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１　会計別予算総括

当初 12月補正後

予算額 予算額 予算額 予算額 増減 伸率 増減 伸率

29,870,000 29,890,000 33,088,095 31,900,000 2,010,000 6.7 △ 1,188,095 △ 3.6

公 営 住 宅 事 業 344,000 382,000 456,435 351,000 △ 31,000 △ 8.1 △ 105,435 △ 23.1

財 光 寺 南 土 地 区 画 整 理 事 業 30,000 91,800 91,800 29,000 △ 62,800 △ 68.4 △ 62,800 △ 68.4

城 山 墓 園 事 業 6,300 6,300 6,300 6,300 0 0.0 0 0.0

簡 易 給 水 施 設 2,600 2,400 5,200 2,600 200 8.3 △ 2,600 △ 50.0

30,252,900 30,372,500 33,647,830 32,288,900 1,916,400 6.3 △ 1,358,930 △ 4.0

30,247,917 30,367,749 33,514,733 32,281,990 1,914,241 6.3 △ 1,232,743 △ 3.7

6,863,000 7,134,000 7,136,716 7,172,000 38,000 0.5 35,284 0.5

241,000 280,000 284,859 785,800 505,800 180.6 500,941 175.9

5,646,000 5,585,000 5,657,039 5,869,000 284,000 5.1 211,961 3.7

39,300 38,900 38,900 42,500 3,600 9.3 3,600 9.3

818,000 761,000 801,151 873,000 112,000 14.7 71,849 9.0

13,607,300 13,798,900 13,918,665 14,742,300 943,400 6.8 823,635 5.9

2,002,925 1,935,209 1,963,019 1,906,082 △ 29,127 △ 1.5 △ 56,937 △ 2.9

193,675 170,729 176,729 171,804 1,075 0.6 △ 4,925 △ 2.8

2,596,523 2,521,480 2,531,180 2,624,332 102,852 4.1 93,152 3.7

329,781 324,870 331,790 326,539 1,669 0.5 △ 5,251 △ 1.6

5,122,904 4,952,288 5,002,718 5,028,757 76,469 1.5 26,039 0.5

48,983,104 49,123,688 52,569,213 52,059,957 2,936,269 6.0 △ 509,256 △ 1.0

特
別
会
計

特

別

会

計

企

業

会

計

普

通

会

計

下 水 道 事 業

農 業 集 落 排 水 事 業

小　　計　（Ｃ)

合 計（Ａ+Ｂ+Ｃ）

※企業会計の予算額については、収益的及び資本的支出の合計額。

日 向 入 郷 地 域 介 護 認 定 審 査 事 業

後 期 高 齢 者 医 療 事 業

小　　計　（Ｂ)

水 道 事 業

簡 易 水 道 事 業

小　　計　（Ａ)

（Ａ）のうち普通会計純計

国 民 健 康 保 険 事 業

国 民 健 康 保 険 東 郷 診 療 所

介 護 保 険 事 業 （ 保 険 事 業 勘 定 ）

当初 対当初 対12月補正後

一 般 会 計

区 分
本年度

（単位：千円・％）

前々年度 前年度 対前年比較
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２　歳入の状況（一般会計）

予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比 増減 伸率 増減 伸率

市 税 7,084,951 23.7 7,378,117 24.7 7,378,117 22.3 7,405,548 23.2 27,431 0.4 27,431 0.4

分 担 金 及 び 負 担 金 464,166 1.6 443,438 1.5 452,438 1.4 455,438 1.4 12,000 2.7 3,000 0.7

使 用 料 及 び 手 数 料 106,741 0.4 104,646 0.4 104,646 0.3 98,593 0.3 △ 6,053 △ 5.8 △ 6,053 △ 5.8

財 産 収 入 66,973 0.2 69,210 0.2 69,210 0.2 318,412 1.0 249,202 360.1 249,202 360.1

寄 附 金 634,003 2.1 729,004 2.4 759,124 2.3 1,000,004 3.1 271,000 37.2 240,880 31.7

繰 入 金 1,435,454 4.8 1,693,708 5.7 2,241,881 6.8 2,384,479 7.5 690,771 40.8 142,598 6.4

繰 越 金 1 0.0 1 0.0 58,756 0.2 1 0.0 0 0.0 △ 58,755 皆減

諸 収 入 691,657 2.3 714,123 2.4 781,185 2.4 777,374 2.5 63,251 8.9 △ 3,811 △ 0.5

計 10,483,946 35.1 11,132,247 37.3 11,845,357 35.8 12,439,849 39.0 1,307,602 11.7 594,492 5.0

地 方 譲 与 税 284,713 1.0 313,946 1.0 313,946 0.9 305,546 1.0 △ 8,400 △ 2.7 △ 8,400 △ 2.7

利 子 割 交 付 金 3,800 0.0 3,500 0.0 3,500 0.0 1,900 0.0 △ 1,600 △ 45.7 △ 1,600 △ 45.7

配 当 割 交 付 金 12,400 0.0 14,600 0.0 14,600 0.0 25,600 0.1 11,000 75.3 11,000 75.3

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 16,700 0.1 19,100 0.1 19,100 0.1 11,200 0.0 △ 7,900 △ 41.4 △ 7,900 △ 41.4

法 人 事 業 税 交 付 金 42,000 0.1 125,400 0.4 125,400 0.4 126,300 0.4 900 0.7 900 0.7

地 方 消 費 税 交 付 金 1,320,000 4.4 1,450,400 4.9 1,450,400 4.4 1,586,200 5.0 135,800 9.4 135,800 9.4

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 8,500 0.0 7,100 0.0 7,100 0.0 7,100 0.0 0 0.0 0 0.0

環 境 性 能 割 交 付 金 6,100 0.0 19,100 0.1 19,100 0.1 8,600 0.0 △ 10,500 △ 55.0 △ 10,500 △ 55.0

地 方 特 例 交 付 金 113,000 0.4 58,800 0.2 58,800 0.2 55,200 0.2 △ 3,600 △ 6.1 △ 3,600 △ 6.1

地 方 交 付 税 6,492,215 21.7 6,612,530 22.1 6,773,001 20.5 6,638,955 20.8 26,425 0.4 △ 134,046 △ 2.0

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 16,000 0.1 15,000 0.0 15,000 0.0 15,000 0.0 0 0.0 0 0.0

国 庫 支 出 金 5,918,023 19.8 5,847,998 19.6 7,533,037 22.8 6,084,311 19.1 236,313 4.0 △ 1,448,726 △ 19.2

県 支 出 金 2,459,272 8.2 2,458,407 8.2 2,960,282 8.9 2,527,023 7.9 68,616 2.8 △ 433,259 △ 14.6

市 債 2,693,331 9.0 1,811,872 6.1 1,949,472 5.9 2,067,216 6.5 255,344 14.1 117,744 6.0

計 19,386,054 64.9 18,757,753 62.7 21,242,738 64.2 19,460,151 61.0 702,398 3.7 △ 1,782,587 △ 8.4

29,870,000 100.0 29,890,000 100.0 33,088,095 100.0 31,900,000 100.0 2,010,000 6.7 △ 1,188,095 △ 3.6

17,928,467 60.0 18,183,540 60.8 18,902,328 57.1 18,585,003 58.3 401,463 2.2 △ 317,325 △ 1.7

※構成比は小数点第2位以下を四捨五入しているため、足しあげても必ずしも小計・合計とは一致しない。

自
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財
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依
　
　
存
　
　
財
　
　
源

対12月補正後

歳 入 合 計

う ち 一 般 財 源

区　　　　　　分
本年度

当初 当初 12月補正後 対当初

（単位：千円・％）

前々年度 前年度 対前年比較

３　市税等の状況（一般会計）

予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比 増減 伸率 増減 伸率

個 人 2,178,775 14.2 2,178,372 13.6 2,178,372 13.5 2,185,683 13.5 7,311 0.3 7,311 0.3

法 人 386,217 2.5 520,388 3.3 520,388 3.2 528,897 3.3 8,509 1.6 8,509 1.6

小　　　計 2,564,992 16.7 2,698,760 16.9 2,698,760 16.7 2,714,580 16.8 15,820 0.6 15,820 0.6

3,829,934 24.9 3,957,064 24.7 3,957,064 24.5 3,973,944 24.6 16,880 0.4 16,880 0.4

211,023 1.4 223,491 1.4 223,491 1.4 223,022 1.4 △ 469 △ 0.2 △ 469 △ 0.2

479,000 3.1 498,800 3.1 498,800 3.1 494,000 3.1 △ 4,800 △ 1.0 △ 4,800 △ 1.0

1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0

1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0

7,084,951 46.1 7,378,117 46.1 7,378,117 45.6 7,405,548 45.8 27,431 0.4 27,431 0.4

54,500 0.4 56,500 0.4 56,500 0.3 58,100 0.4 1,600 2.8 1,600 2.8

164,000 1.1 174,400 1.1 174,400 1.1 163,100 1.0 △ 11,300 △ 6.5 △ 11,300 △ 6.5

11,700 0.1 12,500 0.1 12,500 0.1 13,800 0.1 1,300 10.4 1,300 10.4

54,513 0.4 70,546 0.4 70,546 0.4 70,546 0.4 0 0.0 0 0.0

284,713 1.9 313,946 2.0 313,946 1.9 305,546 1.9 △ 8,400 △ 2.7 △ 8,400 △ 2.7

5,992,215 38.9 6,112,530 38.2 6,273,001 38.8 6,138,955 38.0 26,425 0.4 △ 134,046 △ 2.1

500,000 3.3 500,000 3.1 500,000 3.1 500,000 3.1 0 0.0 0 0.0

6,492,215 42.2 6,612,530 41.3 6,773,001 41.9 6,638,955 41.1 26,425 0.4 △ 134,046 △ 2.0

3,800 0.0 3,500 0.0 3,500 0.0 1,900 0.0 △ 1,600 △ 45.7 △ 1,600 △ 45.7

12,400 0.1 14,600 0.1 14,600 0.1 25,600 0.2 11,000 75.3 11,000 75.3

16,700 0.1 19,100 0.1 19,100 0.1 11,200 0.1 △ 7,900 △ 41.4 △ 7,900 △ 41.4

42,000 0.3 125,400 0.8 125,400 0.8 126,300 0.8 900 0.7 900 0.7

1,320,000 8.6 1,450,400 9.1 1,450,400 9.0 1,586,200 9.8 135,800 9.4 135,800 9.4

8,500 0.1 7,100 0.0 7,100 0.0 7,100 0.0 0 0.0 0 0.0

6,100 0.0 19,100 0.1 19,100 0.1 8,600 0.1 △ 10,500 △ 55.0 △ 10,500 △ 55.0

113,000 0.7 58,800 0.4 58,800 0.4 55,200 0.3 △ 3,600 △ 6.1 △ 3,600 △ 6.1

15,384,379 100.0 16,002,593 100.0 16,163,064 100.0 16,172,149 100.0 169,556 1.1 9,085 0.1

※構成比は小数点第2位以下を四捨五入しているため、足しあげても必ずしも小計・合計とは一致しない。

環 境 性 能 割 交 付 金

地 方 特 例 交 付 金

総　　合　　計

区　　　　　　分

市
民
税

配 当 割 交 付 金

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

法 人 事 業 税 交 付 金

地 方 消 費 税 交 付 金

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

譲　与　税　合　計

普 通 交 付 税

特 別 交 付 税

交　付　税　合　計

利 子 割 交 付 金

市　　税　　合　　計

地 方 揮 発 油 譲 与 税

自 動 車 重 量 譲 与 税

特 別 と ん 譲 与 税

森 林 環 境 譲 与 税

固 定 資 産 税

軽 自 動 車 税

た ば こ 税

特 別 土 地 保 有 税

入 湯 税

（単位：千円・％）
前々年度 前年度 対前年比較

当初 当初 12月補正後 対当初 対12月補正後
本年度
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２　歳入の状況（一般会計）

予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比 増減 伸率 増減 伸率

市 税 7,084,951 23.7 7,378,117 24.7 7,378,117 22.3 7,405,548 23.2 27,431 0.4 27,431 0.4

分 担 金 及 び 負 担 金 464,166 1.6 443,438 1.5 452,438 1.4 455,438 1.4 12,000 2.7 3,000 0.7

使 用 料 及 び 手 数 料 106,741 0.4 104,646 0.4 104,646 0.3 98,593 0.3 △ 6,053 △ 5.8 △ 6,053 △ 5.8

財 産 収 入 66,973 0.2 69,210 0.2 69,210 0.2 318,412 1.0 249,202 360.1 249,202 360.1

寄 附 金 634,003 2.1 729,004 2.4 759,124 2.3 1,000,004 3.1 271,000 37.2 240,880 31.7

繰 入 金 1,435,454 4.8 1,693,708 5.7 2,241,881 6.8 2,384,479 7.5 690,771 40.8 142,598 6.4

繰 越 金 1 0.0 1 0.0 58,756 0.2 1 0.0 0 0.0 △ 58,755 皆減

諸 収 入 691,657 2.3 714,123 2.4 781,185 2.4 777,374 2.5 63,251 8.9 △ 3,811 △ 0.5

計 10,483,946 35.1 11,132,247 37.3 11,845,357 35.8 12,439,849 39.0 1,307,602 11.7 594,492 5.0

地 方 譲 与 税 284,713 1.0 313,946 1.0 313,946 0.9 305,546 1.0 △ 8,400 △ 2.7 △ 8,400 △ 2.7

利 子 割 交 付 金 3,800 0.0 3,500 0.0 3,500 0.0 1,900 0.0 △ 1,600 △ 45.7 △ 1,600 △ 45.7

配 当 割 交 付 金 12,400 0.0 14,600 0.0 14,600 0.0 25,600 0.1 11,000 75.3 11,000 75.3

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 16,700 0.1 19,100 0.1 19,100 0.1 11,200 0.0 △ 7,900 △ 41.4 △ 7,900 △ 41.4

法 人 事 業 税 交 付 金 42,000 0.1 125,400 0.4 125,400 0.4 126,300 0.4 900 0.7 900 0.7

地 方 消 費 税 交 付 金 1,320,000 4.4 1,450,400 4.9 1,450,400 4.4 1,586,200 5.0 135,800 9.4 135,800 9.4

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 8,500 0.0 7,100 0.0 7,100 0.0 7,100 0.0 0 0.0 0 0.0

環 境 性 能 割 交 付 金 6,100 0.0 19,100 0.1 19,100 0.1 8,600 0.0 △ 10,500 △ 55.0 △ 10,500 △ 55.0

地 方 特 例 交 付 金 113,000 0.4 58,800 0.2 58,800 0.2 55,200 0.2 △ 3,600 △ 6.1 △ 3,600 △ 6.1

地 方 交 付 税 6,492,215 21.7 6,612,530 22.1 6,773,001 20.5 6,638,955 20.8 26,425 0.4 △ 134,046 △ 2.0

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 16,000 0.1 15,000 0.0 15,000 0.0 15,000 0.0 0 0.0 0 0.0

国 庫 支 出 金 5,918,023 19.8 5,847,998 19.6 7,533,037 22.8 6,084,311 19.1 236,313 4.0 △ 1,448,726 △ 19.2

県 支 出 金 2,459,272 8.2 2,458,407 8.2 2,960,282 8.9 2,527,023 7.9 68,616 2.8 △ 433,259 △ 14.6

市 債 2,693,331 9.0 1,811,872 6.1 1,949,472 5.9 2,067,216 6.5 255,344 14.1 117,744 6.0

計 19,386,054 64.9 18,757,753 62.7 21,242,738 64.2 19,460,151 61.0 702,398 3.7 △ 1,782,587 △ 8.4

29,870,000 100.0 29,890,000 100.0 33,088,095 100.0 31,900,000 100.0 2,010,000 6.7 △ 1,188,095 △ 3.6

17,928,467 60.0 18,183,540 60.8 18,902,328 57.1 18,585,003 58.3 401,463 2.2 △ 317,325 △ 1.7

※構成比は小数点第2位以下を四捨五入しているため、足しあげても必ずしも小計・合計とは一致しない。

自
　
主
　
財
　
源

依
　
　
存
　
　
財
　
　
源

対12月補正後

歳 入 合 計

う ち 一 般 財 源

区　　　　　　分
本年度

当初 当初 12月補正後 対当初

（単位：千円・％）

前々年度 前年度 対前年比較

３　市税等の状況（一般会計）

予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比 増減 伸率 増減 伸率

個 人 2,178,775 14.2 2,178,372 13.6 2,178,372 13.5 2,185,683 13.5 7,311 0.3 7,311 0.3

法 人 386,217 2.5 520,388 3.3 520,388 3.2 528,897 3.3 8,509 1.6 8,509 1.6

小　　　計 2,564,992 16.7 2,698,760 16.9 2,698,760 16.7 2,714,580 16.8 15,820 0.6 15,820 0.6

3,829,934 24.9 3,957,064 24.7 3,957,064 24.5 3,973,944 24.6 16,880 0.4 16,880 0.4

211,023 1.4 223,491 1.4 223,491 1.4 223,022 1.4 △ 469 △ 0.2 △ 469 △ 0.2

479,000 3.1 498,800 3.1 498,800 3.1 494,000 3.1 △ 4,800 △ 1.0 △ 4,800 △ 1.0

1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0

1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0

7,084,951 46.1 7,378,117 46.1 7,378,117 45.6 7,405,548 45.8 27,431 0.4 27,431 0.4

54,500 0.4 56,500 0.4 56,500 0.3 58,100 0.4 1,600 2.8 1,600 2.8

164,000 1.1 174,400 1.1 174,400 1.1 163,100 1.0 △ 11,300 △ 6.5 △ 11,300 △ 6.5

11,700 0.1 12,500 0.1 12,500 0.1 13,800 0.1 1,300 10.4 1,300 10.4

54,513 0.4 70,546 0.4 70,546 0.4 70,546 0.4 0 0.0 0 0.0

284,713 1.9 313,946 2.0 313,946 1.9 305,546 1.9 △ 8,400 △ 2.7 △ 8,400 △ 2.7

5,992,215 38.9 6,112,530 38.2 6,273,001 38.8 6,138,955 38.0 26,425 0.4 △ 134,046 △ 2.1

500,000 3.3 500,000 3.1 500,000 3.1 500,000 3.1 0 0.0 0 0.0

6,492,215 42.2 6,612,530 41.3 6,773,001 41.9 6,638,955 41.1 26,425 0.4 △ 134,046 △ 2.0

3,800 0.0 3,500 0.0 3,500 0.0 1,900 0.0 △ 1,600 △ 45.7 △ 1,600 △ 45.7

12,400 0.1 14,600 0.1 14,600 0.1 25,600 0.2 11,000 75.3 11,000 75.3

16,700 0.1 19,100 0.1 19,100 0.1 11,200 0.1 △ 7,900 △ 41.4 △ 7,900 △ 41.4

42,000 0.3 125,400 0.8 125,400 0.8 126,300 0.8 900 0.7 900 0.7

1,320,000 8.6 1,450,400 9.1 1,450,400 9.0 1,586,200 9.8 135,800 9.4 135,800 9.4

8,500 0.1 7,100 0.0 7,100 0.0 7,100 0.0 0 0.0 0 0.0

6,100 0.0 19,100 0.1 19,100 0.1 8,600 0.1 △ 10,500 △ 55.0 △ 10,500 △ 55.0

113,000 0.7 58,800 0.4 58,800 0.4 55,200 0.3 △ 3,600 △ 6.1 △ 3,600 △ 6.1

15,384,379 100.0 16,002,593 100.0 16,163,064 100.0 16,172,149 100.0 169,556 1.1 9,085 0.1

※構成比は小数点第2位以下を四捨五入しているため、足しあげても必ずしも小計・合計とは一致しない。

環 境 性 能 割 交 付 金

地 方 特 例 交 付 金

総　　合　　計

区　　　　　　分

市
民
税

配 当 割 交 付 金

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

法 人 事 業 税 交 付 金

地 方 消 費 税 交 付 金

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

譲　与　税　合　計

普 通 交 付 税

特 別 交 付 税

交　付　税　合　計

利 子 割 交 付 金

市　　税　　合　　計

地 方 揮 発 油 譲 与 税

自 動 車 重 量 譲 与 税

特 別 と ん 譲 与 税

森 林 環 境 譲 与 税

固 定 資 産 税

軽 自 動 車 税

た ば こ 税

特 別 土 地 保 有 税

入 湯 税

（単位：千円・％）
前々年度 前年度 対前年比較

当初 当初 12月補正後 対当初 対12月補正後
本年度



－ 4－

４　歳出の状況＜目的別＞（一般会計）

予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比 増減 伸率 増減 伸率

209,296 0.7 208,611 0.7 207,665 0.6 215,817 0.7 7,206 3.5 8,152 3.9

3,013,952 10.1 3,370,158 11.3 3,541,819 10.7 3,791,591 11.9 421,433 12.5 249,772 7.1

12,036,444 40.3 12,339,613 41.3 13,649,529 41.3 12,360,261 38.7 20,648 0.2 △ 1,289,268 △ 9.4

2,325,360 7.8 2,264,174 7.6 2,633,975 8.0 2,121,010 6.6 △ 143,164 △ 6.3 △ 512,965 △ 19.5

11,580 0.0 9,174 0.0 9,174 0.0 16,852 0.1 7,678 83.7 7,678 83.7

1,012,130 3.4 926,430 3.1 1,223,737 3.7 1,043,297 3.3 116,867 12.6 △ 180,440 △ 14.7

890,403 3.0 898,844 3.0 1,235,724 3.7 1,190,056 3.7 291,212 32.4 △ 45,668 △ 3.7

3,105,706 10.4 3,313,222 11.1 3,469,646 10.5 4,176,756 13.1 863,534 26.1 707,110 20.4

958,576 3.2 1,025,253 3.4 1,048,255 3.2 1,056,426 3.3 31,173 3.0 8,171 0.8

2,704,915 9.1 1,883,891 6.3 1,988,501 6.0 2,495,073 7.8 611,182 32.4 506,572 25.5

49,151 0.2 49,151 0.1 478,591 1.4 49,151 0.2 0 0.0 △ 429,440 △ 89.7

3,522,486 11.8 3,519,670 11.8 3,519,670 10.6 3,353,709 10.5 △ 165,961 △ 4.7 △ 165,961 △ 4.7

1 0.0 51,809 0.2 51,809 0.2 1 0.0 △ 51,808 皆減 △ 51,808 皆減

30,000 0.1 30,000 0.1 30,000 0.1 30,000 0.1 0 0.0 0 0.0

29,870,000 100.0 29,890,000 100.0 33,088,095 100.0 31,900,000 100.0 2,010,000 6.7 △ 1,188,095 △ 3.6

※構成比は小数点第2位以下を四捨五入しているため、足しあげても必ずしも合計とは一致しない。

歳 出 合 計

区　　　　　　分
本年度

災 害 復 旧 費

公 債 費

諸 支 出 金

予 備 費

農 林 水 産 業 費

商 工 費

土 木 費

消 防 費

教 育 費

議 会 費

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

労 働 費

（単位：千円・％）

前々年度 前年度 対前年比較

当初 当初 12月補正後 対当初 対12月補正後

５　歳出の状況＜性質別＞（一般会計）

予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比 増減 伸率 増減 伸率

人 件 費 5,027,369 16.8 5,226,489 17.5 5,270,041 15.9 5,308,062 16.6 81,573 1.6 38,021 0.7

扶 助 費 8,492,972 28.4 8,367,321 28.0 9,025,998 27.3 8,440,277 26.5 72,956 0.9 △ 585,721 △ 6.5

公 債 費 3,522,476 11.8 3,519,660 11.8 3,519,660 10.6 3,353,699 10.5 △ 165,961 △ 4.7 △ 165,961 △ 4.7

計 17,042,817 57.1 17,113,470 57.3 17,815,699 53.8 17,102,038 53.6 △ 11,432 △ 0.1 △ 713,661 △ 4.0

物 件 費 3,819,673 12.8 4,003,485 13.4 4,544,258 13.7 4,630,808 14.5 627,323 15.7 86,550 1.9

維 持 補 修 費 134,740 0.5 105,507 0.4 142,202 0.4 144,621 0.5 39,114 37.1 2,419 1.7

補 助 費 等 2,227,160 7.5 2,344,834 7.8 3,379,420 10.2 2,644,314 8.3 299,480 12.8 △ 735,106 △ 21.8

積 立 金 167,627 0.6 186,828 0.6 269,828 0.8 155,054 0.5 △ 31,774 △ 17.0 △ 114,774 △ 42.5

投 資 及 び 出 資 金 115,488 0.4 111,464 0.4 111,464 0.3 105,786 0.3 △ 5,678 △ 5.1 △ 5,678 △ 5.1

貸 付 金 397,501 1.3 397,501 1.3 397,501 1.2 387,501 1.2 △ 10,000 △ 2.5 △ 10,000 △ 2.5

繰 出 金 2,684,814 9.0 2,655,440 8.9 2,736,096 8.3 2,842,293 8.9 186,853 7.0 106,197 3.9

