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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額

一　般　会　計

議会費 57,782 56,735

総務費

１．総務管理費

（１）一般管理費

（イ）区長会報酬 3,190 3,051 39行政区区長報酬に要した経費。
千円

代表区長手当 4行政区 40

平等割 39行政区 1,560

世帯割 2,419世帯 1,451

（ロ）例規システム総合サポート 1,663 1,663

　　　業務委託

（ハ）人事評価制度構築支援業務 3,456 3,292 人事評価制度の運用に要した経費。

　　　委託 【委託内容】

（ニ）人事評価システム構築・導入 1,344 1,296

　　　業務委託 【委託内容】

（ホ）個人情報保護制度対応支援 3,456 3,348

　　　業務委託

【委託内容】

（ヘ）タイムレコーダー購入事業 285 189 老朽化してきた職員用のタイムレコーダーの入れ替えに要した経費。

1台

（２）文書広報費

（イ）広報「ひろがわ」発行 2,399 2,354 毎月発行し各戸に配布。（１回　2,900部）

（ロ）放送施設事業補助 354 217

修繕　3件

（３）財政管理費

（イ）新地方公会計への対応支援 3,641 3,628

　　　業務委託

（４）財産管理費

（イ）庁舎維持管理費 18,447 17,207 庁舎の光熱水費、保守管理に要した経費。

金額（千円）

7,187

467

135

1,395

1,726

782

5,393

122

（ロ）公用車維持管理費 3,178 2,929 公用車49台の維持管理に要した経費。

金額（千円）

1,271

464

481

定期点検手数料 211

502

（ハ）庁舎前インターロッキング 2,697 2,406

　　　改修等事業

【事業内容】

インターロッキングの撤去・設置　83㎡

Ｌ型側溝据付　39ｍ、点字シート設置

タイムレコーダー

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

水道代

下水使用料

電話代（保守料含む）

システム構築・導入、操作説明会

目標設定研修、評価者研修(面談・実践）、目標設定適正化
会議、評価適正化会議、評価結果分析

各種保守点検委託料

玄関マット使用料

経費区分

総務省から示された「統一的な基準」による財務書類４表【貸借対照表・行
政コスト計算書・純資産変更計算書・資金収支計算書】の作成にかかる支
援業務に要した経費。

関連例規整備支援及び職員向けマニュアル（手引）の策定支援

個人情報保護法及び番号法改正に伴う個人情報保護制度及び情報公開
制度の変更点に関する関連例規整備に要した経費。

人事評価制度運用のためのシステム構築・導入に要した経費。

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
能の強化等総合サポート業務の委託に要した経費。

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。

前田区、岩淵区、中村区

修繕料

車検受手数料

重量税

路面に歪みが生じていた役場庁舎玄関前のインターロッキングの改修及び
点字シートの張り替えに要した経費。
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　　要

（ニ）庁舎受電ケーブル取替事業 1,512 1,512 経年劣化した役場庁舎の高圧ケーブル取り替えに要した経費。

【事業内容】

ケーブル取替　180ｍ

（ホ）天皇区町有地防草シート 1,620 1,620 町有地管理のため、除草及び防草シートの設置に要した経費。

　　　設置事業 【事業内容】

除草工・法面整形・防草シート設置　570㎡

（ヘ）ほたるの湯親水広場ウッド 4,097 4,000 ほたるの湯親水広場ウッドデッキ等改修に要した経費。

　　　デッキ改修事業 【事業内容】

ウッドデッキ改修及び広場整備

（ト）庁舎用備品購入事業 742 742 老朽化してきた庁舎備品の入れ替えに要した経費。

品名 配備場所 個数

シュレッダー 産業建設課 1台

ロッカー 女子更衣室 1組

事務椅子 各フロア 15脚

冷蔵庫 厚生室 1台

テレビ 大会議室 1台

（５）企画費

（ｲ）有田広域圏事務組合負担金 11,892 11,892 有田広域圏事務組合負担金に要した経費。
千円

6,007

934

4,448

503

（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 46,406

1,470 37,216

※対象人数はH28.10.1～H29.9.30までの乗車人数

（６）交通安全対策費 3,766 2,294 交通安全対策に要した経費。

　　○交通安全対策施設設置工事費 1,307

工　　種 内　　容 金額（千円）

新設　 １箇所 99

更新　 ２箇所 129

防護柵 更新 L=　２２m 482

側線、区画線 側線等　一式 359

新設　１箇所 229

撤去　１箇所 9

　　○その他交通安全対策に要した経費 987

（７）情報通信処理費 48,546 46,473 業務用電算システムに要した経費。 33,033
千円

3,938

1,177

21,482

2,541

257

1,584

438

726

890

○ 28年度分（繰越分）
千円

821

住基ネット運用に要した経費。 3,325
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

514

752

   ■コミュニケーションサーバ

住基ネットシステム保守料

行政システム用回線使用料

既存システム変更委託料

システム使用料

ホームページ運用サポート費

2,059

住基ネット機器保守料

ガードレール

障害認定審査会負担金

機器保守料

システム保守料

既存システム変更委託料

セキュリティ対策費

クラウドサービス利用料

一般会計負担金

休日急患ｾﾝﾀｰ負担金

介護認定審査会負担金

カーブミラー

クラウドサービス利用料（情報系）

会社名

御坊南海バス株式会社

中紀バス株式会社
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　　要

総合行政ネットワーク（LGWAN接続）のために要した経費。 635

【事業概要】

【事業費明細】 千円

LGWANサービス利用料 558

LGWAN設備保守料 77

社会保障・税番号制度導入に要した経費。 5,585

【事業概要】

【事業費明細】 千円

3,637

1,302

257

389

電算システム用備品購入費。 2,032

数量 金額（千円）

13 1,959

2 73

その他情報化推進に要した経費。 1,863

（８）地域づくり事業費

（イ）風力発電施設の管理 11,107 10,529 風力発電施設の管理に要した経費。 10,529

【事業費明細】 千円

電気主任技術者雇上賃金 80

修繕料 4,233

光熱水費 1,038

通信回線費 59

施設点検等委託料 5,119

【参考】

　風力発電年間売電料金 28,418

（ロ）交流促進施設整備等事業 14,593 14,457 交流促進施設（ほたるの湯）の整備等に要した経費。 14,457

金額（千円）

10,000

2,840

262

216

1,139

（ハ）ほたるの湯リニューアル・ 7,301 7,291

　　　オープンイベント助成金

【事業内容】

（ニ）梧陵まつり実行委員会 3,522 3,369 第11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

（中止）

11/4～11/5

（ホ）ふるさと寄附金事業 22,500 21,874 ふるさと納税受付業務委託に要した経費。

【参考】

寄附件数 12,274 件

寄付額 136,809 千円

（９）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 7,751 7,674 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

（ロ）テレビ共同受信施設助成金 1,813 1,800 テレビ共同受信施設整備事業補助金の交付に要した経費。

【事業内容】

イルミネーション設置委託

稲むらの火祭り

ふるさとまつり

品名

パソコン

厨房機器購入

事業概要

照明器具取替工事

交流促進施設指定管理料

露天風呂水位計修繕工事

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

コンピュータ周辺機器

イベント名

関連システム改修費

マイナンバー制度の導入に向けた既存関
連システムの改修及び情報連携に向けた
中間サーバー接続用システムの保守管理
費

中間サーバー利用負担金

中間サーバー機器保守料
中間サーバーシステム保守料

滝原温ほたるの湯泉改修事業完了に係るﾘﾆｭｰｱﾙｲﾍﾞﾝﾄと
して平成29年11月18日～平成30年2月25日の期間、入浴
料半額ｻｰﾋﾞｽの実施。同ｻｰﾋﾞｽ実施による指定管理者負担
分を町で補助。

滝原温泉ほたるの湯改修事業完了に係るリニューアルイベント補助に要し
た経費。

山本テレビ共同受信施設組合に対して、整備に要する事業
費について負担額を差し引いた額を補助。
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　　要

（１０）諸費

（イ）各種基金積立金 215,041 215,001 財政調整基金積立金 1,939

減債基金積立金 853

霊苑基金積立金 670

稲むらの火の館管理基金積立金 23,483

教育施設整備基金積立金 1,639

ふるさとづくり基金積立金 3,323

衛生施設整備基金積立金 182,701

地域福祉基金積立金 5

滝原温泉整備基金積立金 388

（ロ）成人式開催費 287 214 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 1,256 1,256

　　　事業

事業名 金額（千円）

（１１）まち・ひと・しごと・創生事業

（イ）拠点整備事業 134,420 132,364

○ 28年度分（繰越分）

事業名 事業費
千円

（ロ）防犯カメラ設置事業 2,000 1,219

広小学校前 １台

まもるくん前 ２台

（ハ）住宅用太陽光発電システム 980 560

　　　設置補助金

【事業概要】

件数 4 件

（ニ）定住促進奨励金 5,500 5,500

【事業概要】

補助金額

件数 11 件

ほたるの湯
改装事業

補助金上限14万円

町内の自ら居住する住宅に、住宅用太陽光
発電システムを設置しようとする者に対し、そ
の設置費を補助。

補助内容

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。

ふれあい館
改造事業

86,424

626

設置しようとする太陽光発電システム１ｋW当
たり35,000円を補助。補助金額

各種犯罪の予防を目的とし、地域住民の安全安心を確保するための防犯
カメラ設置に要した経費。

設置場所

平成30年1月7日(日)

