児童向け 1回

　南広小学校 教員向け 1回

児童向け 2回

（２）児童措置費（２）児童措置費（２）児童措置費（２）児童措置費

（イ）児童手当支給費 129,335 125,710 児童手当の支給に要した経費。

支給単価(千円) 合計額(千円)

15 16,815

15 10,095

10 35,220

15 7,755

10 23,270

15 8,445

10 23,950

10 160

○アンケート調査表の設問設計・作成　○回収後の打ち込み作

業・集計・報告書作成　○委員会への出席・意見取りまとめ・情

報提供等

内容

夏休み等の長期休暇時の保

育内容充実のための援助

　　　　　　　〃　　 　　(第3子以降)　

小学校修了前非被用者(第1.2子)

被用者(3歳未満)

版画活動

畑での作物づくり

非被用者(3歳未満)

小学校修了前被用者(第1.2子)

　　　　　　〃　　　　　(第3子以降)　

特例給付

肢体不自由児の送迎や他児と

の交流援助

区　　分

小学校修了後中学校修了前
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

（ロ）重度心身障害児扶養手当 396 281 重度心身障害児扶養手当の支給に要した経費。

　　支給費 延受給者数（人） 延支払件数（件）

17 17

（ハ）乳幼児保育措置費 70,585 62,038 乳幼児措置委託に要した経費。

   ○ポッポ保育園 56,929

0歳児 11人 4歳児 10人

1歳児 11人 5歳児 12人

2歳児 12人

3歳児 9人 計 65人

   ○ひまわり保育園 4,087

0歳児 1人 4歳児 1人

1歳児 0人 5歳児 3人

2歳児 1人

3歳児 1人 計 7人

   ○藤並保育所（有田川町） 344

1歳児 0人 4歳児 1人

2歳児 0人 5歳児 0人

3歳児 0人 計 1人

   ○田保育所（湯浅町） 678

1歳児 0人 4歳児 0人

2歳児 0人 5歳児 0人

3歳児 1人 計 1人

（ニ）延長保育促進事業 5,153 5,153 長時間の開所（11時間以上）促進に要した経費。

【実施保育所】 ポッポ保育所

【開所時間】 7時～19時

（開所時間12時間）

【年間延べ利用児童数】 883名

（ホ）地域子育て支援拠点事業 7,420 7,420 地域の子育て家庭に対する育児支援の補助に要した経費。

【指定施設】 ポッポ保育所

【事業実績】

　　○子育て相談 　　60件／年

　　○子育て支援活動「ちびっこクラブ」開催

開催数 　　45　回／年

延べ参加者数　　　　435人

　　　 　　　　　　　　　　「赤ちゃんクラブ」開催

開催数 　　37　　回／年

延べ参加者数　　　　263人

（ヘ）休日保育事業 1,335 480 日曜・祝日等の保護者の勤務等により児童が保育に欠けている場合の休

日保育の需要に対応するため、休日の保育を行う事業補助に要した経費。

【実施保育所】 ポッポ保育所

【契約児童数】 　　6人

【実施延べ日数】 　　15日

【保育延べ児童数】 　　36人

（ト）第三子以上に係る育児支援 150 28 小学生以下の子を３人以上養育している世帯が利用する一時保育等の

　　 助成事業 費用を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、安心して子供

を生み育てられる環境づくりを推進するために要した経費（紀州３人っこ

施策による県費補助事業）

平成25年度助成件数 4件

園児数（H26..3.31入所人員）

園児数（H26..3.31入所人員）

園児数（H26..3.31入所人員）

園児数（H26..3.31入所人員）
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

（チ）病児・病後児保育事業負 1,434 1,434 入院を必要としない程度の病状で、家庭や保育所などで保育が困難な児童

　　 担金 を一時的に預かる施設として、広川町、湯浅町、有田川町の3町共同で開設

した病児保育室の運営に要した経費。

施設名 こぐまクラブ

（平山こどもクリニック（有田川町）に併設）

対象 ①広川町、湯浅町、有田川町に住所を有して

　 いること。

②生後6ヶ月～小学3年生まで

③保護者の就労、傷病、冠婚葬祭等社会的

　 な理由により、家庭での保育が困難な状況

　 であること。

利用者数

（リ）保育士等処遇改善臨時特例 1,843 1,843 保育士の人材確保対策を推進する一環として、保育士の処遇改善に取り組

　　 事業費補助金 む保育所への資金の交付に要した経費。

【保育所名】

【支出額】 1,843 千円

【基準額】 1,843 千円

【加算区分】 3 ％

　　　　 （３）なかよし子ども園費（３）なかよし子ども園費（３）なかよし子ども園費（３）なかよし子ども園費 140,829 135,830 子ども園の管理運営に努めるとともに、各種施設の整備充実、維持管理、各