予 備 費 30,000 0.1 30,000 0.1 30,000 0.1 30,000 0.1 0 0.0 0 0.0

計 9,577,003 32.1 9,835,059 32.9 11,610,769 35.1 10,940,377 34.3 1,105,318 11.2 △ 670,392 △ 5.8

普 通 建 設 事 業 費 3,201,029 10.7 2,892,320 9.7 3,184,236 9.6 3,808,434 11.9 916,114 31.7 624,198 19.6

うち補助事業 2,549,044 8.5 1,930,345 6.5 2,150,016 6.5 2,809,528 8.8 879,183 45.5 659,512 30.7

うち単独事業 651,985 2.2 961,975 3.2 1,034,220 3.1 998,906 3.1 36,931 3.8 △ 35,314 △ 3.4

災 害 復 旧 事 業 費 49,151 0.2 49,151 0.2 477,391 1.4 49,151 0.2 0 0.0 △ 428,240 △ 89.7

計 3,250,180 10.9 2,941,471 9.8 3,661,627 11.1 3,857,585 12.1 916,114 31.1 195,958 5.4

29,870,000 100.0 29,890,000 100.0 33,088,095 100.0 31,900,000 100.0 2,010,000 6.7 △ 1,188,095 △ 3.6

※構成比は小数点第2位以下を四捨五入しているため、足しあげても必ずしも小計・合計とは一致しない。

歳　出　合　計

区　　　　　　分
本年度

義
務
的
経
費

投
資
的
経
費

任
　
意
　
的
　
経
　
費

（単位：千円・％）

前々年度 前年度 対前年比較

当初 当初 12月補正後 対当初 対12月補正後



－ 5－

４　歳出の状況＜目的別＞（一般会計）

予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比 増減 伸率 増減 伸率

209,296 0.7 208,611 0.7 207,665 0.6 215,817 0.7 7,206 3.5 8,152 3.9

3,013,952 10.1 3,370,158 11.3 3,541,819 10.7 3,791,591 11.9 421,433 12.5 249,772 7.1

12,036,444 40.3 12,339,613 41.3 13,649,529 41.3 12,360,261 38.7 20,648 0.2 △ 1,289,268 △ 9.4

2,325,360 7.8 2,264,174 7.6 2,633,975 8.0 2,121,010 6.6 △ 143,164 △ 6.3 △ 512,965 △ 19.5

11,580 0.0 9,174 0.0 9,174 0.0 16,852 0.1 7,678 83.7 7,678 83.7

1,012,130 3.4 926,430 3.1 1,223,737 3.7 1,043,297 3.3 116,867 12.6 △ 180,440 △ 14.7

890,403 3.0 898,844 3.0 1,235,724 3.7 1,190,056 3.7 291,212 32.4 △ 45,668 △ 3.7

3,105,706 10.4 3,313,222 11.1 3,469,646 10.5 4,176,756 13.1 863,534 26.1 707,110 20.4

958,576 3.2 1,025,253 3.4 1,048,255 3.2 1,056,426 3.3 31,173 3.0 8,171 0.8

2,704,915 9.1 1,883,891 6.3 1,988,501 6.0 2,495,073 7.8 611,182 32.4 506,572 25.5

49,151 0.2 49,151 0.1 478,591 1.4 49,151 0.2 0 0.0 △ 429,440 △ 89.7

3,522,486 11.8 3,519,670 11.8 3,519,670 10.6 3,353,709 10.5 △ 165,961 △ 4.7 △ 165,961 △ 4.7

1 0.0 51,809 0.2 51,809 0.2 1 0.0 △ 51,808 皆減 △ 51,808 皆減

30,000 0.1 30,000 0.1 30,000 0.1 30,000 0.1 0 0.0 0 0.0

29,870,000 100.0 29,890,000 100.0 33,088,095 100.0 31,900,000 100.0 2,010,000 6.7 △ 1,188,095 △ 3.6

※構成比は小数点第2位以下を四捨五入しているため、足しあげても必ずしも合計とは一致しない。

歳 出 合 計

区　　　　　　分
本年度

災 害 復 旧 費

公 債 費

諸 支 出 金

予 備 費

農 林 水 産 業 費

商 工 費

土 木 費

消 防 費

教 育 費

議 会 費

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

労 働 費

（単位：千円・％）

前々年度 前年度 対前年比較

当初 当初 12月補正後 対当初 対12月補正後

５　歳出の状況＜性質別＞（一般会計）

予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比 増減 伸率 増減 伸率

人 件 費 5,027,369 16.8 5,226,489 17.5 5,270,041 15.9 5,308,062 16.6 81,573 1.6 38,021 0.7

扶 助 費 8,492,972 28.4 8,367,321 28.0 9,025,998 27.3 8,440,277 26.5 72,956 0.9 △ 585,721 △ 6.5

公 債 費 3,522,476 11.8 3,519,660 11.8 3,519,660 10.6 3,353,699 10.5 △ 165,961 △ 4.7 △ 165,961 △ 4.7

計 17,042,817 57.1 17,113,470 57.3 17,815,699 53.8 17,102,038 53.6 △ 11,432 △ 0.1 △ 713,661 △ 4.0

物 件 費 3,819,673 12.8 4,003,485 13.4 4,544,258 13.7 4,630,808 14.5 627,323 15.7 86,550 1.9

維 持 補 修 費 134,740 0.5 105,507 0.4 142,202 0.4 144,621 0.5 39,114 37.1 2,419 1.7

補 助 費 等 2,227,160 7.5 2,344,834 7.8 3,379,420 10.2 2,644,314 8.3 299,480 12.8 △ 735,106 △ 21.8

積 立 金 167,627 0.6 186,828 0.6 269,828 0.8 155,054 0.5 △ 31,774 △ 17.0 △ 114,774 △ 42.5

投 資 及 び 出 資 金 115,488 0.4 111,464 0.4 111,464 0.3 105,786 0.3 △ 5,678 △ 5.1 △ 5,678 △ 5.1

貸 付 金 397,501 1.3 397,501 1.3 397,501 1.2 387,501 1.2 △ 10,000 △ 2.5 △ 10,000 △ 2.5

繰 出 金 2,684,814 9.0 2,655,440 8.9 2,736,096 8.3 2,842,293 8.9 186,853 7.0 106,197 3.9

予 備 費 30,000 0.1 30,000 0.1 30,000 0.1 30,000 0.1 0 0.0 0 0.0

計 9,577,003 32.1 9,835,059 32.9 11,610,769 35.1 10,940,377 34.3 1,105,318 11.2 △ 670,392 △ 5.8

普 通 建 設 事 業 費 3,201,029 10.7 2,892,320 9.7 3,184,236 9.6 3,808,434 11.9 916,114 31.7 624,198 19.6

うち補助事業 2,549,044 8.5 1,930,345 6.5 2,150,016 6.5 2,809,528 8.8 879,183 45.5 659,512 30.7

うち単独事業 651,985 2.2 961,975 3.2 1,034,220 3.1 998,906 3.1 36,931 3.8 △ 35,314 △ 3.4

災 害 復 旧 事 業 費 49,151 0.2 49,151 0.2 477,391 1.4 49,151 0.2 0 0.0 △ 428,240 △ 89.7

計 3,250,180 10.9 2,941,471 9.8 3,661,627 11.1 3,857,585 12.1 916,114 31.1 195,958 5.4

29,870,000 100.0 29,890,000 100.0 33,088,095 100.0 31,900,000 100.0 2,010,000 6.7 △ 1,188,095 △ 3.6

※構成比は小数点第2位以下を四捨五入しているため、足しあげても必ずしも小計・合計とは一致しない。

歳　出　合　計

区　　　　　　分
本年度

義
務
的
経
費

投
資
的
経
費

任
　
意
　
的
　
経
　
費

（単位：千円・％）

前々年度 前年度 対前年比較

当初 当初 12月補正後 対当初 対12月補正後
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６．グラフで見る予算の状況

令令和５年度当初予算（一般会計）の状況（単位：千円・％）

地方交付税
6,638,955

20.8%

国庫支出金
6,084,311

19.1%

県支出金
2,527,023

7.9%

市税
7,405,548

23.2%

１．歳入の状況

　　　 歳入

　 31,900,000
100.0%

地方特例交付金 55,200 0.2%
利子割交付金 1,900 0.0%
配当割交付金 25,600 0.1%
株式譲渡所得割交付金 11,200 0.0%
法人事業税交付金 126,300 0.4%
ゴルフ場利用税交付金 7,100 0.0%
環境性能割交付金 8,600 0.0%
交通安全対策特別交付金 15,000 0.0%

自主財源
12,439,849
   39.0% 

依存財源

19,460,151
61.0%

地方消費税交付金 1,586,200 5.0%

繰入金 2,384,479  7.5%

分担金及び負担金 455,438  1.4%

諸収入 777,374  2.5%

使用料手数料 98,593 0.3%
財産収入 318,412  1.0% 地方譲与税 305,546  1.0%

その他 1,000,005 3.1%

市債

2,067,216
6.5%

人件費
5,308,062

16.6%

扶助費
8,440,277

26.5%

公債費
3,353,699

10.5%

繰出金

2,842,293
8.9%

補助費等
2,644,314

8.3%

物件費
4,630,808

14.5%

普通建設事業費
3,808,434

11.9%

２．歳出の状況（性質別）

歳出

31,900,000
100.0%

義務的

経費
17,102,038    

53.6%

任意的

経費

10,940,377
34.3%

投資的経費
3,857,585

12.1%

内 訳

普建（補助） 2,809,528 8.8%
普建（単独） 998,906 3.1%

２．歳出の状況（性質別）

予備費 30,000  0.1%

災害復旧費 49,151 0.2%

貸付金 387,501   1.2%

維持補修費 144,621  0.5%

投資及び出資金 105,786 0.3%

積立金 155,054   0.5%

（単位：千円）

令 和 ５ 年 度 中
起 債 見 込 額

令 和 ５ 年 度 中
元 金 償 還 見 込 額

32,571,154 31,320,375 2,067,216 3,239,826 30,147,765

うち通常分 22,056,477 21,340,213 1,732,000 2,249,310 20,822,903

うち臨時財政対策債 10,514,677 9,980,162 335,216 990,516 9,324,862

481,452 461,466 65,200 98,108 428,558

33,052,606 31,781,841 2,132,416 3,337,934 30,576,323

3,300 29,200 422,300 0 451,500

3,300 29,200 422,300 0 451,500

2,892,227 2,902,868 250,000 205,238 2,947,630

329,530 306,201 10,000 40,405 275,796

8,348,148 8,010,344 426,100 839,851 7,596,593

856,445 806,445 45,000 87,502 763,943

12,426,350 12,025,858 731,100 1,172,996 11,583,962

45,482,256 43,836,899 3,285,816 4,510,930 42,611,785

特
別
会
計

企

業

会

計
農業集落排水事業会計

　小　 　計　 （Ｃ）

合　　計 （Ａ+Ｂ+Ｃ）

国民健康保険東郷診療所特別会計

　小　 　計　 （Ｂ）

水道事業会計

簡易水道事業会計

下水道事業会計

７　地方債現在高の状況

令 和 ５ 年 度 中 増 減 見 込 み

一般会計

公営住宅事業特別会計

　小　 　計　 （Ａ）

区　　　分
令和３年度末
現 在 高

令和４年度末
現 在 高
見 込 額

令和５年度末
現 在 高
見 込 額

普

通

会

計
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６．グラフで見る予算の状況

令令和５年度当初予算（一般会計）の状況（単位：千円・％）

地方交付税
6,638,955

20.8%

国庫支出金
6,084,311

19.1%

県支出金
2,527,023

7.9%

市税
7,405,548

23.2%

１．歳入の状況

　　　 歳入

　 31,900,000
100.0%

地方特例交付金 55,200 0.2%
利子割交付金 1,900 0.0%
配当割交付金 25,600 0.1%
株式譲渡所得割交付金 11,200 0.0%
法人事業税交付金 126,300 0.4%
ゴルフ場利用税交付金 7,100 0.0%
環境性能割交付金 8,600 0.0%
交通安全対策特別交付金 15,000 0.0%

自主財源
12,439,849
   39.0% 

依存財源

19,460,151
61.0%

地方消費税交付金 1,586,200 5.0%

繰入金 2,384,479  7.5%

分担金及び負担金 455,438  1.4%

諸収入 777,374  2.5%

使用料手数料 98,593 0.3%
財産収入 318,412  1.0% 地方譲与税 305,546  1.0%

その他 1,000,005 3.1%

市債

2,067,216
6.5%

人件費
5,308,062

16.6%

扶助費
8,440,277

26.5%

公債費
3,353,699

10.5%

繰出金

2,842,293
8.9%

補助費等
2,644,314

8.3%

物件費
4,630,808

14.5%

普通建設事業費
3,808,434

11.9%

２．歳出の状況（性質別）

歳出

31,900,000
100.0%

義務的

経費
17,102,038    

53.6%

任意的

経費

10,940,377
34.3%

投資的経費
3,857,585

12.1%

内 訳

普建（補助） 2,809,528 8.8%
普建（単独） 998,906 3.1%

２．歳出の状況（性質別）

予備費 30,000  0.1%

災害復旧費 49,151 0.2%

貸付金 387,501   1.2%

維持補修費 144,621  0.5%

投資及び出資金 105,786 0.3%

積立金 155,054   0.5%

（単位：千円）

令 和 ５ 年 度 中
起 債 見 込 額

令 和 ５ 年 度 中
元 金 償 還 見 込 額

32,571,154 31,320,375 2,067,216 3,239,826 30,147,765

うち通常分 22,056,477 21,340,213 1,732,000 2,249,310 20,822,903

うち臨時財政対策債 10,514,677 9,980,162 335,216 990,516 9,324,862

481,452 461,466 65,200 98,108 428,558

33,052,606 31,781,841 2,132,416 3,337,934 30,576,323

3,300 29,200 422,300 0 451,500

3,300 29,200 422,300 0 451,500

2,892,227 2,902,868 250,000 205,238 2,947,630

329,530 306,201 10,000 40,405 275,796

8,348,148 8,010,344 426,100 839,851 7,596,593

856,445 806,445 45,000 87,502 763,943

12,426,350 12,025,858 731,100 1,172,996 11,583,962

45,482,256 43,836,899 3,285,816 4,510,930 42,611,785

特
別
会
計

企

業

会

計
農業集落排水事業会計

　小　 　計　 （Ｃ）

合　　計 （Ａ+Ｂ+Ｃ）

国民健康保険東郷診療所特別会計

　小　 　計　 （Ｂ）

水道事業会計

簡易水道事業会計

下水道事業会計

７　地方債現在高の状況

令 和 ５ 年 度 中 増 減 見 込 み

一般会計

公営住宅事業特別会計

　小　 　計　 （Ａ）

区　　　分
令和３年度末
現 在 高

令和４年度末
現 在 高
見 込 額

令和５年度末
現 在 高
見 込 額

普

通

会

計
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（単位：円）

令和３年度末 令和４年度末 令和５年度末

（５月末現在高） 利子積立額 その他積立額 取り崩し額 （見込み） 利子積立額 その他積立額 取り崩し額 （見込み）

財政調整積立基金 2,899,901,000 962,000 360,000,000 1,235,998,000 2,024,865,000 960,000,000 1,064,865,000

減債基金 667,469,000 215,000 667,684,000 667,684,000

退職手当基金 1,101,590,000 354,000 45,716,000 1,147,660,000 45,739,000 88,000,000 1,105,399,000

消防事務財政調整積立基金 160,582,000 43,000 28,623,000 19,000,000 170,248,000 5,435,000 175,683,000

うるおい福祉基金 412,464,000 55,921,000 356,543,000 53,600,000 302,943,000

ひまわり基金 26,637,000 2,292,000 24,345,000 2,292,000 22,053,000

文化スポーツ振興基金 86,087,000 9,062,000 77,025,000 9,062,000 67,963,000

ふるさと農村活性化基金 10,000,000 10,000,000 10,000,000

公共施設整備等資金積立基金 2,421,534,000 614,000 12,027,000 316,560,000 2,117,615,000 3,031,000 481,200,000 1,639,446,000

地域振興基金（H20～） 1,195,740,000 6,700,000 1,189,040,000 24,200,000 1,164,840,000

学校施設整備基金（H21～） 3,898,000 3,898,000 3,898,000

市民活動支援基金（H23～） 112,858,000 8,900,000 9,086,000 112,672,000 9,300,000 6,588,000 115,384,000

過疎地域振興基金（H23～） 280,235,000 92,000 21,000,000 15,631,000 285,696,000 21,000,000 17,031,000 289,665,000

みどりのまちづくり基金（H25～） 40,470,000 40,470,000 40,470,000

ふるさと日向市応援寄附金基金（H26～） 802,176,000 400,000,000 295,200,000 906,976,000 580,900,000 326,076,000

再生可能エネルギー設備維持管理基金（H26～) 195,000 13,000 208,000 208,000

総合体育館建設基金（H29～) 208,164,000 67,000 208,231,000 208,231,000

森林環境譲与税基金（R1～) 89,391,000 3,000 70,546,000 74,670,000 85,270,000 70,546,000 73,300,000 82,516,000

新型コロナウイルス感染症対策貸付利子補給基金（R2～） 40,000,000 1,000 29,000,000 11,001,000 11,000,000 1,000

原油・原材料高対策特別貸付利子補給基金（R4～） 26,000,000 26,000,000 11,000,000 15,000,000

みやざき再生支援特別貸付利子補給基金（R4～） 57,000,000 57,000,000 21,000,000 36,000,000

計 6,992,021,000 1,174,000 669,825,000 833,122,000 6,829,898,000 155,051,000 1,379,173,000 5,605,776,000

10,559,391,000 2,351,000 1,029,825,000 2,069,120,000 9,522,447,000 155,051,000 2,339,173,000 7,338,325,000

925,270,000 9,000 925,279,000 925,279,000

図書購入基金 10,500,000 10,500,000 10,500,000

育英奨学金貸付基金 245,165,000 6,000 245,171,000 245,171,000

優良雌牛貸付基金（※R4末廃止見込み） 20,920,000 20,920,000

計 276,585,000 6,000 20,920,000 255,671,000 255,671,000

1,201,855,000 15,000 20,920,000 1,180,950,000 1,180,950,000

11,761,246,000 2,366,000 1,029,825,000 2,090,040,000 10,703,397,000 155,051,000 2,339,173,000 8,519,275,000

国民健康保険基金 244,678,000 71,000 76,000,000 320,749,000 100,000 320,849,000

介護給付費準備基金 768,670,000 247,000 112,722,000 881,639,000 239,000 50,740,000 831,138,000

　　　　 総　　　合　　　計 12,774,594,000 2,684,000 1,218,547,000 2,090,040,000 11,905,785,000 339,000 155,051,000 2,389,913,000 9,671,262,000

▲ 868,809,000 ▲ 2,234,523,000前年度末残高との比較

区　　　　　　　　　　分

そ
の
他

積
　
立
　
基
　
金

そ
の
他
特
定
目
的
基
金

定
額
運
用
基
金

小     　　     計

土地開発基金

小     　　     計

普　通　会　計　合　計

前年度末残高との比較

８　基金現在高の状況 (令和３年度末から令和５年度の動き)

令和４年度（３月補正後） 令和５年度（当初）

令和５年度当初予算　一般会計　事業目次

（総合政策部）
所管課 事業名 頁

総合政策課 02 01 07 01 04 01 高校魅力向上支援事業 9
総合政策課 02 01 07 32 01 04 土地利用規制等対策事務費 9
総合政策課 02 01 07 39 02 02 定住促進事業 10
総合政策課 02 01 07 39 02 07 結婚応援事業 10
総合政策課 02 01 07 41 01 04 政策調査研究費 11
総合政策課 02 01 07 41 01 05 総合計画・ＳＤＧｓ推進事業 11
総合政策課 02 01 07 41 01 10 交流施設整備調査研究事業 12
総合政策課 02 01 07 47 02 17 総合政策一般事務費 12
総合政策課 02 01 07 32 03 01 地域生活交通対策事業 13
総合政策課 02 01 07 41 04 01 広域連携の推進事業 13
総合政策課 02 01 07 41 04 02 定住自立圏形成推進事業 14
総合政策課 02 05 01 41 02 07 学校基本調査 14
総合政策課 02 05 01 41 02 09 統計調査員確保対策事業 15
総合政策課 02 05 01 41 02 10 農林業センサス 15
総合政策課 02 05 01 41 02 12 住宅・土地統計調査 16
総合政策課 02 05 01 41 02 13 漁業センサス 16
総合政策課 02 05 01 41 02 14 経済センサス 17
総合政策課 02 05 01 41 02 16 国勢調査 17
総合政策課 02 05 01 47 02 19 統計一般事務費 18
総合政策課 02 01 07 09 01 01 男女共同参画社会づくり推進事業 18
総合政策課 02 01 07 09 03 01 ＤＶ対策推進事業 19
総合政策課 02 01 07 46 02 03 男女共同参画社会づくり推進ルーム管理運営費 19
総合政策課 02 01 07 09 01 03 女性活躍推進事業 20
秘書広報課 02 01 01 47 02 20 市長・副市長の公務に要する経費 20
秘書広報課 02 01 01 47 02 21 市長車運行管理費 21
秘書広報課 02 01 01 47 02 22 秘書広報一般事務費 21
秘書広報課 02 01 03 40 01 02 広報・広聴機能の充実に関する事業 22
秘書広報課 02 01 08 40 01 01 ホームページ等運用事業 22
地域コミュニティ課 02 01 01 10 02 02 外国青年招致及び国際交流まちづくり推進事業 23
地域コミュニティ課 02 01 01 38 01 04 行政文書配布・調査取りまとめに関する事業 23
地域コミュニティ課 02 01 07 38 01 02 新しい地域コミュニティ組織制度事業 24
地域コミュニティ課 02 01 07 47 02 23 市民活動推進一般事務費 24
地域コミュニティ課 10 05 02 04 02 01 自治公民館の整備助成 25
地域コミュニティ課 10 05 02 38 01 05 自治公民館活動支援事業 25
地域コミュニティ課 02 01 07 38 02 01 ひまわり基金事業 26
地域コミュニティ課 02 01 07 38 02 02 協働のまちづくり推進事業 26
地域コミュニティ課 02 01 07 46 02 02 市民活動支援センター管理運営費 27
地域コミュニティ課 02 01 16 08 02 01 人権・同和行政推進事業 27
地域コミュニティ課 02 01 16 08 02 03 ダイバーシティ推進事業 28
地域コミュニティ課 02 01 16 47 02 25 人権・同和行政推進一般事務費 28
行政改革・デジタル推進課 02 01 01 41 02 02 行政改革推進に要する経費 29
行政改革・デジタル推進課 02 01 08 37 02 02 ＤＸ推進事業 29
行政改革・デジタル推進課 02 01 08 37 01 02 庁内ＬＡＮ運用費 30

（総務部）
所管課 事業名 頁

総務課 02 01 01 08 03 01 平和推進事業 30
総務課 02 01 01 47 02 01 総務一般事務費 31
総務課 02 01 01 47 02 02 マイクロバス運行管理費 31
総務課 02 01 11 47 02 04 公平委員会費 32
総務課 02 01 17 47 02 03 自衛官募集事業 32
総務課 02 02 01 47 02 05 固定資産評価審査委員会事務費 33
総務課 02 01 01 37 01 01 法制支援システムに要する経費 33
総務課 02 01 01 40 04 02 情報公開、個人情報保護及び行政不服審査制度の運用に要する経費 34
総務課 02 01 01 47 02 07 法務一般事務費 34
防災推進課 02 01 13 25 01 01 災害予防対策事業 35
防災推進課 02 01 13 25 01 04 防災計画等策定事業 35
防災推進課 02 01 13 25 01 06 防災情報収集・伝達事業 36
防災推進課 02 01 13 47 02 16 防災推進一般事務費 36
防災推進課 02 01 13 25 01 05 地域防災力向上支援事業 37
防災推進課 02 01 13 25 01 08 災害応急対策・復旧対策事業 37
防災推進課 02 01 13 25 01 24 災害時相互支援体制構築事業 38

款項目 大中小

款項目 大中小

（総務部）
所管課 事業名 頁

防災推進課 02 01 13 25 02 01 地震・津波防災施設整備事業 38
財政課 02 01 01 48 01 01 減債・財政調整・公共施設整備基金積立に要する経費 39
財政課 02 01 04 41 01 01 公会計制度改革に要する経費 39
財政課 02 01 04 41 02 01 財務会計システムの運用に要する経費 40
財政課 02 01 04 47 02 10 財政一般事務費 40
財政課 12 01 01 50 01 01 借入金元金の返済に要する経費 41
財政課 12 01 02 50 02 01 借入金利子の返済に要する経費 41
財政課 12 01 03 47 02 11 公債諸費 42
財政課 14 01 01 51 01 01 一般会計予備費 42
財政課 02 01 01 41 02 27 電子入札システム運用事業 43
財政課 02 01 01 47 02 08 契約一般事務費 43
財政課 02 01 01 47 02 09 工事監理一般事務費 44
職員課 02 01 02 47 02 14 人事研修一般事務費 44
職員課 02 01 01 47 02 15 給与厚生一般事務費 45
職員課 02 01 01 48 01 02 退職手当基金積立に要する経費 45
職員課 02 01 02 45 02 01 福利厚生制度の充実に要する経費 46
職員課 02 01 02 40 02 01 人事評価制度推進事業 46
職員課 02 01 02 40 02 02 職員研修事業 47
資産経営課 02 01 01 41 03 03 普通財産管理に要する経費 47
資産経営課 02 01 04 41 03 01 公共施設マネジメント推進事業 48
資産経営課 02 01 06 41 03 02 公有財産台帳管理事業 48
資産経営課 02 01 06 41 03 07 公共施設老朽化対策事業 49
資産経営課 10 06 02 07 03 04 日向市総合体育館整備事業 49
資産経営課 02 01 01 47 02 12 管財一般事務費 50
資産経営課 02 01 06 46 02 01 本庁舎等管理運営費 50
資産経営課 02 01 06 47 02 13 公用車集中管理に要する経費 51
資産経営課 08 06 02 47 08 04 建築一般事務費 51