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

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。

補助内容
広川町に定住しようとする40歳未満の者の
住宅取得に対して奨励金を交付。

奨励金として50万円

630

・広報啓発用パンフレットの
配布
・講習会の開催

週1回の消費生活相談を実
施

事業内容

地方創生拠点整備交付金事業として実施した「広川町立ふれあい館改造
事業」と「滝原温泉ほたるの湯改装事業」に要した経費。

事業概要

58名

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
ための消費者行政活性化交付金事業に要した経費。

45,940

滝原温泉ほたるの湯の「宴
会室」「受付ｶｳﾝﾀｰ」「食堂｣
「休憩室」「浴室･脱衣所」
「温泉機器」等の改装

広川町立ふれあい館の「物
産販売所」「食堂」「便所」の
改造及び「厨房設備」整備

4



単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　　要

（ホ）空き家解体処理費補助金 2,500 2,500 町内の住環境の向上及び町民の安全安心の確保並びに災害の未然防止を

図るため、町内の空き家の解体及び撤去費補助に要した経費。

【事業概要】

件数 5 件

（ヘ）リフォーム補助金 10,000 9,967 広川町住宅リフォーム補助金に要した経費。

【事業概要】

件数 24 件

（ト）出産お祝い金 5,150 5,000

助成件数 40 件

（チ）らくらく農業支援事業補助金 7,800 7,725

施設名 スプリンクラー モノラック クローラー運搬車 計

件数 6 21 15 42

金額 1,284 4,566 1,875 7,725

（リ）グリーンツーリズム推進事 2,832 2,297 グリーンツーリズム推進事業に要した経費。

　　　業補助金 【事業概要】

補助金額 712 1,585

件数 1 1

（ヌ）第三子給食費無償化事業 2,541 2,440 第３子以降学校給食費無償化に要した経費。

　　　補助金 児童・生徒数（人） 金額

広小学校 14 653

南広小学校 28 1,280

津木小学校 5 175

耐久中学校 7 332

津木中学校 - -

（ル）学校司書及び図書拡充事業 6,208 6,151 図書司書及び図書購入に要した経費。

学校司書 2 名

図書 冊数 金額

　広小 304 552

　南広小 534 821

　津木小 259 430

　耐久中 365 591

　津木中 357 417

（ヲ）スクールソーシャルワー 1,170 1,013 スクールソーシャルワーカーに要した経費。

　　　カー設置事業 2 名

194 日

（ワ）カナダバンクーバー語学研 6,714 6,714 中学生を対象としたカナダへの語学研修に要した経費。

　　　修補助金 対象者

開催日程

参加人数

（カ）国際人育成事業補助金 193 154

対象者

受験者数 75名

内容

２.徴税費 61,703 60,249 町税の賦課及び徴収に要した経費。

補助内容

補助金額

補助金額
解体撤去に要する費用。

補助金上限50万円

農林家民泊
の整備補助

スクールソーシャルワーカー

町内施工業者により空き家を解体撤去しよう
とする者に対して補助。

補助金上限50万円

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産を祝
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。

出産児童１人につき50,000円

（第3子以降は300,000円）

延べ日数

中学校２・３年生

19名

観光農園・交
流施設の整
備補助

8月1日～8月10日

英語によるコミュニケーション能力を高めるために、英語検定実施の委託等
に要した経費。

（耐久中69人,津木中6人）

日本英語検定協会の「実用英語技能検定」

中学校２年生

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。

補助内容

補助内容
町内施工業者による10万円以上の住宅リ
フォーム工事に対して補助

助成額

リフォームに要した補助対象工事費の1/2
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　　要

３.戸籍住民基本台帳費

（１）戸籍住民基本台帳費

（イ）個人番号カード等交付事業 642 599 個人番号カード及び通知カードの交付に要した経費

42

４．選挙費

（１）広川町長選挙費 5,417 3,769

当日有権者（人） 6,068

投票者数（人） 3,953

投票率（％） 65.15

（２）衆議院議員総選挙費 7,411 6,713

当日有権者（人） 6,104

投票者数（人） 3,850

投票率（％） 63.07 ※小選挙区

５．統計調査費

（１）指定統計調査費 430 339 各種統計調査に要した経費。

事業費（千円）

18

50

237

30

4

平29年10月10日に公示され、10月22日に投開票が行われた衆議院議員総
選挙に要した経費。

就業構造基本調査

住宅・土地統計調査

工業統計調査

教育統計調査

経済センサス

統計調査区分

個人番号カード交付数（枚）

平29年9月5日に公示され、9月10日に投開票が行われた広川町長選挙に
要した経費。
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額

民生費

１．社会福祉費

（１）社会福祉総務費

（イ）民生委員活動補助事業 2,417 2,417 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 29名

（ロ）町社会福祉協議会育成及び 28,860 28,488 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 18,754

補助

保健福祉ｾﾝﾀｰ 9,734

管理委託費

（ハ）身体障害者（児）福祉事業 249,301 248,734 補装具交付、修理費 716

千円

559

用　具　名 件数　（件） 用　具　名 件数　（件）

補聴器 2 下肢装具 2

矯正眼鏡 1

計 5

用　具　名 件数　（件） 用　具　名 件数　（件）

電動車いす 2 補聴器 3

下肢装具 1 車いす 1

計 7

千円

157

用　具　名 件数　（件） 用　具　名 件数　（件）

起立保持具 1 脊柱側彎矯正装具 1

計 2

更生医療費 9,572

育成医療費 360

療養介護医療費 2,097

自立支援給付費 208,889

利用人員（人） 支援費（千円）

308 19,422

10 151

24 500

36 9,490

232 51,491

40 5,032

96 11,716

232 42,872

11 893

12 2,317

66 8,253

387 50,757

171 2,922

310 3,042

5 31

1,940 208,889

※利用人員は月ごとの延べ人数

障害児通所支援給付費 14,050

利用人員（人） 支援費（千円）

9 267

106 9,340

48 4,443

163 14,050

※利用人員は月ごとの延べ人数

職員の人件費他社協一般事業に
対する補助

保健福祉センターの維持管理の
経費

ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ（居宅介護）

計画相談支援

特定障害者
特別給付費

計

共同生活援助
（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）

自立訓練（生活訓練）

就労移行支援

就労継続支援（Ａ）

就労継続支援（Ｂ）

高額障害福祉サービス

行動援護

同行援護

療養介護

生活介護

短期入所

施設入所支援

項　　　目 摘　　　　　　　　要

内容

○身体障害者

【補装具交付】

【補装具修理】

○身体障害児

事業所名等

計

児童発達支援

事業所名等

障害児相談支援

【補装具修理】

放課後等デイサービス

7



単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

地域生活支援事業 12,835

金額（千円）

0

1,986

1,195

5,447

4,207

障害者施設通所交通費助成金 215

利用人員（人） 6

（ニ）福祉タクシー委託事業 659 544 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 55名

（ホ）行旅死亡人処置費 198 198 行旅死亡人の取り扱いに要した経費。

処置件数 1 件

（２）老人福祉費

（イ）老人福祉大会開催費 905 899 第54回老人福祉大会開催に要した経費。

開　催　日

場　　　 所

出　席　者

（ロ）みまもりでんわ事業 315 240 高齢者への体調確認などの連絡による「みまもりでんわ」の運用に要した経費。

利用件数 34 件

※平成30年3月31日現在

（ハ）介護予防・生きがい活動 900 723 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 297千円 426千円

利用者数 20名 4名 ※1月当たり最大人数

延利用回数 99回 142回

（要支援と認定された者は除く）

（ニ）老人クラブ育成事業 1,893 1,818 町内老人クラブの育成補助に要した経費。

1,500千円

318千円

（ホ）シルバー人材センター運営 1,704 1,704 シルバー人材センタ―の運営補助に要した経費。

　　　補助事業 事業概要

利用件数 205 件

（ヘ）老人福祉施設措置費 55,051 55,017 養護老人ホーム入所者の措置費。

措置人員（人） 措置費（千円）

23 38,533

6 12,245

2 3,064

1 1,016

1 52

1 107

※措置人員は１月当たり最大人数

（ト）長寿祝金支給事業 340 315 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 20

85歳到達者 255

（３）老人福祉施設費 1,087 984 老人憩いの家の維持管理等に要した経費。

【備品購入費】

机4台　、　椅子15脚 274千円

（４）福祉医療費

（イ）老人医療費支給事業 589 216 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）

62 212

61 4

広川町社会福
祉協議会

在宅複合施設
ひろの里

おおむね60歳以上の身体の虚弱な者

委託先

利用対象者

養護老人ホーム「なぎ園」

養護老人ホーム「橘寮」

特別養護老人ホーム「潮光園」

養護老人ホーム「長寿荘」

男（100歳）・女（104歳）

平成29年9月29日（金）

特別養護老人ホーム「喜成会」

盲養護老人ホーム「喜望園」

町老人クラブ連絡協議会補助

70歳以上の方　約500名

日中一時支援事業

事業名

移動支援事業

単位老人クラブ補助　（25クラブ）

町民体育館

人数等

　　施　　　　設　　　　名

医療補償費

2名

51名

高齢者の雇用機会の促進

日常生活用具給付事業

医療費審査委託料

コミュニケーション支援事業

地域生活相談事業共同設置

8



単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

（ロ）重度心身障害児者医療費 14,824 14,565 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）

2,897 14,344

5,136 221

（ハ）乳幼児及び子ども医療費 24,153 23,917 就学前の乳幼児及び中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）

10,372 23,176

9,927 741

（ニ）ひとり親家庭医療費支給 7,542 7,382 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）

2,391 7,215

2,242 167

（５）社会福祉施設費

（イ）隣保館運営事業 30,648 29,145 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 教室名 実施回数（回） 延べ参加者数（人）