園児数（H26.3月末） 種備品の充実、園児・教職員の健康管理の充実に努めた。

　193　名

（右のいずれに

もあてはまるこ

と。）

（うち広川町　　　42名）

ポッポ保育所

平成25年度実績　　　439名 
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額

衛生費衛生費衛生費衛生費

１．保健衛生費１．保健衛生費１．保健衛生費１．保健衛生費

（１）保健衛生総務費（１）保健衛生総務費（１）保健衛生総務費（１）保健衛生総務費

（イ）老人保健推進事業費 12,242 10,706 老人保健法等に基づく事業のうち医療以外の保健事業の実施に要した

経費。

人

　　検　　診　　区　　分 受診者数

特定検診（集団検診） 402

特定検診（医療機関） 122

胃がん検診 517

子宮がん検診 486

肺がん検診 678

乳がん検診 285

大腸がん検診 691

健康教育 1,719

健康相談 1,565

訪問指導 244

歯周病検診 65

（ロ）健康増進計画策定事業 273 273 平成１６年度に湯浅保健所管内の１市４町で策定した「オレンジパワー

プラン」の見直し計画を１市３町で合同で策定するのに要した経費。

【委託内容】

（２）予防費（２）予防費（２）予防費（２）予防費

（イ）各種予防接種事業 18,427 17,542 各種予防接種の実施（医療機関への委託）に要した経費。

接種者数（人） 委託料（千円）

64 405

64 362

89 870

143 1,574

310 2,381

83 637

207 1,827

195 2,190

28 446

45 529

64 640

48 374

1,223 5,307

（ロ）狂犬病予防事業 112 64 狂犬病予防注射に要した経費。

登録頭数 Ａ 411頭

予防注射頭数 Ｂ 278頭

率 Ｂ／Ａ 67.64%

（３）環境衛生費（３）環境衛生費（３）環境衛生費（３）環境衛生費

（イ）鼠族昆虫駆除費 51 41 伝染病の予防を目的に、カ・ハエ等の駆除に要した経費。

（ロ）有田聖苑維持管理費 2,365 2,365 組合立火葬場の負担金に要した経費。

（ハ）霊苑管理費 830 830 広川霊苑の維持管理に要した経費。

（４）公害対策費（４）公害対策費（４）公害対策費（４）公害対策費 360 360 広川の水質検査等に要した経費。

実施日 7月・11月・3月の3回

厚生省第５６号全項目及び

TEC、PEC、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

検査場所

pH、DO、BOD、COD、ＳＳ、

大腸菌群数、Ｔ－Ｎ、Ｔ－Ｐ、

ｎ－ヘキサン抽出物質

検査場所 落合合流点

小児用肺炎球菌

子宮頸ガン予防

麻疹・風疹混合（ＭＲ）１期

麻疹・風疹混合（ＭＲ）２期

高齢者インフルエンザ

二種混合（ＤＴ）

ポリオ

四種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）

日本脳炎（１期）

Ｈib

項　　　目 摘　　　　　　　　要

検査項目

広川生コン上流、下流

落合合流

検査項目

検査結果

三種混合（ＤＰＴ）

予防接種名

健康増進計画「オレンジパワープラン作成に伴うアン

ケートの集計及び分析・基礎調査結果報告書作成に伴

う必要業務

ＢＣＧ

環境基準項目については、

基準値内であり、特に問題

はない。

日本脳炎（２期）
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

（５）母子保健費（５）母子保健費（５）母子保健費（５）母子保健費

（イ）乳幼児健診等事業 1,939 1,639 乳幼児の健康指導等に要した経費。

実施回数 延受診者数等

回 人、件

4ヶ月児健診 （内科） 12 51

7ヶ月児健診 （栄養、保健指導） 6 52

10ヶ月児健診 （内科） 12 56

1歳児健康相談 （栄養、保健指導） 6 51

1才6ケ月児健診 （内科歯科） 4 50

２才児歯科相談 6 53

３才児健診 （内科、歯科） 3 57

発達相談 12 36

（ロ）妊婦健康診査費助成等事業 5,333 4,168 子育て支援策として14回の妊婦検診を公費負担とし、妊婦検診を無料

で受診できるようにするための施策に要した経費。

（H24までは、国庫補助事業。H25から町単独事業。）

平成25年度受診者数 76 名

（ハ）一般不妊治療費助成事業 180 30 少子化社会の中、真に子供を産み育てたいと切望するも不妊に悩む夫婦

に対し、経済面・精神面の両面から総合的に支援することにより、夫婦が

出産を実現することで出生数の増加に繋げるための事業に要した経費

（こうのとりサポート県費補助事業）。

対象者

助成額

助成期間 連続する2年間

助成件数

（ニ）出産お祝い金支給事業 2,650 2,250 急速に進行する高齢化社会の中で時代を担うべき子どもたちの出生を祝

し、児童を出産した方に対して支給する出産お祝い金に要した経費。

対象者

助成額

助成件数

（ホ）チャイルドシート購入助成 300 233 チャイルドシートの着用徹底を図り、乳幼児を自動車乗車中の死傷事故

　　　事業 から保護するとともに、子育て中の家族の経済的負担を軽減するため、

チャイルドシートを購入した保護者に対し交付する助成金に要した経費。

対象者

助成額

助成件数

（ヘ）養育医療費給付事業 1,476 215 養育医療費（未熟児に係る治療費）給付事業に要した経費。

平成25年度給付件数 2 件

出産児童1人につき50,000円

不妊に悩む夫婦で次の要件をすべて満た

している者

①法律上の婚姻をしている夫婦で、夫又

は妻のどちらかが県内に1年以上住民登

録をしていること

②各種医療保険に加入していること

③夫婦の前年所得の合計額が650万円未

満であること

25件

1件

チャイルドシート1台につき10,000円

但し、購入金額が10,000円に満たないとき

はその購入金額

広川町内に住所を有する満6歳未満の乳

幼児を養育する同居の保護者

43件（うち2件は双子）

本町の住民基本台帳および外国人登録

原票に出産の日より6月以上前から登録さ

れ、その住所地に居住し、引き続き居住す

る意志のある者

1年度あたり上限30,000円
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

２．清掃費２．清掃費２．清掃費２．清掃費

（１）塵芥処理費（１）塵芥処理費（１）塵芥処理費（１）塵芥処理費

（イ）ごみ処理事業 24,400 23,893 ごみ収集事業を委託した経費及び不燃物一時置場の管理委託に要した

経費。

処理数 経費

千円

不燃物処理 5,573

　下級鉄屑等 64t

　混合廃棄物 218.6㎥

　草木土 132.8㎥

　電池 2.34t

　タイヤ 78本

再資源化処理 411.3t 3,012

　〃　（プラスチック） 155.3t

可燃物収集 1085t 7,818

不燃物収集 2,673

不燃物選別 120日 1,543

ブル運転業務 122日 403

一時置場管理等 168日 1,104

指定袋販売委託 39.3万枚 1,767

（ロ）犬猫等死体処理費 82 29 犬猫の死体処理に要した経費。

区　　分 処理件数

犬 2

猫 6

（ハ）美化運動推進事業費 3,440 2,151 町内各区等が行う環境美化運動等に対し補助した経費。

　　○ごみ置場整備事業補助 147

【実施地区明細】

みどり区 南之町 山本 上中野

計 4 団体

540

【助成団体】 11団体

　　○区内美化運動推進事業補助 1404

【実施地区明細】

湊浜町 西浜町 湊中町 西中町

天皇区 中之町 本町 田町

昭和通南 みどり区 東之町 西之町

南之町 北之町 熊之町 学園町

旭町 唐尾 池ノ上 山本

上中野 南金屋 殿 東中

名島 柳瀬 井関 河瀬

猿川 寺杣 滝原 岩淵

中村 猪谷 計 34 団体

　　○生ごみ処理機購入助成 60

助成件数 2件

（ニ）町道不法投棄防止フェンス 3,004 3,000 不法投棄多発箇所への不法投棄防止フェンス設置に要した経費。

　　 設置工事 フェンス設置工　L=182m　H=1.8m

（３）し尿処理費（３）し尿処理費（３）し尿処理費（３）し尿処理費

（イ）有田衛生施設事務組合費 267,324 267,324 有田衛生施設事務組合の負担金に要した経費。

（ロ）合併処理浄化槽設置事業 23,952 16,740 合併処理浄化槽設置補助に要した経費。

人槽 設置数 事業費（千円）

（基） うち町単嵩上げ分

5人槽 17 8,466 2,822

6～7人槽 12 7,452 2,484

8～50人槽 1 822 274

計 30 16,740 5,580

　　○ごみ収集ボランテｲア団体助成事業
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額

農林水産業費農林水産業費農林水産業費農林水産業費

１．農業費１．農業費１．農業費１．農業費

（１）農業委員会費（１）農業委員会費（１）農業委員会費（１）農業委員会費 9,144 9,018 農業委員会の運営等に要した経費。

農業委員会開催 　11回

（２）農業総務費（２）農業総務費（２）農業総務費（２）農業総務費 24,236 24,138 職員3名給与費等の経常経費。

（３）農業振興費（３）農業振興費（３）農業振興費（３）農業振興費

(イ）有害鳥獣駆除費 5,917 3,265 有害鳥獣駆除に要した経費。 3265

【延べ出動日数】 118（23） 回

【延べ出動人員】 494（23） 人

※(　)内はｻﾙ出動に係るもの

【有害鳥獣捕獲数】

　　○サル　　　　 24頭　　　　○シカ　　126頭

　　○イノシシ 　126頭　　　　○ｱﾗｲｸﾞﾏ　14頭　　

（ロ）有田みかんと広川町の観光 221 182 町の基幹産業の一つである、みかんの消費拡大をさらに推し進めるとともに

　　 PR事業 広川町へ観光客を集客することを目的とした「有田みかんと広川町の観光

ＰＲ事業」に要した経費。

【実施日】 H25.11.19（火）

【場所】 神戸市三宮地下街

【実施内容】

（ハ）農業近代化資金利子補給 60 38 広川町農業近代化資金等利子補給要綱に基づき利子補給した経費。

（ニ）農業経営基盤強化資金利子 117 88 広川町農業経営基盤強化資金利子補給金交付規則に基づき利子補給

　　　補給 した経費。

（ホ）高品質果実生産促進事業 1,523 784 高品質な果実生産のためのマルチ購入に要した経費。

【事業主体】 ありだ農業協同組合

【実施地区】 広川町全域

【事業概要】

○マルチ被覆 　　31戸 （43園地）　373.5ａ

【事業費】 千円

全体事業費 3,137

　うち町費（21,000円/10a） 784

　うちその他 2,353

（ヘ）農産物鳥獣害防止対策事業 21,183 9,791 獣害から農産物を守るための防護柵の設置に要した経費。

国庫補助事業 県費補助事業 町単独事業

　　

千円 千円 千円

全体事業費 19,861 4,327 792

うち国費 10,862

うち県費 1,352

うち町費 6,706 1,355 378

うち自己負担 2,293 1,620 414

受益戸数、面積 　21戸　4.9ha 　9戸　3.6ha 　5戸　3.7ha

（ト）和歌山版果樹産地づくり 700 460 担い手農業者等に農地を流動化させ、農業経営の一環として農業生産活動

　　　ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ支援事業補助金 を6年以上の長期で行なうことを促進する「長期活用促進事業」に要した経費。

　　（長期活用促進事業） 　　○県費補助事業

【申請者数】 　　5名

【対象面積】 　　208a

【事業費】

　総事業費 460 千円

　　うち県費 460 千円

　　うち町費 0 千円

項　　　目 摘　　　　　　　　　要

個人農家５名

役場職員とＡＱマル南選果場青

年部員が、有田みかん約1,300

袋を買い物客などに無料配布

し、有田みかんや観光をＰＲし

た。ゆるキャラ「ミカピー」もＰＲに

加わり、有田みかんを求める

人々で行列ができるなど、会場

は大いに賑わった。

事業主体

広川町鳥獣被

害対策協議会

津木地区寄合

会外２組合

防止柵

L=2,930m

防止柵

L=930ｍ

事業内容

防止柵

L=3,748m
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　　要

（チ）狩猟免許取得支援補助事業 315 25 新たに野生鳥獣の捕獲に取り組む農家がわな猟免許を取得するための

免許試験を受験する経費等の補助に要した経費。

　　○県費補助事業

【受験者数】 2名

【猟銃購入者数】 0名

【事業費】

　総事業費 30 千円

　　うち県費 20 千円

　　うち町費 5 千円

　　自己負担 5 千円

（リ）猟友会補助事業 636 539 後継者の育成を支援するため、猟友会会員の狩猟者登録経費及び有害駆除用

猟犬飼育・出動経費の補助に要した経費。

（ヌ）有田みかん消費拡大対策 864 864 有田みかん消費拡大対策として、テレビＣＭを中心として銘柄浸透に取組むと

　　　事業補助金 共に試食宣伝販売及び消費宣伝資材の制作に要した経費。

（ル）環境保全型農業直接支払 130 130 環境保全型農業に取り組む農業者に対する支援に要した経費。

　　 支援対策事業補助金 件数 対象農用地面積 交付額

a 千円

うち県費 65

うち町費 65

（ヲ）らくらく農業支援事業補助金 8,550 7,983 栽培農家の高齢化と後継者の兼業化などによる労働力不足解消と農作業省力

化を図るため、農地への施設整備費用補助に要した経費。

施設名 スプリンクラー モノラック 打込み井戸 計

件数 4 25 1 30

金額 989 6,548 446 7,983

（ワ）広農事研究会共同利用農機 1,704 1,638 広農事研究会共同利用農機具（トラクター）の購入補助に要した経費。

　　 具購入補助金 【事業概要】

【事業費】

　総事業費 3,276 千円

　　町費 1,638 千円

　　自己負担 1,638 千円

（カ）畜産経営環境整備事業補 812 812 ブロイラーのふん尿処理効率の向上と環境汚染の防止を図るものとし

　　 助金 て、畜産農家のフォークリフト購入費補助に要した経費。

【事業概要】

【事業費】

　総事業費 1,628 千円

　　県費 406 千円

　　町費 406 千円

　　自己負担 816 千円

（４）農業者年金事務費（４）農業者年金事務費（４）農業者年金事務費（４）農業者年金事務費 5,261 3,459 農業者年金の加入促進等に要した経費。

（５）農業者戸別所得補償制度（５）農業者戸別所得補償制度（５）農業者戸別所得補償制度（５）農業者戸別所得補償制度 1,250 1,231 経営所得安定対策の推進及びこれを円滑に実施するための行政と農

　　 推進事業費　　 推進事業費　　 推進事業費　　 推進事業費 業者団体等の連携体制の構築、戦略作物の生産振興や米の需給調整

の推進、地域農業の振興に要した経費。

トラクターの買い換えに対する補

助

畜舎内での作業も可能なフォークリフトを導入し、

収集用ショベルを装着させることにより、糞尿の

集積・運搬・堆積についての労力軽減を図る。

特別栽培農産物認証取得とリ

ビングマルチ又は草生栽培を

組み合わせた取り組み

1303261

区　　　分
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　　要

（５）土地改良事業費（５）土地改良事業費（５）土地改良事業費（５）土地改良事業費

（イ）基盤整備事業 71,530 49,916 西広農道整備事業に要した経費。

（繰越明許費 ○ 25年度分 9,476

25,250） 工種 事業内容 事業費

千円

委託料 土捨場測量設計 1,827

用地費 田 1420.7㎡ 7,649

○ 24年度分（繰越分） 20,580

工種 事業内容 事業費

千円

工事費 L=423.6m W=5.0m 19,655

委託料 農道台帳作成 662

事務費 263

○ 24年度分（繰越分・町単分） 19,860

工種 事業内容 事業費

千円

工事費 L=200m 19,125

委託料 測量設計 735

（ロ）農業基盤整備促進事業 27,773 6,227 上中野地区農作業道改修事業に要した経費。 6,227

（繰越明許費 工種 事業内容 事業費

19,773） 千円

委託料 測量設計 6,227

（ハ）県単小規模土地改良事業 7,227 6,164 新ノ池改修事業に要した経費。 6,164

工種 事業内容 事業費

千円

工事費 取水施設工 6,164

（ニ）町単土地改良事業 12,000 9,257 農道、水路の改良に要した経費。 9,257

（繰越明許費 工種 事業内容 事業費

1,673） 千円

工事費 16件 8,554

原材料費 11件 703

（６）地籍調査事業費（６）地籍調査事業費（６）地籍調査事業費（６）地籍調査事業費 113,686 102,681 地籍調査に要した経費。

調査地区 事業内容 事業量（ｋ㎡）

下津木の一部 測量 3.38

上津木の一部 測量 1.99

（７）中山間地域等直接支払事業費（７）中山間地域等直接支払事業費（７）中山間地域等直接支払事業費（７）中山間地域等直接支払事業費 25,206 25,187 中山間地域等の農業生産条件に関する不利を補正するための交付金等