（市民環境部）
所管課 事業名 頁

税務課 02 02 02 42 02 03 市民税賦課に要する経費 52
税務課 02 02 02 42 02 04 固定資産税賦課に要する経費 52
税務課 02 02 02 42 02 07 収納事務に要する経費 53
税務課 02 01 04 42 02 08 債権の適正管理事業 53
税務課 02 02 01 47 02 26 税務一般事務費 54
国民健康保険課 03 01 01 49 01 06 国民健康保険事業特別会計への繰出金 54
国民健康保険課 03 01 06 16 02 02 後期高齢者医療事業 55
国民健康保険課 03 01 06 49 01 08 後期高齢者医療事業特別会計への繰出金 55
国民健康保険課 04 01 02 49 01 24 国民健康保険東郷診療所特別会計への繰出金 56
市民課 02 03 01 40 04 03 住民基本台帳事務費 56
市民課 02 03 01 40 04 04 中長期在留者住居地届出等事務費 57
市民課 02 05 01 41 02 17 人口動態調査事務費 57
市民課 02 05 01 41 02 18 現住人口調査事務費 58
市民課 03 01 03 16 03 01 国民年金事務費 58
市民課 02 01 14 26 03 01 消費生活事業 59
市民課 02 01 14 26 03 02 消費者行政強化事業 59
市民課 02 01 14 26 04 01 各種相談(人権・法律等）事業 60
市民課 04 01 03 26 05 01 畜犬(登録・狂犬病予防）事業 60
市民課 04 01 03 46 04 01 市営納骨堂管理運営費 61
市民課 04 01 03 49 01 09 城山墓園事業特別会計への繰出金 61
市民課 04 01 04 26 05 02 斎場費 62
市民課 02 01 14 26 01 02 犯罪被害者等支援事業 62
市民課 02 01 14 26 02 02 地域安全啓発事業 63
市民課 02 01 14 26 02 03 交通安全対策事業 63
市民課 02 01 14 26 02 04 水難防止啓発事業 64
市民課 02 01 10 47 02 27 美々津支所一般事務費 64
市民課 02 01 10 47 02 28 岩脇支所一般事務費 65
市民課 02 01 10 47 02 29 細島支所一般事務費 65
市民課 02 03 01 40 04 05 マイナンバーカード取得推進事業 66
環境政策課 02 01 15 28 01 01 環境基本計画推進事業 66
環境政策課 04 01 03 28 04 01 地球温暖化防止対策実行計画推進事業 67
環境政策課 04 01 03 28 04 02 ゼロカーボン推進事業 67

款項目 大中小

款項目 大中小



一 般 会 計

事 業 の 説 明



（単位：円）

令和３年度末 令和４年度末 令和５年度末

（５月末現在高） 利子積立額 その他積立額 取り崩し額 （見込み） 利子積立額 その他積立額 取り崩し額 （見込み）

財政調整積立基金 2,899,901,000 962,000 360,000,000 1,235,998,000 2,024,865,000 960,000,000 1,064,865,000

減債基金 667,469,000 215,000 667,684,000 667,684,000

退職手当基金 1,101,590,000 354,000 45,716,000 1,147,660,000 45,739,000 88,000,000 1,105,399,000

消防事務財政調整積立基金 160,582,000 43,000 28,623,000 19,000,000 170,248,000 5,435,000 175,683,000

うるおい福祉基金 412,464,000 55,921,000 356,543,000 53,600,000 302,943,000

ひまわり基金 26,637,000 2,292,000 24,345,000 2,292,000 22,053,000

文化スポーツ振興基金 86,087,000 9,062,000 77,025,000 9,062,000 67,963,000

ふるさと農村活性化基金 10,000,000 10,000,000 10,000,000

公共施設整備等資金積立基金 2,421,534,000 614,000 12,027,000 316,560,000 2,117,615,000 3,031,000 481,200,000 1,639,446,000

地域振興基金（H20～） 1,195,740,000 6,700,000 1,189,040,000 24,200,000 1,164,840,000

学校施設整備基金（H21～） 3,898,000 3,898,000 3,898,000

市民活動支援基金（H23～） 112,858,000 8,900,000 9,086,000 112,672,000 9,300,000 6,588,000 115,384,000

過疎地域振興基金（H23～） 280,235,000 92,000 21,000,000 15,631,000 285,696,000 21,000,000 17,031,000 289,665,000

みどりのまちづくり基金（H25～） 40,470,000 40,470,000 40,470,000

ふるさと日向市応援寄附金基金（H26～） 802,176,000 400,000,000 295,200,000 906,976,000 580,900,000 326,076,000

再生可能エネルギー設備維持管理基金（H26～) 195,000 13,000 208,000 208,000

総合体育館建設基金（H29～) 208,164,000 67,000 208,231,000 208,231,000

森林環境譲与税基金（R1～) 89,391,000 3,000 70,546,000 74,670,000 85,270,000 70,546,000 73,300,000 82,516,000

新型コロナウイルス感染症対策貸付利子補給基金（R2～） 40,000,000 1,000 29,000,000 11,001,000 11,000,000 1,000

原油・原材料高対策特別貸付利子補給基金（R4～） 26,000,000 26,000,000 11,000,000 15,000,000

みやざき再生支援特別貸付利子補給基金（R4～） 57,000,000 57,000,000 21,000,000 36,000,000

計 6,992,021,000 1,174,000 669,825,000 833,122,000 6,829,898,000 155,051,000 1,379,173,000 5,605,776,000

10,559,391,000 2,351,000 1,029,825,000 2,069,120,000 9,522,447,000 155,051,000 2,339,173,000 7,338,325,000

925,270,000 9,000 925,279,000 925,279,000

図書購入基金 10,500,000 10,500,000 10,500,000

育英奨学金貸付基金 245,165,000 6,000 245,171,000 245,171,000

優良雌牛貸付基金（※R4末廃止見込み） 20,920,000 20,920,000

計 276,585,000 6,000 20,920,000 255,671,000 255,671,000

1,201,855,000 15,000 20,920,000 1,180,950,000 1,180,950,000

11,761,246,000 2,366,000 1,029,825,000 2,090,040,000 10,703,397,000 155,051,000 2,339,173,000 8,519,275,000

国民健康保険基金 244,678,000 71,000 76,000,000 320,749,000 100,000 320,849,000

介護給付費準備基金 768,670,000 247,000 112,722,000 881,639,000 239,000 50,740,000 831,138,000

　　　　 総　　　合　　　計 12,774,594,000 2,684,000 1,218,547,000 2,090,040,000 11,905,785,000 339,000 155,051,000 2,389,913,000 9,671,262,000

▲ 868,809,000 ▲ 2,234,523,000前年度末残高との比較
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前年度末残高との比較

８　基金現在高の状況 (令和３年度末から令和５年度の動き)

令和４年度（３月補正後） 令和５年度（当初）

令和５年度当初予算　一般会計　事業目次

（総合政策部）
所管課 事業名 頁

総合政策課 02 01 07 01 04 01 高校魅力向上支援事業 9
総合政策課 02 01 07 32 01 04 土地利用規制等対策事務費 9
総合政策課 02 01 07 39 02 02 定住促進事業 10
総合政策課 02 01 07 39 02 07 結婚応援事業 10
総合政策課 02 01 07 41 01 04 政策調査研究費 11
総合政策課 02 01 07 41 01 05 総合計画・ＳＤＧｓ推進事業 11
総合政策課 02 01 07 41 01 10 交流施設整備調査研究事業 12
総合政策課 02 01 07 47 02 17 総合政策一般事務費 12
総合政策課 02 01 07 32 03 01 地域生活交通対策事業 13
総合政策課 02 01 07 41 04 01 広域連携の推進事業 13
総合政策課 02 01 07 41 04 02 定住自立圏形成推進事業 14
総合政策課 02 05 01 41 02 07 学校基本調査 14
総合政策課 02 05 01 41 02 09 統計調査員確保対策事業 15
総合政策課 02 05 01 41 02 10 農林業センサス 15
総合政策課 02 05 01 41 02 12 住宅・土地統計調査 16
総合政策課 02 05 01 41 02 13 漁業センサス 16
総合政策課 02 05 01 41 02 14 経済センサス 17
総合政策課 02 05 01 41 02 16 国勢調査 17
総合政策課 02 05 01 47 02 19 統計一般事務費 18
総合政策課 02 01 07 09 01 01 男女共同参画社会づくり推進事業 18
総合政策課 02 01 07 09 03 01 ＤＶ対策推進事業 19
総合政策課 02 01 07 46 02 03 男女共同参画社会づくり推進ルーム管理運営費 19
総合政策課 02 01 07 09 01 03 女性活躍推進事業 20
秘書広報課 02 01 01 47 02 20 市長・副市長の公務に要する経費 20
秘書広報課 02 01 01 47 02 21 市長車運行管理費 21
秘書広報課 02 01 01 47 02 22 秘書広報一般事務費 21
秘書広報課 02 01 03 40 01 02 広報・広聴機能の充実に関する事業 22
秘書広報課 02 01 08 40 01 01 ホームページ等運用事業 22
地域コミュニティ課 02 01 01 10 02 02 外国青年招致及び国際交流まちづくり推進事業 23
地域コミュニティ課 02 01 01 38 01 04 行政文書配布・調査取りまとめに関する事業 23
地域コミュニティ課 02 01 07 38 01 02 新しい地域コミュニティ組織制度事業 24
地域コミュニティ課 02 01 07 47 02 23 市民活動推進一般事務費 24
地域コミュニティ課 10 05 02 04 02 01 自治公民館の整備助成 25
地域コミュニティ課 10 05 02 38 01 05 自治公民館活動支援事業 25
地域コミュニティ課 02 01 07 38 02 01 ひまわり基金事業 26
地域コミュニティ課 02 01 07 38 02 02 協働のまちづくり推進事業 26
地域コミュニティ課 02 01 07 46 02 02 市民活動支援センター管理運営費 27
地域コミュニティ課 02 01 16 08 02 01 人権・同和行政推進事業 27
地域コミュニティ課 02 01 16 08 02 03 ダイバーシティ推進事業 28
地域コミュニティ課 02 01 16 47 02 25 人権・同和行政推進一般事務費 28
行政改革・デジタル推進課 02 01 01 41 02 02 行政改革推進に要する経費 29
行政改革・デジタル推進課 02 01 08 37 02 02 ＤＸ推進事業 29
行政改革・デジタル推進課 02 01 08 37 01 02 庁内ＬＡＮ運用費 30

（総務部）
所管課 事業名 頁

総務課 02 01 01 08 03 01 平和推進事業 30
総務課 02 01 01 47 02 01 総務一般事務費 31
総務課 02 01 01 47 02 02 マイクロバス運行管理費 31
総務課 02 01 11 47 02 04 公平委員会費 32
総務課 02 01 17 47 02 03 自衛官募集事業 32
総務課 02 02 01 47 02 05 固定資産評価審査委員会事務費 33
総務課 02 01 01 37 01 01 法制支援システムに要する経費 33
総務課 02 01 01 40 04 02 情報公開、個人情報保護及び行政不服審査制度の運用に要する経費 34
総務課 02 01 01 47 02 07 法務一般事務費 34
防災推進課 02 01 13 25 01 01 災害予防対策事業 35
防災推進課 02 01 13 25 01 04 防災計画等策定事業 35
防災推進課 02 01 13 25 01 06 防災情報収集・伝達事業 36
防災推進課 02 01 13 47 02 16 防災推進一般事務費 36
防災推進課 02 01 13 25 01 05 地域防災力向上支援事業 37
防災推進課 02 01 13 25 01 08 災害応急対策・復旧対策事業 37
防災推進課 02 01 13 25 01 24 災害時相互支援体制構築事業 38

款項目 大中小

款項目 大中小

（総務部）
所管課 事業名 頁

防災推進課 02 01 13 25 02 01 地震・津波防災施設整備事業 38
財政課 02 01 01 48 01 01 減債・財政調整・公共施設整備基金積立に要する経費 39
財政課 02 01 04 41 01 01 公会計制度改革に要する経費 39
財政課 02 01 04 41 02 01 財務会計システムの運用に要する経費 40
財政課 02 01 04 47 02 10 財政一般事務費 40
財政課 12 01 01 50 01 01 借入金元金の返済に要する経費 41
財政課 12 01 02 50 02 01 借入金利子の返済に要する経費 41
財政課 12 01 03 47 02 11 公債諸費 42
財政課 14 01 01 51 01 01 一般会計予備費 42
財政課 02 01 01 41 02 27 電子入札システム運用事業 43
財政課 02 01 01 47 02 08 契約一般事務費 43
財政課 02 01 01 47 02 09 工事監理一般事務費 44
職員課 02 01 02 47 02 14 人事研修一般事務費 44
職員課 02 01 01 47 02 15 給与厚生一般事務費 45
職員課 02 01 01 48 01 02 退職手当基金積立に要する経費 45
職員課 02 01 02 45 02 01 福利厚生制度の充実に要する経費 46
職員課 02 01 02 40 02 01 人事評価制度推進事業 46
職員課 02 01 02 40 02 02 職員研修事業 47
資産経営課 02 01 01 41 03 03 普通財産管理に要する経費 47
資産経営課 02 01 04 41 03 01 公共施設マネジメント推進事業 48
資産経営課 02 01 06 41 03 02 公有財産台帳管理事業 48
資産経営課 02 01 06 41 03 07 公共施設老朽化対策事業 49
資産経営課 10 06 02 07 03 04 日向市総合体育館整備事業 49
資産経営課 02 01 01 47 02 12 管財一般事務費 50
資産経営課 02 01 06 46 02 01 本庁舎等管理運営費 50
資産経営課 02 01 06 47 02 13 公用車集中管理に要する経費 51
資産経営課 08 06 02 47 08 04 建築一般事務費 51

（市民環境部）
所管課 事業名 頁

税務課 02 02 02 42 02 03 市民税賦課に要する経費 52
税務課 02 02 02 42 02 04 固定資産税賦課に要する経費 52
税務課 02 02 02 42 02 07 収納事務に要する経費 53
税務課 02 01 04 42 02 08 債権の適正管理事業 53
税務課 02 02 01 47 02 26 税務一般事務費 54
国民健康保険課 03 01 01 49 01 06 国民健康保険事業特別会計への繰出金 54
国民健康保険課 03 01 06 16 02 02 後期高齢者医療事業 55
国民健康保険課 03 01 06 49 01 08 後期高齢者医療事業特別会計への繰出金 55
国民健康保険課 04 01 02 49 01 24 国民健康保険東郷診療所特別会計への繰出金 56
市民課 02 03 01 40 04 03 住民基本台帳事務費 56
市民課 02 03 01 40 04 04 中長期在留者住居地届出等事務費 57
市民課 02 05 01 41 02 17 人口動態調査事務費 57
市民課 02 05 01 41 02 18 現住人口調査事務費 58
市民課 03 01 03 16 03 01 国民年金事務費 58
市民課 02 01 14 26 03 01 消費生活事業 59
市民課 02 01 14 26 03 02 消費者行政強化事業 59
市民課 02 01 14 26 04 01 各種相談(人権・法律等）事業 60
市民課 04 01 03 26 05 01 畜犬(登録・狂犬病予防）事業 60
市民課 04 01 03 46 04 01 市営納骨堂管理運営費 61
市民課 04 01 03 49 01 09 城山墓園事業特別会計への繰出金 61
市民課 04 01 04 26 05 02 斎場費 62
市民課 02 01 14 26 01 02 犯罪被害者等支援事業 62
市民課 02 01 14 26 02 02 地域安全啓発事業 63
市民課 02 01 14 26 02 03 交通安全対策事業 63
市民課 02 01 14 26 02 04 水難防止啓発事業 64
市民課 02 01 10 47 02 27 美々津支所一般事務費 64
市民課 02 01 10 47 02 28 岩脇支所一般事務費 65
市民課 02 01 10 47 02 29 細島支所一般事務費 65
市民課 02 03 01 40 04 05 マイナンバーカード取得推進事業 66
環境政策課 02 01 15 28 01 01 環境基本計画推進事業 66
環境政策課 04 01 03 28 04 01 地球温暖化防止対策実行計画推進事業 67
環境政策課 04 01 03 28 04 02 ゼロカーボン推進事業 67

款項目 大中小

款項目 大中小



令和５年度当初予算　一般会計　事業目次

（市民環境部）
所管課 事業名 頁

環境政策課 04 02 01 27 01 04 資源中間処理事業 68
環境政策課 04 02 01 27 03 01 環境衛生の充実に要する経費 68
環境政策課 04 02 01 46 04 02 環境政策課庁舎管理運営費 69
環境政策課 04 02 01 47 04 01 環境政策一般事務費 69
環境政策課 02 01 15 28 01 02 自然保護事業 70
環境政策課 04 01 03 28 01 04 環境衛生に要する経費 70
環境政策課 04 01 05 28 03 01 公害対策事業 71
環境政策課 04 02 03 46 04 03 財光寺汚泥処理場施設管理運営費 71
環境政策課 04 01 05 27 01 03 生ごみリサイクル推進事業 72
環境政策課 04 02 01 27 01 02 資源回収事業 72
環境政策課 04 02 02 27 01 01 樹木リサイクル事業 73
環境政策課 04 02 02 27 02 01 ごみ処理事業 73
環境政策課 04 02 02 27 02 02 不法投棄対策事業 74
環境政策課 04 02 02 27 03 02 車両管理費 74
環境政策課 04 02 02 27 03 03 一般廃棄物埋立処分場更新に要する経費 75
環境政策課 04 02 02 46 04 04 一般廃棄物埋立処分場（第4）管理運営費 75

（福祉部）
所管課 事業名 頁

福祉課 03 01 01 15 01 01 ボランティア活動支援事業（民生委員活動費の補助等） 76
福祉課 03 01 01 15 01 02 日向市社会福祉協議会の支援に要する経費 76
福祉課 03 01 01 15 01 03 民間福祉活動支援事業 77
福祉課 03 01 01 15 01 04 「地域福祉計画」推進事業 77
福祉課 03 01 01 15 01 14 重層的支援体制整備事業 78
福祉課 03 01 01 47 03 01 福祉管理一般事務費 78
福祉課 03 04 01 25 02 14 災害応急対策の充実に要する経費 79
福祉課 03 01 02 14 01 01 ふれあいフェスタ開催に要する経費 79
福祉課 03 01 02 14 01 02 福祉関係団体運営補助に要する経費（市単） 80
福祉課 03 01 02 14 02 03 重度心身障害児者医療費助成事業 80
福祉課 03 01 02 14 02 04 自立支援医療給付事業 81
福祉課 03 01 02 14 02 05 人工透析者交通費助成事業（市単） 81
福祉課 03 01 02 14 02 06 障害児・者補装具給付事業 82
福祉課 03 01 02 14 02 08 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業 82
福祉課 03 01 02 14 02 09 身体障害者福祉電話運営事業（市単） 83
福祉課 03 01 02 14 02 10 特別障害者手当等給付事業 83
福祉課 03 01 02 14 02 11 特別児童扶養手当事務費 84
福祉課 03 01 02 14 02 12 心身障害児介護手当給付事業（市単） 84
福祉課 03 01 02 14 02 13 理容・美容サービス事業（市単） 85
福祉課 03 01 02 14 02 14 福祉機器貸与・リサイクル事業（市単） 85
福祉課 03 01 02 14 02 15 障害者地域生活支援事業 86
福祉課 03 01 02 14 02 16 意思疎通支援事業 86
福祉課 03 01 02 14 03 02 障害者社会参加促進事業 87
福祉課 03 01 02 14 03 03 重度障害者タクシー料金助成事業（市単） 87
福祉課 03 01 02 46 03 02 障害者センター管理運営費 88
福祉課 03 01 02 47 03 02 障がい福祉一般事務費 88
福祉課 03 01 02 14 02 07 障害児療育等援助事業（市単） 89
福祉課 03 01 02 14 02 19 介護給付事業 89
福祉課 03 01 02 14 02 20 訓練等給付事業 90
福祉課 03 01 02 14 02 21 障害者給付認定審査会運営事業 90
福祉課 03 01 02 14 02 22 相談支援事業 91
福祉課 03 01 02 14 02 23 移動支援事業 91
福祉課 03 01 02 14 02 24 地域活動支援センター事業 92
福祉課 03 01 02 14 02 25 障害児通所支援事業 92
福祉課 03 01 02 14 02 26 日向市障がい者プラン・障がい福祉計画策定事業 93
福祉課 03 03 01 15 02 02 生活保護の適正実施推進事業(補助対象) 93
福祉課 03 03 01 15 02 03 生活保護の適正実施推進事業(市単) 94
福祉課 03 03 01 15 02 04 生活困窮者自立支援事業 94
福祉課 03 03 02 15 02 01 生活保護費 95
福祉課 03 01 01 47 03 09 福祉法人監査一般事務費 95
こども課 03 02 01 11 03 05 子ども子育て支援事業計画策定事業 96
こども課 03 02 01 11 03 11 子ども医療費助成事業 96
こども課 03 02 01 11 03 12 児童手当給付事業 97

款項目 大中小

款項目 大中小

（福祉部）
所管課 事業名 頁

こども課 03 02 01 11 03 38 出産子育て応援事業 97
こども課 03 02 01 11 04 01 放課後児童クラブ事業 98
こども課 03 02 01 11 06 01 児童扶養手当給付事業 98
こども課 03 02 01 46 03 03 日知屋児童センター管理運営費 99
こども課 03 02 01 46 03 04 大王谷児童館管理運営費 99
こども課 03 02 01 47 03 03 子育て支援一般事務費 100
こども課 03 02 02 11 06 02 寡婦医療費助成事業 100
こども課 03 02 02 11 06 03 母子寡婦福祉事業 101
こども課 03 02 02 11 06 04 ひとり親家庭医療費助成事業 101
こども課 03 02 02 11 06 05 高等職業訓練促進給付金等事業 102
こども課 03 02 02 11 06 06 自立支援教育訓練給付金事業 102
こども課 03 02 02 11 06 08 母子・父子自立支援員設置事業 103
こども課 03 02 02 11 06 09 ひとり親家庭等日常生活支援事業 103
こども課 04 01 01 11 02 03 未熟児養育医療給付事業 104
こども課 03 02 01 11 03 14 子育て短期利用事業 104
こども課 03 02 01 11 05 05 子育て支援事業 105
こども課 03 02 01 11 07 01 家庭児童相談員設置事業 105
こども課 03 02 01 11 07 02 児童虐待防止対策支援事業 106
こども課 03 03 01 15 03 01 子供の未来応援地域ネットワーク形成支援事業 106
こども課 10 01 02 02 01 05 日向・東臼杵いじめ問題再調査事業 107
こども課 03 02 01 11 03 08 保育所等整備事業 107
こども課 03 02 01 11 03 15 一時預かり事業 108
こども課 03 02 01 11 03 16 施設型給付事業 108
こども課 03 02 01 11 03 17 障がい児保育事業 109
こども課 03 02 01 11 03 19 保育の質の向上のための幼保合同研修等推進事業 109
こども課 03 02 01 11 03 25 子育てのための施設等利用給付事業 110
こども課 03 02 01 11 04 02 延長保育促進事業 110
こども課 03 02 01 11 04 03 病児・病後児保育事業 111
こども課 03 02 01 11 04 04 認可外保育施設支援事業 111
こども課 03 02 01 11 05 01 子育て家庭支援推進事業 112
こども課 03 02 01 47 03 10 保育事業一般事務費 112
こども課 03 02 01 11 03 13 発達障がい児相談員設置事業 113
こども課 04 01 01 11 01 04 不妊検査費助成事業 113
こども課 04 01 02 11 02 01 ヘルシースタート事業 114
こども課 04 01 02 12 01 05 小児予防接種事業 114
こども課 03 02 03 11 04 06 保育事業（上町保育所） 115
こども課 03 02 03 46 03 05 上町保育所施設管理運営費 115
こども課 03 02 03 47 03 04 上町保育所一般事務費 116
こども課 03 02 03 11 04 07 保育事業（細島保育所） 116
こども課 03 02 03 46 03 06 細島保育所施設管理運営費 117
こども課 03 02 03 47 03 05 細島保育所一般事務費 117