　　デイサービス以外 2,962人 生花教室 21 129

　　デイサービス 6,898人 ○相談事業

内　容 実施回数（回） 延べ件数（件）

生活相談 52 94

健康相談 6 20

教育相談 6 15

育児相談 2 2

職業相談 24 68

○交流促進事業

実施回数（回） 延べ参加者数（人）

44 125

37 284

30 76

46 121

50 718

47 416

○デイサービス事業

実施回数（回） 利用者数（人）

301 6,898

4 53

（ロ）広文化会館前花壇改修事業 432 389 文化会館前花壇改修に要した経費。

【事業概要】

（ハ）東町区テント・リヤカー購入 2,000 2,000 東町区テント・リヤカー購入事業に要した経費。

　　　事業補助金 台数

7

7

（６）人権施策推進費

（イ）人権啓発推進委員会事業 901 901

　　　委託

■ 人権啓発リーダー養成講座

①第1日目

○期　日 6月27日

○場　所 広川町役場　3階大会議室

○参加者 77名

○内　容 講演「女性の人権と地域コミュニティ」

②第2日目

○期　日 7月4日

○場　所 広川町役場　3階大会議室

○参加者 70名

○内　容

テント

リヤカー

講演「石巻から那智勝浦へ
～ この地域に生きる　この土地で生きる ～」

講師：いのちの講演家　岩崎　順子

料理教室

花壇の樹木の根が張り、擁壁が傾き、破損したため、根を切断し、
擁壁を改修。

医療補償費

デイサービス

医療費審査・資格確認委託料

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。

医療費審査委託料

着付教室

医療補償費

編物教室

医療補償費

医療費審査委託料

教    　　室　　    名

書道教室

民踊教室

ヨガ教室

ｴｱﾛﾋﾞｸｽ教室

品目

講師：アクト研究室代表　鳥渕　朋子

内容
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

■ 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4日 11月5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 5名 5名

【企業等啓発】

○実施日 10月11日

○場所 町内　事業所を訪問

○参加者 3名

■ 人権啓発映画上映会の開催

○開　催　日 1月13日

○場　　　所 広川町民体育館

○参　加　者 105名

○内　　　容 映画「しゃぼん玉」

（ロ）人権啓発活動地方委託事業 343 330 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14日

○場　　　 所 広川町民体育館

○記念講演

講師：住田　裕子

○出　席　者 333名

（ハ）男女共同参画基本計画策定 513 486 広川町男女共同参画基本計画改定に係る策定業務に要した経費。

　　　委託 【事業概要】

（７）臨時福祉給付金事業費 30,160 25,105 ○28年度分（繰越分）

給付人数 945 人

給付人数 1,554 人

給付人数 59 人

２．児童福祉費

（１）児童福祉総務費

（イ）民生主任児童委員活動 118 118 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 29,177 29,102 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 南広小学校井関分校

対象 広小児童 南広小児童

入所者数 45名 78名 (H30.3.31現在)

１億総活躍社会の実現に向け、賃金引き上げの恩恵が及びにくい低年金受
給者の高齢者を支援するために実施する、給付金の支給及び給付に係る事
務に要した経費。

「変わりゆく社会の中で、守りたい いのちと心」

広川町男女共同参画基本計画改定に向け、住民を対象に実施し
た意識調査の集計・分析・結果報告書作成業務。

平成26年4月の消費税率の引き上げによる影響を緩和するため、低所得者
に対して、制度的な対応を行うまでの間の、暫定的・臨時的な措置として、給
付金の支給及び給付に係る事務に要した経費。

１億総活躍社会の実現に向け、賃金引き上げの恩恵が及びにくい低年金受
給者の障害・遺族年金受給者を支援するために実施する、給付金の支給及
び給付に係る事務に要した経費。
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

（２）児童措置費

（イ）児童手当支給費 107,575 107,520 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 13,890

15 6,945

10 32,750

15 10,260

10 17,160

15 4,155

10 14,200

10 7,540

5 620

（ロ）重度心身障害児扶養手当 360 342 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）

21 19

（ハ）保育所運営委託事業 73,294 72,904 保育業務委託に要した経費。

ポッポ保育園 61,055

0歳児 5人 4歳児 21人

1歳児 2人 5歳児 7人

2歳児 15人

3歳児 8人 計 58人

保育所 金額

ひまわり保育園 0歳児 2人 8,089

（湯浅町） 2歳児 2人

4歳児 3人

武者越保育所 2歳児 1人 2,035

4歳児 1人

（湯浅町） 5歳児 1人

向島保育所 0歳児 1人 245

（湯浅町）

正明保育所 2歳児 1人 612

（新宮市）

コスモス保育園 4歳児 1人 414

（有田川町）

箕島保育所 2歳児 1人 454

（有田市）

（ニ）一時預かり事業 1,507 1,507 専業主婦家庭等の育児疲れ解消、急病や断続的勤務・短時間勤務等の

勤務形態の多様化等に伴う一時的な保育の補助に要した経費。

【実施保育所】 ポッポ保育園

【年間延べ児童数】 93人

（ホ）地域子育て支援拠点事業 7,842 7,842 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】 ポッポ保育園

【事業実績】

　　○子育て相談 53件

　　○子育て支援活動「ちびっこクラブ」開催

開催数 42回

延べ参加者数 757人

　　　 　　　　　　　　　　「赤ちゃんクラブ」開催

開催数 33回

延べ参加者数 340人

（ヘ）第三子以上に係る育児支援 150 44 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）

助成件数 4件

（ト）第三子以降に係る保育料 644 342 少子化社会の中で積極的に第三子以降を生み育てようとする世帯の経済的

　　 助成事業 負担を軽減するため、第三子以降の児童に係る利用施設の保育料等に要す

る費用を助成し、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりに

資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）

助成件数 2件

小学校修了前非被用者(第1.2子)

小学校修了後中学校修了前被用者

園児数（平成29年度中の入所人員)

小学校修了後中学校修了前非被用者

特例給付

園児数（平成29年度中の入所人員)

小学校修了前被用者(第1.2子)

　　　　　　〃　　　　　(第3子以降)　

　　　　　　　〃　　 　　(第3子以降)　

非被用者(3歳未満)

被用者(3歳未満)

区　　分
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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 1,074 816 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 790 名

（うち広川町 145 名）

　 （３）なかよし子ども園費 142,148 141,304 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（H30年3月末現在) 種備品の充実、園児・教職員の健康管理の充実に要した経費。

142　名

（右のいずれに
もあてはまるこ
と。）
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額

衛生費

１．保健衛生費

（１）保健衛生総務費

（イ）老人保健推進事業費 9,760 9,477 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） 465

特定検診（医療機関） 146

胃がん検診 476

子宮がん検診 406

肺がん検診 673

乳がん検診 287

大腸がん検診 695

健康教育 1,815

健康相談 2,067

訪問指導 390

歯周病検診 28

（ロ）保健福祉センター用備品 716 460 健康相談及び運動教室実施のための備品購入に要した経費。

　　　等購入事業 品名 配備場所 個数

会議用テーブル 保健センター倉庫 １１台
運動教室用扇風機 町民体育館 ２台

（ハ）災害時救護活動用備品購 1,088 647 災害時救護所運営のための準備に要した経費。

　　　入事業 配備場所

品名 個数 品名 個数
四つ折り担架アルミ製 2 災害多人数救急箱２０人用 5
イージーレスキュー・バディ・プロ 2 血圧計 5

トランシーバー 4 聴診器 5

簡単テント 3 携帯用救急バック 5

（２）予防費

（イ）各種予防接種事業 21,831 20,912 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）

55 291

207 2,385

139 1,099

84 596

199 1,765

200 2,434

49 536

49 516

54 412

1,316 6,851

88 815

156 965

403 1,186

152 1,061

（ロ）狂犬病予防事業 140 93 狂犬病予防注射に要した経費。

登録頭数 Ａ 345頭

予防注射頭数 Ｂ 224頭

率 Ｂ／Ａ 64.93%

（３）環境衛生費

（イ）鼠族昆虫駆除費 83 55 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 2,358 2,358 組合立火葬場の負担金に要した経費。

（ハ）霊苑管理費 641 641 広川霊苑の維持管理に要した経費。

男山焼会館倉庫

Ｈib

高齢者肺炎球菌

小児用インフルエンザ

小児用肺炎球菌

麻疹・風疹混合（ＭＲ）１期

麻疹・風疹混合（ＭＲ）２期

ＢＣＧ

水痘

Ｂ型肝炎

項　　　目 摘　　　　　　　　要

予防接種名

日本脳炎（２期）

高齢者インフルエンザ

二種混合（ＤＴ）

四種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）

日本脳炎（１期）
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

（４）公害対策費 370 360 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

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

（５）母子保健費

（イ）乳幼児健診等事業 2,249 1,983 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） 11 45

7ヶ月児健診 （栄養、保健指導） 6 53

10ヶ月児健診 （内科） 12 44

1歳児健康相談 （栄養、保健指導） 6 42

1才6ケ月児健診 （内科歯科） 4 38

２才児歯科相談 6 39

３才児健診 （内科、歯科） 3 42

発達相談 18 48

育児支援教室 44 108

（ロ）妊婦健康診査費助成等事業 4,048 3,351 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。

平成29年度受診者数 39 名

（ハ）不妊治療費助成事業 430 148 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

一般不妊治療

特定不妊治療

助成期間 連続する2年間

一般不妊治療 2 件

特定不妊治療 2 件

（ニ）チャイルドシート購入助成 300 298 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 30 件

1年度あたり上限30,000円

1年度あたり上限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

検査結果

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

一般細菌、大腸菌群等で基
準値の超過があるが、通常
の範囲内であり、特に問題
はない。

検査項目

厚生省令第５６号全項目及
びﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚ
ﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

助成額

助成件数

広川生コン上流、下流
落合合流

検査項目
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

２．清掃費

（１）塵芥処理費

（イ）ごみ処理事業 26,084 25,348 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 5,906