の交付に要した経費。

協定集落数 16集落

協定農家数 382戸

団地数 38団地

対象農用地 田  88,776.㎡

畑  2,529,755.㎡

（８）農地・水・環境保全向上対策費（８）農地・水・環境保全向上対策費（８）農地・水・環境保全向上対策費（８）農地・水・環境保全向上対策費 4,524 4,354 地域において農地･水・環境の良好な保全とその質的向上を図ることを通じて

地域の振興に資するため、地域ぐるみでの効果の高い共同活動と、農業者

ぐるみでの先進的な営農活動を一体的かつ総合的に支援する「農地・水・環境

保全向上対策」に要した経費。

共同活動支援交付金

協定組織数 8組織

対象農用地 田  80.5ｈa

畑  269.5ｈa

向上活動支援交付金

協定組織数 7組織

対象農用地 田  79.3ｈa

畑  250.2ｈa
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　　要

２．林業費２．林業費２．林業費２．林業費

（１）林業振興費（１）林業振興費（１）林業振興費（１）林業振興費

（イ）森林保全管理推進事業 9 9 森林保全推進員による森林保全巡視活動に要した経費。

（ロ）特用林産物鳥獣害防止対策 500 100 特用林産物に対する鳥獣害防止対策として、トタン・網等の防護柵・電気柵

　　 事業補助金
の設置補助に要した経費。

【件数】 1件

【事業概要】 ネットの設置 L=200m

【事業費】

　総事業費 208 千円

　　町費 100 千円

　　自己負担 108 千円

（２）林道新設費（２）林道新設費（２）林道新設費（２）林道新設費

（イ）林道七力線改良事業 50,160 48,001 林道七力線改良に要した経費。 48,001

工種 事業内容 事業費

千円

工事費 L=2,295m W=4.0m 47,303

As舗装工

委託料 地質調査 698

（ニ）町単独事業 13,000 778 林道関係町単独工事に要した経費。 778

（繰越明許費 工種 事業内容 事業費

12,000） 千円

工事費 778

３．水産業費３．水産業費３．水産業費３．水産業費

（１）海岸保全施設整備事業費（１）海岸保全施設整備事業費（１）海岸保全施設整備事業費（１）海岸保全施設整備事業費

（イ）唐尾漁港海岸耐震対策緊急 42,909 27,792 唐尾漁港海岸耐震対策緊急事業に要した経費。

　　 事業 ○ 24年度分（繰越分） 20,497

工種 事業内容 事業費

千円

工事費 異形ﾌﾞﾛｯｸ据付工 20,497

○ 24年度（繰越分・町単分） 7,295

工種 事業内容 事業費

千円

工事費 異形ﾌﾞﾛｯｸ据付工 6,862

賃金 測量設計雇上 433

（ロ）町単独事業 791 791 町単独工事に要した経費。

○ 24年度（繰越分・町単分） 791

工種 事業内容 事業費

千円

工事費 鈴子漁港一本松 791

防潮堤復旧工事

林道白馬線・小

鶴谷線維持修

繕工事
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額

商工費商工費商工費商工費

１．商工費１．商工費１．商工費１．商工費

（１）商工振興費（１）商工振興費（１）商工振興費（１）商工振興費

（イ）商工業振興事業 4,853 4,393 商工業の振興に要した経費。

○商工会助成 3,600

千円

経営改善普及事業 3,000

○ふれあい館施設管理委託料 240

○共同作業所運営（施設修繕） 553

（ロ）移動巡回販売事業 600 600 買い物弱者支援策として広地区、南広地区への移動販売業務の実施

（委託）に要した経費。

（２）観光費（２）観光費（２）観光費（２）観光費

（イ）観光振興事業 24,453 23,158 観光振興に要した経費。

○公衆便所維持管理費 2,040

○ふれあい館維持管理費 2,529

○山本キャンプ場維持管理費 438

○観光案内所維持管理費 1,653

○観光パンフレット等印刷費 957

○国内観光活性化フォーラム参加費 210

【事業概要】

　期日：平成26年2月11日（祝）

　場所：和歌山ビッグホエール

　内容：稲村の塩他広川町観光案内所で取り扱っている特産品の

　　　　 販売。パンフレットの頒布。

【事業費】 ブース使用料 105 千円

プログラム広告料 105 千円

○広川ダム周辺整備委託料 530

○観光案内所改修事業 9,238

工種 事業費

千円

工事費 7,646

委託料 設計・監理委託料 812

備品購入費 初度備品購入費 780

○ふれあい館トイレ改修工事 3,120

工種 事業内容 事業費

千円

工事費 2,881

委託料 設計・監理委託料 239

693

○観光協会助成金 700

○駅利用ウォーキングPR事業負担金 350

【事業概要】

○有田みかんナイターデー負担金 126

【事業概要】

○その他観光振興に要した経費 574

小便器のセンサー化、大便器のウォ

シュレット化、及び多目的トイレのオス

トメイト化、トイレ床のタイル張り

、受付カウンターの設置、物産販売用

棚の設置、床材張り、看板設置等

小便器のセンサー化2器、大便器

のウォシュレット化2器、多目的トイ

レのオストメイト化1器、女子トイレ

洗面器上の鏡の大型化

1市3町の主要駅をつなぐウォーキングコースを設定し、京阪神地

域で広報することにより、京阪神地域から有田地域への集客力を

強化すると共に、駅前の活性化等を進める。

有田地方の1市3町がナイターゲーム当日の甲子園球場において

首長の始球式参加、観客への観光パンフレット配布、

幟の設置およびポスターの掲示等により有田みかんのＰＲ事業を

行う。

項　　　目 摘　　　　　　　　要

農商工連携・農業

の６次産業化推進

事業

○西広ふれあいの森公衆便所シャッター取付工事

600

事業内容
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額

土木費土木費土木費土木費

１．土木管理費１．土木管理費１．土木管理費１．土木管理費

（１）土木総務費（１）土木総務費（１）土木総務費（１）土木総務費 48,669 43,529 職員7名の人件費等に要した経費。 43,529

２．道路橋梁費２．道路橋梁費２．道路橋梁費２．道路橋梁費

（１）道路橋梁総務費（１）道路橋梁総務費（１）道路橋梁総務費（１）道路橋梁総務費 13,276 4,768 街灯の新設、修理及、電気代に要した経費。

○ 街灯関係経費 4,768

千円

電気代 3,398

新設（共架式） 14基 640

　〃 （自立式） 1基 110

修理 8箇所 620

（２）道路維持費（２）道路維持費（２）道路維持費（２）道路維持費

（イ）社会資本整備総合交付金 112,805 112,805 町内舗装修繕事業に要した経費。

　　 事業 ○ 24年度分（繰越分） 102,725

工種 事業費

千円

工事費 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　24,000㎡ 92,750

委託料 路面性状調査業務 3,675

6,300

町内トンネル点検事業に要した経費

○ 24年度分（繰越分） 10,080

工種 事業費

千円

委託料
ﾄﾝﾈﾙ点検　3ヶ所

10,080

新滝原ﾄﾝﾈﾙ

（ロ）道路維持補修費 41,893 36,164 道路維持補修に要した経費。 36,164

（繰越明許費 千円

4,000） 工事費 35件 34,683

賃金 現場測量等 1,199

原材料費 282

（ハ）広川南インターの管理 620 344 広川南インターの維持管理に要した経費。 344

千円

管理委託料 269

負担金 75

（３）道路新設改良費（３）道路新設改良費（３）道路新設改良費（３）道路新設改良費

（イ）社会資本整備総合交付金 520,641 349,360 町道名島・南金屋線改良事業他5事業の実施に要した経費。

　　　事業 （繰越明許費 ○ 25年度分 37,656

62,173） 事業名 事業費

千円

用地　49.53㎡ 18,326

補償（家屋、工作物他）

○ 24年度分（繰越分） 307,308

事業名 事業費

千円

桁製作１式、Ｌ型擁壁33ｍ 76,047

120,264

LED建柱型400W相当16基 11,314

LED建柱型100W相当10基

LED電柱添架型20VA31基

LED電柱添架型40VA27基

55,043

事業内容

補償物件調査１式、用地894.42㎡

19,330前払金、事務費

項　　　目 摘　　　　　　　　要

路面凍結防止等管理委託

電気料負担金

事業内容

白木ﾄﾝﾈﾙ、広川ﾏﾘﾝﾄﾝﾈﾙ

擁壁ｺﾝｸﾘｰﾄ65㎥、ＪＲ委託工事１式

LED電柱添架型10VA22基

補償（立木他）、ﾌﾞﾛｯｸ積73㎡

名島・南金屋

線改良事業

岩渕線災害

防除事業

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装566㎡

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ管18ｍ、ＪＲ委託工事１式

名島・南金屋

線改良事業

ｶﾙﾊﾞｰﾄ9ｍ、擁壁ｺﾝｸﾘｰﾄ73㎥

殿・山本線歩

道整備事業

事業内容

測量設計

事業内容

通学路街灯

設置事業

日東八幡線

踏切改良事

業
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

ﾓﾙﾀﾙ吹付2,770㎡ 33,802

補償（ＺＴＶ１式）

自由勾配側溝184ｍ 10,838

○ 24年度分（繰越分・単独分） 4,396

路線名 事業費

新設：LED建柱型40VA2基 千円

LED電柱添架型40VA1基 567

登記委託料 3,519

登記委託料 310

（ロ）緊急防災・減災事業費 261,398 170,693 天皇区避難道新設事業他2事業に要した経費。

（繰越明許費 ○ 25年度分 18,557

41,443） 路線名 事業費

千円

18,557

○ 24年度分（繰越分） 152,136

路線名 事業費

千円

用地3,218.14㎡、登記委託

用地347.19㎡、登記委託

横断歩道橋10ｍ

ﾌﾞﾛｯｸ舗装282㎡

（ハ）地域の元気臨時交付金事業 112,150 112,121 「日本経済再生に向けた緊急経済対策」として創設された地域の元気臨時

交付金（地域経済活性化・雇用創出臨時交付金）を活用し、町道南広西15

号線改良事業他2事業の実施に要した経費。 112,121

路線名 事業費

千円

68,113

31,272

12,736

（ニ）町単独道路整備事業 67,400 56,751 ○ 25年度分 1,035

町道広西22号線改良事業に要した経費。

路線名 事業費

千円

用地8.40㎡、登記委託

路側工14ｍ

○ 24年度繰越分 55,716

町道殿・山本線改良・新ノ池造成事業及び町道岩渕線改良事業に

要した経費。

路線名 事業費

千円

自由勾配側溝107ｍ

事業内容

擁壁ｺﾝｸﾘｰﾄ7㎥、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装337㎡

測量設計委託、不動産鑑定委託

用地1,328.36㎡、補償（立木、工作物他）

路盤工770㎡、登記委託

用地482.52㎡、補償（立木、工作物他）

L=174ｍ、重力式擁壁67㎥

天皇区避難

道新設事業

設計委託、登記委託、用地166.67㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装955㎡、自由勾配側溝86ｍ