（健康長寿部）
所管課 事業名 頁

高齢者あんしん課 03 01 04 13 01 01 敬老事業 118
高齢者あんしん課 03 01 04 13 01 02 高齢者社会参加・交流促進事業 118
高齢者あんしん課 03 01 04 13 01 03 シルバー人材センター支援に要する経費 119
高齢者あんしん課 03 01 04 13 02 04 養護老人ホームへの措置に要する経費 119
高齢者あんしん課 03 01 04 13 02 12 成年後見制度利用促進事業 120
高齢者あんしん課 03 01 04 46 03 07 老人福祉センター（春原）管理運営費 120
高齢者あんしん課 03 01 04 46 03 08 美々津老人福祉センター管理運営費 121
高齢者あんしん課 03 01 04 46 03 09 平岩ふれあい館管理運営費 121
高齢者あんしん課 03 01 04 46 03 10 ひまわり寮施設管理運営費 122
高齢者あんしん課 03 01 04 46 03 11 鈴峰園管理運営費 122
高齢者あんしん課 03 01 04 49 01 10 介護保険事業特別会計（保険事業勘定）への繰出金 123
高齢者あんしん課 03 01 04 13 01 04 高齢者保健福祉計画に要する経費 123
高齢者あんしん課 03 01 04 13 01 06 生活支援体制整備事業 124
高齢者あんしん課 03 01 04 13 02 05 在宅高齢者支援事業 124
高齢者あんしん課 03 01 04 13 03 69 包括的支援事業 125
高齢者あんしん課 03 01 04 13 03 70 一般介護予防事業 125
高齢者あんしん課 03 01 04 47 03 06 高齢者福祉一般事務費 126
高齢者あんしん課 04 01 02 49 01 25 国民健康保険東郷診療所特別会計(訪問看護事業)への繰出金 126

款項目 大中小

款項目 大中小

令和５年度当初予算　一般会計　事業目次

（健康長寿部）
所管課 事業名 頁

健康増進課 04 01 01 47 04 02 健康増進一般事務費 127
健康増進課 04 01 02 12 01 01 食生活改善推進事業 127
健康増進課 04 01 02 12 01 03 「健康ひゅうが21計画」推進会議の運営に要する経費 128
健康増進課 04 01 02 12 01 08 健康増進事業 128
健康増進課 04 01 02 12 01 10 がん検診推進事業 129
健康増進課 04 01 02 12 01 11 感染症対策に要する経費 129
健康増進課 04 01 02 12 01 13 自殺対策事業 130
健康増進課 04 01 01 12 02 02 救急医療体制整備事業 130
健康増進課 04 01 01 12 02 05 地域医療体制整備事業 131
健康増進課 04 01 06 12 02 03 初期救急診療所事業 131
健康増進課 04 01 06 46 04 06 初期救急診療所管理運営費 132

（商工観光部）
所管課 事業名 頁

商工港湾課 05 01 02 21 01 06 日向市地域雇用創造協議会に要する経費 132
商工港湾課 05 01 02 21 01 07 就業支援に要する経費 133
商工港湾課 05 01 02 21 01 13 中小企業魅力発信支援事業 133
商工港湾課 07 01 01 47 07 04 商工業振興一般事務費 134
商工港湾課 07 01 02 20 01 02 商工会議所等運営補助事業 134
商工港湾課 07 01 02 20 01 12 中小企業特別融資事業 135
商工港湾課 07 01 02 20 01 19 商工業振興事業 135
商工港湾課 07 01 02 20 01 26 中小企業等各種資金利子補給事業 136
商工港湾課 07 01 02 20 01 27 住宅・店舗等リフォーム促進事業 136
商工港湾課 07 01 02 20 01 28 応援消費プレミアム付商品券発行事業 137
商工港湾課 07 01 02 20 01 37 商工業団体・組合等消費喚起事業 137
商工港湾課 07 01 02 20 01 39 中小企業事業承継支援事業 138
商工港湾課 07 01 02 20 01 41 中小企業等デジタル化支援事業 138
商工港湾課 07 01 02 20 01 43 中小企業等創業支援事業 139
商工港湾課 07 01 02 20 02 02 地場産業振興事業 139
商工港湾課 07 01 02 22 02 01 ひむか－Ｂｉｚ運営事業 140
商工港湾課 07 01 02 46 07 01 日向地区ひとものづくりセンター管理運営費 140
商工港湾課 07 01 02 20 01 17 ふるさと融資事業 141
商工港湾課 07 01 02 22 01 01 企業誘致推進事業 141
商工港湾課 07 01 02 22 01 09 ワーケーション推進事業 142
商工港湾課 07 01 02 46 07 02 企業誘致関連施設管理運営費 142
商工港湾課 08 04 01 36 01 01 重要港湾等整備事業 143
商工港湾課 08 04 01 36 02 01 物流等対策事業 143
商工港湾課 08 04 01 36 02 05 みなとオアシス推進事業 144
商工港湾課 08 04 01 47 08 01 港湾一般事務費 144
観光交流課 07 01 03 23 01 03 広域観光ルート推進事業 145
観光交流課 07 01 03 23 03 02 観光客誘致推進事業 145
観光交流課 07 01 03 23 04 01 観光振興事業 146
観光交流課 07 01 03 23 04 02 日向市観光協会運営補助事業 146
観光交流課 07 01 03 47 07 03 観光振興一般事務費 147
観光交流課 07 01 03 23 01 13 地域・観光情報拠点施設管理運営費 147
観光交流課 07 01 03 46 07 04 日向サンパーク体育施設等管理運営費 148
観光交流課 07 01 03 46 07 05 日向サンパーク温泉管理運営費 148
観光交流課 07 01 03 46 07 06 道の駅「日向」管理運営費 149
観光交流課 07 01 03 46 07 09 石並川キャンプ場管理運営費 149
観光交流課 07 01 03 46 07 10 日向岬グリーンパーク管理運営費 150
観光交流課 07 01 03 46 07 11 海水浴場管理運営費 150
観光交流課 07 01 03 46 07 13 その他の観光施設等管理運営費 151
観光交流課 07 01 03 46 07 14 道の駅「とうごう」管理運営費 151
観光交流課 07 01 03 46 07 15 牧水公園管理運営費 152
観光交流課 07 01 03 46 07 24 観光施設長寿命化事業 152
観光交流課 07 01 03 23 05 01 サーフタウン日向推進事業 153
観光交流課 07 01 03 23 05 02 スポーツキャンプ活性化事業 153

（農林水産部）
所管課 事業名 頁

農業畜産課 06 01 02 17 05 03 農村公園管理運営費 154
農業畜産課 06 01 02 47 06 01 農業振興一般事務費 154
農業畜産課 06 01 03 17 01 02 認定農業者等担い手育成支援事業 155

款項目 大中小

款項目 大中小

款項目 大中小

（農林水産部）
所管課 事業名 頁

農業畜産課 06 01 03 17 01 11 地域計画策定推進緊急対策事業 155
農業畜産課 06 01 03 17 01 12 新規就農者育成総合対策事業 156
農業畜産課 06 01 03 17 03 01 農地中間管理事業 156
農業畜産課 06 01 03 17 03 04 農業振興事業 157
農業畜産課 06 01 03 17 03 05 農業施設付帯設備設置促進対策事業 157
農業畜産課 06 01 03 17 03 06 中山間地域等直接支払交付金事業 158
農業畜産課 06 01 03 17 03 07 圏域物流体制整備事業 158
農業畜産課 06 01 03 17 03 08 農産物価格安定対策事業 159
農業畜産課 06 01 03 17 03 09 各種資金利子補給事業 159
農業畜産課 06 01 03 17 03 10 経営所得安定対策等推進事業 160
農業畜産課 06 01 03 17 03 17 農林水産業振興計画策定事業 160
農業畜産課 06 01 03 17 05 02 農業用廃プラスチック適正処理推進対策事業 161
農業畜産課 06 01 03 17 06 01 環境保全型農業直接支援対策事業 161
農業畜産課 06 01 03 46 06 01 農産加工施設管理運営費 162
農業畜産課 06 01 03 46 06 03 農村交流館・塩見農村公園管理運営費 162
農業畜産課 06 01 09 17 01 03 農業経営対策事業 163
農業畜産課 06 01 04 17 04 01 生産性向上対策事業 163
農業畜産課 06 01 04 17 04 02 家畜防疫推進事業 164
農業畜産課 06 01 04 17 04 03 各種資金利子補給（畜産） 164
農業畜産課 06 01 04 46 06 04 畜産センター管理運営費 165
農業畜産課 06 01 04 46 06 05 畜産資源リサイクルセンター管理運営費 165
農業畜産課 06 01 04 47 06 02 畜産振興一般事務費 166
農業畜産課 06 01 05 17 05 04 多面的機能支払交付金事業 166
農業畜産課 06 01 05 17 05 13 農道管理費 167
農業畜産課 06 01 05 17 05 20 農地耕作条件改善事業 167
農業畜産課 06 01 05 46 07 16 奥野河川プール管理運営費 168
農業畜産課 06 01 05 47 06 03 農村整備一般事務費 168
農業畜産課 06 01 06 17 05 08 県営鵜毛・籾木地区基盤整備事業 169
農業畜産課 06 01 08 17 05 06 県営ため池等整備事業 169
農業畜産課 06 01 08 17 05 14 用排水路施設管理運営費 170
農業畜産課 06 01 08 17 05 24 県単ため池緊急防災対策事業 170
農業畜産課 06 01 08 17 05 25 農業水利施設危機管理対策事業 171
農業畜産課 06 01 08 17 05 26 農業水路等長寿命化・防災減災事業 171
農業畜産課 06 01 08 17 05 27 県単土地改良事業 172
農業畜産課 06 01 08 17 05 28 水利施設等保全高度化事業 172
農業畜産課 11 01 01 25 02 06 農地・農業用施設災害復旧事業 173
ふるさと物産振興課 02 01 07 42 02 02 ふるさと日向市応援寄附金事業 173
ふるさと物産振興課 06 01 02 47 06 07 物産振興一般事務費 174
ふるさと物産振興課 06 01 03 17 02 03 日向地域のブランド確立推進事業 174
ふるさと物産振興課 06 01 03 17 02 05 へべす振興対策事業 175
林業水産課 06 02 01 47 06 04 林業振興一般事務費 175
林業水産課 06 02 02 18 02 01 林業振興費 176
林業水産課 06 02 02 18 02 02 有害鳥獣対策事業 176
林業水産課 06 02 02 18 02 08 林業・木材産業振興事業 177
林業水産課 06 02 01 18 01 11 林道管理費 177
林業水産課 06 02 02 18 01 05 横瀬・広瀬線（交付金）林道改良事業 178
林業水産課 06 02 02 18 01 08 林道等改良事業 178
林業水産課 06 02 02 18 01 13 林道施設長寿命化対策事業 179
林業水産課 08 01 01 33 02 01 九州自然歩道管理事業（東郷地区） 179
林業水産課 11 01 02 25 02 07 林道災害復旧事業 180
林業水産課 06 01 05 32 01 01 地籍調査事業 180
林業水産課 06 03 01 47 06 06 水産振興一般事務費 181
林業水産課 06 03 02 19 01 01 漁業近代化施設整備事業 181
林業水産課 06 03 02 19 01 02 魚貝類放流事業 182
林業水産課 06 03 02 19 01 03 保護水面管理事業 182
林業水産課 06 03 02 19 01 04 水産多面的機能発揮対策事業 183
林業水産課 06 03 02 19 02 01 漁業振興育成事業 183
林業水産課 06 03 02 19 03 03 内水面振興対策事業 184
林業水産課 06 02 02 18 04 05 森林づくり推進事業 184
林業水産課 06 02 02 18 04 07 公有林等管理運営費 185
林業水産課 06 02 02 18 04 08 森林経営管理制度事業 185

款項目 大中小



令和５年度当初予算　一般会計　事業目次

（市民環境部）
所管課 事業名 頁

環境政策課 04 02 01 27 01 04 資源中間処理事業 68
環境政策課 04 02 01 27 03 01 環境衛生の充実に要する経費 68
環境政策課 04 02 01 46 04 02 環境政策課庁舎管理運営費 69
環境政策課 04 02 01 47 04 01 環境政策一般事務費 69
環境政策課 02 01 15 28 01 02 自然保護事業 70
環境政策課 04 01 03 28 01 04 環境衛生に要する経費 70
環境政策課 04 01 05 28 03 01 公害対策事業 71
環境政策課 04 02 03 46 04 03 財光寺汚泥処理場施設管理運営費 71
環境政策課 04 01 05 27 01 03 生ごみリサイクル推進事業 72
環境政策課 04 02 01 27 01 02 資源回収事業 72
環境政策課 04 02 02 27 01 01 樹木リサイクル事業 73
環境政策課 04 02 02 27 02 01 ごみ処理事業 73
環境政策課 04 02 02 27 02 02 不法投棄対策事業 74
環境政策課 04 02 02 27 03 02 車両管理費 74
環境政策課 04 02 02 27 03 03 一般廃棄物埋立処分場更新に要する経費 75
環境政策課 04 02 02 46 04 04 一般廃棄物埋立処分場（第4）管理運営費 75

（福祉部）
所管課 事業名 頁

福祉課 03 01 01 15 01 01 ボランティア活動支援事業（民生委員活動費の補助等） 76
福祉課 03 01 01 15 01 02 日向市社会福祉協議会の支援に要する経費 76
福祉課 03 01 01 15 01 03 民間福祉活動支援事業 77
福祉課 03 01 01 15 01 04 「地域福祉計画」推進事業 77
福祉課 03 01 01 15 01 14 重層的支援体制整備事業 78
福祉課 03 01 01 47 03 01 福祉管理一般事務費 78
福祉課 03 04 01 25 02 14 災害応急対策の充実に要する経費 79
福祉課 03 01 02 14 01 01 ふれあいフェスタ開催に要する経費 79
福祉課 03 01 02 14 01 02 福祉関係団体運営補助に要する経費（市単） 80
福祉課 03 01 02 14 02 03 重度心身障害児者医療費助成事業 80
福祉課 03 01 02 14 02 04 自立支援医療給付事業 81
福祉課 03 01 02 14 02 05 人工透析者交通費助成事業（市単） 81
福祉課 03 01 02 14 02 06 障害児・者補装具給付事業 82
福祉課 03 01 02 14 02 08 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業 82
福祉課 03 01 02 14 02 09 身体障害者福祉電話運営事業（市単） 83
福祉課 03 01 02 14 02 10 特別障害者手当等給付事業 83
福祉課 03 01 02 14 02 11 特別児童扶養手当事務費 84
福祉課 03 01 02 14 02 12 心身障害児介護手当給付事業（市単） 84
福祉課 03 01 02 14 02 13 理容・美容サービス事業（市単） 85
福祉課 03 01 02 14 02 14 福祉機器貸与・リサイクル事業（市単） 85
福祉課 03 01 02 14 02 15 障害者地域生活支援事業 86
福祉課 03 01 02 14 02 16 意思疎通支援事業 86
福祉課 03 01 02 14 03 02 障害者社会参加促進事業 87
福祉課 03 01 02 14 03 03 重度障害者タクシー料金助成事業（市単） 87
福祉課 03 01 02 46 03 02 障害者センター管理運営費 88
福祉課 03 01 02 47 03 02 障がい福祉一般事務費 88
福祉課 03 01 02 14 02 07 障害児療育等援助事業（市単） 89
福祉課 03 01 02 14 02 19 介護給付事業 89
福祉課 03 01 02 14 02 20 訓練等給付事業 90
福祉課 03 01 02 14 02 21 障害者給付認定審査会運営事業 90
福祉課 03 01 02 14 02 22 相談支援事業 91
福祉課 03 01 02 14 02 23 移動支援事業 91
福祉課 03 01 02 14 02 24 地域活動支援センター事業 92
福祉課 03 01 02 14 02 25 障害児通所支援事業 92
福祉課 03 01 02 14 02 26 日向市障がい者プラン・障がい福祉計画策定事業 93
福祉課 03 03 01 15 02 02 生活保護の適正実施推進事業(補助対象) 93
福祉課 03 03 01 15 02 03 生活保護の適正実施推進事業(市単) 94
福祉課 03 03 01 15 02 04 生活困窮者自立支援事業 94
福祉課 03 03 02 15 02 01 生活保護費 95
福祉課 03 01 01 47 03 09 福祉法人監査一般事務費 95
こども課 03 02 01 11 03 05 子ども子育て支援事業計画策定事業 96
こども課 03 02 01 11 03 11 子ども医療費助成事業 96
こども課 03 02 01 11 03 12 児童手当給付事業 97

款項目 大中小

款項目 大中小

（福祉部）
所管課 事業名 頁

こども課 03 02 01 11 03 38 出産子育て応援事業 97
こども課 03 02 01 11 04 01 放課後児童クラブ事業 98
こども課 03 02 01 11 06 01 児童扶養手当給付事業 98
こども課 03 02 01 46 03 03 日知屋児童センター管理運営費 99
こども課 03 02 01 46 03 04 大王谷児童館管理運営費 99
こども課 03 02 01 47 03 03 子育て支援一般事務費 100
こども課 03 02 02 11 06 02 寡婦医療費助成事業 100
こども課 03 02 02 11 06 03 母子寡婦福祉事業 101
こども課 03 02 02 11 06 04 ひとり親家庭医療費助成事業 101
こども課 03 02 02 11 06 05 高等職業訓練促進給付金等事業 102
こども課 03 02 02 11 06 06 自立支援教育訓練給付金事業 102
こども課 03 02 02 11 06 08 母子・父子自立支援員設置事業 103
こども課 03 02 02 11 06 09 ひとり親家庭等日常生活支援事業 103
こども課 04 01 01 11 02 03 未熟児養育医療給付事業 104
こども課 03 02 01 11 03 14 子育て短期利用事業 104
こども課 03 02 01 11 05 05 子育て支援事業 105
こども課 03 02 01 11 07 01 家庭児童相談員設置事業 105
こども課 03 02 01 11 07 02 児童虐待防止対策支援事業 106
こども課 03 03 01 15 03 01 子供の未来応援地域ネットワーク形成支援事業 106
こども課 10 01 02 02 01 05 日向・東臼杵いじめ問題再調査事業 107
こども課 03 02 01 11 03 08 保育所等整備事業 107
こども課 03 02 01 11 03 15 一時預かり事業 108
こども課 03 02 01 11 03 16 施設型給付事業 108
こども課 03 02 01 11 03 17 障がい児保育事業 109
こども課 03 02 01 11 03 19 保育の質の向上のための幼保合同研修等推進事業 109
こども課 03 02 01 11 03 25 子育てのための施設等利用給付事業 110
こども課 03 02 01 11 04 02 延長保育促進事業 110
こども課 03 02 01 11 04 03 病児・病後児保育事業 111
こども課 03 02 01 11 04 04 認可外保育施設支援事業 111
こども課 03 02 01 11 05 01 子育て家庭支援推進事業 112
こども課 03 02 01 47 03 10 保育事業一般事務費 112
こども課 03 02 01 11 03 13 発達障がい児相談員設置事業 113
こども課 04 01 01 11 01 04 不妊検査費助成事業 113
こども課 04 01 02 11 02 01 ヘルシースタート事業 114
こども課 04 01 02 12 01 05 小児予防接種事業 114
こども課 03 02 03 11 04 06 保育事業（上町保育所） 115
こども課 03 02 03 46 03 05 上町保育所施設管理運営費 115
こども課 03 02 03 47 03 04 上町保育所一般事務費 116
こども課 03 02 03 11 04 07 保育事業（細島保育所） 116
こども課 03 02 03 46 03 06 細島保育所施設管理運営費 117
こども課 03 02 03 47 03 05 細島保育所一般事務費 117

（健康長寿部）
所管課 事業名 頁

高齢者あんしん課 03 01 04 13 01 01 敬老事業 118
高齢者あんしん課 03 01 04 13 01 02 高齢者社会参加・交流促進事業 118
高齢者あんしん課 03 01 04 13 01 03 シルバー人材センター支援に要する経費 119
高齢者あんしん課 03 01 04 13 02 04 養護老人ホームへの措置に要する経費 119
高齢者あんしん課 03 01 04 13 02 12 成年後見制度利用促進事業 120
高齢者あんしん課 03 01 04 46 03 07 老人福祉センター（春原）管理運営費 120
高齢者あんしん課 03 01 04 46 03 08 美々津老人福祉センター管理運営費 121
高齢者あんしん課 03 01 04 46 03 09 平岩ふれあい館管理運営費 121
高齢者あんしん課 03 01 04 46 03 10 ひまわり寮施設管理運営費 122
高齢者あんしん課 03 01 04 46 03 11 鈴峰園管理運営費 122
高齢者あんしん課 03 01 04 49 01 10 介護保険事業特別会計（保険事業勘定）への繰出金 123
高齢者あんしん課 03 01 04 13 01 04 高齢者保健福祉計画に要する経費 123
高齢者あんしん課 03 01 04 13 01 06 生活支援体制整備事業 124
高齢者あんしん課 03 01 04 13 02 05 在宅高齢者支援事業 124
高齢者あんしん課 03 01 04 13 03 69 包括的支援事業 125
高齢者あんしん課 03 01 04 13 03 70 一般介護予防事業 125
高齢者あんしん課 03 01 04 47 03 06 高齢者福祉一般事務費 126
高齢者あんしん課 04 01 02 49 01 25 国民健康保険東郷診療所特別会計(訪問看護事業)への繰出金 126

款項目 大中小

款項目 大中小

令和５年度当初予算　一般会計　事業目次

（健康長寿部）
所管課 事業名 頁

健康増進課 04 01 01 47 04 02 健康増進一般事務費 127
健康増進課 04 01 02 12 01 01 食生活改善推進事業 127
健康増進課 04 01 02 12 01 03 「健康ひゅうが21計画」推進会議の運営に要する経費 128
健康増進課 04 01 02 12 01 08 健康増進事業 128
健康増進課 04 01 02 12 01 10 がん検診推進事業 129
健康増進課 04 01 02 12 01 11 感染症対策に要する経費 129
健康増進課 04 01 02 12 01 13 自殺対策事業 130
健康増進課 04 01 01 12 02 02 救急医療体制整備事業 130
健康増進課 04 01 01 12 02 05 地域医療体制整備事業 131
健康増進課 04 01 06 12 02 03 初期救急診療所事業 131
健康増進課 04 01 06 46 04 06 初期救急診療所管理運営費 132

（商工観光部）
所管課 事業名 頁

商工港湾課 05 01 02 21 01 06 日向市地域雇用創造協議会に要する経費 132
商工港湾課 05 01 02 21 01 07 就業支援に要する経費 133
商工港湾課 05 01 02 21 01 13 中小企業魅力発信支援事業 133
商工港湾課 07 01 01 47 07 04 商工業振興一般事務費 134
商工港湾課 07 01 02 20 01 02 商工会議所等運営補助事業 134
商工港湾課 07 01 02 20 01 12 中小企業特別融資事業 135
商工港湾課 07 01 02 20 01 19 商工業振興事業 135
商工港湾課 07 01 02 20 01 26 中小企業等各種資金利子補給事業 136
商工港湾課 07 01 02 20 01 27 住宅・店舗等リフォーム促進事業 136
商工港湾課 07 01 02 20 01 28 応援消費プレミアム付商品券発行事業 137
商工港湾課 07 01 02 20 01 37 商工業団体・組合等消費喚起事業 137
商工港湾課 07 01 02 20 01 39 中小企業事業承継支援事業 138
商工港湾課 07 01 02 20 01 41 中小企業等デジタル化支援事業 138
商工港湾課 07 01 02 20 01 43 中小企業等創業支援事業 139
商工港湾課 07 01 02 20 02 02 地場産業振興事業 139
商工港湾課 07 01 02 22 02 01 ひむか－Ｂｉｚ運営事業 140
商工港湾課 07 01 02 46 07 01 日向地区ひとものづくりセンター管理運営費 140
商工港湾課 07 01 02 20 01 17 ふるさと融資事業 141
商工港湾課 07 01 02 22 01 01 企業誘致推進事業 141
商工港湾課 07 01 02 22 01 09 ワーケーション推進事業 142
商工港湾課 07 01 02 46 07 02 企業誘致関連施設管理運営費 142
商工港湾課 08 04 01 36 01 01 重要港湾等整備事業 143
商工港湾課 08 04 01 36 02 01 物流等対策事業 143
商工港湾課 08 04 01 36 02 05 みなとオアシス推進事業 144
商工港湾課 08 04 01 47 08 01 港湾一般事務費 144
観光交流課 07 01 03 23 01 03 広域観光ルート推進事業 145
観光交流課 07 01 03 23 03 02 観光客誘致推進事業 145
観光交流課 07 01 03 23 04 01 観光振興事業 146
観光交流課 07 01 03 23 04 02 日向市観光協会運営補助事業 146
観光交流課 07 01 03 47 07 03 観光振興一般事務費 147
観光交流課 07 01 03 23 01 13 地域・観光情報拠点施設管理運営費 147
観光交流課 07 01 03 46 07 04 日向サンパーク体育施設等管理運営費 148
観光交流課 07 01 03 46 07 05 日向サンパーク温泉管理運営費 148
観光交流課 07 01 03 46 07 06 道の駅「日向」管理運営費 149
観光交流課 07 01 03 46 07 09 石並川キャンプ場管理運営費 149
観光交流課 07 01 03 46 07 10 日向岬グリーンパーク管理運営費 150
観光交流課 07 01 03 46 07 11 海水浴場管理運営費 150
観光交流課 07 01 03 46 07 13 その他の観光施設等管理運営費 151
観光交流課 07 01 03 46 07 14 道の駅「とうごう」管理運営費 151
観光交流課 07 01 03 46 07 15 牧水公園管理運営費 152
観光交流課 07 01 03 46 07 24 観光施設長寿命化事業 152
観光交流課 07 01 03 23 05 01 サーフタウン日向推進事業 153
観光交流課 07 01 03 23 05 02 スポーツキャンプ活性化事業 153