　下級鉄屑等 49.9.t

　廃家電 9.6ｔ

　混合廃棄物 250.2㎥

　草木土 106.8㎥

　電池 1.95t

　冷蔵庫 2台

　タイヤ 36本

再資源化処理 329.8t 3,267
　〃　（プラスチック） 164.0t

　〃　（消火器） 27本

可燃物収集 1,012.1t 7,818

不燃物収集 2,673

不燃物選別 120日 2,195

ブル運転業務 120日 396

一時置場管理等 168日 1,383

指定袋販売委託 37.5万枚 1,710

（ロ）美化運動推進事業費 3,849 3,175 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 620

【実施地区明細】

湊浜町 湊中町 昭和通北 みどり区

上中野 殿 柳瀬 前田

猿川

計 9 団体

600

【助成団体】 12団体

　　○区内美化運動推進事業補助 1,602

【実施地区明細】

西浜町 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 32 団体

　　○生ごみ処理機購入助成 353

助成件数 8件

（３）し尿処理費

（イ）有田衛生施設事務組合費 199,721 199,560 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 13,608 13,188 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 19 9,462 3,154

6～7人槽 6 3,726 1,242

8～50人槽 0 0

単独槽撤去 0 0

計 25 13,188 4,396

　　○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

１．農業費

（１）農業委員会費 10,108 10,022 農業委員会の運営等に要した経費。

農業委員会開催 12回

（２）農業振興費

(イ）有害鳥獣駆除費 5,866 5,417 有害鳥獣駆除に要した経費。

【延べ出動日数】 21（15） 回

【延べ出動人員】 60（29） 人

※(　)内はｻﾙ出動に係るもの

【有害鳥獣捕獲数】

　　○サル　10頭　　　　○シカ　410頭

　　○イノシシ 254頭　　○ｱﾗｲｸﾞﾏ　16頭　　

（ロ）有田みかんと広川町の観光 252 189 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】 11月24日 11月21～22日

【場所】 神戸市 札幌市

【実施内容】

（ハ）高品質果実生産促進事業 980 946 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 　　30戸 （  41園地）　 450.5ａ

【事業費】 千円

全体事業費 3,784

　うち町費（21,000円/10a） 946

　うちその他 2,838

（ニ）農産物鳥獣害防止対策事業 2,590 1,993 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。

県費補助事業 町単独事業

千円 千円

全体事業費 1,636 1,504

うち国費 0 0

うち県費 735 0

うち町費 737 521

うち自己負担 164 983

受益戸数、面積 5戸　1.27ha 9戸　2.34ha

（ホ）狩猟免許取得支援補助事業 289 253

銃猟免許 1名

わな猟免許 1名

（ヘ）猟友会補助事業 437 437

（ト）有田みかん消費拡大対策 864 864

　　　事業補助金

（チ）環境保全型農業直接支払 285 174

　　　事業

協定組織数 1組織

対象農用地 畑  3.4ｈa

個人農家9名事業主体
広川町鳥獣被
害対策協議会

事業内容

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として５割以上低
減する取組と草生栽培を組み合わせた取組を行う農業者団体を支援するのに
要した経費。

新たに野生鳥獣の捕獲に取り組む農家が狩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。

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。

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
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。

免許取得者

防止柵
L=2,104m

有田みかん及
び観光パンフ
レットの配布
パネル・ポス
ターの掲示

卸売業者、仲
卸業者への表
敬訪問

項　　　目 摘　　　　　　　　　要

防止柵
L=1,955ｍ
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　　要

（リ）経営体育成支援事業 3,717 3,147

【事業主体】 広農事研究会

【事業概要】

乾燥機　１基　、　コンバイン　１台

（３）農業者年金事務費 4,635 4,626 農業者年金の加入促進等に要した経費。

（４）経営所得安定対策等推進事業費 1,736 1,554

（５）土地改良事業費

（イ）農業基盤整備促進事業 15,800 5,358 西広北山地区の農道・水路改修に要した経費。

（繰越明許費 工種 事業内容 事業費 5,358

10,442） 千円

委託料 測量設計業務 5,358

（ロ）西広農道土捨場整備事業 600 540 西広農道土捨場維持管理に要した経費。 540

工種 事業内容 事業費

千円

工事費 木材チップ工　１式 540

（ハ）危険ため池廃止事業 2,500 2,197 『唐尾８』池廃止工事に要した経費。 2,197

工種 事業内容 事業費

千円

工事費 2,197

（ニ）農村地域防災減災・ため池 17,000 17,000 ため池改修事業申請に必要な計画書作成に要した経費。 17,000

　　　整備事業 工種 事業内容 事業費

千円

委託料 事業計画書作成　2箇所 17,000

（ホ）町単土地改良事業 8,000 7,311 農道、水路の改良に要した経費。 7,311

工種 事業内容 事業費

千円

工事費 14件 6,768

原材料費 9件 543

（ヘ）土地改良施設維持管理適正 2,933 2,640 大正池浚渫事業賦課金に要した経費。

　　　化事業賦課金

（６）地籍調査事業費 58,313 36,775 地籍調査に要した経費。

（繰越明許費 調査地区 事業内容 事業量（ｋ㎡）

20,168） 広の一部 測量 0.41

（７）中山間地域等直接支払事業費 22,816 22,771

協定集落数 16集落

協定農家数 336戸

団地数 38団地

対象農用地 田  81,430.㎡

畑  2,227,110.㎡

（８）多面的機能支払事業費 25,354 24,410

農地維持・共同活動

認定組織数 14組織

対象農用地 田  86.81ｈa

畑  371.76ｈa

施設の長寿命化

認定組織数 10組織

対象農用地 田  83.04ｈa

畑  321.58ｈa

張芝工 63m2
石積工 26m2
暗渠配水管敷設
5m

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。

地域共同による農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全管理活動、
地域資源の適切な保全管理のための推進活動及び地域資源の質的向上を
図る共同活動及び施設の長寿命化のための活動等の支援に要した経費。

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。

中心経営体等の育成・確保を図るため、経営体育成支援事業実施要綱に基
づき行う農業用機械等の導入等の補助に要した経費。
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　　要

２．林業費

（１）林道新設費

（イ）町単独事業 10,000 9,076 林道関係町単独工事等に要した経費。 9,076

工種 事業内容 事業費

千円

工事費 7,888

委託料 1,188

（２）治山事業費

（イ）防災対策治山事業 1,000 91 町単独防災対策治山事業に要した経費。

工種 事業内容 事業費

千円

工事費 1件 91

３．水産業費

（１）漁港管理費

（イ）漁港内土砂排土等維持補修 471 322 町管理海岸及び漁港の維持管理工事に要した経費。

　　　事業 【事業内容】

排土工　2件

（ロ）唐尾漁港引込柱改修事業 486 433 唐尾漁港引込柱改修に要した経費。

【事業内容】

維持管理工事
1件
災害関連工事
4件
土捨場復旧工
事1件
林道橋点検業
務　7橋

平成29年6月21日に強風によって倒壊した引込
柱を改修し、基盤を漁港内工作物(荷捌所)へと移
設する。
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額

商工費

１．商工費

（１）商工振興費

（イ）商工業振興事業 3,042 3,015 商工業の振興に要した経費。

○商工会助成 3,000

千円

経営改善普及事業 3,000

（ロ）西之町共同作業所解体事業 1,393 1,188 西之町共同作業所解体に要した経費。

【事業内容】

木造平屋倉庫解体撤去

（２）観光費

（イ）観光振興事業 71,611 70,472 観光振興に要した経費。

○公衆便所維持管理費 2,225

○ふれあい館維持管理費 2,031

○山本キャンプ場維持管理費 455

○観光案内所維持管理費 1,660

○その他観光振興に要した経費 2,074

○ふるさと寄附金協力者への贈呈用特産品

事業費 62,027 千円

寄附件数 12,274 人

寄付額 136,809 千円

項　　　目 摘　　　　　　　　要

事業概要
ふるさと納税寄附者に対し、地元特産品を返礼
する。
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額

土木費

１．道路橋梁費

（１）道路橋梁総務費 8,905 7,561 街灯の新設、修理及、電気代に要した経費。 5,398

（イ）街灯・防犯灯管理事業 工種 千円

千円

電気代 3,664

新設（共架式） 145

　〃 （自立式） 1,384

修理 205

町内防犯灯のＬＥＤ化に要した経費。 2,163

工種 事業費

千円

工事費 2,163

（２）道路維持費

（イ）道路維持補修費 28,923 28,722 道路維持補修に要した経費。 28,722

千円

工事費 28,044

原材料費 678

（ロ）広川南インターの管理 1,120 403 広川南インターの維持管理に要した経費。 403

千円

管理委託料 322

負担金 81

（３）道路新設改良費

（イ）社会資本整備総合交付金 130,586 91,398 町道岩淵線災害防除事業他2事業の実施に要した経費。

　　　事業 （繰越明許費 ○ 29年度分 58,018

38,514） 事業名 事業費

千円

○ 28年度分（繰越分） 33,380

事業名 事業費

千円

（ロ）狭あい道路整備等促進事業 113,253 93,160 町道南広東1号線改良事業他2事業に要した経費。

（繰越明許費 ○ 29年度分 68,307

17,249） 事業名 事業費

千円

南広西38号
線改良事業

・もたれ式擁壁　139㎥
・重力式擁壁 　　6.8㎥
・U型側溝据付  　11m
・舗装工        　255㎡
・補償（立木・工作物等）

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

13,117

19,400

交通安全施
設整備事業

25,501

事業内容

岩淵線災害
防除事業

岩淵線改良
事業

33,380

24,912

南広西10号
線改良事業

3,864

南広東1号線
改良事業

岩淵線改良
事業

39,531

事業内容

３基（区要望に基づくLED防犯灯）

３基（区要望に基づくLED防犯灯）

１０箇所（町所有街灯）

・L=39.2m
・ﾓﾙﾀﾙ吹付　876㎡

・工事費　前払金

・カラー舗装工　1498㎡
・側溝蓋工161m
・自由勾配側溝工　58m

・軽量盛土工L=51m
・舗装工510㎡
・EPﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ工L=22m