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁409個

公園整備１式、水道加入分担金

8,447

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装570㎡

事業内容

給水装置工事検査・審査手数料

事業内容

補償（立木、工作物他）、ﾌﾞﾛｯｸ積28㎡

補償物件調査委託、登記委託

用地1,021.93㎡、補償（立木、工作物他）

避難誘導灯2基、事務費

47,269

耐久中学校

避難道路整

備事業

27,084

125,052

事業内容

1,035

町道広西22号

線改良事業

町道南広西

15号線改良

事業

自由勾配側溝99ｍ、登記委託

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装2,360㎡、避難誘導灯4基

通学路街灯

設置事業

岩渕線災害

防除事業

撤去：水銀灯11基、防犯灯2基

南広西22号

線改良事業

事業内容

L=160ｍ、重力式擁壁424㎥

擁壁ｺﾝｸﾘｰﾄ595㎥、水路工434ｍ

町道名島東

中線改良事

業

町道南広西

27号線改良

事業

測量設計委託、不動産鑑定委託

紀勢避難道

路整備事業

測量設計委託、不動産鑑定委託

町道岩渕線

改良事業

南広西22号

線改良事業

殿・山本線改

良・新ノ池造

成事業

名島・南金屋

線改良事業

事業内容
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

（４）橋梁維持費（４）橋梁維持費（４）橋梁維持費（４）橋梁維持費

（イ）橋梁長寿命化事業 32,800 30,795 広川町橋梁長寿命化計画に基づき、道路ネットワーク上に位置する48橋に

　　　（社会資本整備総合交付金 ついて、予防的な補修対策を計画的に実施するものであり、平成25年度分

　　　　事業） （平成24年度繰越分）の工事に要した経費。

○ 25年度分 20,581

工種 事業費

本谷５号橋、本谷６号橋 千円

工事費 岩西橋、小原橋、井関大橋 15,832

坂字不動橋、地奥谷１号橋

委託料 測量設計委託料 4,749

○ 24年度分（繰越分） 10,214

工種 事業費

千円

工事費 名島橋、柳瀬橋、新柳瀬橋 10,214

（ロ）町内橋梁点検事業 5,000 5,000 町管理道路橋梁の現状（健全度）を把握するため、町内道路橋梁の点検に

　　　（社会資本整備総合交付金 調査に要した経費。

　　　　事業） ○ 24年度分（繰越分）

工種 事業費

千円

委託料 橋梁点検　29橋 5,000

（ハ）橋梁維持補修事業 2,200 1,490 橋梁維持補修工事に要した経費。 1,490

○ 現年度分

工種 事業費

千円

工事費 串子橋橋梁維持補修工事 1,467

さくら橋高欄塗装工事

事務費 23

３．河川費３．河川費３．河川費３．河川費

（１）河川総務費（１）河川総務費（１）河川総務費（１）河川総務費

（イ）河川浚渫工事 7,700 2,716 河川の改良、浚渫に要した経費。

○ 25年度分 862

【工事名】 内台川河川改修工事

【事業費】 370 千円

【事業概要】 L= 7m　　練石積工　7㎡

【工事名】 三船谷川河川改修工事

【事業費】 159 千円

【事業概要】 L= 3.5m　　練石積工　7㎡

【工事名】 申子谷川河川改修工事

【事業費】 333 千円

【事業概要】 L= 3m　　練石積工　3㎡

○ 24年度繰越分 1,854

【工事名】 内台川布団篭設置工事

【事業費】 143 千円

【事業概要】 L= 12m　　カゴ枠　12m

【工事名】 清水川浚渫工事

【事業費】 1,181 千円

【事業概要】 L= 166m　　浚渫　686㎥

【工事名】 寺裏谷川・三船谷川河川浚渫工事

【事業費】 530 千円

【事業概要】 L= 130.6m　　浚渫　44㎥

事業内容

事業内容

事業内容

事業内容
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

４．都市計画費４．都市計画費４．都市計画費４．都市計画費

（１）都市下水路費（１）都市下水路費（１）都市下水路費（１）都市下水路費 22,600 8,680 排水路改修に要した経費。（24年度からの繰越分含む）

（繰越明許費 地　　区 箇所数 延　長（ｍ）

3,000） 広東 2 2,080.6

広西 1 2,210.0

南広 1 71.4

（２）広湾埋立地下水路逆流防止扉（２）広湾埋立地下水路逆流防止扉（２）広湾埋立地下水路逆流防止扉（２）広湾埋立地下水路逆流防止扉 10,203 4,311 津波発生時、広湾埋立地内に埋設されている下水路から海水が逆流する

 　　設置事業 　　設置事業 　　設置事業 　　設置事業 ことを防ぐため、下水路出口への逆流防止扉（フラップゲート）設置に要し

た経費。

○ 24年度分（繰越分）

工種 事業費

千円

工事費 みどり区内にフラップゲートを 4,311

５．住宅費５．住宅費５．住宅費５．住宅費

（１）住宅管理費（１）住宅管理費（１）住宅管理費（１）住宅管理費

（イ）改良住宅維持管理費 10,890 7,411 小集落改良住宅（242戸）の維持管理に要した経費。

千円

賃金 35

住宅修繕 6,827

消耗品 77

家賃納付書印刷費 48

家賃徴収委託料 422

負担金 2

（ロ）公営住宅等ストック改善事業 3,500 2,573 改良住宅の総合改善工事を進めるために必要なストック改善事業計画の

　　 計画策定事業 策定に要した経費。

【事業概要】

改良住宅の効率的な維持管理を推進するため、広川町

改良住宅長寿命化修繕計画の策定業務を委託

（ハ）公営住宅等ストック総合改善 85,000 84,076 S46～S56に建築した改良住宅の老朽化を防止し、入居者の安全・安心な生活

　　　事業 を確保するため、屋根の改善、外壁塗装等住宅の改善事業に要した経費。

○ 24年度分（繰越分・補助） 83,457

工種 事業費

千円

工事費 実施戸数＝６４戸 78,173

屋根防水工、外壁塗装工

委託料 設計監理委託料 5,284

○ 24年度分（繰越分・単独） 619

工種 事業費

千円

工事費 実施戸数＝１２戸 619

換気口取替工、足場跡復旧

工

６．下水道費６．下水道費６．下水道費６．下水道費

（１）下水道整備費（１）下水道整備費（１）下水道整備費（１）下水道整備費 12,687 11,947 下水道特別会計への繰出金に要した経費。

基準内繰出 5,311千円

基準外繰出 6,636千円

事業内容

設置（2箇所）

事業内容

事業内容
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額

消防費消防費消防費消防費

１．消防費１．消防費１．消防費１．消防費

（１）常備消防費（１）常備消防費（１）常備消防費（１）常備消防費 169,473 168,385 湯浅広川消防組合負担金に要した経費。 168,385

（２）非常備消防費（２）非常備消防費（２）非常備消防費（２）非常備消防費

（イ）消防・防災施設整備事業 62,007 16,944 消防・防災施設の整備に要した経費。

（繰越明許費 施工箇所等 事業費（千円）

39,629）

衛星携帯電話購入
3台

219

（ロ）防災行政無線戸別受信機 827 827 防災行政無線放送難聴地域の世帯へ設置するための戸別受信機購入

　　　購入事業 に要した経費（年次計画で購入し、町内の防災行政無線難聴地域の

解消を図る）。

購入台数 21台

（ハ）災害救護用車両購入費 1,400 1,380 日本赤十字社交付金の積立金を活用し、災害救護用車両の購入に要した

経費。

スズキエブリィ・ＪＯＩＮ

EBD-DA64V 3AT 4WD

（ニ）災害時要援護者地域支援 1,980 910 お年寄りや体の不自由な方など、災害時要援護者となる方で、個別計画

　　　事業 作成者に配布する資機材（車いす、ライフジャケット、ヘルメット）の購入

に要した経費。

【対象者】　※個別計画作成者に限る

　・ひとり暮らしの65歳以上の方

　・65歳以上の高齢者のみの世帯の方

　・身体障害者手帳の交付を受けている方で、その等級が

　　2級以上の方

　・知的障害 （療育手帳Ａ等） のある方

　・精神障害者保健福祉手帳 （１級） の交付を受けて いる方

　・介護保険の要介護３以上の居宅で生活する方

　・その他町長が認める方

【購入資機材】

　　車いす　33台　　ライフジャケット66着　　ヘルメット66個

（ホ）海抜表示マップ作成事業 3,150 3,150 海抜表示マップの作成に要した経費。

【事業概要】

（ヘ）津波ハザードマップ作成事業 3,000 2,258 津波ハザードマップの作成に要した経費。

【事業概要】

消火栓、防火水槽、自主防災組織救助資機材の位置を示し

た広川町全域の海抜表示マップを作成、各戸配布した。

南海トラフ巨大地震及び東海・東南海・南海３連動地震によ

る津波浸水想定区域図を作成、各戸配布した。

発電機付ﾊﾞﾙｰﾝ

投光器1台

発電機付ﾒﾀﾙﾊﾗ

ｲﾄﾞ2灯式投光器

2台

1,133バルーン照明器購入

特定小電力トランシー

バー購入

消防団活動用

32台

651

消防団員装具備品購入

団員作業服新

調等

483

広八幡避難施

設用1台

避難施設用テレビ購入 166

消火栓新設・修

繕工事（広・殿・

東中地内）

消火栓新設等工事 1,477

津波避難場所

看板（2箇所）、

町内津波避難

施設案内地図

看板（2箇所）

避難場所サイン新設工

事

243

項　　　目 摘　　　　　　　　要

事業区分

広・山本地内

LEDソーラー避

難誘導灯19基

LED避難誘導灯設置工事 11,274

1,298消防防災用備品購入

格納箱、ホー

ス、カンソ等
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

（ト）自主防災組織育成事業 140 85 「自主防災組織設置要綱」に基づき組織された自主防災組織への補助金

交付に要した経費。

交付組織数 7

（ニ）消防団員退職報償金支給 3,000 514 消防団員の退職報償金支給に要した経費。

　　 事業 　　　　区　　　　分 支給者数 支給額（千円）

退職報償金 1名 514

（ホ）木造住宅耐震化事業 2,084 1,863 木造住宅の耐震診断・耐震改修事業に要した経費。

事業 戸数 金額（千円）

耐震診断 3 132

耐震改修 2 1,731

自主防災組織が、各種訓練、講習会等の防災活動を行い

要した費用と、次に掲げる額とのいずれか低い額を補助金

として1会計年度1回交付する。

(1)　加入世帯数が100未満の自主防災組織　15,000円

(2)　加入世帯数が100以上の自主防災組織　20,000円
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額