（農林水産部）
所管課 事業名 頁

農業畜産課 06 01 02 17 05 03 農村公園管理運営費 154
農業畜産課 06 01 02 47 06 01 農業振興一般事務費 154
農業畜産課 06 01 03 17 01 02 認定農業者等担い手育成支援事業 155

款項目 大中小

款項目 大中小

款項目 大中小

（農林水産部）
所管課 事業名 頁

農業畜産課 06 01 03 17 01 11 地域計画策定推進緊急対策事業 155
農業畜産課 06 01 03 17 01 12 新規就農者育成総合対策事業 156
農業畜産課 06 01 03 17 03 01 農地中間管理事業 156
農業畜産課 06 01 03 17 03 04 農業振興事業 157
農業畜産課 06 01 03 17 03 05 農業施設付帯設備設置促進対策事業 157
農業畜産課 06 01 03 17 03 06 中山間地域等直接支払交付金事業 158
農業畜産課 06 01 03 17 03 07 圏域物流体制整備事業 158
農業畜産課 06 01 03 17 03 08 農産物価格安定対策事業 159
農業畜産課 06 01 03 17 03 09 各種資金利子補給事業 159
農業畜産課 06 01 03 17 03 10 経営所得安定対策等推進事業 160
農業畜産課 06 01 03 17 03 17 農林水産業振興計画策定事業 160
農業畜産課 06 01 03 17 05 02 農業用廃プラスチック適正処理推進対策事業 161
農業畜産課 06 01 03 17 06 01 環境保全型農業直接支援対策事業 161
農業畜産課 06 01 03 46 06 01 農産加工施設管理運営費 162
農業畜産課 06 01 03 46 06 03 農村交流館・塩見農村公園管理運営費 162
農業畜産課 06 01 09 17 01 03 農業経営対策事業 163
農業畜産課 06 01 04 17 04 01 生産性向上対策事業 163
農業畜産課 06 01 04 17 04 02 家畜防疫推進事業 164
農業畜産課 06 01 04 17 04 03 各種資金利子補給（畜産） 164
農業畜産課 06 01 04 46 06 04 畜産センター管理運営費 165
農業畜産課 06 01 04 46 06 05 畜産資源リサイクルセンター管理運営費 165
農業畜産課 06 01 04 47 06 02 畜産振興一般事務費 166
農業畜産課 06 01 05 17 05 04 多面的機能支払交付金事業 166
農業畜産課 06 01 05 17 05 13 農道管理費 167
農業畜産課 06 01 05 17 05 20 農地耕作条件改善事業 167
農業畜産課 06 01 05 46 07 16 奥野河川プール管理運営費 168
農業畜産課 06 01 05 47 06 03 農村整備一般事務費 168
農業畜産課 06 01 06 17 05 08 県営鵜毛・籾木地区基盤整備事業 169
農業畜産課 06 01 08 17 05 06 県営ため池等整備事業 169
農業畜産課 06 01 08 17 05 14 用排水路施設管理運営費 170
農業畜産課 06 01 08 17 05 24 県単ため池緊急防災対策事業 170
農業畜産課 06 01 08 17 05 25 農業水利施設危機管理対策事業 171
農業畜産課 06 01 08 17 05 26 農業水路等長寿命化・防災減災事業 171
農業畜産課 06 01 08 17 05 27 県単土地改良事業 172
農業畜産課 06 01 08 17 05 28 水利施設等保全高度化事業 172
農業畜産課 11 01 01 25 02 06 農地・農業用施設災害復旧事業 173
ふるさと物産振興課 02 01 07 42 02 02 ふるさと日向市応援寄附金事業 173
ふるさと物産振興課 06 01 02 47 06 07 物産振興一般事務費 174
ふるさと物産振興課 06 01 03 17 02 03 日向地域のブランド確立推進事業 174
ふるさと物産振興課 06 01 03 17 02 05 へべす振興対策事業 175
林業水産課 06 02 01 47 06 04 林業振興一般事務費 175
林業水産課 06 02 02 18 02 01 林業振興費 176
林業水産課 06 02 02 18 02 02 有害鳥獣対策事業 176
林業水産課 06 02 02 18 02 08 林業・木材産業振興事業 177
林業水産課 06 02 01 18 01 11 林道管理費 177
林業水産課 06 02 02 18 01 05 横瀬・広瀬線（交付金）林道改良事業 178
林業水産課 06 02 02 18 01 08 林道等改良事業 178
林業水産課 06 02 02 18 01 13 林道施設長寿命化対策事業 179
林業水産課 08 01 01 33 02 01 九州自然歩道管理事業（東郷地区） 179
林業水産課 11 01 02 25 02 07 林道災害復旧事業 180
林業水産課 06 01 05 32 01 01 地籍調査事業 180
林業水産課 06 03 01 47 06 06 水産振興一般事務費 181
林業水産課 06 03 02 19 01 01 漁業近代化施設整備事業 181
林業水産課 06 03 02 19 01 02 魚貝類放流事業 182
林業水産課 06 03 02 19 01 03 保護水面管理事業 182
林業水産課 06 03 02 19 01 04 水産多面的機能発揮対策事業 183
林業水産課 06 03 02 19 02 01 漁業振興育成事業 183
林業水産課 06 03 02 19 03 03 内水面振興対策事業 184
林業水産課 06 02 02 18 04 05 森林づくり推進事業 184
林業水産課 06 02 02 18 04 07 公有林等管理運営費 185
林業水産課 06 02 02 18 04 08 森林経営管理制度事業 185

款項目 大中小



令和５年度当初予算　一般会計　事業目次

（農林水産部）
所管課 事業名 頁

林業水産課 06 02 02 18 04 10 森林整備推進事業 186

（建設部）
所管課 事業名 頁

都市政策課 08 05 01 46 08 02 駅駐車場管理運営費 186
都市政策課 08 05 01 46 08 03 駅前広場等管理運営費 187
都市政策課 08 05 01 47 08 05 都市計画一般事務費 187
都市政策課 08 05 01 35 01 03 景観まちづくり推進事業 188
建設課 08 01 01 25 01 15 急傾斜地崩壊対策事業 188
建設課 08 01 01 47 08 02 建設土木一般事務費 189
建設課 08 02 03 33 01 01 財光寺南部住環境整備事業（社会資本整備総合交付金） 189
建設課 08 02 03 34 02 01 南日向・日の平線改良事業（辺地） 190
建設課 08 02 03 34 02 02 臨時地方道整備事業 190
建設課 08 02 03 34 02 03 籾木線道路改良事業（社会資本整備総合交付金） 191
建設課 08 02 03 34 02 06 塩見美々津線道路改良事業(社会資本整備総合交付金） 191
建設課 08 02 03 34 02 20 地方創生道整備推進交付金活用事業 192
建設課 08 02 03 34 02 21 福瀬大橋架替事業（社会資本整備総合交付金） 192
建設課 11 02 01 25 02 09 道路河川災害復旧事業 193
建設課 08 02 02 34 02 09 市道維持管理費 193
建設課 08 02 02 34 02 22 トンネル長寿命化事業 194
建設課 08 02 03 26 02 01 交通安全施設整備事業 194
建設課 08 02 04 34 02 08 橋梁長寿命化事業 195
建設課 08 01 01 34 01 02 東九州自動車道協力事業 195
建設課 08 02 01 34 02 10 道路橋梁総務費 196
建設課 08 03 01 25 01 18 耳川河川改修関連支援事業 196
建設課 08 03 01 25 01 19 河川水門管理費 197
建築住宅課 08 06 03 31 02 13 住宅セーフティネット支援事業 197
建築住宅課 08 01 02 31 02 01 建築指導費 198
建築住宅課 08 01 02 31 02 02 建築行為等に係る道路拡幅整備事業 198
建築住宅課 08 01 02 31 02 05 日向市木造住宅耐震化促進事業 199
建築住宅課 08 01 02 31 02 10 日向市危険ブロック塀等除却推進事業 199
建築住宅課 08 01 02 31 02 12 日向市屋根耐風診断・改修促進事業 200
建築住宅課 08 01 02 31 03 01 日向市空家等対策推進事業 200
市街地整備課 08 05 01 47 08 03 市街地整備一般事務費 201
市街地整備課 08 05 02 33 01 05 土地区画整理（その他）事業 201
市街地整備課 08 05 02 33 01 06 財光寺南土地区画整理事業（社会資本整備総合交付金） 202
市街地整備課 08 05 02 33 01 08 財光寺南土地区画整理事業（都市再生区画整理事業） 202
市街地整備課 08 05 02 33 01 10 駅周辺土地区画整理事業（社会資本整備総合交付金） 203
市街地整備課 08 05 02 33 01 11 駅周辺土地区画整理事業（都市再生区画整理事業） 203
市街地整備課 08 05 02 33 01 12 駅周辺土地区画整理事業（単独） 204
市街地整備課 08 05 02 33 01 13 駅周辺土地区画整理事業（防災・安全交付金） 204
市街地整備課 03 02 04 46 03 01 児童遊園施設管理運営費 205
市街地整備課 08 05 01 35 02 03 全市緑花推進事業 205
市街地整備課 08 05 07 33 02 02 お倉ヶ浜総合公園整備事業（社会資本整備総合交付金） 206
市街地整備課 08 05 07 33 02 05 都市公園管理運営費 206
市街地整備課 08 05 07 33 02 06 公園施設長寿命化計画策定事業 207
市街地整備課 07 01 02 32 02 01 中心市街地活性化対策事業 207
市街地整備課 08 05 01 46 08 01 日向市駅周辺交流拠点施設管理運営費 208

（東郷総合支所）
所管課 事業名 頁

東郷地域振興課 02 01 06 46 02 04 東郷総合支所管理運営費 208
東郷地域振興課 02 01 06 47 02 32 公用車集中管理に要する経費（東郷地区） 209
東郷地域振興課 02 01 07 39 01 01 中山間地域振興事業 209
東郷地域振興課 02 01 09 47 02 31 東郷総合支所一般事務費 210

（会計課）
所管課 事業名 頁

会計課 02 01 05 47 02 30 会計一般事務費 210

（消防本部）
所管課 事業名 頁

消防本部総務課 09 01 01 46 09 01 消防庁舎管理運営費 211
消防本部総務課 09 01 01 46 09 02 南分遣所管理運営費 211
消防本部総務課 09 01 01 46 09 03 消防訓練広場管理運営費 212

款項目 大中小

款項目 大中小

款項目 大中小

款項目 大中小

款項目 大中小

（消防本部）
所管課 事業名 頁

消防本部総務課 09 01 01 46 09 04 東郷分遣所管理運営費 212
消防本部総務課 09 01 01 47 09 01 常備消防一般事務費 213
消防本部総務課 09 01 02 24 02 01 消防団活性化の推進に要する経費 213
消防本部総務課 09 01 02 24 02 02 非常備消防装備の充実に要する経費 214
消防本部総務課 09 01 02 24 02 03 非常備消防の活動に要する経費 214
消防本部総務課 09 01 02 46 09 05 非常備消防施設管理運営費 215
消防本部予防課 09 01 01 24 01 03 火災予防体制の強化に要する経費 215
消防本部警防課 09 01 01 24 01 04 救急体制の強化に要する経費 216
消防本部警防課 09 01 01 24 01 05 救助・警防体制の強化に要する経費 216
消防本部警防課 09 01 04 24 01 07 水防体制の強化に要する経費 217
消防本部警防課 09 01 01 24 01 09 常備消防車両管理費 217
消防本部警防課 09 01 02 24 02 06 非常備消防車両管理費 218
消防本部警防課 09 01 03 24 01 08 常備消防施設等の整備に要する経費 218
消防本部警防課 09 01 03 24 02 05 非常備消防施設の充実に要する経費 219

（上下水道局）
所管課 事業名 頁

水道課 04 01 01 49 01 13 簡易給水施設特別会計への繰出金 219
水道課 04 01 01 49 01 14 水道事業会計への繰出金 220
水道課 04 01 01 49 01 22 簡易水道事業会計への繰出金 220
下水道課 04 01 03 30 03 02 生活排水対策（浄化槽設置整備事業） 221
下水道課 06 01 05 49 01 23 農業集落排水事業会計への繰出金 221
下水道課 08 05 05 49 01 15 下水道事業会計への繰出金 222
下水道課 08 05 06 25 01 20 浸水被害軽減対策事業 222

（議会事務局）
所管課 事業名 頁

議会事務局 01 01 01 43 01 01 市議会議員報酬 223
議会事務局 01 01 01 43 02 01 市議会だより発行事業 223
議会事務局 01 01 01 43 02 02 議長の交際に要する経費 224
議会事務局 01 01 01 43 02 03 各種市議会議長会に要する経費 224
議会事務局 01 01 01 43 02 04 市議会議員の活動に要する経費 225
議会事務局 01 01 01 47 01 01 議会一般事務費 225
議会事務局 01 01 01 43 02 06 会議録発行事業 226
議会事務局 01 01 01 43 02 07 議会中継に要する経費 226
議会事務局 01 01 01 43 02 09 議会ICT化推進事業 227
議会事務局 01 01 01 46 01 01 議会施設管理運営費 227

（教育委員会）
所管課 事業名 頁

教育総務課 10 01 01 02 04 02 教育委員会の運営に要する経費 228
教育総務課 10 01 02 01 04 02 就学の支援に要する経費 228
教育総務課 10 01 02 08 03 02 中学生平和交流事業 229
教育総務課 10 01 02 47 10 01 学校教育総務一般事務費 229
教育総務課 10 01 02 47 10 02 学校教育施設一般事務費 230
教育総務課 10 02 01 46 10 03 小学校教職員住宅管理運営費 230
教育総務課 10 02 03 02 04 03 小学校　各校整備事業 231
教育総務課 10 03 01 46 10 04 中学校教職員住宅管理運営費 231
教育総務課 10 03 03 02 04 14 中学校　各校整備事業 232
教育総務課 10 06 02 07 03 06 国民スポーツ大会競技施設会場整備事業 232
教育総務課 10 06 02 46 10 36 お倉ヶ浜総合公園(野球場・屋内運動場以外)管理運営費 233
教育総務課 10 06 02 46 10 37 大王谷運動公園（陸上・野球・プール以外）管理運営費 233
教育総務課 10 06 02 46 10 38 美々津運動広場管理運営費 234
教育総務課 10 06 02 46 10 39 東郷地区体育施設管理運営費 234
教育総務課 10 06 02 46 10 40 武道館管理運営費 235
教育総務課 10 06 02 46 10 41 お倉ヶ浜総合公園屋内運動場管理運営費 235
教育総務課 10 06 02 46 10 42 日向市体育センター管理運営費 236
教育総務課 10 06 02 46 10 43 大王谷陸上競技場管理運営費 236
教育総務課 10 06 02 46 10 44 お倉ヶ浜野球場管理運営費 237
教育総務課 10 06 02 46 10 45 大王谷野球場管理運営費 237
教育総務課 10 06 02 46 10 46 大王谷市営プール管理運営費 238
教育総務課 10 05 01 06 02 01 文化財の保存と活用に要する経費 238
教育総務課 10 05 01 06 02 04 重要伝統的建造物群保存地区保存整備事業(単独） 239
教育総務課 10 05 01 06 02 05 妙国寺庭園管理事業 239
教育総務課 10 05 01 06 02 08 関本勘兵衛家管理運営費 240

款項目 大中小

款項目 大中小

款項目 大中小

款項目 大中小

令和５年度当初予算　一般会計　事業目次

（教育委員会）
所管課 事業名 頁

教育総務課 10 05 01 46 10 20 防災センター管理運営費 240
教育総務課 10 05 01 46 10 21 美々津軒管理運営費 241
教育総務課 10 05 01 46 10 22 美々津まちなみセンター管理運営費 241
教育総務課 10 05 01 46 10 25 細島みなと資料館管理運営費（「その他の博物館」） 242
教育総務課 10 05 01 46 10 26 歴史民俗資料館管理運営費（「その他の博物館」） 242
教育総務課 10 05 01 46 10 27 まちなみ広場管理運営費 243
教育総務課 10 05 04 46 10 24 東郷地区文化センター管理運営費 243
学校教育課 10 01 02 01 02 01 就学支援委員会・通学区域審議会の運営に要する経費 244
学校教育課 10 01 02 01 02 04 通学支援事業 244
学校教育課 10 01 02 01 02 05 牧水教育事業 245
学校教育課 10 01 02 01 02 09 「囲碁のまち日向市」モデル事業 245
学校教育課 10 01 02 01 02 14 読書活動充実事業 246
学校教育課 10 01 02 01 02 61 「ひゅうが学びの学校」学力向上・授業力向上推進事業 246
学校教育課 10 01 02 02 01 01 スクールサポート事業 247
学校教育課 10 01 02 02 01 04 日向・東臼杵いじめ問題対策事業 247
学校教育課 10 01 02 08 01 02 同和教育の充実に要する経費 248
学校教育課 10 01 02 47 10 03 学事係一般事務費 248
学校教育課 10 02 02 01 02 15 要・準要保護児童の援助に要する経費(小学校) 249
学校教育課 10 02 02 01 02 33 学校ICT環境整備事業（小学校） 249
学校教育課 10 03 02 01 02 17 要・準要保護生徒の援助に要する経費(中学校) 250
学校教育課 10 03 02 01 02 34 学校ICT環境整備事業（中学校） 250
学校教育課 10 05 01 46 10 07 社会同和教育集会所新財市会館管理運営費 251
学校教育課 10 01 02 01 02 20 小中連携・一貫推進事業（ソフト） 251
学校教育課 10 01 02 01 02 21 小学生英会話研修事業 252
学校教育課 10 01 02 01 02 23 日向市教育振興会の助成に要する経費 252
学校教育課 10 01 02 01 02 25 キャリア教育推進事業 253
学校教育課 10 01 02 01 02 38 外国語教育推進事業 253
学校教育課 10 01 02 01 02 50 教職員の働き方改革推進事業 254
学校教育課 10 01 02 01 02 60 コミュニティ・スクール活性化推進事業 254
学校教育課 10 01 02 01 03 01 障がいのある児童生徒の教育の充実に要する経費 255
学校教育課 10 06 01 02 02 01 就学時健康診断に要する経費 255
学校教育課 10 06 01 02 02 02 保健体育の充実に要する経費 256
学校教育課 10 06 01 02 02 03 安全教育の推進に要する経費 256
学校教育課 10 06 01 47 10 04 学校教育保健一般事務費 257
幼稚園 10 04 01 46 10 09 「幼稚園」施設管理運営費［施設係］ 257
学校教育課（小学校） 10 01 02 01 02 39 コミュニティ・スクール（小学校）に要する経費 258
学校教育課（小学校） 10 02 01 46 10 10 小学校施設　管理運営費[施設係] 258
学校教育課（小学校） 10 02 01 46 10 11 小学校施設　管理運営費[学事係] 259
学校教育課（小学校） 10 02 01 46 10 12 小学校施設　管理運営費[総務企画係] 259
学校教育課（小学校） 10 02 02 01 02 28 教育振興に要する経費（小学校） 260
学校教育課（小学校） 10 06 01 47 10 06 小学校保健一般事務費 260
学校教育課（中学校) 10 01 02 01 02 40 コミュニティ・スクール（中学校）に要する経費 261
学校教育課（中学校) 10 03 01 46 10 13 中学校施設　管理運営費[施設係] 261
学校教育課（中学校) 10 03 01 46 10 14 中学校施設　管理運営費[学事係] 262
学校教育課（中学校) 10 03 01 46 10 15 中学校施設　管理運営費[総務企画係] 262
学校教育課（中学校) 10 03 02 01 02 30 教育振興に要する経費（中学校） 263
学校教育課（中学校) 10 06 01 47 10 07 中学校保健一般事務費 263
生涯学習課 10 05 01 01 04 03 放送大学支援事業 264
生涯学習課 10 05 01 03 01 01 子ども情報提供事業 264
生涯学習課 10 05 01 03 01 02 地域教育力活性化推進事業 265
生涯学習課 10 05 01 03 01 03 放課後子ども教室推進事業 265
生涯学習課 10 05 01 03 01 06 ふるさと再発見！子どもの夢実現サポート事業 266
生涯学習課 10 05 01 03 02 01 青少年育成センター事業 266
生涯学習課 10 05 01 04 01 01 社会教育委員事業 267
生涯学習課 10 05 01 04 01 02 社会教育指導員事業 267
生涯学習課 10 05 01 04 01 03 学習情報提供事業 268
生涯学習課 10 05 01 04 01 04 はたちの集いに要する経費 268
生涯学習課 10 05 01 04 03 01 自主学級事業 269
生涯学習課 10 05 01 04 04 01 社会教育団体育成事業 269
生涯学習課 10 05 01 47 10 11 社会教育一般事務費 270
生涯学習課 10 05 02 03 01 05 子ども土曜教室事業 270

款項目 大中小
（教育委員会）

所管課 事業名 頁
生涯学習課 10 05 02 04 01 06 高齢者学習活動事業 271
生涯学習課 10 05 02 04 02 02 公民館主催講座事業 271
生涯学習課 10 05 02 46 10 29 中央公民館施設管理運営費 272
生涯学習課 10 05 02 47 10 12 中央公民館一般事務費 272
生涯学習課 10 05 02 46 10 30 日知屋公民館施設管理運営費 273
生涯学習課 10 05 02 47 10 13 日知屋公民館一般事務費 273
生涯学習課 10 05 02 46 10 31 大王谷公民館施設管理運営費 274
生涯学習課 10 05 02 47 10 14 大王谷公民館一般事務費 274
生涯学習課 10 05 02 46 10 32 美々津公民館施設管理運営費 275
生涯学習課 10 05 02 47 10 15 美々津公民館一般事務費 275
生涯学習課 10 05 02 46 10 33 南日向公民館施設管理運営費 276
生涯学習課 10 05 02 47 10 16 南日向公民館一般事務費 276
生涯学習課 10 05 02 46 10 34 細島公民館施設管理運営費 277
生涯学習課 10 05 02 47 10 17 細島公民館一般事務費 277
生涯学習課 10 05 02 46 10 35 東郷公民館管理運営費 278
生涯学習課 10 05 02 47 10 18 東郷公民館一般事務費 278
スポーツ・文化振興課 10 06 01 07 01 04 日向ひょっとこマラソン大会開催事業 279
スポーツ・文化振興課 10 06 01 07 01 05 生涯スポーツ推進事業 279
スポーツ・文化振興課 10 06 01 07 02 07 競技スポーツ推進事業 280
スポーツ・文化振興課 10 06 01 07 02 08 国民スポーツ大会宮崎大会推進事業 280
スポーツ・文化振興課 10 06 01 47 10 19 社会体育一般事務費 281
スポーツ・文化振興課 10 05 01 06 01 01 芸術文化事業 281
スポーツ・文化振興課 10 05 01 06 03 01 牧水顕彰事業 282
スポーツ・文化振興課 10 05 01 46 10 28 若山牧水記念文学館管理運営費 282
スポーツ・文化振興課 10 05 04 46 10 23 日向市文化交流センター施設管理運営費 283
学校給食センター 10 06 03 02 03 02 給食調理に要する経費（学校給食センター） 283
学校給食センター 10 06 03 02 03 03 安全衛生対策に要する経費（学校給食センター） 284
学校給食センター 10 06 03 02 03 04 調理設備等の充実に要する経費（学校給食センター） 284
学校給食センター 10 06 03 02 03 10 学校給食運営事業 285
学校給食センター 10 06 03 46 10 16 日向市学校給食センター管理運営費 285
学校給食センター 10 06 03 47 10 08 日向市学校給食センター一般事務費 286
図書館 10 05 03 05 01 01 図書館サービス・資料の充実に要する経費 286
図書館 10 05 03 05 01 07 移動図書館事業 287
図書館 10 05 03 05 02 01 児童サービスに要する経費 287
図書館 10 05 03 05 02 02 生涯学習ボランティア（図書館）の育成事業 288
図書館 10 05 03 46 10 18 日向市立図書館施設管理運営費 288
図書館 10 05 03 47 10 10 市立図書館一般事務費 289