・改良工事　L=215m
・法面工　189㎡
・排水構造物工　1式
・擁壁工　131㎥
・ブロック積工　160㎡

・Ｌ型街渠　       11.9m
・自由勾配側溝　17.2m
・舗装工　　　　  　263㎡

事業内容

事業内容

45件

区所有の蛍光灯等防犯灯
63ヶ所のＬＥＤ化
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

○ 28年度分（繰越分） 24,853

事業名 事業費

千円

（ハ）普通県費補助道路整備事業 16,700 16,697 町道南広西15号線改良事業に要した経費。 16,697

事業名 事業費

千円

（ニ）避難道路整備事業 11,000 700 町道広西59号線避難道路改良事業に要した経費。 700

（繰越明許費 事業名 事業費

9,124） 千円

（ホ）町単独町道小鶴谷線改良 80,157 53,637 町道小鶴谷線改良事業に要した経費。

　　　事業 （繰越明許費 ○ 29年度分 13,600

26,400） 事業名 事業費

千円

○ 28年度分（繰越分） 40,037

路線名 事業費

千円

（ヘ）町単独道路整備事業 10,582 8,367 町道名島・東中道路改良事業他2事業に要した経費。 8,367

（繰越明許費 事業名 事業費

2,000） 千円

（ト）公用車購入事業 973 972 産業建設課で使用しているリース車両の買い取りに要した経費。

トヨタ　ラッシュ

Ｊ２１０Ｅ－ＧＱＰＦ

南広東6号線
改良事業

・Ｌ型街渠　       44.0m
・自由勾配側溝　45.7m
・補償（立木・工作物等）

名島・東中線
改良事業

広東61号線
改良事業

・用地　172㎡

南広西15号
線改良事業

南広東1号線
改良事業

南広西38号
線改良事業

事業内容

・登記業務　・不動産鑑定業務
・用地　・補償（立木・工作物等）
・重力式擁壁         　27㎥
・ボックスカルバート　7.9m

・登記業務
・用地　482㎡
・補償（立木・工作物等）

・L=93m
・擁壁工132㎥
・自由勾配側溝工　10m

16,697

・設計業務

小鶴谷線改
良事業

・工事費　前払金

南広西10号
線改良事業

事業内容

広西59号線
避難道路

・測量業務　基準点測量他

1,139

3,870

3,358

事業内容

13,600

・用地　175㎡
・測量設計　雇上賃金

3,132

事業内容

・登記業務
・ブロック積工64㎡
・擁壁工74㎥
・落石防止網工1312㎡
・用地　1,304㎡
・補償（立木・工作物等）

事業内容

9,964

11,757

700

事業内容

40,037
小鶴谷線改
良事業
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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

（イ）橋梁長寿命化事業 51,483 41,761 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 （繰越明許費 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29年度分

　　　　事業） 7,964） の工事に要した経費。

○ 29年度分 29,014

工種 事業費

千円

○ 28年度分（繰越分） 12,747

工種 事業費

千円

（ロ）橋梁維持補修事業 588 588 橋梁維持補修工事に要した経費。 588

工種 事業費

千円

２．河川費

（１）河川総務費

（イ）河川浚渫工事 2,500 1,333 河川の改良、浚渫に要した経費。 1,333

（繰越明許費 工事名 事業費

500） 千円

L=2.5m

練石積6.8㎡ 232

L=14m

排土工112㎥ 265

101

126

62

L=350m

浚渫工 332

215

３．都市計画費

（１）都市下水路費 3,700 3,621 排水路の維持・改修に要した経費。

地　　区 箇所数 延　長（ｍ）

広東 1 2,110.0

広西 2 2,383.0

（２）風致維持向上費

（イ）街なみ環境整備事業 38,784 7,576 7,576

（繰越明許費

31,207） 工種 事業費

千円

清水川浚渫
工事

工事費

・厳の穴橋 L=6.2m
・大芝橋 L=12.5m
・前垣内第２号橋 L=8.2m
・川田橋 L=4.0m

公共土木災害申請箇所にお
ける除草工

公共土木災害申請箇所にお
ける除草工

・新谷橋 L=20.8m
・岩渕前垣内橋 L=5.1m
・権保第３号橋 L=4.7m
・鹿ヶ瀬第１号橋　L=12.2m
・鹿ヶ瀬第３号橋　L=5.0m
・柿谷第１号橋　L=8.1m

・補修設計 6橋（天洲橋、岩
渕前垣内橋、権保第３号橋、
鹿ヶ瀬第３号橋、柿谷第１号
橋、山本陸橋）

工事費
・広川ビーチ駅跨線橋修繕工
事
・鹿ヶ瀬第３号橋補修工事

稲むらの火の館周辺を中心に歴史と伝承が息づく良好な街なみ環
境の維持向上を目的とした整備事業に要した経費。

つづら谷川緊
急対応工事

事業内容

3,778

15,352工事費

13,662

12,747

事業内容

事業内容

事業内容

委託料 ・建物調査　3件

補償費 ・建物　1件 3,798

公共土木災害申請箇所にお
ける除草工

河川護岸における倒木処理
工

志出川草刈
工事

猪谷川河川
改修工事

七力谷川排
土工事

地奥谷川草
刈工事

委託料

大滝川草刈
工事

事業内容

588
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

４．住宅費

（１）住宅管理費

（イ）改良住宅維持管理費 6,959 6,787 小集落改良住宅（２３０戸）の維持管理に要した経費。

千円

住宅修繕 6,261

消耗品 5

150

家賃徴収委託料 371

（ロ）改良住宅等ストック総合改善 53,267 52,566 52,566

　　　事業

工種 事業費

千円

工事費 実施戸数＝26戸 49,374

屋根防水工、外壁塗装工

委託料 設計監理委託料 3,192

（ハ）改良住宅解体撤去及び 4,761 4,483 改良住宅の解体撤去及び跡地整地に要した経費。

　　　跡地整地事業 事業内容

（ニ）和歌山県住宅新築資金等 5,663 5,117 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。

　　貸付金回収管理組合負担金 【設立目的】

５．下水道費

（１）下水道整備費 18,793 17,156 下水道特別会計への繰出金に要した経費。

基準内繰出 5,306千円

基準外繰出 11,850千円

一部事務組合で債権を一元管理し、償還事務の効率化・
集約化により、県内統一基準による公平・公正な債権回
収を進め、最終目標である「貸付事業の終結」を目指す。

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、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。

事業内容

解体撤去戸数　２戸

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。

草刈り業務委託料
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額

消防費

１．消防費

（１）常備消防費 167,605 167,605 湯浅広川消防組合負担金に要した経費。

（２）非常備消防費

（イ）消防団員退職報償金支給 3,650 3,650 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 7名 3,650

（ロ）消防・防災施設整備事業 4,754 4,520 消防・防災施設の整備に要した経費。

施工箇所等 事業費（千円）

（ハ）避難施設新築事業 83,083 62,132 東中津波避難タワー建設工事に要した経費。 60,141

（繰越明許費 東中津波避難タワー　【施設概要】

13,887） 鉄骨造　２階建　　延床面積　201.76㎡

○29年度分

【施工費用(千円)】

工事費 16,253

合計 16,253

○28年度分（繰越分）

【施工費用(千円)】

工事費 33,211 設計監理 4,979

用地費 5,577 各種手数料 121

合計 43,888

名島避難施設新築工事に係る設計業務に要した経費。

○ 28年度分（繰越分） 1,991

（ニ）消防団車両購入事業 4,484 4,484 消防団用の小型ポンプ付き軽積載車の購入に要した経費。

第３分団・中村猪谷班

（ホ）蓄電池型避難誘導灯設置 4,822 3,941 災害発生時の避難経路に蓄電池を搭載した避難誘導灯の設置に要した経費。

　　　事業 設置地区 件数 設置地区 件数

広 5 南金屋 1

唐尾 3 名島 2

上中野 5

（ヘ）蓄光型避難誘導看板設置 1,500 1,102 避難施設の概要・方角等を記載した蓄光型の案内看板の設置に要した経費。

　　　事業 設置地区 件数

広 20

（ト）自主防災組織育成事業 140 140 「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 10

項　　　目 摘　　　　　　　　要

事業区分

87

422

唐尾消防車庫
用テレビ1台

消防団員装具備品購入
団員活動服新
調等

252

消防車庫用備品購入

消火栓修繕

消防防災用備品購入
消火栓ホース格
納箱等

1,084

広地区（仲之町）１
件、下津木（寺杣）1
件

276

消防車庫修繕等

殿・ホース乾燥柱改
修、唐尾・サイレン
取付、唐尾・旧車庫
基礎撤去、前田・サ
イレン移設

1,096

防災行政無線屋外子局移
設

前田地区1基 846

防火水槽修繕
上中野防火水
槽フェンス改修

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

457
防災行政無線戸別受信機
購入・取付

小型ポンプ付き軽積載車（デッキバンタイプ）

購入３件、取付７
件、撤去１件、アン
テナ３件
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

（チ）木造住宅耐震化促進事業 1,741 1,431 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 2 88