教育費教育費教育費教育費

１．教育総務費１．教育総務費１．教育総務費１．教育総務費

（１）教育委員会費（１）教育委員会費（１）教育委員会費（１）教育委員会費 1,453 1,386 　定例会１２回を開催し、教育の議案等を審議。 

　各種研修会や行事に参加するとともに、学校訪問を実施し、教育充実の

ための研究、協議等積極的かつ精力的に努めた。

（２）事務局費（２）事務局費（２）事務局費（２）事務局費 56,471 52,735 　事務局6名の人件費及び小・中学校児童生徒の就学関係、学校管理運

営、指導等に関する経費。

（３）外国青年招致事業費（３）外国青年招致事業費（３）外国青年招致事業費（３）外国青年招致事業費 5,061 4,525 　外国青年を招致し、小・中学校児童生徒の英語授業を実施することにより、

英語教育全般にわたり視野の広い、多大な教育効果が得られた。

国　　　名 着任期間

ニュージーランド H24.8～

２．小学校費２．小学校費２．小学校費２．小学校費

（１）学校管理費（１）学校管理費（１）学校管理費（１）学校管理費 106,258 95,076 　5校（分校含む。）の管理運営に要した経費。施設の維持管理や各種備品

の充実を図るとともに、児童・教職員の健康管理や、通学費等の各種費用

に対する補助を行い、小学校における教育環境の向上に努めた。

児童数（5月1日） 単位：人

広小学校 143 【主な管理運営費】

南広小学校 194 千円

西広分校 21 1,704

井関分校 10 665

津木小学校 34 1,843

【主な施設整備】

事業概要 事業費

千円

発電容量10kw

（切妻瓦屋根）

【主な設備備品購入経費】

備品明細 事業費

千円

【主な経費補助】

千円

津木小通学費補助 184

　　○補助児童数 13名

１年生 2名

２年生 1名

３年生 1名

４年生 3名

５年生 3名

６年生 3名

（２）教育振興費（２）教育振興費（２）教育振興費（２）教育振興費 22,990 20,343 　教材備品、理科教育等設備備品、図書等の整備充実を図るとともに、準要保護

児童就学援助、特別支援教育就学奨励に努めた。

【主な経費】

千円

要、準要保護児童就学援助費 2,381

　　○児童数（５月１日現在）

準要保護児童 34人

特別支援教育就学奨励費 286

　　○児童数 8人

各小学校事務用

パソコン等購入

事務用ノートパソコン（3台）

校務用ノートパソコン（西広分校2

台、井関分校1台）

（広小28人,南広小5人,津木小1人）

（広小2人,南広小5人,津木小1人）

マリー・クリストファー・アンガス

防球ネット

Ｈ=4m、Ｌ=24m

Ａ　Ｌ　Ｔ　氏　名

441

津木小太陽光発電設備設置事業

小学校管理用備

品購入

ガラス戸棚（広小）、傘立て（広小、

南広小）、板書台・事務用机イス・デ

スク用補助棚（南広小）

事業概要

項　　　目 摘　　　　　　　　要

24,338

1,150

1,091

校医、薬剤師報酬

児童等健康検査費

工　　事　　名

外壁塗装

350㎡

1,557

13,545

校舎15室

高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

南広小・津木小児童送迎委託料

津木小空調設備設置事業

南広小防球ネット設置工事

津木小体育館外壁塗装工事
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

千円

コンピュータソフト購入 182

コンピュータリース料 6,707

　【リース明細】

　○広小学校ＰＣ教室

　　　■リース期間 H24.7月～Ｈ29.6月

　　　■リース機器 ｻｰﾊﾞー機　 １台

教師用PC　 １台

生徒用PC ３３台

　○南広小学校ＰＣ教室

　　　■リース期間 H24.7月～Ｈ29.6月

　　　■リース機器 ｻｰﾊﾞー機　 １台

教師用PC　 １台

生徒用PC ３９台

　○南広小学校西広分校ＰＣ教室

　　　■リース期間 H20.10月～Ｈ25.9月

　　　■リース機器 教師用PC　 １台

生徒用PC　 ９台

　○南広小学校井関分校ＰＣ教室

　　　■リース期間 H19.11月～Ｈ24.10月

　　　■リース機器 ｻｰﾊﾞｰ機　　１台

教師用PC　 １台

生徒用PC　 ５台

　○津木小学校ＰＣ教室

　　　■リース期間 H24.7月～Ｈ29.6月

　　　■リース機器 ｻｰﾊﾞー機　 １台

教師用PC　 １台

生徒用PC １４台

千円

理科教育等設備備品購入事業 2,022

【事業目的】

【事業内容】

千円

紀の国緑育推進事業 293

【事業目的】

児童が木工や間伐を体験することで、森林に対する興味、

関心を高める。

【事業内容】

中・高学年を対象に本棚づくりや間伐を実施した。

平成23年度に小学校教科書の改訂が行われており、また備品現有

率において基準金額の50％に満たないことから、国費を活用して整

備するもの。

理科・算数備品等（広小876千円、南広小706千円、津木小440千円）
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

３．中学校費３．中学校費３．中学校費３．中学校費

（１）学校管理費（１）学校管理費（１）学校管理費（１）学校管理費 102,282 87,999 　2校の管理運営に要した経費。施設の維持管理や各種備品の充実を図る

生徒数（5月1日） 単位：人 とともに、生徒・教職員の健康管理、体育大会参加旅費等各種費用に対する

耐久中学校 179 補助を行うことにより、中学校における教育環境の向上に努めた。

津木中学校 21

【主な管理運営費】

千円

校医、薬剤師報酬 968

生徒等健康検査費 369

【主な施設整備等】

事業概要 事業費

千円

体育大会等参加費補助 934

【主な設備備品購入経費】

備品明細 事業費

千円

（２）教育振興費（２）教育振興費（２）教育振興費（２）教育振興費 14,733 12,701 　教材備品、理科教育等設備備品、図書等の整備充実を図るとともに、要保護

・準要保護生徒就学援助、特別支援教育就学奨励に努めた。

【主な経費】

千円

要、準要保護生徒就学援助費 2,050

　○生徒数（5月1日現在）

準要保護生徒 23人

特別支援教育就学奨励費 47

  ○生徒数 1人

コンピュータソフト購入費 193

コンピュータリース料 2,107

　【リース明細】

　○耐久中学校ＰＣ教室

　　　■リース期間 H23.2月～H28.1月

　　　■リース機器 ｻｰﾊﾞー機　　　1　台

　○津木中学校ＰＣ教室

　　　■リース期間 H24.7月～H29.6月

　　　■リース機器 ｻｰﾊﾞー機　　　1　台

教師用PC　　　1　台

生徒用PC　 　11　台

千円

理科教育等設備備品購入事業 1,160

【事業目的】

【事業内容】

千円

事業概要

事務用ノートパソコン（2台）

工　　事　　名

津木中体育館周辺舗装工事

耐久中生徒用机

椅子等購入

各中学校事務用

パソコン購入

147

32,663

校舎12室

高圧キュービク

ル

津木中空調設備設置工事

コンクリート舗装

170㎡

1,114

津木中太陽光発電設備設置工事

発電容量20kw

（屋上水平屋根）

22,827

1,451

【主な経費補助】

（耐久中22人,津木中1人）

（耐久中1人,津木中0人）

生徒用61脚、美術室用机イス35脚、

折りたたみイス用台車4台

平成24年度に中学校教科書の改訂が行われており、また備品現有

率においても基準金額の50％に満たないことから、国費を活用して

整備するもの。

理科・算数備品等（耐久中495千円、津木中665千円）
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