（選挙管理委員会）
所管課 事業名 頁

選挙管理委員会事務局 02 04 01 44 02 01 選挙管理委員会の運営に要する経費 289
選挙管理委員会事務局 02 04 01 47 02 33 選挙管理事務局一般事務費 290
選挙管理委員会事務局 02 04 02 44 01 01 選挙啓発に要する経費 290
選挙管理委員会事務局 02 04 03 44 04 01 宮崎県議会議員選挙 291
選挙管理委員会事務局 02 04 03 44 05 01 日向市議会議員選挙 291
選挙管理委員会事務局 02 04 03 44 05 02 日向市長選挙 292

（監査委員）
所管課 事業名 頁

監査委員事務局 02 06 01 47 02 34 監査事務局一般事務費 292

（農業委員会）
所管課 事業名 頁

農業委員会事務局 06 01 02 17 03 13 農業者年金事務事業 293
農業委員会事務局 06 01 02 47 06 08 農業委員会事務局一般事務費 293
農業委員会事務局 06 01 01 17 05 17 農業委員会行政事務費 294
農業委員会事務局 06 01 02 17 03 15 特例事業（農業振興公社） 294
農業委員会事務局 06 01 02 17 05 15 国有農地等管理処分事業事務費 295
農業委員会事務局 06 01 02 17 05 16 農地中間管理機構支援事業 295

款項目 大中小

款項目 大中小

款項目 大中小

款項目 大中小



令和５年度当初予算　一般会計　事業目次

（農林水産部）
所管課 事業名 頁

林業水産課 06 02 02 18 04 10 森林整備推進事業 186

（建設部）
所管課 事業名 頁

都市政策課 08 05 01 46 08 02 駅駐車場管理運営費 186
都市政策課 08 05 01 46 08 03 駅前広場等管理運営費 187
都市政策課 08 05 01 47 08 05 都市計画一般事務費 187
都市政策課 08 05 01 35 01 03 景観まちづくり推進事業 188
建設課 08 01 01 25 01 15 急傾斜地崩壊対策事業 188
建設課 08 01 01 47 08 02 建設土木一般事務費 189
建設課 08 02 03 33 01 01 財光寺南部住環境整備事業（社会資本整備総合交付金） 189
建設課 08 02 03 34 02 01 南日向・日の平線改良事業（辺地） 190
建設課 08 02 03 34 02 02 臨時地方道整備事業 190
建設課 08 02 03 34 02 03 籾木線道路改良事業（社会資本整備総合交付金） 191
建設課 08 02 03 34 02 06 塩見美々津線道路改良事業(社会資本整備総合交付金） 191
建設課 08 02 03 34 02 20 地方創生道整備推進交付金活用事業 192
建設課 08 02 03 34 02 21 福瀬大橋架替事業（社会資本整備総合交付金） 192
建設課 11 02 01 25 02 09 道路河川災害復旧事業 193
建設課 08 02 02 34 02 09 市道維持管理費 193
建設課 08 02 02 34 02 22 トンネル長寿命化事業 194
建設課 08 02 03 26 02 01 交通安全施設整備事業 194
建設課 08 02 04 34 02 08 橋梁長寿命化事業 195
建設課 08 01 01 34 01 02 東九州自動車道協力事業 195
建設課 08 02 01 34 02 10 道路橋梁総務費 196
建設課 08 03 01 25 01 18 耳川河川改修関連支援事業 196
建設課 08 03 01 25 01 19 河川水門管理費 197
建築住宅課 08 06 03 31 02 13 住宅セーフティネット支援事業 197
建築住宅課 08 01 02 31 02 01 建築指導費 198
建築住宅課 08 01 02 31 02 02 建築行為等に係る道路拡幅整備事業 198
建築住宅課 08 01 02 31 02 05 日向市木造住宅耐震化促進事業 199
建築住宅課 08 01 02 31 02 10 日向市危険ブロック塀等除却推進事業 199
建築住宅課 08 01 02 31 02 12 日向市屋根耐風診断・改修促進事業 200
建築住宅課 08 01 02 31 03 01 日向市空家等対策推進事業 200
市街地整備課 08 05 01 47 08 03 市街地整備一般事務費 201
市街地整備課 08 05 02 33 01 05 土地区画整理（その他）事業 201
市街地整備課 08 05 02 33 01 06 財光寺南土地区画整理事業（社会資本整備総合交付金） 202
市街地整備課 08 05 02 33 01 08 財光寺南土地区画整理事業（都市再生区画整理事業） 202
市街地整備課 08 05 02 33 01 10 駅周辺土地区画整理事業（社会資本整備総合交付金） 203
市街地整備課 08 05 02 33 01 11 駅周辺土地区画整理事業（都市再生区画整理事業） 203
市街地整備課 08 05 02 33 01 12 駅周辺土地区画整理事業（単独） 204
市街地整備課 08 05 02 33 01 13 駅周辺土地区画整理事業（防災・安全交付金） 204
市街地整備課 03 02 04 46 03 01 児童遊園施設管理運営費 205
市街地整備課 08 05 01 35 02 03 全市緑花推進事業 205
市街地整備課 08 05 07 33 02 02 お倉ヶ浜総合公園整備事業（社会資本整備総合交付金） 206
市街地整備課 08 05 07 33 02 05 都市公園管理運営費 206
市街地整備課 08 05 07 33 02 06 公園施設長寿命化計画策定事業 207
市街地整備課 07 01 02 32 02 01 中心市街地活性化対策事業 207
市街地整備課 08 05 01 46 08 01 日向市駅周辺交流拠点施設管理運営費 208

（東郷総合支所）
所管課 事業名 頁

東郷地域振興課 02 01 06 46 02 04 東郷総合支所管理運営費 208
東郷地域振興課 02 01 06 47 02 32 公用車集中管理に要する経費（東郷地区） 209
東郷地域振興課 02 01 07 39 01 01 中山間地域振興事業 209
東郷地域振興課 02 01 09 47 02 31 東郷総合支所一般事務費 210

（会計課）
所管課 事業名 頁

会計課 02 01 05 47 02 30 会計一般事務費 210

（消防本部）
所管課 事業名 頁

消防本部総務課 09 01 01 46 09 01 消防庁舎管理運営費 211
消防本部総務課 09 01 01 46 09 02 南分遣所管理運営費 211
消防本部総務課 09 01 01 46 09 03 消防訓練広場管理運営費 212

款項目 大中小

款項目 大中小

款項目 大中小

款項目 大中小

款項目 大中小

（消防本部）
所管課 事業名 頁

消防本部総務課 09 01 01 46 09 04 東郷分遣所管理運営費 212
消防本部総務課 09 01 01 47 09 01 常備消防一般事務費 213
消防本部総務課 09 01 02 24 02 01 消防団活性化の推進に要する経費 213
消防本部総務課 09 01 02 24 02 02 非常備消防装備の充実に要する経費 214
消防本部総務課 09 01 02 24 02 03 非常備消防の活動に要する経費 214
消防本部総務課 09 01 02 46 09 05 非常備消防施設管理運営費 215
消防本部予防課 09 01 01 24 01 03 火災予防体制の強化に要する経費 215
消防本部警防課 09 01 01 24 01 04 救急体制の強化に要する経費 216
消防本部警防課 09 01 01 24 01 05 救助・警防体制の強化に要する経費 216
消防本部警防課 09 01 04 24 01 07 水防体制の強化に要する経費 217
消防本部警防課 09 01 01 24 01 09 常備消防車両管理費 217
消防本部警防課 09 01 02 24 02 06 非常備消防車両管理費 218
消防本部警防課 09 01 03 24 01 08 常備消防施設等の整備に要する経費 218
消防本部警防課 09 01 03 24 02 05 非常備消防施設の充実に要する経費 219

（上下水道局）
所管課 事業名 頁

水道課 04 01 01 49 01 13 簡易給水施設特別会計への繰出金 219
水道課 04 01 01 49 01 14 水道事業会計への繰出金 220
水道課 04 01 01 49 01 22 簡易水道事業会計への繰出金 220
下水道課 04 01 03 30 03 02 生活排水対策（浄化槽設置整備事業） 221
下水道課 06 01 05 49 01 23 農業集落排水事業会計への繰出金 221
下水道課 08 05 05 49 01 15 下水道事業会計への繰出金 222
下水道課 08 05 06 25 01 20 浸水被害軽減対策事業 222

（議会事務局）
所管課 事業名 頁

議会事務局 01 01 01 43 01 01 市議会議員報酬 223
議会事務局 01 01 01 43 02 01 市議会だより発行事業 223
議会事務局 01 01 01 43 02 02 議長の交際に要する経費 224
議会事務局 01 01 01 43 02 03 各種市議会議長会に要する経費 224
議会事務局 01 01 01 43 02 04 市議会議員の活動に要する経費 225
議会事務局 01 01 01 47 01 01 議会一般事務費 225
議会事務局 01 01 01 43 02 06 会議録発行事業 226
議会事務局 01 01 01 43 02 07 議会中継に要する経費 226
議会事務局 01 01 01 43 02 09 議会ICT化推進事業 227
議会事務局 01 01 01 46 01 01 議会施設管理運営費 227

（教育委員会）
所管課 事業名 頁

教育総務課 10 01 01 02 04 02 教育委員会の運営に要する経費 228
教育総務課 10 01 02 01 04 02 就学の支援に要する経費 228
教育総務課 10 01 02 08 03 02 中学生平和交流事業 229
教育総務課 10 01 02 47 10 01 学校教育総務一般事務費 229
教育総務課 10 01 02 47 10 02 学校教育施設一般事務費 230
教育総務課 10 02 01 46 10 03 小学校教職員住宅管理運営費 230
教育総務課 10 02 03 02 04 03 小学校　各校整備事業 231
教育総務課 10 03 01 46 10 04 中学校教職員住宅管理運営費 231
教育総務課 10 03 03 02 04 14 中学校　各校整備事業 232
教育総務課 10 06 02 07 03 06 国民スポーツ大会競技施設会場整備事業 232
教育総務課 10 06 02 46 10 36 お倉ヶ浜総合公園(野球場・屋内運動場以外)管理運営費 233
教育総務課 10 06 02 46 10 37 大王谷運動公園（陸上・野球・プール以外）管理運営費 233
教育総務課 10 06 02 46 10 38 美々津運動広場管理運営費 234
教育総務課 10 06 02 46 10 39 東郷地区体育施設管理運営費 234
教育総務課 10 06 02 46 10 40 武道館管理運営費 235
教育総務課 10 06 02 46 10 41 お倉ヶ浜総合公園屋内運動場管理運営費 235
教育総務課 10 06 02 46 10 42 日向市体育センター管理運営費 236
教育総務課 10 06 02 46 10 43 大王谷陸上競技場管理運営費 236
教育総務課 10 06 02 46 10 44 お倉ヶ浜野球場管理運営費 237
教育総務課 10 06 02 46 10 45 大王谷野球場管理運営費 237
教育総務課 10 06 02 46 10 46 大王谷市営プール管理運営費 238
教育総務課 10 05 01 06 02 01 文化財の保存と活用に要する経費 238
教育総務課 10 05 01 06 02 04 重要伝統的建造物群保存地区保存整備事業(単独） 239
教育総務課 10 05 01 06 02 05 妙国寺庭園管理事業 239
教育総務課 10 05 01 06 02 08 関本勘兵衛家管理運営費 240

款項目 大中小

款項目 大中小

款項目 大中小

款項目 大中小

令和５年度当初予算　一般会計　事業目次

（教育委員会）
所管課 事業名 頁

教育総務課 10 05 01 46 10 20 防災センター管理運営費 240
教育総務課 10 05 01 46 10 21 美々津軒管理運営費 241
教育総務課 10 05 01 46 10 22 美々津まちなみセンター管理運営費 241
教育総務課 10 05 01 46 10 25 細島みなと資料館管理運営費（「その他の博物館」） 242
教育総務課 10 05 01 46 10 26 歴史民俗資料館管理運営費（「その他の博物館」） 242
教育総務課 10 05 01 46 10 27 まちなみ広場管理運営費 243
教育総務課 10 05 04 46 10 24 東郷地区文化センター管理運営費 243
学校教育課 10 01 02 01 02 01 就学支援委員会・通学区域審議会の運営に要する経費 244
学校教育課 10 01 02 01 02 04 通学支援事業 244
学校教育課 10 01 02 01 02 05 牧水教育事業 245
学校教育課 10 01 02 01 02 09 「囲碁のまち日向市」モデル事業 245
学校教育課 10 01 02 01 02 14 読書活動充実事業 246
学校教育課 10 01 02 01 02 61 「ひゅうが学びの学校」学力向上・授業力向上推進事業 246
学校教育課 10 01 02 02 01 01 スクールサポート事業 247
学校教育課 10 01 02 02 01 04 日向・東臼杵いじめ問題対策事業 247
学校教育課 10 01 02 08 01 02 同和教育の充実に要する経費 248
学校教育課 10 01 02 47 10 03 学事係一般事務費 248
学校教育課 10 02 02 01 02 15 要・準要保護児童の援助に要する経費(小学校) 249
学校教育課 10 02 02 01 02 33 学校ICT環境整備事業（小学校） 249
学校教育課 10 03 02 01 02 17 要・準要保護生徒の援助に要する経費(中学校) 250
学校教育課 10 03 02 01 02 34 学校ICT環境整備事業（中学校） 250
学校教育課 10 05 01 46 10 07 社会同和教育集会所新財市会館管理運営費 251
学校教育課 10 01 02 01 02 20 小中連携・一貫推進事業（ソフト） 251
学校教育課 10 01 02 01 02 21 小学生英会話研修事業 252
学校教育課 10 01 02 01 02 23 日向市教育振興会の助成に要する経費 252
学校教育課 10 01 02 01 02 25 キャリア教育推進事業 253
学校教育課 10 01 02 01 02 38 外国語教育推進事業 253
学校教育課 10 01 02 01 02 50 教職員の働き方改革推進事業 254
学校教育課 10 01 02 01 02 60 コミュニティ・スクール活性化推進事業 254
学校教育課 10 01 02 01 03 01 障がいのある児童生徒の教育の充実に要する経費 255
学校教育課 10 06 01 02 02 01 就学時健康診断に要する経費 255
学校教育課 10 06 01 02 02 02 保健体育の充実に要する経費 256
学校教育課 10 06 01 02 02 03 安全教育の推進に要する経費 256
学校教育課 10 06 01 47 10 04 学校教育保健一般事務費 257
幼稚園 10 04 01 46 10 09 「幼稚園」施設管理運営費［施設係］ 257
学校教育課（小学校） 10 01 02 01 02 39 コミュニティ・スクール（小学校）に要する経費 258
学校教育課（小学校） 10 02 01 46 10 10 小学校施設　管理運営費[施設係] 258
学校教育課（小学校） 10 02 01 46 10 11 小学校施設　管理運営費[学事係] 259
学校教育課（小学校） 10 02 01 46 10 12 小学校施設　管理運営費[総務企画係] 259
学校教育課（小学校） 10 02 02 01 02 28 教育振興に要する経費（小学校） 260
学校教育課（小学校） 10 06 01 47 10 06 小学校保健一般事務費 260
学校教育課（中学校) 10 01 02 01 02 40 コミュニティ・スクール（中学校）に要する経費 261
学校教育課（中学校) 10 03 01 46 10 13 中学校施設　管理運営費[施設係] 261
学校教育課（中学校) 10 03 01 46 10 14 中学校施設　管理運営費[学事係] 262
学校教育課（中学校) 10 03 01 46 10 15 中学校施設　管理運営費[総務企画係] 262
学校教育課（中学校) 10 03 02 01 02 30 教育振興に要する経費（中学校） 263
学校教育課（中学校) 10 06 01 47 10 07 中学校保健一般事務費 263
生涯学習課 10 05 01 01 04 03 放送大学支援事業 264
生涯学習課 10 05 01 03 01 01 子ども情報提供事業 264
生涯学習課 10 05 01 03 01 02 地域教育力活性化推進事業 265
生涯学習課 10 05 01 03 01 03 放課後子ども教室推進事業 265
生涯学習課 10 05 01 03 01 06 ふるさと再発見！子どもの夢実現サポート事業 266
生涯学習課 10 05 01 03 02 01 青少年育成センター事業 266
生涯学習課 10 05 01 04 01 01 社会教育委員事業 267
生涯学習課 10 05 01 04 01 02 社会教育指導員事業 267
生涯学習課 10 05 01 04 01 03 学習情報提供事業 268
生涯学習課 10 05 01 04 01 04 はたちの集いに要する経費 268
生涯学習課 10 05 01 04 03 01 自主学級事業 269
生涯学習課 10 05 01 04 04 01 社会教育団体育成事業 269
生涯学習課 10 05 01 47 10 11 社会教育一般事務費 270
生涯学習課 10 05 02 03 01 05 子ども土曜教室事業 270

款項目 大中小
（教育委員会）

所管課 事業名 頁
生涯学習課 10 05 02 04 01 06 高齢者学習活動事業 271
生涯学習課 10 05 02 04 02 02 公民館主催講座事業 271
生涯学習課 10 05 02 46 10 29 中央公民館施設管理運営費 272
生涯学習課 10 05 02 47 10 12 中央公民館一般事務費 272
生涯学習課 10 05 02 46 10 30 日知屋公民館施設管理運営費 273
生涯学習課 10 05 02 47 10 13 日知屋公民館一般事務費 273
生涯学習課 10 05 02 46 10 31 大王谷公民館施設管理運営費 274
生涯学習課 10 05 02 47 10 14 大王谷公民館一般事務費 274
生涯学習課 10 05 02 46 10 32 美々津公民館施設管理運営費 275
生涯学習課 10 05 02 47 10 15 美々津公民館一般事務費 275
生涯学習課 10 05 02 46 10 33 南日向公民館施設管理運営費 276
生涯学習課 10 05 02 47 10 16 南日向公民館一般事務費 276
生涯学習課 10 05 02 46 10 34 細島公民館施設管理運営費 277
生涯学習課 10 05 02 47 10 17 細島公民館一般事務費 277
生涯学習課 10 05 02 46 10 35 東郷公民館管理運営費 278
生涯学習課 10 05 02 47 10 18 東郷公民館一般事務費 278
スポーツ・文化振興課 10 06 01 07 01 04 日向ひょっとこマラソン大会開催事業 279
スポーツ・文化振興課 10 06 01 07 01 05 生涯スポーツ推進事業 279
スポーツ・文化振興課 10 06 01 07 02 07 競技スポーツ推進事業 280
スポーツ・文化振興課 10 06 01 07 02 08 国民スポーツ大会宮崎大会推進事業 280
スポーツ・文化振興課 10 06 01 47 10 19 社会体育一般事務費 281
スポーツ・文化振興課 10 05 01 06 01 01 芸術文化事業 281
スポーツ・文化振興課 10 05 01 06 03 01 牧水顕彰事業 282
スポーツ・文化振興課 10 05 01 46 10 28 若山牧水記念文学館管理運営費 282
スポーツ・文化振興課 10 05 04 46 10 23 日向市文化交流センター施設管理運営費 283
学校給食センター 10 06 03 02 03 02 給食調理に要する経費（学校給食センター） 283
学校給食センター 10 06 03 02 03 03 安全衛生対策に要する経費（学校給食センター） 284
学校給食センター 10 06 03 02 03 04 調理設備等の充実に要する経費（学校給食センター） 284
学校給食センター 10 06 03 02 03 10 学校給食運営事業 285
学校給食センター 10 06 03 46 10 16 日向市学校給食センター管理運営費 285
学校給食センター 10 06 03 47 10 08 日向市学校給食センター一般事務費 286
図書館 10 05 03 05 01 01 図書館サービス・資料の充実に要する経費 286
図書館 10 05 03 05 01 07 移動図書館事業 287
図書館 10 05 03 05 02 01 児童サービスに要する経費 287
図書館 10 05 03 05 02 02 生涯学習ボランティア（図書館）の育成事業 288
図書館 10 05 03 46 10 18 日向市立図書館施設管理運営費 288
図書館 10 05 03 47 10 10 市立図書館一般事務費 289

（選挙管理委員会）
所管課 事業名 頁

選挙管理委員会事務局 02 04 01 44 02 01 選挙管理委員会の運営に要する経費 289
選挙管理委員会事務局 02 04 01 47 02 33 選挙管理事務局一般事務費 290
選挙管理委員会事務局 02 04 02 44 01 01 選挙啓発に要する経費 290
選挙管理委員会事務局 02 04 03 44 04 01 宮崎県議会議員選挙 291
選挙管理委員会事務局 02 04 03 44 05 01 日向市議会議員選挙 291
選挙管理委員会事務局 02 04 03 44 05 02 日向市長選挙 292

（監査委員）
所管課 事業名 頁

監査委員事務局 02 06 01 47 02 34 監査事務局一般事務費 292

（農業委員会）
所管課 事業名 頁

農業委員会事務局 06 01 02 17 03 13 農業者年金事務事業 293
農業委員会事務局 06 01 02 47 06 08 農業委員会事務局一般事務費 293
農業委員会事務局 06 01 01 17 05 17 農業委員会行政事務費 294
農業委員会事務局 06 01 02 17 03 15 特例事業（農業振興公社） 294
農業委員会事務局 06 01 02 17 05 15 国有農地等管理処分事業事務費 295
農業委員会事務局 06 01 02 17 05 16 農地中間管理機構支援事業 295

款項目 大中小

款項目 大中小

款項目 大中小

款項目 大中小



■各事業におけるＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の掲載について 

 「第２次日向市総合計画」及び「第２期総合戦略（重点戦略・アクションプラン）」

において各施策分野に関連付けたＳＤＧｓのうち、最も該当するものを選択して掲載

しております。（ただし、一般事務費や施設管理費等の事業については掲載しておりま

せん。） 

 ＳＤＧｓの 17の目標 

目標 

（ゴール） 
説  明 

 

【目標１】あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる。 

○全ての市民が必要最小限の暮らしを確保することができるよう、 

きめ細やかな支援を行うことを目標としています。 

 

【目標２】飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、 

持続可能な農業を促進する。 

○適切な土地利用を誘導し、農業や畜産などの食料生産活動を支援し、 

安全な食糧を確保することを目標としています。 

 

【目標３】あらゆる年齢の全ての人々の健康的な生活を確保し、福祉を 

促進する。 

○市民の健康維持は保健福祉行政の根幹です。国民健康保険制度の 

運営も市民の健康維持に貢献しています。また、良好な都市環境を 

保全し市民の健康維持・改善を図ることを目標としています。 

 

【目標４】全ての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、 

生涯学習の機会を促進する。 

○市民の知的レベルを引き上げるための学校教育と社会教育の 
 両面の取組を目標としています。 

 

【目標５】ジェンダー平等を達成し、全ての女性及び女児の能力強化 

（エンパワーメント）を行う。 

○女性や子ども等の弱者の人権を守り、ジェンダー平等を実現する 

ため、行政職員や審議会委員等における女性の役割を増やす 

取り組みを目標としています。 

 

【目標６】全ての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を 

確保する。 

○水源地の環境保全を通して、安全で清潔な水を継続して供給して 

いくことを目標としています。 

 

【目標７】全ての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な 

近代的エネルギーへのアクセスを確保する。 

○率先して省エネや再エネ利用を推進するほか、市民の省エネ・再エネ 

対策を支援するなど、持続可能なエネルギー供給を維持することを 

目標としています。 

 

【目標８】包摂的かつ持続可能な経済成長、及び全ての人々の完全 

かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用 

（ディーセント・ワーク）を促進する。 

○地域経済の活性化や雇用の創出に取り組むとともに、労働環境の 

改善に取り組むことを目標としています。 

 

目標 

（ゴール） 
説  明 

 

【目標９】強靭（レジリメント）なインフラ構造、包摂的かつ持続 

可能な産業化の促進、及びイノベーションの推進を図る。 

○地元企業を支援し、新たな産業やイノベーションを創出する取組を 

推進することを目標としています。 

 

【目標 10】各国内及び各国間の不平等を是正する。 

○差別や偏見の解消を推進し、少数意見を吸い上げつつ、不公平・ 

不平等のないまちづくりに取り組むことを目標としています。 

 

【目標 11】包摂的で安全かつ強靭（レジリメント）で持続可能な都市 

及び人間居住を実現する。 

○安全で安心して暮らせる、強靭で持続可能なまちづくりに 

取り組むことを目標としています。 

 

【目標 12】持続可能な生産消費形態を確保する。 

○環境負荷の削減に向け、持続可能な生産と消費を推進するため、 

市民一人ひとりが意識や行動を見直すよう啓発に取り組むことを 

目標としています。 

 

【目標 13】気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる。 

○温室効果ガスの削減といった従来の緩和策のみでなく、気候変動に 

備えた適応策の検討と策定に取り組むことを目標としています。 

 

【目標 14】持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、 

持続可能な形で利用する。 

○まちの中で発生した汚染が河川等を通して海洋に流れ出ることが 
ないよう、汚染対策に取り組むことを目標としています。 

 

【目標 15】陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能 

な森林の経営、砂漠化への対処、並びに土地の劣化の阻止・ 

回復及び生物多様性の損失を阻止する。 

○国や周辺自治体、関係団体などと連携して、森林や自然生態系の 

 保護に取り組むことを目標としています。 

 