耐震設計 1 132

耐震改修 1 1,211

（リ）広東避難施設竣工式 538 474 広東避難施設（愛称：まもるくん）の竣工式の開催に要した経費。

竣工式

（ヌ）広東避難施設初度備品購入 4,822 3,941 広東避難施設の初度備品の購入に要した経費。

品名 個数 品名 個数

テーブル 10卓 テレビ 3台

イス 30脚 冷蔵庫 1台

和机 20卓 掃除機 4台

保管庫 1基 座布団 50枚

掛時計 2台 スリッパ 50足

平成29年 4月 8日（土）
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額

教育費

１．教育総務費

（１）教育委員会費 1,538 1,478 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

（イ）公用車購入費 1,188 1,170 教育委員会用車両の購入に要した経費。

スズキ　エブリィ

HBD-DA17V

（ロ）教育委員会用備品購入事業 191 191 教育委員会用の備品の購入に要した経費。

品名 配備場所 個数

テレビ 教育長室 1台

公印 教育委員会事務局 1個

インカム 教育委員会事務局 10台
勤怠管理用ICカードリーダー 各小中学校 6台

（ハ）広川町教育研究会補助金 1,626 1,626

【事業内容】

（３）外国青年招致事業費 10,199 9,492 外国青年を招致し、小・中学校児童生徒の英語授業の実施に要した経費。

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～H29.7

ニュージーランド Ｈ28.8～

ニュージーランド Ｈ29.8～

２．小学校費

（１）学校管理費 35,764 33,444 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 147 【主な管理運営費】

南広小学校 197 千円

西広分校 20 1,699

井関分校 － 641

津木小学校 31 1,158

【主な施設整備】

工　　事　　名 事業費

千円

【主な設備備品購入経費】

備品明細 事業概要 事業費

千円

【主な経費補助】

千円

津木小通学費補助 122

　　○補助児童数 8名

１年生 1名

２年生 0名

３年生 1名

４年生 3名

５年生 2名

６年生 1名

プールシャワーの排水が隣地へ流
れ出た事による排水改修

校医、薬剤師報酬

400

事業概要

Ａ　Ｌ　Ｔ　氏　名

マリー・クリストファー・アンガス

レックス・イマニュエル・アレクサンダー・ミチクレナ

オニール・キャラム・ウイリアム

教育の充実やその他学校毎の特色のある活動を支援するための事業に要し
た経費。

項　　　目 摘　　　　　　　　要

608

2,686

児童等健康検査費

小学校管理用備
品購入

広小本館図書室北
面外壁塗装修繕工
事

南広小プールシャ
ワー排水改修工事

南広小：給食冷蔵庫1台、支援教室
変更のパーティション6台
津木小：印刷機1台　等

広小講堂排煙窓
操作盤修繕工事

704

教職員の研修、有田郡音楽会、特別支援指導、保健
指導等

図書室北面から雨漏りがするため
当該箇所を塗装

消防設備点検において、排煙設備の不
良が発見されたため修繕を実施

南広小児童送迎委託料
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

（２）教育振興費 21,047 20,233 ５校（分校含む。）の教育振興に要した経費。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 2,691

　　○児童数（５月１日現在）

要保護児童 1人

準要保護児童 30人

特別支援教育就学奨励費 325

　　○児童数 10人

特別支援教育支援員雇上賃金 2,553

　　○支援員数 2人

コンピュータリース料 9,416

　【リース明細】

　○広小学校ＰＣ教室

　　　■リース期間

　　　■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

　　　■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 H26.6月～Ｈ31.5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 H26.6月～Ｈ31.5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

　　　■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

ジュニア防災士検定受検事業 286

【事業目的】

【事業内容】

受験者数（初級） 71人

受験者数（中級） 63人

３．中学校費

（１）学校管理費 24,531 22,993 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と

生徒数（5月1日） 単位：人 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 182 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 14

【主な管理運営費】

千円

校医、薬剤師報酬 977

生徒等健康検査費 396

（広小1人,南広小1人,津木小0人）

各小学校で防災教育に取り組んでいる４年生６年生を対象に検定
を実施し、実施後にも課題を行うことで防災意識の定着を図る。

（広小1人,南広小0人,津木小0人）

（広小20人,南広小36人,津木小7人）

（広小27人,南広小37人,津木小7人）

H24.7月～Ｈ29.6月、H29.7月～H34.6月

H24.7月～Ｈ29.6月、H29.7月～H34.6月

H24.7月～Ｈ29.6月、H29.7月～H34.6月

（広小4人,南広小5人,津木小1人）

近年の異常気象に伴う災害等から身を守るため、防災教育の一環
に取り入れ防災意識の向上と定着を高める。

（広小24人,南広小6人,津木小0人）
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

【主な施設整備】

工　　事　　名 事業費

千円

【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

体育大会等参加費補助 1,193

（２）教育振興費 15,178 11,904 ２校の教育振興に要した経費。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 1,960

　○生徒数（5月1日現在）

要保護生徒 0人

準要保護生徒 18人

特別支援教育就学奨励費 132

  ○生徒数 3人

特別支援教育支援員雇上賃金 1,302

　　○支援員数 1人

コンピュータリース料 4,777

　【リース明細】

　○耐久中学校ＰＣ教室

　　　■リース期間 H28.2月～H33.1月

　　　■リース機器 ｻｰﾊﾞー機　　　1　台

教師用PC　　　1　台

生徒用PC　 　35　台

　○津木中学校ＰＣ教室

　　　■リース期間

　　　■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

４.社会教育費

（１）社会教育総務費

（イ）人権教育総合推進事業 90 63 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6.5時間 延べ155名

　南広小学校 延べ6時間 延べ111名

　津木小学校 延べ6時間 延べ110名

（耐久中0人,津木中0人）

（耐久中18人,津木中0人）

（耐久中3人,津木中0人）

（耐久中1人,津木中0人）

H24.7月～Ｈ29.6月、H29.7月～H34.6月

事業概要

中学校管理用備
品購入

ウォータークーラー2台（耐久中・津
木中）、印刷機1台（耐久中）　等

831

事業概要

貯水槽ポンプが劣化等により損傷し
ているため交換

特別教室棟のPC教室に接する面の
雨漏り対策塗装

台風による倒木及びフェンス損傷の
復旧工事

耐久中避雷針修
繕工事

1,903
避雷針先端等が損傷しているため
改修

349

耐久中特別教室
棟南面塗装工事

516

津木中倒木撤
去・フェンス復旧
工事

361

耐久中貯水槽ポ
ンプ取替工事
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

（２）公民館費

（イ）公民館活動事業 2,320 2,210 各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 22 220

ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ 11 99

大正琴教室 22 220

太極拳 22 528

ヨガ講座 22 704

エアロビクス講座 22 462
骨盤ｽｯｷﾘ美肌ｴｸｻｻｲｽﾞ 22 363

料理講座 11 88

手編み講座 22 176

フラダンス講座 22 198

ひつじくらぶ 11 77

コーラス教室 11 99

陶芸教室 22 374

パン講座 8 88

美術館鑑賞講座 1 21

正月花講座 1 8

短期ヨガ講座 12 180
としこばぁちゃんの絵画教室 17 153

短期パソコン講座 4 20

ペーパークラフト講座 6 72

英会話講座 10 90

着物リメイク講座 5 60

マーマレードづくり講座 1 14

ハイキング講座 3 45

チャレンジ体験館 5 193

広公民館 着付け講座 12 180

絵手紙講座 4 84

南広公民館 写真講座 4 40

写経講座 4 120

なぎ婦人会 美ボディエクササイズ 6 60

図書室講座の開催に要した経費。

内　　容 開催数 受講者数

回 人

わくわくタイム 16 309

ほっとタイム 2 42

おはなし会 20 361

耐久大学の活動に要した経費。

【開校日】 毎月第2土曜日　他　　13回

【講座日程】 午前　教養講座 午後　専科講座

【社会見学】 1回 （5月25日）

【学生数】 78人

（ロ）公民館施設整備事業 1,650 1,502 公民館施設等の整備に要した経費。

工　　事　　名 事業費

千円

（ハ）図書室用図書購入 2,000 1,972 図書室に配置する図書等の購入に要した経費。

種　類 冊数（枚数）

一　般　書 1,006

児　童　書 494

（ニ）地区集会施設新築等事業 20,000 20,000

　　　補助事業

地　　区 補助額（千円）

前田 20,000新築【鉄骨造平屋建て157.25㎡】

津木公民館敷地
コンクリート舗装

「広川町地区公民館等集会施設の新築等事業補助金交付要綱」の規定に基
づき地区が実施する集会所改修事業の補助に要した経費。

玄関前のコンクリート舗装　25㎡

会議用テーブル　20台

事業概要

町民会館管理用
備品購入

1,264

238

事業内容
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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

（イ）青少年育成推進大会開催 360 206 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

講師：住田　裕子

○出　席　者 333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

（ニ）放課後まなびルーム事業 240 206 放課後まなびルーム（学習会）開催に要した経費。

内　　容 開催数 受講者数

○放課後開催学習会 回 人

・広小学校

　全学年対象

　視写、音読、算数等

・耐久中学校

　３年生対象

　英語、数学

（ホ）児童公園遊具撤去及び新設 332 313 上長川チビッコ広場の遊具の撤去及び新設に要した経費。

　　　事業 【事業内容】

（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）文化財保存修復補助事業 2,468 2,053 文化財の修復、改修費用の補助に要した経費。

○28年度分（繰越分）

【事業主体】 広八幡神社 養源寺 円光寺

【事業内容】

【事業費】 千円 千円 千円

総事業費 49,520 274 131

国費 42,092

県費 1,857

町費 1,857 131 65

自己資金 3,714 143 66

【補助率（町）】 3.75% 50.00% 50.00%

（ハ）広村堤防追加指定資料作成 129 129 広村堤防の史跡追加指定に必要な資料作成委託に要した経費。

　　　事業

（５）男山焼会館運営費

（イ）会館運営費 4,937 4,545 　男山焼会館の管理運営に要した経費。

『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

防災施設等工事
（警報設備工事、
防犯設備工事、
消火設備工事
等）

養源寺書院屋根
修繕（台風被害）

円光寺ソテ
ツ治療

○29年度分

団体名

43 679

39 277

ブランコ1基の撤去及び新設

10月14日

「変わりゆく社会の中で、守りたい いのちと心」
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

（６）稲むらの火の館運営費

（イ）稲むらの火の館運営費 29,973 27,761 　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）