４.社会教育費４.社会教育費４.社会教育費４.社会教育費

（１）社会教育総務費（１）社会教育総務費（１）社会教育総務費（１）社会教育総務費

（イ）人権教育総合推進事業 90 90 人権問題に関する教育・啓発事業及び保護者学級開設に要した経費。

【事業実績】

　広小学校 延べ６時間、延べ８４名参加

　南広小学校 延べ６時間、延べ１２６名参加

　津木小学校 延べ６時間、延べ１３４名参加

（ロ）稲むらの火散策ルートトイレ 5,338 4,842 稲むらの火散策ルートトイレ改修工事に要した経費。

　　 改修工事 【事業概要】

【事業内容】

事業費（千円）

設計監理委託料 355

工事費 4,487

（２）公民館費（２）公民館費（２）公民館費（２）公民館費

（イ）公民館活動事業 2,327 2,053 　4公民館の各種講座の開催に要した経費。

【主な公民館活動】

実施公民館 内　　容 開催数 受講者数

回 人

中央公民館 生け花教室 22 10

ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ 11 8

フラダンス 22 17

大正琴教室 22 13

ヨガ講座 22 34

エアロビクス講座 22 24

料理教室 11 14

コーラス教室 11 12

骨盤ひきしめ体操 22 33

ひつじくらぶ 11 12

陶芸教室 44 19

手編み講座 22 13

パソコン初級講座 22 12

布小物講座 4 9

美術鑑賞講座 1 20

正月花講座 1 10

ホームベーカリー講座 1 16

キムチづくり講座 2 10

ゆび文字アート講座 3 14

ペーパークラフト 6 22

みそづくり講座 3 16

めざせ素肌美人！講座 4 8

チャレンジ体験館 11 延べ260

広公民館 着付け講座 12 6

七宝焼教室 3 10

絵手紙講座 4 15

南広公民館 写真講座 4 8

写経講座 4 10

図書室 わくわくタイム 15 延べ379

おはなし会 20 455

なぎ婦人会 民踊教室 6 12

耐久大学の活動に要した経費。

【開校日】 毎月第2土曜日

【講座日程】 午前　教養講座 午後　専科講座

【社会見学】 1回

【学生数】 89人

（ロ）公民館施設整備事業 10,111 10,014 公民館施設等の整備に要した経費。

事業概要 事業費

千円

浄化槽取替 5,145

浄化槽取替、トイレブース改修
3,927

マンホール取替修繕 555

物置入口修繕 205

外灯設置工事 182

稲むらの火の館、男山焼会館、東濱口公園、庁舎前消

防車庫など稲むらの火関連散策ルートのトイレ改修

し、観光振興を推し進める。

津木公民館トイレ修繕工事

旭・学園集会所合併浄化槽工事

広公民館浄化槽マンホール取替工事

温水洗浄機能付洋式便器への取替、自動点灯照明設

備の設置、オストメイト設備の設置等

熊之町集会所裏物置修繕工事

西北集会所駐車場外灯設置工事

工　　事　　名
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

（３）青少年健全育成推進事業費（３）青少年健全育成推進事業費（３）青少年健全育成推進事業費（３）青少年健全育成推進事業費

（イ）青少年育成推進大会開催 360 263 青少年育成推進大会の開催に要した経費。

【事業内容】

○開　催　日

○場　　　 所 広川町民体育館

○青少年育成功労者感謝状贈呈

○青少年健全育成標語入選者発表・表彰

○中学生の主張

○記念講演 「さらなる一歩を踏み出そう」

　　　　　　立木　早絵　先生

○出　席　者 405名

（ロ）町内子ども会運営費補助事業 1,410 1,410 町内15子ども会の活動推進を図るための運営経費の補助に要した経費。

（ハ）地域子ども会活動支援事業 1,740 1,740 地域のより良い環境の中で、子ども達が健やかに成長できる地域社会の実現を

図るため、組織的、継続的な子ども会活動を推進している地域子ども会支援に要

した経費。

補助団体数 3団体

（４）文化財保護費（４）文化財保護費（４）文化財保護費（４）文化財保護費

（イ）各種団体補助事業 330 330 文化財保護団体等への補助に要した経費。

金額（千円）

古典芸能保存会 130

広村堤防保存会 200

（ロ）文化財保存修復事業補助 6,707 5,604 　文化財の修復、改修費用の補助に要した経費。

【事業主体】 山本区 法蔵寺

【事業内容】

【事業費】 千円 千円

総事業費 14,963 798

県費 0 239

町費 5,000 279

自己資金 9,963 280

【補助率（町）】 1/2（5,000千円限度） 1/2

【事業主体】 東濱植林㈱

【事業内容】

【事業費】 千円

総事業費 931

県費 279

町費 325

自己資金 327

【補助率（町）】 1/2

（５）男山焼会館運営費（５）男山焼会館運営費（５）男山焼会館運営費（５）男山焼会館運営費

（イ）会館運営費 6,362 5,997 　男山焼会館の管理運営に要した経費。

男山焼会館館蔵品購入費

金額（千円）

染付寿老人像（銘　光川亭仙馬） 1,000

（６）稲むらの火の館運営費（６）稲むらの火の館運営費（６）稲むらの火の館運営費（６）稲むらの火の館運営費

（イ）稲むらの火の館運営費 33,175 31,949 　稲むらの火の館の管理運営に要した経費。

【入館者数等の推移】

入館者数（人） 入館料（千円）

H21 21,317 6,935

H22 19,918 6,401

H23 45,697 14,948

H24 45,144 14,383

H25 40,294 11,819

団体名

自動火災報知設備設

置、保存用撮影・測

量費

『青少年を健やかに育てていくための私達のあり方を考えよう』を

テーマに開催　※人権啓発推進大会と併せて開催

10月12日

山本薬師堂修理

品名

法蔵時鐘楼消火

施設修理
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

５．保健体育費５．保健体育費５．保健体育費５．保健体育費

（１）保健体育総務費（１）保健体育総務費（１）保健体育総務費（１）保健体育総務費 50,421 47,161

【ｽﾎﾟｰﾂ教室】

教　室　名 回　　数 受講者数 対象者

回 人

少年剣道 20 5 保育園、小学生

海洋ｽﾎﾟｰﾂ 10 21 小中、高校生

少年ﾊﾞｽｹｯﾄ 20 39 小学生

少年ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 10 26 小学生

バレーボール 9 2 小学生

ドッジボール 6 25 小学生

卓球 10 10 一般

ソフトテニス 17 28 一般

ソフトバレー 10 10 一般

【主な大会行事】

種目 開催日 参加者数

水泳 7/27(土) 24名

ソフトテニス 8/10(土) 41名

ストリートバスケット 8/18(日) 158名

卓球 8/25(日) 21名

バドミントン 8/25(日) 30名

ソフトバレー 9/1(日) 58名

ゲートボール 10/13(日) 20名

グランドゴルフ 10/22(火) 15名

合計 367名

（前年度　451名）

町民駅伝大 体育協会主催の第19回駅伝大会を共催し、63

会 チーム（約360名）の参加を得た。

　　開催日　1月26日

【その他】

プール一般 7月7日から8月25日までの毎週日曜日の午後

開放 一般の方へプールを開放した。

　　開放日数 7日

　　延べ利用者数 18歳以下　　58名

18歳以上　  26名

カヌー等 カヌー、カッターの指導を行った。

　　　　指導 　　延べ指導回数  　   　10回

　　延べ利用者数 　　　133名

（２）体育施設費（２）体育施設費（２）体育施設費（２）体育施設費 32,316 27,937 　各体育施設の維持管理及び施設整備に要した経費。

（繰越明許費 【体育施設トイレ改修事業】

3,400） 【事業概要】

【事業内容】

事業費（千円）

設計監理委託料 699

工事費 8,950

【その他施設整備事業】

事業内容 事業費

千円

分電盤・配線交換 1,656

樹木の伐木・除根 1,318

5,616,3665,616,3665,616,3665,616,366 4,884,6824,884,6824,884,6824,884,682一般会計歳出合計一般会計歳出合計一般会計歳出合計一般会計歳出合計

事業名

　各種スポーツ教室、スポーツ大会等をスポーツ推進委員、海洋センター指導員

等の協力を得て開催 、多数の参加のもと盛大に行うことができた。

　また、学校給食特別会計へ43,233千円の繰出しを行った。

昨年に引き続き、各競技別に日程を分散するこ

とで、複数の種目に参加することも可能になり、

町民の方が参加しやすい大会となった。

第３回広川町ス

ポーツ大会

436

若もの広場照明改修工事

駐車場区画ライ

ン設置

温水洗浄機能付洋式便器への取替、自動点灯照明設

備の設置、オストメイト設備の設置等

ゲートボール場周辺植木処分工事

町民体育館駐車場ライン整備工事

2015紀の国わかやま国体の会場である広川町民体育館及

び広川町B&G海洋センター体育館のトイレを改修することに

より、体育館利用者が快適に施設を利用できるようになる。
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額

学校給食特別会計学校給食特別会計学校給食特別会計学校給食特別会計

１．保健体育費１．保健体育費１．保健体育費１．保健体育費

（１）学校給食費（１）学校給食費（１）学校給食費（１）学校給食費

（イ）学校給食運営費 77,096 72,962 平成25年度における学校給食調理実績は次のとおりである。

学校名 給食人員 給食延日数 延給食数

人 日 食

広小学校 163 194 31,228

南広小学校 210 194 40,376

西広分校 24 194 4,579

井関分校 13 194 2,504

津木小学校 45 194 8,630

耐久中学校 198 188 35,333

津木中学校 31 188 5,790

計 684 128,440

歳　　出　　合　　計歳　　出　　合　　計歳　　出　　合　　計歳　　出　　合　　計 79,49779,49779,49779,497 75,36275,36275,36275,362

単位：千円

項 目 予 算 現 額 決　算　額

住宅資金貸付特別会計住宅資金貸付特別会計住宅資金貸付特別会計住宅資金貸付特別会計

１．土木費１．土木費１．土木費１．土木費

（１）土木総務費（１）土木総務費（１）土木総務費（１）土木総務費

（イ）基金積立金 15 15 住宅資金貸付金償還基金積立（運用利子分）

（ロ）和歌山県住宅新築資金 6,032 5,032 和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合負担金に要した経費。

　　　等貸付金回収管理組合 【設立目的】

　　　負担金

【構成市町】

歳　　出　　合　　計歳　　出　　合　　計歳　　出　　合　　計歳　　出　　合　　計 20,81520,81520,81520,815 19,76619,76619,76619,766

単位：千円

項 目 予 算 現 額 決　算　額

町営浴場運営特別会計町営浴場運営特別会計町営浴場運営特別会計町営浴場運営特別会計

1．保健衛生費1．保健衛生費1．保健衛生費1．保健衛生費

（１）環境衛生費（１）環境衛生費（１）環境衛生費（１）環境衛生費

（イ）浴場運営費 11,217 11,193 　町営浴場の維持運営に要した経費。

平成25年度入浴者数 単位：人

営業日数 １２歳以上の者 31,379

328日 １２歳以上のサウナ利用者 1,901

１２歳未満の者 1,159

１２歳未満のサウナ利用者 187

洗髪 10,188

歳　　出　　合　　計歳　　出　　合　　計歳　　出　　合　　計歳　　出　　合　　計 11,21711,21711,21711,217 11,19311,19311,19311,193