【目標 16】持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、 

全ての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルに 

おいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する。 

○多くの市民の参画を促しつつ、暴力や犯罪を減らす取組を目標と 

しています。 

 

【目標 17】持続可能な開発のための実施手段を強化し、 

グローバル・パートナーシップを活性化する。 

○持続可能な社会の構築に向け、行政、民間、市民、ＮＰＯなどの多く

の関係者を結び付け、パートナーシップの推進に取り組むことを目

標としています。 

 



－ 9－

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0001 政策推進係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 04 高校や大学等との連携強化

小事業 01 高校魅力向上支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 9
1103 手数料 105
1852032 高校魅力向上支援事業補助金 900

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,014 1,035 △ 21

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
900 114

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　第2次日向市総合計画・後期基本計画の重点戦略「未来へつなげる人づくり」の一環とし
て、市内の県立高等学校が持つ特性を伸ばし魅力を高めることによって、学力や技術力を
向上させ、社会人、職業人として貢献できる人材を育成するために、高校の魅力向上等に
資する取組に対する支援を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○高校魅力向上支援事業補助金
市内の県立高等学校が、魅力ある学校づくりや未来を担う人材づくりに取り組むととも

に、地方創生の推進に寄与することを目的に補助金を交付する。

○宮崎県立日向高等学校課題型学習の支援
宮崎県立日向高等学校と締結した連携協定に基づき、同校の生徒が行う地域課題の解決

に向けた調査・研究の支援を行う。高校生の柔軟な発想や行動力を活用することにより、
総合戦略に掲げる施策の推進や未来を担う人材の育成、生徒の学力向上などにつなげる。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0001 政策推進係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 32 秩序ある土地利用と都市空間の形成
中事業 01 計画的な土地利用の推進

小事業 04 土地利用規制等対策事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 20
1001 消耗品費 137
1101 通信運搬費 44

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
201 186 15

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
201

主な財源 土地利用規制対策費補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　国土利用計画法に基づく土地売買の届出等に係る事務を行う。

○国土利用計画法　第23条～27条の2
（市町村長を経由して都道府県知事に届出が必要な対象面積）
　市街化区域：2,000㎡以上、市街化区域を除く都市計画区域：5,000㎡以上
　都市計画区域外：10,000㎡以上

事
　
業
　
内
　
容

○国土利用計画法に基づく土地売買の届出事務等に要する経費（県補助10/10）
・普通旅費 　県が開催する説明会への参加、県との連絡相談等に要する経費
・消耗品費 　届出書類作成に必要な消耗品等
・通信運搬費　県への届出、連絡相談に必要な通信運搬費

関連するＳＤＧｓ



－ 10 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0001 政策推進係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 39 中山間地域の活性化と移住の促進
中事業 02 移住の促進

小事業 02 定住促進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 20 1206 その他の委託料 904
0802 普通旅費 566 1301 使用料及び賃借料 118
1001 消耗品費 235 1402 維持補修工事 900
1004 燃料費 120 1702 機械器具費（事業執行用） 20
1005 食糧費 6 1808080 ふるさと回帰センター負担金 50
1006 印刷製本費 160 1852035 日向住活促進プロジェクト補助金 1,000
1007 光熱水費 192 1852036 お試し移住応援補助金 120
1008 修繕料 88 1867040 日向市移住支援金 3,000
1101 通信運搬費 45
1103 手数料 483
1106 火災保険料 10
1108 その他の保険料 16

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,053 6,565 1,488

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
77 2,947 2,040 2,989

主な財源
デジタル田園都市国家構想交付金、移住等促進支援事業補助金、移住支援事
業補助金、お試し滞在使用料、ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　本市への移住（ＵＩＪターン）及び定住の促進を図るため、「第2期日向市移住・定住促
進方針」に基づき、令和3年に開設した新たな移住専用サイト「ヒュー！日向 ヒュー！っ
と移住」を活用した情報発信や都市部での移住セミナー等の開催、「お試し滞在施設」の
運営を行う。
　また、都市圏からの移住者に対する支援や日向商工会議所が実施する移住促進事業への
補助を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○移住ＰＲ・情報発信など
移住パンフレット等の増刷、移住サイトの改修や管理に要する経費

○移住相談会（東京・大阪）への参加
県主催移住相談会への参加に係る旅費、負担金など

○移住セミナー・相談会の実施
市主催移住セミナー及び相談会に係る謝金、旅費など

○お試し滞在施設運営管理費（令和5年度中に3棟目を開設）
清掃手数料、光熱水費、修繕料、保険料など

○お試し移住応援補助金
市内における移住活動に伴うレンタカー借上料の一部補助

○国の「地方創生移住支援事業（移住支援金）」に基づく移住者支援
【対象者】東京23区在住者又は東京圏在住で東京23区内への通勤者
【支給額】最大100万円（単身世帯60万円、その他の世帯100万円）

○日向住活促進プロジェクト補助金
日向商工会議所が推進する「リラックスサーフタウン日向住活促進プロ

ジェクト」に対する補助を行うもの。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0001 政策推進係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 39 中山間地域の活性化と移住の促進
中事業 02 移住の促進

小事業 07 結婚応援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1852038 日向市結婚新生活応援事業補助金 6,000
1867037 日向市「みやざき結婚サポートセンター」等入会登録

補助金 60

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,060 6,060 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,000 3,000 60

主な財源
地域少子化対策重点推進交付金、
ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　第2次日向市総合計画・後期基本計画の重点戦略「若者と女性に選ばれるまち“日向”未
来づくり戦略」の一環として、若者の結婚を後押しするため、結婚に伴う新生活に要する
経費の一部を補助し、経済的負担の軽減を図る。
　また、結婚を希望する人を応援するため、結婚を望む独身男女の出会いの場を提供する
「みやざき結婚サポートセンター」など、結婚相談所への入会登録料の一部を補助する。

事
　
業
　
内
　
容

○日向市結婚新生活応援事業補助金
結婚に伴い市内において新生活を始める新婚夫婦に対して、新居の購入費や家賃、引越

費用の一部を助成する。
　【補助額】1世帯あたり　上限200千円　
○日向市「みやざき結婚サポートセンター等入会登録補助金」

【補助額】上限5千円

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0001 政策推進係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 01 計画的な行政経営の推進

小事業 04 政策調査研究費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 610
1001 消耗品費 20
1004 燃料費 30
1005 食糧費 10
1204 調査・計画策定委託料 300
1301 使用料及び賃借料 30

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,000 1,000 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,000

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　重要な政策・施策又は新たな行政課題について、総合的かつ先行的な視点から調査研究
することにより、効果的な事務事業を推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○政策調査研究費
緊急的に生じた行政課題への対応や、新たな事業、重要な政策・施策の足掛かりになる

調査研究を行う。
・普通旅費　先進地視察等に要する経費
・委託料 　調査業務委託料等

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0001 政策推進係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 01 計画的な行政経営の推進

小事業 05 総合計画・ＳＤＧｓ推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 384
0701 講師謝金 627
0702 出会謝金 240
0714 その他の役務提供等に対する報償金 240
0801 費用弁償 84
0802 普通旅費 38
1001 消耗品費 170
1005 食糧費 18
1101 通信運搬費 34
1204 調査・計画策定委託料 9,500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
11,335 1,226 10,109

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
11,335

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　第2次日向市総合計画・後期基本計画（令和3年度～令和6年度）及び第2期日向市総合戦
略（重点戦略アクションプラン）の進行管理と評価のための成果検証を行うほか、第3次日
向市総合計画・前期基本計画（令和7年度～令和10年度）及び第3期日向市総合戦略の策定
に着手する。
　また、ＳＤＧｓの推進を図るため、職員研修による理解促進や民間企業等を対象とした
研修会の開催などにより普及啓発に取り組む。

事
　
業
　
内
　
容

○「日向市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議」の開催に係る経費
（出会謝金、旅費等）

○第3次日向市総合計画・前期基本計画及び第3期日向市総合戦略の策定に係る経費
（市民ワークショップ参加者への謝金、計画策定支援業務の委託料等）

○ＳＤＧｓの推進に関する研修会の開催に係る経費
（講師謝金、消耗品等）

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0001 政策推進係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 39 中山間地域の活性化と移住の促進
中事業 02 移住の促進

小事業 02 定住促進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 20 1206 その他の委託料 904
0802 普通旅費 566 1301 使用料及び賃借料 118
1001 消耗品費 235 1402 維持補修工事 900
1004 燃料費 120 1702 機械器具費（事業執行用） 20
1005 食糧費 6 1808080 ふるさと回帰センター負担金 50
1006 印刷製本費 160 1852035 日向住活促進プロジェクト補助金 1,000
1007 光熱水費 192 1852036 お試し移住応援補助金 120
1008 修繕料 88 1867040 日向市移住支援金 3,000
1101 通信運搬費 45
1103 手数料 483
1106 火災保険料 10
1108 その他の保険料 16

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,053 6,565 1,488

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
77 2,947 2,040 2,989

主な財源
デジタル田園都市国家構想交付金、移住等促進支援事業補助金、移住支援事
業補助金、お試し滞在使用料、ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　本市への移住（ＵＩＪターン）及び定住の促進を図るため、「第2期日向市移住・定住促
進方針」に基づき、令和3年に開設した新たな移住専用サイト「ヒュー！日向 ヒュー！っ
と移住」を活用した情報発信や都市部での移住セミナー等の開催、「お試し滞在施設」の
運営を行う。
　また、都市圏からの移住者に対する支援や日向商工会議所が実施する移住促進事業への
補助を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○移住ＰＲ・情報発信など
移住パンフレット等の増刷、移住サイトの改修や管理に要する経費

○移住相談会（東京・大阪）への参加
県主催移住相談会への参加に係る旅費、負担金など

○移住セミナー・相談会の実施
市主催移住セミナー及び相談会に係る謝金、旅費など

○お試し滞在施設運営管理費（令和5年度中に3棟目を開設）
清掃手数料、光熱水費、修繕料、保険料など

○お試し移住応援補助金
市内における移住活動に伴うレンタカー借上料の一部補助

○国の「地方創生移住支援事業（移住支援金）」に基づく移住者支援
【対象者】東京23区在住者又は東京圏在住で東京23区内への通勤者
【支給額】最大100万円（単身世帯60万円、その他の世帯100万円）

○日向住活促進プロジェクト補助金
日向商工会議所が推進する「リラックスサーフタウン日向住活促進プロ

ジェクト」に対する補助を行うもの。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0001 政策推進係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 39 中山間地域の活性化と移住の促進
中事業 02 移住の促進

小事業 07 結婚応援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1852038 日向市結婚新生活応援事業補助金 6,000
1867037 日向市「みやざき結婚サポートセンター」等入会登録

補助金 60

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,060 6,060 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,000 3,000 60

主な財源
地域少子化対策重点推進交付金、
ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　第2次日向市総合計画・後期基本計画の重点戦略「若者と女性に選ばれるまち“日向”未
来づくり戦略」の一環として、若者の結婚を後押しするため、結婚に伴う新生活に要する
経費の一部を補助し、経済的負担の軽減を図る。
　また、結婚を希望する人を応援するため、結婚を望む独身男女の出会いの場を提供する
「みやざき結婚サポートセンター」など、結婚相談所への入会登録料の一部を補助する。

事
　
業
　
内
　
容

○日向市結婚新生活応援事業補助金
結婚に伴い市内において新生活を始める新婚夫婦に対して、新居の購入費や家賃、引越

費用の一部を助成する。
　【補助額】1世帯あたり　上限200千円　
○日向市「みやざき結婚サポートセンター等入会登録補助金」

【補助額】上限5千円

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0001 政策推進係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 01 計画的な行政経営の推進

小事業 04 政策調査研究費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 610
1001 消耗品費 20
1004 燃料費 30
1005 食糧費 10
1204 調査・計画策定委託料 300
1301 使用料及び賃借料 30

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,000 1,000 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,000

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　重要な政策・施策又は新たな行政課題について、総合的かつ先行的な視点から調査研究
することにより、効果的な事務事業を推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○政策調査研究費
緊急的に生じた行政課題への対応や、新たな事業、重要な政策・施策の足掛かりになる

調査研究を行う。
・普通旅費　先進地視察等に要する経費
・委託料 　調査業務委託料等

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0001 政策推進係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 01 計画的な行政経営の推進

小事業 05 総合計画・ＳＤＧｓ推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 384
0701 講師謝金 627
0702 出会謝金 240
0714 その他の役務提供等に対する報償金 240
0801 費用弁償 84
0802 普通旅費 38
1001 消耗品費 170
1005 食糧費 18
1101 通信運搬費 34
1204 調査・計画策定委託料 9,500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
11,335 1,226 10,109

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
11,335

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　第2次日向市総合計画・後期基本計画（令和3年度～令和6年度）及び第2期日向市総合戦
略（重点戦略アクションプラン）の進行管理と評価のための成果検証を行うほか、第3次日
向市総合計画・前期基本計画（令和7年度～令和10年度）及び第3期日向市総合戦略の策定
に着手する。
　また、ＳＤＧｓの推進を図るため、職員研修による理解促進や民間企業等を対象とした
研修会の開催などにより普及啓発に取り組む。

事
　
業
　
内
　
容

○「日向市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議」の開催に係る経費
（出会謝金、旅費等）

○第3次日向市総合計画・前期基本計画及び第3期日向市総合戦略の策定に係る経費
（市民ワークショップ参加者への謝金、計画策定支援業務の委託料等）

○ＳＤＧｓの推進に関する研修会の開催に係る経費
（講師謝金、消耗品等）

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0001 政策推進係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 01 計画的な行政経営の推進

小事業 10 交流施設整備調査研究事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 745
1005 食糧費 20
1301 使用料及び賃借料 35

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
800 0 800

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
800

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　第2次日向市総合計画・後期基本計画に基づき、新たな交流拠点として複合的な機能を備
えた図書館の整備について調査研究を行うとともに、あらゆる世代がスポーツを通して気
軽に交流できる施設として、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に認
知度が向上した、スケートボードや自転車のＢＭＸなどの「アーバンスポーツ（都市型ス
ポーツ）」が楽しめる公園の整備について調査研究を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○交流施設整備調査研究事業
複合的な機能を備えた図書館やアーバンスポーツが楽しめる施設の整備について調査研

究を行う。
・普通旅費　先進地視察等に要する経費

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0001 政策推進係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 17 総合政策一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0716 記念品料 32
0802 普通旅費 228
1001 消耗品費 304
1005 食糧費 30
1006 印刷製本費 95
1101 通信運搬費 13
1103 手数料 2,000
1301 使用料及び賃借料 2,248
1825002 研修会負担金 37

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,987 4,502 485

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,987

主な財源 宮崎県市町村権限移譲交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　総合政策事業に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○旅費（要望活動、研修参加、担当者会議）
○手数料（企業版ふるさと納税マッチングサービス）
○使用料及び賃借料（ｉＪＡＭＰ購読ライセンス）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0002 広域連携推進係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 32 秩序ある土地利用と都市空間の形成
中事業 03 交通ネットワークの充実

小事業 01 地域生活交通対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 44 2601 国に対する公課費 133
1001 消耗品費 80
1006 印刷製本費 340
1008 修繕料 3,500
1103 手数料 299
1107 自動車損害保険料 293
1203 事業委託料 45,200
1805036 宮崎県鉄道整備促進期成同盟会負担金 17
1805065 宮崎空港振興協議会負担金 345
1808035 東九州軸推進機構負担金 20
1808090 日向市地域公共交通会議負担金 6,650
1869004 生活バス路線運行費補助金 36,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
92,921 81,898 11,023

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
7,714 11,760 33,720 39,727

主な財源
地域公共交通確保維持改善事業費補助金、宮崎県地方バス路線等運行維
持対策事業補助金、市民バス使用料ほか

財源内訳

目
的
・
効
果

　自動車を運転することができない高齢者や学生等の移動手段を確保するため、市が市民
バスを運行するほか、延岡・入郷方面を運行する路線バスに対し沿線市町村と連携して運
行補助金の交付を行い、地域公共交通の利用促進及び維持を図る。
　また、日向市地域公共交通会議を運営し、県や関係団体とともに、本市公共交通の改善
や各種計画の協議を行い、持続可能な地域公共交通の実現を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○市民バスの運行
　・ぷらっとバス　　　　　　　　　　　　日向市駅を中心に計8路線を定期運行
　・南部ぷらっとバス　　　　　　　　　　南部地域を結ぶ1路線を定期運行
　・乗合バスなんぶ（火～木）　　　　　　南部地域にて3路線を予約型運行
　・乗合バスとうごう（月～金）　　　　　東郷地域にて5路線を予約型運行
　・乗合タクシーほそしま（月、水、金）　細島地域にて1路線を予約型運行

〇車両の適正管理（市民バスの整備点検、修理）
○地域路線バス維持対策補助金の交付（地域間幹線、広域的バス路線）
〇日向市地域公共交通会議等の開催
○日向市地域公共交通利便増進計画の作成

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0002 広域連携推進係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 04 広域連携の推進

小事業 01 広域連携の推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 19
1804003 宮崎県北部広域行政事務組合負担金 570
1806046 日向東臼杵市町村振興協議会負担金 341
1808033 九州中央スタンプラリーリーフ作成負担金 80
1808088 宮崎県北地方拠点都市地域整備推進協議会 15

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,025 1,023 2

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,025

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向・東臼杵圏域や宮崎県北部、大分県南部、熊本県東部などの自治体との連携によ
り、地域資源等を活用した共通課題の解決や効率的な広域行政の推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○連携事業に取り組むための近隣市町村等で構成する協議会等
 ・宮崎県北部広域行政事務組合（2市5町2村）
 ・日向・東臼杵市町村振興協議会（1市2町2村）
 ・九州中央地域連携推進協議会（九州中央地域の35市町村）
 ・宮崎県北地方拠点都市地域整備推進協議会（日向市、門川町、延岡市）
 ・大分・宮崎県境5市政策協議会（臼杵市、津久見市、佐伯市、延岡市、日向市）

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0001 政策推進係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 01 計画的な行政経営の推進

小事業 10 交流施設整備調査研究事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 745
1005 食糧費 20
1301 使用料及び賃借料 35

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
800 0 800

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
800

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　第2次日向市総合計画・後期基本計画に基づき、新たな交流拠点として複合的な機能を備
えた図書館の整備について調査研究を行うとともに、あらゆる世代がスポーツを通して気
軽に交流できる施設として、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に認
知度が向上した、スケートボードや自転車のＢＭＸなどの「アーバンスポーツ（都市型ス
ポーツ）」が楽しめる公園の整備について調査研究を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○交流施設整備調査研究事業
複合的な機能を備えた図書館やアーバンスポーツが楽しめる施設の整備について調査研

究を行う。
・普通旅費　先進地視察等に要する経費

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0001 政策推進係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 17 総合政策一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0716 記念品料 32
0802 普通旅費 228
1001 消耗品費 304
1005 食糧費 30
1006 印刷製本費 95
1101 通信運搬費 13
1103 手数料 2,000
1301 使用料及び賃借料 2,248
1825002 研修会負担金 37

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,987 4,502 485

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,987

主な財源 宮崎県市町村権限移譲交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　総合政策事業に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○旅費（要望活動、研修参加、担当者会議）
○手数料（企業版ふるさと納税マッチングサービス）
○使用料及び賃借料（ｉＪＡＭＰ購読ライセンス）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0002 広域連携推進係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 32 秩序ある土地利用と都市空間の形成
中事業 03 交通ネットワークの充実

小事業 01 地域生活交通対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 44 2601 国に対する公課費 133
1001 消耗品費 80
1006 印刷製本費 340
1008 修繕料 3,500
1103 手数料 299
1107 自動車損害保険料 293
1203 事業委託料 45,200
1805036 宮崎県鉄道整備促進期成同盟会負担金 17
1805065 宮崎空港振興協議会負担金 345
1808035 東九州軸推進機構負担金 20
1808090 日向市地域公共交通会議負担金 6,650
1869004 生活バス路線運行費補助金 36,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
92,921 81,898 11,023

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
7,714 11,760 33,720 39,727

主な財源
地域公共交通確保維持改善事業費補助金、宮崎県地方バス路線等運行維
持対策事業補助金、市民バス使用料ほか

財源内訳

目
的
・
効
果

　自動車を運転することができない高齢者や学生等の移動手段を確保するため、市が市民
バスを運行するほか、延岡・入郷方面を運行する路線バスに対し沿線市町村と連携して運
行補助金の交付を行い、地域公共交通の利用促進及び維持を図る。
　また、日向市地域公共交通会議を運営し、県や関係団体とともに、本市公共交通の改善
や各種計画の協議を行い、持続可能な地域公共交通の実現を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○市民バスの運行
　・ぷらっとバス　　　　　　　　　　　　日向市駅を中心に計8路線を定期運行
　・南部ぷらっとバス　　　　　　　　　　南部地域を結ぶ1路線を定期運行
　・乗合バスなんぶ（火～木）　　　　　　南部地域にて3路線を予約型運行
　・乗合バスとうごう（月～金）　　　　　東郷地域にて5路線を予約型運行
　・乗合タクシーほそしま（月、水、金）　細島地域にて1路線を予約型運行

〇車両の適正管理（市民バスの整備点検、修理）
○地域路線バス維持対策補助金の交付（地域間幹線、広域的バス路線）
〇日向市地域公共交通会議等の開催
○日向市地域公共交通利便増進計画の作成

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0002 広域連携推進係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 04 広域連携の推進

小事業 01 広域連携の推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 19
1804003 宮崎県北部広域行政事務組合負担金 570
1806046 日向東臼杵市町村振興協議会負担金 341
1808033 九州中央スタンプラリーリーフ作成負担金 80
1808088 宮崎県北地方拠点都市地域整備推進協議会 15

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,025 1,023 2

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,025

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向・東臼杵圏域や宮崎県北部、大分県南部、熊本県東部などの自治体との連携によ
り、地域資源等を活用した共通課題の解決や効率的な広域行政の推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○連携事業に取り組むための近隣市町村等で構成する協議会等
 ・宮崎県北部広域行政事務組合（2市5町2村）
 ・日向・東臼杵市町村振興協議会（1市2町2村）
 ・九州中央地域連携推進協議会（九州中央地域の35市町村）
 ・宮崎県北地方拠点都市地域整備推進協議会（日向市、門川町、延岡市）
 ・大分・宮崎県境5市政策協議会（臼杵市、津久見市、佐伯市、延岡市、日向市）

関連するＳＤＧｓ



－ 14 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0002 広域連携推進係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 04 広域連携の推進

小事業 02 定住自立圏形成推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 80
0802 普通旅費 26
1001 消耗品費 14

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
120 120 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
120

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向圏域の中心市として、また、延岡市を中心市とする宮崎県北圏域における周辺市と
して、定住自立圏の形成に取り組み、圏域の市町村と連携・協力することで、将来にわた
り安心して暮らし続けられる魅力ある地域の形成を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　産業、医療福祉、生活面など、様々な分野において、関連が強い日向圏域定住自立圏の
連携を深めるため、定住自立圏共生ビジョンの見直しや共生ビジョン懇談会の開催を行
う。

○共生ビジョン懇談会
　圏域の民間や地域の関係者等で構成する懇談会の開催

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0004 統計係
02 総務費 05 統計調査費 01 統計調査費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 02 行政運営の効率化の推進

小事業 07 学校基本調査
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 28

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
28 28 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
28

主な財源 学校基本調査市町村交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　学校の基本的事項を明らかにすることにより、学校教育行政に関する施策の基礎資料を
得る。

事
　
業
　
内
　
容

○調査期日
  5月1日
○調査対象
  学校教育法に定める学校、専修学校、各種学校及び教育委員会
○調査項目
  学校数・学級数・児童生徒数・教職員数・土地建物面積数など
○調査周期
  毎年　　　　　

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0004 統計係
02 総務費 05 統計調査費 01 統計調査費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 02 行政運営の効率化の推進

小事業 09 統計調査員確保対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 5
0801 費用弁償 5
1001 消耗品費 27
1005 食糧費 5
1101 通信運搬費 24

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
66 66 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
66

主な財源 統計調査員確保対策事業委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　各種統計調査を実施する際、統計調査員の確保が困難となっている現状を改善するた
め、あらかじめ希望者を登録し、人材の確保とその資質の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○統計調査員の確保対策に伴う経費
　・調査員研修の実施
　・調査員希望者の登録
　・統計調査員通信等の配布 など

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0004 統計係
02 総務費 05 統計調査費 01 統計調査費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 02 行政運営の効率化の推進

小事業 10 農林業センサス
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 3

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3 0 3

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3

主な財源 農林業センサス委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　一定規模以上の農林産物の生産、又は委託を受けて農林業作業を行う全ての世帯や会社
等の組織（経営体）を対象に、生産構造や就業構造の実態を明らかにし、農林行政の推進
に必要な基礎資料を得る。
　令和6年度の本調査のための準備調査を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○調査期日
  2月1日
○調査対象
  農林業経営体
○調査項目
  経営の状態、世帯状況、労働力、作業の受託、農作物の販売、経営の多角化、
　保有山林面積など
○調査周期
  5年　　　　　