H25 40,294 11,819

Ｈ26 30,589 8,841

Ｈ27 28,481 8,201

Ｈ28 29,732 8,470

Ｈ29 29,595 8,674

（ロ）世界津波の日コーナー設置 10,800 10,800 稲むらの火の館において世界津波の日コーナーの設置に要した経費。

　　　事業 【設置内容】

【設置場所】

（ハ）ホームページ改修事業 486 486 稲むらの火の館ホームページ改修に要した経費。

【事業内容】

（ニ）海外出張に係る旅行手配業務 2,517 2,517 町長等の太平洋島嶼国訪問に要した経費。

　　　委託

平成29年4月29日～5月5日

５．保健体育費

（１）保健体育総務費

（イ）スポーツ振興事業 4,061 3,481

【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 10 2 保育園、小学生

海洋ｽﾎﾟｰﾂ 10 18 小中、高校生

少年ﾊﾞｽｹｯﾄ 20 61 小学生

少年ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 10 27 小学生

バレーボール 10 7 小学生

ドッジボール 5 21 小学生

卓球 10 20 一般

ソフトテニス 18 75 一般

ソフトバレー 9 17 一般

【主な大会行事】

種目 開催日 参加者数

水泳 7/28(金) 35名

ソフトテニス 8/20(日) 202名
バスケットボール（3×3） 中止 -

卓球 8/6(日) 28名

バドミントン 7/30(日) 34名

ソフトバレー 9/24(日) 85名

ゲートボール 10/12(木) 16名

グランドゴルフ 10/17(火) 31名

合計 431名

（前年度474名）

　　開催日１月２８日（日）

【その他】

プール一般 7月9日から8月27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　62名

18歳以上　 36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 180名

　スポーツ振興に要した経費。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。

体育協会主催の第23回駅伝大会を共催し、49
チーム（約270名）の参加を得た。町民駅伝大会

日程 内容

稲むらの火の館ホームページにＶＲパノラマページ等
を追加

世界津波の日に関する展示

津波防災教育センター３階企画展示室

ハワイ太平洋津波博物館視察

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７回広川町ス
ポーツ大会
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

（ロ）学校給食特別会計繰出金 49,951 49,903 　学校給食特別会計への繰出金に要した経費。

（２）体育施設費 16,186 14,599 　各体育施設の維持管理及び施設整備に要した経費。

【施設整備事業】

事業名 事業費

千円

4,832,154 4,482,464

事業内容

一般会計歳出合計

61

町民テニスコート
改修工事

男山球場ピッ
チャープレート等
購入

平成２９年４月より小学校低学年
チーム（Cチーム）の塁間及びピッ
チャーからホームベースまでの距離
が変更になったため、新たに設置。

2,538
人工芝が剥がれてきており事故の
恐れがあったため剥離部分を改
修。
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額

学校給食特別会計

１．保健体育費

（１）学校給食費

（イ）学校給食運営費 80,640 78,329 平成29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 169 193 31,908

南広小学校 222 190 40,362

西広分校 22 192 3,881

津木小学校 49 187 7,787

耐久中学校 205 184 36,654

津木中学校 24 184 3,955

計 691 ― 124,547

歳　　出　　合　　計 83,042 80,729

単位：千円

項 目 予 算 現 額 決　算　額

町営浴場運営特別会計

1．保健衛生費

（１）環境衛生費

（イ）浴場運営費 12,723 12,677 　町営浴場の維持運営に要した経費。

平成29年度入浴者数 単位：人

営業日数 １２歳以上の者 29,508

328日 １２歳以上のサウナ利用者 1,164

１２歳未満の者 1,388

１２歳未満のサウナ利用者 13

洗髪 10,446

歳　　出　　合　　計 12,723 12,677

単位：千円

項 目 予 算 現 額 決　算　額

国民健康保険特別会計事業勘定予算

１．総務費

（１）総務管理費

（イ）国保資格管理等用電算 7,415 6,952 国保関係システム機器保守等に要した経費。

　処理費 千円

機器保守料 270

ｼｽﾃﾑ変更委託料 6,682

（ロ）給付事務共同電算処理 1,766 1,621 給付事務共同電算処理に要した経費。

　費 件

処理件数 142,783

２．保険給付費

（１）療養給付費 621,000 613,143 療養給付費に要した経費。

件

入院 552

入院外 24,380

歯科 4,023

調剤 5,930

入院時食事療養費 527

訪問看護療養費 78

（２）療養費 15,600 14,239 療養費に要した経費。

件

柔道整復 2,261

アンマ・マッサージ・ハリ・キュウ 43

その他 19

（３）審査支払手数料 2,281 2,073 診療報酬明細書審査に要した経費。

件

審査支払手数料 37,266

電算処理手数料 34,866

（４）一般被保険者高額療養費 83,026 83,026 一般被保険者高額療養費に要した経費。 1,527 件

（５）退職被保険者高額療養費 1,974 87 退職被保険者高額療養費に要した経費。 4 件

（６）一般被保険者高額介護合算 400 22 一般被保険者高額介護合算療養費に要した経費。 2 件

　　 療養費

（７）一般被保険者移送費 264 203 一般被保険者移送費に要した経費。 1 件

項　　　目 摘　　　　　　　　要

摘　　　　　　　　要

摘　　　　　　　　要
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

（８）出産育児諸費 5,463 5,023 出産育児一時金の支給等に要した経費。 12 件

（９）葬祭諸費 510 390 葬祭費の支給に要した経費。 13 件

３．後期高齢者支援金 139,300 138,882 後期高齢者支援金に要した経費。

４．前期高齢者納付金 501 501 前期高齢者納付金に要した経費。

５．介護納付金 63,800 63,203 介護納付金に要した経費。

６．共同事業拠出金 362,716 308,716 高額医療費共同事業拠出金に要した経費。 30,212 千円

保険財政共同安定化事業拠出金に要した経費。 278,504 千円

７．保健事業費

（１）特定健康診査等事業費 6,838 5,964 特定健康診査等事業に要した経費。

対象者 1,889名

受診者 635名

受診率 33.6%

（２）保健事業費 3,386 3,160 人間ドック検査に要した経費。 委託料 240千円

受診者数 8名

脳ドック検査に要した経費。 委託料 2,170千円

受診者数 87名

その他の事業に要した経費。 750千円

歳　　出　　合　　計 1,364,190 1,283,481

単位：千円

項 目 予 算 現 額 決　算　額

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 150,562 148,220 後期高齢者医療広域連合納付金に要した経費。

千円

1,930

4,590

23,984

43,162

74,554

２．保健事業費 300 267 脳ドック検査に要した経費。

委託料 267千円

受診者数 10名

歳　　出　　合　　計 156,294 153,702

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

１．総務費

（１）総務管理費

（イ）介護保険電算システム保 3,675 3,449 介護保険用電算機器及びシステムの変更及び保守に要した経費。

　守料

（ロ）介護予防サービス計画 5,321 3,120

　作成委託

施設数 16施設

件数 699件

（ハ）第７期介護保険事業計画 2,160 2,041 第７期介護保険事業計画策定業務委託に要した経費。

　策定業務委託

（ニ）介護システム機器更改・ク 7,397 6,873 介護システム機器更改・クラウド化事業に要した経費。

　ラウド化事業

（２）介護認定審査会費

（イ）かかりつけ医意見書作成 2,204 1,722 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 92 497

在宅継続分 164 709

施設新規分 79 341

施設継続分 54 175

摘　　　　　　　　要

保険料分

療養給付費負担金分

事務費（一般会計分）

保健基盤安定制度負担金

摘　　　　　　　　要

事務費（特別会計分）

介護予防サービス利用のための、介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの
計画作成に要した経費。
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

（ロ）指定居宅支援事業者等 152 88 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 29件

２．保険給付費

（１）介護サービス等諸費

（イ）居宅介護、介護予防 298,669 280,575 居宅介護サービス給付費に要した経費。 250,019

　 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 699 9,215 36,654

訪問看護 288 2,029 8,849

訪問リハビリ
テーション

31 198 1,115

通所介護 1,338 12,410 96,738

通所リハビリ
テーション

161 1,333 11,893

福祉用具貸与 1,075 30,886 14,847

短期入所生活
介護

593 7,338 52,249

短期入所老健
施設

19 70 715

居宅療養管理
指導

158 288 1,119

特定施設生活
介護

138 4,029 25,840

介護予防サービス給付費に要した経費。 30,556

種類 件数 日数・回数 介護給付費

件数 日・回 千円

訪問介護 224 1,635 4,325

訪問看護 112 636 2,618

訪問リハビリ
テーション

0 0 0

通所介護 320 2,485 7,265

通所リハビリ
テーション

85 471 2,411

福祉用具貸与 341 10,082 3,031

短期入所生活
介護

50 364 1,880

短期入所老健
施設

6 18 160

居宅療養管理
指導

39 70 295

特定施設生活
介護

113 3,370 8,571

（ロ）地域密着型介護サービス 70,373 61,997 地域密着型介護サービス給付費に要した経費。 61,997

　 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

104 3,030 23,569

認知症対応型
共同生活介護

89 2,577 21,930

小規模多機能
型居宅介護

23 4 5,100

地域通所介護 206 1,279 10,005

地域密着型介護予防サービス給付費に要した経費。

種類 件数 日数・回数 介護給付費

件数 日・回 千円

認知症対応型共
同生活介護予防 6 184 1,393
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