項　　　目 摘　　　　　　　　要

貸付事業実施市町においては、年々増加し続ける滞納に対し、

多大な時間と労力を要し、債権回収と住民福祉という相反する

難しい立場の中で、借受人の生活状況等を加味しながらも更な

る債権回収の強化が必要な状況となっている。

一部事務組合で債権を一元管理することにより、県内統一基準

による公平・公正な債権回収を進め、償還事務の効率化・集約

化により諸問題を先送りしてきた今までの状況を脱却し、最終目

標である「貸付事業の終結」へとすすめる。

和歌山市、御坊市、新宮市、広川町、湯浅町、みなべ町、上富

田町、串本町の8市町

摘　　　　　　　　要

摘　　　　　　　　要
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

国民健康保険特別会計事業勘定予算国民健康保険特別会計事業勘定予算国民健康保険特別会計事業勘定予算国民健康保険特別会計事業勘定予算

１．総務費１．総務費１．総務費１．総務費

（１）総務管理費（１）総務管理費（１）総務管理費（１）総務管理費

（イ）保険税徴収用電算処理費 2,888 1,860 国保関係システム機器保守等に要した経費。

千円

機器保守料 262

ｼｽﾃﾑ改修費 1,598

（ロ）給付事務共同電算処理 1,787 1,313 給付事務共同電算処理に要した経費。

　費 件

処理件数 149,389

２．保険給付費２．保険給付費２．保険給付費２．保険給付費

（１）療養給付費（１）療養給付費（１）療養給付費（１）療養給付費 706,000 662,914 療養給付費に要した経費。

件　　数 金額（千円）

件 千円

入院 677 254,812

入院外 25,788 275,795

歯科 4,099 47,210

調剤 5,564 67,356

入院時食事療養費 640 12,306

訪問看護療養費 65 5,435

（２）療養費（２）療養費（２）療養費（２）療養費 16,900 16,335 療養費に要した経費。

件　　数 金額（千円）

件 千円

柔道整復 2,369 14,151

アンマ・マッサージ・ハリ・キュウ 50 189

その他 129 1,995

（３）審査支払手数料（３）審査支払手数料（３）審査支払手数料（３）審査支払手数料 2,052 1,451 診療報酬明細書審査に要した経費。

件　　数 金額（千円）

件 千円

審査支払手数料 38,744 1,427

電算処理システム手数料 36,380 24

（４）一般被保険者高額療養費（４）一般被保険者高額療養費（４）一般被保険者高額療養費（４）一般被保険者高額療養費 96,000 88,884 一般被保険者高額療養費に要した経費。 1,290 件

（５）退職被保険者高額療養費（５）退職被保険者高額療養費（５）退職被保険者高額療養費（５）退職被保険者高額療養費 6,100 3,697 退職被保険者高額療養費に要した経費。 44 件

（６）一般被保険者高額介護合算（６）一般被保険者高額介護合算（６）一般被保険者高額介護合算（６）一般被保険者高額介護合算 570 52 一般被保険者高額介護合算療養費。 7 件

　　 療養費　　 療養費　　 療養費　　 療養費

（７）出産育児諸費（７）出産育児諸費（７）出産育児諸費（７）出産育児諸費 8,405 4,622 出産育児一時金の支給等に要した経費。 11 件

（８）葬祭諸費（８）葬祭諸費（８）葬祭諸費（８）葬祭諸費 510 480 葬祭費の支給に要した経費。 16 件

３．後期高齢者支援金３．後期高齢者支援金３．後期高齢者支援金３．後期高齢者支援金 155,257 154,641 後期高齢者支援金に要した経費。

４．前期高齢者納付金４．前期高齢者納付金４．前期高齢者納付金４．前期高齢者納付金 163 153 前期高齢者納付金に要した経費。

５．老人保健拠出金５．老人保健拠出金５．老人保健拠出金５．老人保健拠出金 8 6 老人保健拠出金に要した経費。

６．介護納付金６．介護納付金６．介護納付金６．介護納付金 65,364 65,056 介護納付金に要した経費。

７．共同事業拠出金７．共同事業拠出金７．共同事業拠出金７．共同事業拠出金 159,369 141,604 高額医療事務等共同事業拠出金に要した経費。 29,800
千円

保険財政共同安定化事業拠出金に要した経費。 111,804
千円

８．保健事業費８．保健事業費８．保健事業費８．保健事業費

（１）特定健康診査等事業費（１）特定健康診査等事業費（１）特定健康診査等事業費（１）特定健康診査等事業費 9,312 6,539 特定健康診査等事業に要した経費。

対象者 2013名

受診者 623名

受診率 30.9%

（２）保健事業費（２）保健事業費（２）保健事業費（２）保健事業費 3,240 2,782 医療費通知に要した経費。 213
千円

レセプト点検に要した経費。 25
千円

脳ドック検査に要した経費。 委託料 2,022
千円

受診者数 85 名

歳　　出　　合　　計歳　　出　　合　　計歳　　出　　合　　計歳　　出　　合　　計 1,275,0801,275,0801,275,0801,275,080 1,182,1531,182,1531,182,1531,182,153

34



単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計

１．後期高齢者医療広域連合納付金１．後期高齢者医療広域連合納付金１．後期高齢者医療広域連合納付金１．後期高齢者医療広域連合納付金 142,500 140,934 後期高齢者医療広域連合納付金に要した経費。

単位:千円

1,668

4,307

21,872

40,349

72,738

２．保健事業費２．保健事業費２．保健事業費２．保健事業費 450 188 脳ドック検査に要した経費。

委託料 188 千円

受診者数 7 名

歳　　出　　合　　計歳　　出　　合　　計歳　　出　　合　　計歳　　出　　合　　計 147,804147,804147,804147,804 145,660145,660145,660145,660

単位：千円

項 目 予 算 現 額 決　算　額

介護保険特別会計事業勘定介護保険特別会計事業勘定介護保険特別会計事業勘定介護保険特別会計事業勘定

１．総務費１．総務費１．総務費１．総務費

（１）総務管理費（１）総務管理費（１）総務管理費（１）総務管理費

（イ）介護保険電算システム保 1,703 1,703 介護保険用電算機器及びシステムの保守に要した経費。

　守料

（２）介護認定審査会費（２）介護認定審査会費（２）介護認定審査会費（２）介護認定審査会費

（イ）かかりつけ医意見書作成 2,478 1,991 かかりつけ医意見書作成に要した経費。

区分 件数（件） 手数料

件 千円

在宅新規分 116 609

在宅継続分 223 937

施設新規分 70 294

施設継続分 48 151

（ロ）指定居宅支援事業者等 1,006 173 指定居宅支援事業者に委託した要介護認定調査に要した経費。

　　調査委託費 . 調査委託件数 59件

２．保険給付費２．保険給付費２．保険給付費２．保険給付費

（１）介護サービス等諸費（１）介護サービス等諸費（１）介護サービス等諸費（１）介護サービス等諸費

（イ）居宅介護、介護予防 332,217 312,731 居宅介護サービス給付費に要した経費。 275,779

　 サービス給付費 種類 件数 日数・回数 介護給付費

件数 日・回 千円

訪問介護 710 9,471 37,897

訪問看護 264 2,063 9,508

訪問リハビリ

テーション

106 690 2,998

通所介護 1,566 14,940 126,416

通所リハビリ

テーション

170 1,338 12,997

福祉用具貸与 1,140 32,816 15,393

短期入所生活

介護

547 5,750 49,025

短期入所老健

施設

81 322 3,511

居宅療養管理

指導

139 263 1,090

特定施設生活

介護

93 2,769 16,944

介護予防サービス給付費に要した経費。 36,952

種類 件数 日数・回数 介護給付費

件数 日・回 千円

訪問介護 413 3,142 8,780

訪問看護 78 478 1,634

訪問リハビリ

テーション

61 658 2,136

通所介護 473 3,771 14,063

通所リハビリ

テーション

61 433 2,503

福祉用具貸与 310 9,201 2,818

保健基盤安定制度負担金

事務費（一般会計分）

事務費（特別会計分）

摘　　　　　　　　要

保険料分

療養給付費負担金分
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

短期入所生活

介護

55 456 2,342

居宅療養管理

指導

1 3 18

特定施設生活

介護

21 627 2,658

（ロ）地域密着型介護、介護 58,936 58,936 地域密着型介護サービス給付費に要した経費。 58,936

　 予防サービス給付費 ※小規模多機能型居宅介護、認知症対応グループホームなど地域の拠点と

　 なる施設を地域の実情にあわせて市町村長が指定することができる。

　 この地域密着型の指定を受けた施設を利用した者に対する給付。

種類 件数 日数・回数 介護給付費

件数 日・回 千円

地域老人福祉

施設

127 3,716 29,162

認知症対応型

共同生活介護

128 3,783 29,774

（ハ）施設介護サービス給付費 242,087 241,756 介護老人福祉施設サービス給付費に要した経費。 192,436

施設名 件数 日数・回数 介護給付費

件 日・回 千円

特別養護老人

ﾎｰﾑ第二親和園

12 317 2,779

特別養護老人ﾎｰﾑ

みどりが丘ﾎｰﾑ

12 365 2,949

ｿﾝﾘｯｻきみさと 11 315 2,460

特別養護老人

ﾎｰﾑあんず苑

14 424 3,853

特別養護老人

ﾎｰﾑ田鶴苑

13 366 3,330

特別養護老人

ﾎｰﾑ愛宕苑

24 710 6,671

特別養護老人

ﾎｰﾑ ありだ橘苑

5 104 884

特別養護老人

ﾎｰﾑ潮光園

185 5,251 44,832

特別養護老人

ﾎｰﾑ寿楽園

15 453 3,334

特別養護老人

ﾎｰﾑ吉備苑

50 1,480 12,785

介護老人福祉

施設広川苑

294 8,629 74,503

特別養護老人ﾎｰﾑなつ

あけの里ささゆり苑

110 3,338 27,554

特別養護老人

ﾎｰﾑゆら博愛園

24 719 6,502

介護老人保健施設サービス給付費に要した経費。 42,407

施設名 件数 日数・回数 介護給付費

件 日・回 千円

ﾗ･ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ 15 387 3,647

ｸｵﾘﾃｨﾗｲﾌ和歌

山

43 1,264 11,510

介護老人保健施

設ﾗｲﾌｹｱ有田

78 2,112 19,850

介護老人保健施

設ｵﾚﾝｼﾞの郷

28 823 7,400

介護療養型医療施設サービス給付費に要した経費。 6,522

施設名 件数 日数・回数 介護給付費

件 日・回 千円

医療法人藤民

病院

18 527 6,522

特定診療費に要した経費。 391

施設名 件数 日数・回数 介護給付費

件 日・回 千円

医療法人藤民

病院

18 0 391

（ニ）居宅介護予防福祉用具 2,047 813 居宅介護支援福祉用具購入費の給付に要した経費。

　 購入費 　　　　福　祉　用　具 件　数（件）

腰掛便座 17

入浴補助用具 22

（ホ）居宅介護予防住宅改修 6,288 3,881 居宅介護支援のための住宅改造費の給付に要した経費。

 　費 件数 44件
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

（ヘ）居宅介護、介護予防 33,589 30,305 介護サービス計画給付費に要した経費。 25,818

　　　計画給付費　 サービス計画給付費 件数 2,006件

介護予防サービス計画給付費に要した経費。 4,487

件数 1,060件

（２）高額介護サービス等費（２）高額介護サービス等費（２）高額介護サービス等費（２）高額介護サービス等費

（イ）高額介護、介護予防 19,372 18,033 高額介護支援サービス費に要した経費。 15,827

　 サービス費 件数 1,434件

高額医療合算介護サービス費に要した経費。 2,206

件数 83件

（３）特定入所者介護サービス等費（３）特定入所者介護サービス等費（３）特定入所者介護サービス等費（３）特定入所者介護サービス等費

（イ）特定入所者介護、介護 37,762 37,762 特定入所者介護サービス費に要した経費。 37,659

　 　 予防サービス費 施設名 件数 日数・回数 介護給付費

件 日・回 千円

医療法人藤民

病院

18 527 521

ﾗ･ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ 15 387 383

ｸｵﾘﾃｨﾗｲﾌ和歌

山

20 541 535

介護老人保健施

設ﾗｲﾌｹｱ有田

56 1,259 1,433

介護老人保健施

設ｵﾚﾝｼﾞの郷

25 735 879

特別養護老人

ﾎｰﾑ第二親和園

12 317 313

特別養護老人ﾎｰ

ﾑみどりが丘ﾎｰﾑ

12 365 361

ｿﾝﾘｯｻきみさと

ｼｮｰﾄｽﾃｲ

2 49 83

ｿﾝﾘｯｻきみさと 11 315 542

特別養護老人

ﾎｰﾑあんず苑

22 635 997

特別養護老人

ﾎｰﾑ田鶴苑

13 366 362

特別養護老人

ﾎｰﾑ愛宕苑

24 710 1,526

特別養護老人

ﾎｰﾑ ありだ橘苑

5 104 199

寿楽園 6 43 42

特別養護老人

ﾎｰﾑ潮光園

176 5,133 5,428

特別養護老人

ﾎｰﾑ寿楽園

12 365 486

ｼｮｰﾄｽﾃｲ潮光

園

2 14 6

在宅複合型施設ひろの里短

期入所生活介護事
130 1,295 1,063

特別養護老人ﾎｰﾑ

吉備苑ｼｮｰﾄｽﾃｲ

4 64 66

特別養護老人

ﾎｰﾑ吉備苑

50 1,480 2,463

介護老人福祉

施設広川苑

281 7,450 8,526

特別養護老人ﾎｰﾑなつあけ

の里ささゆり苑
128 3,344 6,553

かぐのみ苑湯浅

ｼｮｰﾄｽﾃｲｻｰﾋﾞｽ

22 286 186

ｼｮｰﾄｽﾃｲ平安

のまち

15 147 208

特別養護老人

ﾎｰﾑ ごぼうの郷

12 72 89

特別養護老人ﾎｰ

ﾑときわ寮川辺園

10 73 39

特別養護老人

ﾎｰﾑときわ寮

12 63 34

特別養護老人

ﾎｰﾑゆら博愛園

24 719 1,265

特別養護老人ﾎｰﾑひだか博

愛園みちしお
10 165 110

特別養護老人ﾎｰﾑ

かぐのみ苑湯浅

51 1,502 1,487

介護老人福祉施

設平安のまち

52 1,499 1,474
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

特定入所者介護予防サービス費に要した経費。 103

施設名 件数 日数・回数 介護給付費

件 日・回 千円

在宅複合型施設ひろの

里短期入所生活介護事

9 35 20

介護老人福祉施

設広川苑

1 2 1

かぐのみ苑湯浅

ｼｮｰﾄｽﾃｲｻｰﾋﾞｽ

6 85 82

３．地域支援事業費３．地域支援事業費３．地域支援事業費３．地域支援事業費

（１）二次予防事業費（１）二次予防事業費（１）二次予防事業費（１）二次予防事業費 3,567 209 二次予防事業の対象者把握事業及び通所介護予防事業について、社会福祉協

議会及びひろの里へ委託するのに要した経費。

【事業概要】

二次予防事業の対象者把握事業　　 　　　 13千円　（社会福祉協議会）

通所介護予防事業　　　　　 　　 　　　　196千円　（ひろの里）

（２）一次予防事業費（２）一次予防事業費（２）一次予防事業費（２）一次予防事業費 1,083 818 一次予防事業について、社会福祉協議会へ委託するのに要した経費。

【事業概要】

介護予防普及啓発事業　　818千円

（３）介護予防、包括的ケアマネ（３）介護予防、包括的ケアマネ（３）介護予防、包括的ケアマネ（３）介護予防、包括的ケアマネ 4,092 4,004 介護予防、包括的ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業について、社会福祉協議会へ委託するのに

　　　ジメント費　　　ジメント費　　　ジメント費　　　ジメント費 要した経費。 【事業概要】

介護予防ケアマネジメント事業　　　4,004千円

（４）任意事業費（４）任意事業費（４）任意事業費（４）任意事業費 2,797 1,917 任意事業について、社会福祉協議会へ委託するのに要した経費。

【事業概要】

在宅高齢者家族介護用品支給事業　 　1,917千円

歳　　出　　合　　計歳　　出　　合　　計歳　　出　　合　　計歳　　出　　合　　計 769,943769,943769,943769,943 734,305734,305734,305734,305

単位：千円

項 目 予 算 現 額 決　算　額

簡易上水道特別会計簡易上水道特別会計簡易上水道特別会計簡易上水道特別会計

１．簡易水道管理費１．簡易水道管理費１．簡易水道管理費１．簡易水道管理費

（１）検針・集金業務（１）検針・集金業務（１）検針・集金業務（１）検針・集金業務 1,586 1,562 水道メーターの検針と集金業務に要した経費。

千円

検針業務委託料 1,488

集金業務委託料 74

（２）水質検査及び検便手数料（２）水質検査及び検便手数料（２）水質検査及び検便手数料（２）水質検査及び検便手数料 1,440 1,433 水道法第２０条の規定による定期及び臨時の水質検査の実施に

要した経費及び定期検便委託料

千円

水質検査料 1,373

検便手数料 60

（３）水道施設維持管理費（３）水道施設維持管理費（３）水道施設維持管理費（３）水道施設維持管理費 21,748 21,150 水道施設の維持管理及び水道法第20条の規定による消毒（滅

菌）の薬剤等購入に要した経費。

千円

電気料金 12,607

電気計装関係調整業務委託 1,155

毎日残塩等測定業務委託 511

毎日測定業務委託 240

電気保安管理委託 284

漏水調査業務委託 402

宿日直者賃金 2,551

滅菌薬剤等購入費 3,400

（４）上津木水道施設管理委託料（４）上津木水道施設管理委託料（４）上津木水道施設管理委託料（４）上津木水道施設管理委託料 457 456 上津木水道施設の管理業務委託に要した経費。

（５）管路図データ更新委託料（５）管路図データ更新委託料（５）管路図データ更新委託料（５）管路図データ更新委託料 943 861 H23年度に整備した管路図データの更新に要した経費（布設替えや修繕を

行った場所について修正）。

（８）水道管布設替等事業（８）水道管布設替等事業（８）水道管布設替等事業（８）水道管布設替等事業 79,654 18,814 水道管布設替工事等に要した経費 18,814

（繰越明許費 事業費

千円

3,190

4,347

10,710

殿井橋配水管布設替設計委託

山本陸橋配水管布設替設計委託

摘　　　　　　　　要

工事名

567

名島地内水道本管布設替工事

県道権保橋拡幅工事に伴う配

水管仮設工事

53,000)

38



単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

（９）機械設備等更新・修繕事業（９）機械設備等更新・修繕事業（９）機械設備等更新・修繕事業（９）機械設備等更新・修繕事業 48,937 42,984 各種機械設備等の更新・修繕工事に要した経費。

事業費

千円

3,812

4,876

3,874

7,014

1,024

3,263

4,252

歳　　出　　合　　計歳　　出　　合　　計歳　　出　　合　　計歳　　出　　合　　計 224,213224,213224,213224,213 148,232148,232148,232148,232

単位：千円

項 目 予 算 現 額 決　算　額

下水道特別会計下水道特別会計下水道特別会計下水道特別会計

１．下水道管理費１．下水道管理費１．下水道管理費１．下水道管理費 11,809 11,053 広港浄化センターの維持管理に要した経費。

公用施設 一般家庭

戸 戸

平成25年度末　処理戸数 5 56

※平成26年3月現在

歳　　出　　合　　計歳　　出　　合　　計歳　　出　　合　　計歳　　出　　合　　計 19,01219,01219,01219,012 18,25518,25518,25518,255

単位：千円

項 目 予　算　額 決　算　額

土地取得特別会計土地取得特別会計土地取得特別会計土地取得特別会計

１．土地取得費１．土地取得費１．土地取得費１．土地取得費 139,652 15,299 土地開発基金への積立に要した経費。 7,649

（先行取得用地売払収入分）

用途 地番 面積(㎡） 金額（千円）

西広農道関係 西広1073-1 108.7 425

西広1074-1 896.0 4,480

西広1082-1 416.0 2,080

補償費 535

事務費 129

公共用地先行取得等に要した経費 7,649

用途 地番 面積(㎡） 金額（千円）

※ 西広農道関係 西広1073-1 108.7 425

※ 西広1074-1 896.0 4,480

※ 西広1082-1 416.0 2,080

※ 補償費 535

※ 事務費 129

※印の用地は、同年度中に一般会計に所属替えを行った。

歳　　出　　合　　計歳　　出　　合　　計歳　　出　　合　　計歳　　出　　合　　計 139,652139,652139,652139,652 15,29915,29915,29915,299

井関浄水場計装機器更新工事

井関浄水場塩素注入設備改造

河瀬ポンプ室送水ポンプ取替工事

池ドレーン弁取替工事

井関浄水場送水ポンプ取替工事

配水管鉄弁仕切弁取替工事

13,934

工事

井関浄水場真空ポンプ取替工事

井関浄水場フロック形成池、沈殿

工事名

事務所空調設備設置工事

摘　　　　　　　　要

摘　　　　　　　　要

935

上津木浄水場取水ポンプ取替工事
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