（ハ）施設介護サービス給付費 264,402 264,402 介護老人福祉施設サービス給付費に要した経費。 203,355

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
ﾎｰﾑ喜成会

8 211 1,925

特別養護老人ﾎｰ
ﾑ第二親和園 24 652 5,603

特別養護老人
ﾎｰﾑ西庄園

8 220 1,678

ｿﾝﾘｯｻきみさと 12 365 3,183

特別養護老人
ﾎｰﾑ愛宕苑

24 721 6,328

特別養護老人
ﾎｰﾑありだ橘苑

14 426 3,044

特別養護老人
ﾎｰﾑ潮光園

194 5,418 43,082

特別養護老人
ﾎｰﾑ寿楽園

24 730 5,623

介護老人福祉施
設広川苑

430 12,500 74,559

特別養護老人ﾎｰﾑなつあけ
の里ささゆり苑 254 7,132 47,026

特別養護老人
ﾎｰﾑ吉備苑

16 456 4,906

特別養護老人
ﾎｰﾑゆら博愛園

24 680 6,398

介護老人保健施設サービス給付費に要した経費。 61,047

施設名 件数 日数・回数 介護給付費

件 日・回 千円

介護老人保健施
設光苑

12 364 3,075

ﾗ･ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ 4 111 990

ｸｵﾘﾃｨﾗｲﾌ和歌
山

12 365 2,750

介護老人保健施
設ﾗｲﾌｹｱ有田

166 4,615 44,528

介護老人保健施
設ｵﾚﾝｼﾞの郷

24 730 6,729

介護老人保健施
設 つばさ

12 365 2,975

（ニ）居宅介護予防福祉用具 1,136 737 居宅介護福祉用具購入費の給付に要した経費。 412

　 購入費 　　　　福　祉　用　具 件　数（件）

腰掛便座 7

入浴補助用具 10

居宅介護予防福祉用具購入費の給付に要した経費。 325

　　　　福　祉　用　具 件　数（件）

腰掛便座 6

入浴補助用具 7

（ホ）居宅介護予防住宅改修 3,382 2,999 居宅介護のための住宅改修費の給付に要した経費。 1,473

 　費 件数 18件

居宅介護予防のための住宅改修費の給付に要した経費。 1,526

件数 16件

（ヘ）居宅介護、介護予防 33,858 27,297 介護サービス計画給付費に要した経費。 23,858

　　　計画給付費　 サービス計画給付費 件数 1,923件

介護予防サービス計画給付費に要した経費。 3,439

件数 790件

（２）審査支払手数料 640 550 審査支払に要した経費。

件数 10,006件

（３）高額介護サービス等費

（イ）高額介護、介護予防サー 16,557 16,557 高額介護サービス費に要した経費。 16,447

　　　ビス費 件数 1,658件

高額介護予防サービス費に要した経費。 110

件数 28件

（ロ）高額医療合算介護、 2,643 1,949 高額医療合算介護サービス費に要した経費。 1,935

　　　介護予防サービス費 件数 81件

高額医療合算介護予防サービス費に要した経費。 14

件数 2件
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

（４）特定入所者介護サービス等費

（イ）特定入所者介護、介護 45,113 45,113 特定入所者介護（予防）サービス費に要した経費。 45,113

　 　 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

第二清風園 1 5 5

介護老人保健施
設光苑

12 364 265

ﾗ･ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ 4 111 110

ｸｵﾘﾃｨﾗｲﾌ和歌
山

12 365 361

介護老人保健施
設ﾗｲﾌｹｱ有田

121 3,062 3,848

介護老人保健施
設ｵﾚﾝｼﾞの郷

24 730 891

介護老人保健施
設 つばさ

12 365 266

特別養護老人ﾎｰﾑ
第二親和園 12 287 342

特別養護老人
ﾎｰﾑ西庄園

10 260 498

ｿﾝﾘｯｻきみさと 12 365 625

特別養護老人
ﾎｰﾑ天美苑

6 137 194

特別養護老人
ﾎｰﾑ田鶴苑

11 291 73

特別養護老人
ﾎｰﾑ愛宕苑

14 424 863

特別養護老人
ﾎｰﾑありだ橘苑

14 426 781

特別養護老人
ﾎｰﾑ潮光園

173 4,861 7,511

特別養護老人ﾎｰﾑ寿楽園 24 730 876

ｼｮｰﾄｽﾃｲ潮光園 9 224 347

在宅複合型施設ひろの里短
期入所生活介護事 127 1,548 1,863

介護老人福祉施設広川苑 434 11,300 12,573

特別養護老人ﾎｰﾑな
つあけの里ささゆり
苑

163 4,127 6,812

かぐのみ苑湯浅
ｼｮｰﾄｽﾃｲｻｰﾋﾞｽ

11 186 267

ｼｮｰﾄｽﾃｲ平安の
まち

3 61 111

特別養護老人
ﾎｰﾑ吉備苑

16 456 634

特別養護老人ﾎｰﾑ ごぼうの
郷 6 58 73

特別養護老人ﾎｰﾑゆ
ら博愛園 12 315 676
特別養護老人
ﾎｰﾑかぐのみ苑
湯浅

56 1,618 2,366

介護老人福祉施
設平安のまち

48 1,412 1,882

３．地域支援事業費

（１）介護予防・生活支援サービス

　　事業費

（イ）通所型Ｃ事業委託 2,390 2,130 通所型Ｃ事業の委託に要した経費。

施設数 1施設

件数 103件

（ロ）サービス事業費 9,178 9,178 介護予防・日常生活支援総合事業サービスに要した経費。

件数 357件

（ハ）介護予防ケアマネ事業費 1,668 1,668 介護予防ケアマネ事業に要した経費。

件数 357件

（ニ）介護予防・日常生活支援 1,655 1,392 介護予防・日常生活支援サービス計画作成の委託に要した経費。

　　　サービス計画委託 件数 305件
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

（２）一般介護予防事業費 2,302 1,445 介護予防レクササイズ事業に要した経費。

【事業概要】 介護予防レクササイズ

回数 44 回

参加人数 698 人

居場所づくりリーダー養成事業に要した経費。

【事業概要】 居場所づくりリーダー養成講座

回数 2 回

参加人数 18 人

（３）包括支援事業・任意事業費

（イ）在宅高齢者家族介護用品 2,400 1,591 在宅高齢者家族介護用品（紙おむつ）支給事業に要した経費。

　　支給事業 支給件数 67 件

（ロ）生活支援体制整備事業費 2,997 2,825 地域における高齢者の生活支援体制の整備の委託に要した経費。

【事業概要】

歳　　出　　合　　計 825,352 783,023

単位：千円

項 目 予 算 現 額 決　算　額

簡易上水道特別会計

１．簡易水道管理費

（１）検針・集金業務 1,619 1,526 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 1,493

集金業務委託料 33

（２）水質検査及び検便手数料 1,090 861 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 854

検便手数料 7

（３）水道施設維持管理費 22,051 20,465 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 12,015

電気計装関係調整業務委託 1,188

毎日残塩等測定業務委託 584

電気保安管理委託 292

漏水調査業務委託 270

宿日直者賃金 2,916

滅菌薬剤等購入費 3,200

（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）簡易水道管理システム 1,720 689 簡易水道管理システムのデータ更新に要した経費。

　　　更新委託料

（６）水道管布設替等事業 28,762 22,024 水道管布設替工事等に要した経費。

事業費

千円

3,590

10,147

6,029

688

890

680

（７）機械設備等更新・修繕事業 2,573 2,573 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

2,573

中村配水池管理道舗装工事

上中野下半田線配水管布設工事

摘　　　　　　　　要

工事名

生活支援コーディネーターによる施地活支援・介護予防の担い
手の発掘・養成、住民主体の生活支援体制の整備等

工事名

配水管鉄弁仕切弁取替工事

名島・柳瀬・殿線配水管布設替工事

西畑給水管布設替工事

町道南広東６６号線管路舗装工事

高速道路拡幅に伴う仮設配管布設工事
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単位：千円

予 算 現 額 決　算　額項　　　目 摘　　　　　　　　要

（８）公用車購入費 1,400 1,400 水道事務所用車両の購入に要した経費。

スズキ　エブリィ

ＨＢＤ－ＤＡ17Ｖ－ＥＶＡＳ－Ｌ

（９）広川簡易水道事業変更認可 12,260 9,396 広川簡易水道施設整備に係る変更認可申請書作成業務に要した経費。

　　　申請作成業務委託 【事業概要】

（１０）経営戦略及びアセットマネジ 3,519 2,916 水道事業の経営戦略策定に要した経費。

　　　メント策定業務委託 【事業概要】

（１１）基金積立金 100,990 100,990 簡易水道事業基金積立金。

２．簡易水道統合事業費

（１）広川簡易水道施設統合事業 303,000 141,630 広川簡易水道の施設整備に要した経費。

　　　 （繰越明許費 【事業概要】

138,000）

【施工費用(千円)】

工事費 3,870 補償費 8,171

用地費 54,075 委託料 74,753

事務費 761 合計 141,630

歳　　出　　合　　計 539,168 364,313

単位：千円

項 目 予 算 現 額 決　算　額

下水道特別会計

１．下水道管理費

（１）下水道施設維持管理費 7,890 7,304 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29年度末　処理戸数 5 57

※平成30年3月現在

（２）施設維持管理業務委託 4,711 3,760 広港浄化センター等の維持管理業務に要した経費。

【事業概要】

（３）下水道基本計画策定業務委託 6,000 6,000 下水道事業の基本計画変更に要した経費。

【事業概要】

歳　　出　　合　　計 25,804 24,265

摘　　　　　　　　要

アセットマネジメントを行い、水需要、財政収支等を予測し、水道
事業が将来にわたって安定的に継続していくための経営戦略を
策定した。

水源地（取水場）、配水池、浄水場の新設に伴う用地・補償及び
管路の整備。また、施設整備に伴う設計業務等。

浄化センター（下水処理場）及びマンホールポンプ場の運転状
況の確認や汚泥処理及び水質管理等の実施。

計画下水処理区域の見直しを行い、事業の変更基本計画を策
定した。

広川簡易水道の水源地、配水池及び浄水場等の施設整備を行
うための変更認可申請を実施した。

39