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0002 広域連携推進係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 04 広域連携の推進

小事業 02 定住自立圏形成推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 80
0802 普通旅費 26
1001 消耗品費 14

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
120 120 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
120

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向圏域の中心市として、また、延岡市を中心市とする宮崎県北圏域における周辺市と
して、定住自立圏の形成に取り組み、圏域の市町村と連携・協力することで、将来にわた
り安心して暮らし続けられる魅力ある地域の形成を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　産業、医療福祉、生活面など、様々な分野において、関連が強い日向圏域定住自立圏の
連携を深めるため、定住自立圏共生ビジョンの見直しや共生ビジョン懇談会の開催を行
う。

○共生ビジョン懇談会
　圏域の民間や地域の関係者等で構成する懇談会の開催

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0004 統計係
02 総務費 05 統計調査費 01 統計調査費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 02 行政運営の効率化の推進

小事業 07 学校基本調査
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 28

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
28 28 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
28

主な財源 学校基本調査市町村交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　学校の基本的事項を明らかにすることにより、学校教育行政に関する施策の基礎資料を
得る。

事
　
業
　
内
　
容

○調査期日
  5月1日
○調査対象
  学校教育法に定める学校、専修学校、各種学校及び教育委員会
○調査項目
  学校数・学級数・児童生徒数・教職員数・土地建物面積数など
○調査周期
  毎年　　　　　

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0004 統計係
02 総務費 05 統計調査費 01 統計調査費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 02 行政運営の効率化の推進

小事業 09 統計調査員確保対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 5
0801 費用弁償 5
1001 消耗品費 27
1005 食糧費 5
1101 通信運搬費 24

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
66 66 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
66

主な財源 統計調査員確保対策事業委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　各種統計調査を実施する際、統計調査員の確保が困難となっている現状を改善するた
め、あらかじめ希望者を登録し、人材の確保とその資質の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○統計調査員の確保対策に伴う経費
　・調査員研修の実施
　・調査員希望者の登録
　・統計調査員通信等の配布 など

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0004 統計係
02 総務費 05 統計調査費 01 統計調査費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 02 行政運営の効率化の推進

小事業 10 農林業センサス
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 3

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3 0 3

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3

主な財源 農林業センサス委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　一定規模以上の農林産物の生産、又は委託を受けて農林業作業を行う全ての世帯や会社
等の組織（経営体）を対象に、生産構造や就業構造の実態を明らかにし、農林行政の推進
に必要な基礎資料を得る。
　令和6年度の本調査のための準備調査を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○調査期日
  2月1日
○調査対象
  農林業経営体
○調査項目
  経営の状態、世帯状況、労働力、作業の受託、農作物の販売、経営の多角化、
　保有山林面積など
○調査周期
  5年　　　　　

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0004 統計係
02 総務費 05 統計調査費 01 統計調査費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 02 行政運営の効率化の推進

小事業 12 住宅・土地統計調査
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0106 統計調査員報酬 3,147
0714 その他の役務提供等に対する報償金 20
0801 費用弁償 301
0802 普通旅費 8
1001 消耗品費 83
1005 食糧費 10
1006 印刷製本費 14
1101 通信運搬費 75

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,658 505 3,153

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,658

主な財源 住宅・土地統計調査委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　住宅及び住宅以外で人が居住する建物等や土地の保有状況等の実態を調査し、その現状
と推移を明らかにするとともに、住宅・土地関連施策の基礎資料を得る。

事
　
業
　
内
　
容

○調査期日
　10月1日
○調査対象
  国勢調査区のうち総務大臣の指定する135調査区のすべての住宅・建物
○調査項目
  ・住宅に関する事項（居住室数、広さ、所有関係、敷地面積、構造等）
　・世帯に関する事項（世帯構成、年間収入、通勤時間等）
　・住環境に関する事項（安全性、快適性等）
○調査周期
  5年

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0004 統計係
02 総務費 05 統計調査費 01 統計調査費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 02 行政運営の効率化の推進

小事業 13 漁業センサス
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0106 統計調査員報酬 350
0801 費用弁償 35
0802 普通旅費 8
1001 消耗品費 106
1005 食糧費 2
1006 印刷製本費 3
1101 通信運搬費 100

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
604 0 604

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
604

主な財源 漁業センサス委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　漁業の生産構造や就業構造及び漁村、水産物流通・加工業等の漁業を取り巻く実態を明
らかにするとともに、水産行政の推進に必要な基礎資料を得る。

事
　
業
　
内
　
容

○調査期日
　11月1日
○調査対象
　すべての漁業を営む漁家や会社のほか、漁業管理組織、水産物流機関、
　冷凍・冷蔵工場、水産加工場などの漁業経営体
○調査項目
　個人の漁業経営体の世帯員の就業状況、漁業種類、使用漁船、養殖施設等の状況、
　漁業管理の状況、生産条件や地域活性化のための取組など
○調査周期
　5年

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0004 統計係
02 総務費 05 統計調査費 01 統計調査費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 02 行政運営の効率化の推進

小事業 14 経済センサス
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 10

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
10 10 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
10

主な財源 経済センサス委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　全事業分野の売上（収入）金額や費用などの経理項目を同一時点で網羅的に把握し、事
業所・企業の経済活動を全国的及び地域別に明らかにするとともに、事業所及び企業を対
象とした各種統計調査の母集団情報を得る。
　令和5年度は、国及び地方公共団体のみの調査を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○調査期日
  6月1日
○調査対象
  すべての産業分野における事業所・企業
○調査項目
  所在地、事業内容、従業者数、経営組織、売上金額、設備投資額、資本金額、
  決算月、製造別出荷額、在庫額など
○調査周期
  5年

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0004 統計係
02 総務費 05 統計調査費 01 統計調査費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 02 行政運営の効率化の推進

小事業 16 国勢調査
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 3

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3 0 3

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3

主な財源 国勢調査委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　令和7年国勢調査の実施に向けた実務検討会に参加し、円滑な調査準備を進める。

事
　
業
　
内
　
容

○普通旅費
　実務検討会に参加する旅費

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0004 統計係
02 総務費 05 統計調査費 01 統計調査費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 02 行政運営の効率化の推進

小事業 12 住宅・土地統計調査
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0106 統計調査員報酬 3,147
0714 その他の役務提供等に対する報償金 20
0801 費用弁償 301
0802 普通旅費 8
1001 消耗品費 83
1005 食糧費 10
1006 印刷製本費 14
1101 通信運搬費 75

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,658 505 3,153

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,658

主な財源 住宅・土地統計調査委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　住宅及び住宅以外で人が居住する建物等や土地の保有状況等の実態を調査し、その現状
と推移を明らかにするとともに、住宅・土地関連施策の基礎資料を得る。

事
　
業
　
内
　
容

○調査期日
　10月1日
○調査対象
  国勢調査区のうち総務大臣の指定する135調査区のすべての住宅・建物
○調査項目
  ・住宅に関する事項（居住室数、広さ、所有関係、敷地面積、構造等）
　・世帯に関する事項（世帯構成、年間収入、通勤時間等）
　・住環境に関する事項（安全性、快適性等）
○調査周期
  5年

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0004 統計係
02 総務費 05 統計調査費 01 統計調査費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 02 行政運営の効率化の推進

小事業 13 漁業センサス
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0106 統計調査員報酬 350
0801 費用弁償 35
0802 普通旅費 8
1001 消耗品費 106
1005 食糧費 2
1006 印刷製本費 3
1101 通信運搬費 100

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
604 0 604

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
604

主な財源 漁業センサス委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　漁業の生産構造や就業構造及び漁村、水産物流通・加工業等の漁業を取り巻く実態を明
らかにするとともに、水産行政の推進に必要な基礎資料を得る。

事
　
業
　
内
　
容

○調査期日
　11月1日
○調査対象
　すべての漁業を営む漁家や会社のほか、漁業管理組織、水産物流機関、
　冷凍・冷蔵工場、水産加工場などの漁業経営体
○調査項目
　個人の漁業経営体の世帯員の就業状況、漁業種類、使用漁船、養殖施設等の状況、
　漁業管理の状況、生産条件や地域活性化のための取組など
○調査周期
　5年

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0004 統計係
02 総務費 05 統計調査費 01 統計調査費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 02 行政運営の効率化の推進

小事業 14 経済センサス
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 10

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
10 10 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
10

主な財源 経済センサス委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　全事業分野の売上（収入）金額や費用などの経理項目を同一時点で網羅的に把握し、事
業所・企業の経済活動を全国的及び地域別に明らかにするとともに、事業所及び企業を対
象とした各種統計調査の母集団情報を得る。
　令和5年度は、国及び地方公共団体のみの調査を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○調査期日
  6月1日
○調査対象
  すべての産業分野における事業所・企業
○調査項目
  所在地、事業内容、従業者数、経営組織、売上金額、設備投資額、資本金額、
  決算月、製造別出荷額、在庫額など
○調査周期
  5年

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0004 統計係
02 総務費 05 統計調査費 01 統計調査費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 02 行政運営の効率化の推進

小事業 16 国勢調査
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 3

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3 0 3

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3

主な財源 国勢調査委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　令和7年国勢調査の実施に向けた実務検討会に参加し、円滑な調査準備を進める。

事
　
業
　
内
　
容

○普通旅費
　実務検討会に参加する旅費

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0004 統計係
02 総務費 05 統計調査費 01 統計調査費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 19 統計一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525
0301 職員手当 305
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335
0801 費用弁償 51
0802 普通旅費 4
1001 消耗品費 13
1101 通信運搬費 30

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,263 79 2,184

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,263

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　各種統計調査に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

　各種統計調査に係る事務的経費
○会計年度任用職員報酬等
○統計研修会参加旅費
○消耗品費   ほか

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0041 男女共同参画推進係

02 総務費 01 総務管理費 07 企画費
大事業 09 男女共同参画社会づくり
中事業 01 男女共同参画社会の実現に向けた基盤整備

小事業 01 男女共同参画社会づくり推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 167
0701 講師謝金 58
0801 費用弁償 10
0802 普通旅費 15
1001 消耗品費 43

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
293 288 5

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
293

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　性別にかかわらず、全ての人の人権が尊重され、その個性や能力を十分に発揮すること
ができる男女共同参画社会の実現に向け、「男女共同参画プラン」に基づき、男女共同参
画推進の取組を総合的かつ効果的に行う。

事
　
業
　
内
　
容

○男女共同参画推進審議会の開催
　・男女共同参画社会の形成の推進に関する重要事項に関する調査・検討等
　・「男女共同参画プラン」の進捗状況に対する評価等
　・審議会委員を対象とした研修会の開催
○市職員を対象にした男女共同参画に関する研修会の実施
○男女共同参画意識啓発事業の実施
　・男女共同参画週間におけるパネル展の開催
　・街頭啓発活動等

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0041 男女共同参画推進係

02 総務費 01 総務管理費 07 企画費
大事業 09 男女共同参画社会づくり
中事業 03 安全・安心な暮らしの実現

小事業 01 ＤＶ対策推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,440
0701 講師謝金 117
0801 費用弁償 229
0802 普通旅費 63
1001 消耗品費 55
1101 通信運搬費 89
1301 使用料及び賃借料 32

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,025 1,767 258

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,025

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　配偶者等からの暴力を許さない地域社会づくりに向けて啓発を進めるとともに、ＤＶ被
害者への支援充実を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○男女共同参画相談員による面接・電話相談の実施
○相談員のスキルアップ研修受講
○教職員、高校生、ＤＶ対策庁内連絡会議メンバーを対象とした研修会の開催
○性暴力・ハラスメントに関する職員研修
○ＤＶ、デートＤＶに関する意識啓発事業
　「女性に対する暴力をなくす運動」期間におけるパネル展開催、街頭啓発等
○ＤＶ被害者支援
　一時避難のための経費、関係機関と連携した支援体制の整備

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0041 男女共同参画推進係

02 総務費 01 総務管理費 07 企画費
大事業 46 市施設管理運営費
中事業 02 総務施設管理運営費

小事業 03 男女共同参画社会づくり推進ルーム管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 100
1207 指定管理者委託料 6,376

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,476 6,476 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,476

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　男女共同参画推進の活動拠点施設である日向市男女共同参画社会づくり推進ルーム「さ
んぴあ」の管理を委託し、施設の機能充実と男女共同参画社会の形成に向けた活動を推進
する。

事
　
業
　
内
　
容

○指定管理者（令和3年度～令和7年度）
　日向市男女共同参画社会づくり推進ルーム協議会
○開館時間
　午前9時から午後10時まで
○休館日
　毎週水曜日、12月28日～翌年1月4日
○施設の所在
　日向市文化交流センター小ホール棟2階
※主な業務
　・男女共同参画プランに基づいた講座や講演の企画・運営
　・男女共同参画社会を実現するためのフォーラムの実施
　・男女共同参画週間、ＤＶ防止週間における啓発活動の実施
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0004 統計係
02 総務費 05 統計調査費 01 統計調査費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 19 統計一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525
0301 職員手当 305
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335
0801 費用弁償 51
0802 普通旅費 4
1001 消耗品費 13
1101 通信運搬費 30

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,263 79 2,184

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,263

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　各種統計調査に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

　各種統計調査に係る事務的経費
○会計年度任用職員報酬等
○統計研修会参加旅費
○消耗品費   ほか

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0041 男女共同参画推進係

02 総務費 01 総務管理費 07 企画費
大事業 09 男女共同参画社会づくり
中事業 01 男女共同参画社会の実現に向けた基盤整備

小事業 01 男女共同参画社会づくり推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 167
0701 講師謝金 58
0801 費用弁償 10
0802 普通旅費 15
1001 消耗品費 43

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
293 288 5

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
293

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　性別にかかわらず、全ての人の人権が尊重され、その個性や能力を十分に発揮すること
ができる男女共同参画社会の実現に向け、「男女共同参画プラン」に基づき、男女共同参
画推進の取組を総合的かつ効果的に行う。

事
　
業
　
内
　
容

○男女共同参画推進審議会の開催
　・男女共同参画社会の形成の推進に関する重要事項に関する調査・検討等
　・「男女共同参画プラン」の進捗状況に対する評価等
　・審議会委員を対象とした研修会の開催
○市職員を対象にした男女共同参画に関する研修会の実施
○男女共同参画意識啓発事業の実施
　・男女共同参画週間におけるパネル展の開催
　・街頭啓発活動等

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0041 男女共同参画推進係

02 総務費 01 総務管理費 07 企画費
大事業 09 男女共同参画社会づくり
中事業 03 安全・安心な暮らしの実現

小事業 01 ＤＶ対策推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,440
0701 講師謝金 117
0801 費用弁償 229
0802 普通旅費 63
1001 消耗品費 55
1101 通信運搬費 89
1301 使用料及び賃借料 32

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,025 1,767 258

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,025

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　配偶者等からの暴力を許さない地域社会づくりに向けて啓発を進めるとともに、ＤＶ被
害者への支援充実を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○男女共同参画相談員による面接・電話相談の実施
○相談員のスキルアップ研修受講
○教職員、高校生、ＤＶ対策庁内連絡会議メンバーを対象とした研修会の開催
○性暴力・ハラスメントに関する職員研修
○ＤＶ、デートＤＶに関する意識啓発事業
　「女性に対する暴力をなくす運動」期間におけるパネル展開催、街頭啓発等
○ＤＶ被害者支援
　一時避難のための経費、関係機関と連携した支援体制の整備

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0041 男女共同参画推進係

02 総務費 01 総務管理費 07 企画費
大事業 46 市施設管理運営費
中事業 02 総務施設管理運営費

小事業 03 男女共同参画社会づくり推進ルーム管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 100
1207 指定管理者委託料 6,376

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,476 6,476 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,476

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　男女共同参画推進の活動拠点施設である日向市男女共同参画社会づくり推進ルーム「さ
んぴあ」の管理を委託し、施設の機能充実と男女共同参画社会の形成に向けた活動を推進
する。

事
　
業
　
内
　
容

○指定管理者（令和3年度～令和7年度）
　日向市男女共同参画社会づくり推進ルーム協議会
○開館時間
　午前9時から午後10時まで
○休館日
　毎週水曜日、12月28日～翌年1月4日
○施設の所在
　日向市文化交流センター小ホール棟2階
※主な業務
　・男女共同参画プランに基づいた講座や講演の企画・運営
　・男女共同参画社会を実現するためのフォーラムの実施
　・男女共同参画週間、ＤＶ防止週間における啓発活動の実施
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0042 女性活躍推進係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 09 男女共同参画社会づくり
中事業 01 男女共同参画社会の実現に向けた基盤整備

小事業 03 女性活躍推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 600
0801 費用弁償 100
1001 消耗品費 25
1006 印刷製本費 99
1101 通信運搬費 10
1103 手数料 50
1301 使用料及び賃借料 100
1852040 えるぼし・くるみん認定企業奨励金 750

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,734 155 1,579

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,700 34

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　性別に関係なくワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を可能とする環境を整
備し、お互いが尊重し合い、誰もが輝き活躍する日向市を実現するため、女性活躍の推進
を図る。

事
　
業
　
内
　
容

〇女性活躍推進アドバイザーの派遣
　・一般事業主行動計画策定の支援
　・ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）に関する助言など
〇ワーク・ライフ・バランスに関する講演会の開催
〇えるぼし・くるみん認定企業奨励金
　・えるぼし：1社あたり10万円／くるみん：1社あたり5万円

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 02 秘書広報課 0001 秘書係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 20 市長・副市長の公務に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 2,500
0901 市長交際費 900
1005 食糧費 500
1101 通信運搬費 380
1103 手数料 66
1301 使用料及び賃借料 325
1808001 全国市長会負担金 357
1808002 九州市長会負担金 83
1808003 宮崎県市長会負担金 361
1808005 県北地区政経懇話会負担金 106

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,578 4,903 675

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
5,578

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市長及び副市長の公務を円滑に遂行する。
　また、他自治体と共同で施策に取り組むことにより、自治体間の連携を深め、効率的に
課題解決を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○市長及び副市長が、会議・要望・意見交換・懇談・研修等の公務を遂行するための経費
　・普通旅費（会議、要望活動、研修等に係る旅費）
　・市長交際費（他団体等との交際に係る経費）
　・食糧費（意見交換等に係る負担金）
　・通信運搬費（電話料、公用携帯電話・タブレット通信費）
　・手数料（ＰＣＲ検査手数料）
　・使用料及び賃借料（タクシー借上料など）
○他の自治体との連携組織である市長会等に係る負担金
　・負担金（各市長会、懇話会）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 02 秘書広報課 0001 秘書係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 21 市長車運行管理費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 140
1001 消耗品費 9
1004 燃料費 245
1008 修繕料 30
1107 自動車損害保険料 31
1301 使用料及び賃借料 922

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,377 1,315 62

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,377

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市長車の適正な運行管理を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○市長車の運行・管理に要する経費
　・普通旅費（運転職員の旅費）
　・使用料及び賃借料（リース料、有料道路通行料）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 02 秘書広報課 0001 秘書係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 22 秘書広報一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0716 記念品料 175
0802 普通旅費 260
1001 消耗品費 400
1006 印刷製本費 27
1101 通信運搬費 293
1103 手数料 5
1301 使用料及び賃借料 692
1825002 研修会負担金 35

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,887 1,892 △ 5

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
387 1,500

主な財源 副市長住宅借上料個人負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　秘書広報業務に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○在京日向会及び近畿日向会の出席に係る経費
　記念品料、旅費、通信運搬費、使用料
○その他一般事務費
　・記念品料（市長賞など）
　・普通旅費、研修会負担金（研修会参加費用）
　・消耗品費（図書、事務用品費、コピー代）
　・印刷製本費、通信運搬費（年賀状印刷費、ＦＡＸ通信料、電報料、送料）
　・使用料及び賃借料（副市長住宅借上料）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 01 総合政策課 0042 女性活躍推進係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 09 男女共同参画社会づくり
中事業 01 男女共同参画社会の実現に向けた基盤整備

小事業 03 女性活躍推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 600
0801 費用弁償 100
1001 消耗品費 25
1006 印刷製本費 99
1101 通信運搬費 10
1103 手数料 50
1301 使用料及び賃借料 100
1852040 えるぼし・くるみん認定企業奨励金 750

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,734 155 1,579

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,700 34

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　性別に関係なくワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を可能とする環境を整
備し、お互いが尊重し合い、誰もが輝き活躍する日向市を実現するため、女性活躍の推進
を図る。

事
　
業
　
内
　
容

〇女性活躍推進アドバイザーの派遣
　・一般事業主行動計画策定の支援
　・ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）に関する助言など
〇ワーク・ライフ・バランスに関する講演会の開催
〇えるぼし・くるみん認定企業奨励金
　・えるぼし：1社あたり10万円／くるみん：1社あたり5万円

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 02 秘書広報課 0001 秘書係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 20 市長・副市長の公務に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 2,500
0901 市長交際費 900
1005 食糧費 500
1101 通信運搬費 380
1103 手数料 66
1301 使用料及び賃借料 325
1808001 全国市長会負担金 357
1808002 九州市長会負担金 83
1808003 宮崎県市長会負担金 361
1808005 県北地区政経懇話会負担金 106

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,578 4,903 675

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
5,578

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市長及び副市長の公務を円滑に遂行する。
　また、他自治体と共同で施策に取り組むことにより、自治体間の連携を深め、効率的に
課題解決を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○市長及び副市長が、会議・要望・意見交換・懇談・研修等の公務を遂行するための経費
　・普通旅費（会議、要望活動、研修等に係る旅費）
　・市長交際費（他団体等との交際に係る経費）
　・食糧費（意見交換等に係る負担金）
　・通信運搬費（電話料、公用携帯電話・タブレット通信費）
　・手数料（ＰＣＲ検査手数料）
　・使用料及び賃借料（タクシー借上料など）
○他の自治体との連携組織である市長会等に係る負担金
　・負担金（各市長会、懇話会）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 02 秘書広報課 0001 秘書係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 21 市長車運行管理費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 140
1001 消耗品費 9
1004 燃料費 245
1008 修繕料 30
1107 自動車損害保険料 31
1301 使用料及び賃借料 922

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,377 1,315 62

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,377

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市長車の適正な運行管理を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○市長車の運行・管理に要する経費
　・普通旅費（運転職員の旅費）
　・使用料及び賃借料（リース料、有料道路通行料）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 02 秘書広報課 0001 秘書係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 22 秘書広報一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0716 記念品料 175
0802 普通旅費 260
1001 消耗品費 400
1006 印刷製本費 27
1101 通信運搬費 293
1103 手数料 5
1301 使用料及び賃借料 692
1825002 研修会負担金 35

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,887 1,892 △ 5

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
387 1,500

主な財源 副市長住宅借上料個人負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　秘書広報業務に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○在京日向会及び近畿日向会の出席に係る経費
　記念品料、旅費、通信運搬費、使用料
○その他一般事務費
　・記念品料（市長賞など）
　・普通旅費、研修会負担金（研修会参加費用）
　・消耗品費（図書、事務用品費、コピー代）
　・印刷製本費、通信運搬費（年賀状印刷費、ＦＡＸ通信料、電報料、送料）
　・使用料及び賃借料（副市長住宅借上料）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 02 秘書広報課 0002 広報広聴係
02 総務費 01 総務管理費 03 文書広報費

大事業 40 市民に信頼される行政サービスの提供
中事業 01 広報・広聴活動の充実

小事業 02 広報・広聴機能の充実に関する事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525 1301 使用料及び賃借料 614
0301 職員手当 305 1701 庁用器具費（一般的事務用） 158
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335 1808020 日本広報協会負担金 24
0801 費用弁償 51 1825002 研修会負担金 44
0802 普通旅費 113
1001 消耗品費 608
1004 燃料費 53
1006 印刷製本費 13,600
1008 修繕料 14
1101 通信運搬費 150
1104 広告料 1,500
1203 事業委託料 5,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
24,094 21,645 2,449

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
528 23,566

主な財源 広報ひゅうが広告料
財源内訳

目
的
・
効
果

　市政の動き（政策・施策）をはじめ、各種情報を市民に伝えるとともに、市民の声に積
極的に耳を傾けることで行政との情報共有を図り、市民協働のまちづくりに向けた意識を
醸成する。
　積極的な情報発信により本市のＰＲが図られ、観光客の増加や移住・定住促進など、さ
まざまな波及効果が期待できる。

事
　
業
　
内
　
容

　広報ひゅうがや地元のケーブルテレビ、コミュニティＦＭ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ（フェイ
スブック）、ＹｏｕＴｕｂｅ（ユーチューブ）などを活用して市政情報を広く発信すると
ともに、報道機関に対して各種情報を積極的に提供することで日向市のＰＲを行う。
　また、「まちづくり座談会」の開催など、市民の声を適切に市政に反映するため広聴機
能の充実を図る。

○「広報ひゅうが」の発行
○ケーブルテレビ、コミュニティＦＭを活用した市政情報の発信
〇各種ＳＮＳ等を活用した市政情報の発信
○広報紙編集業務の一部委託

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 02 秘書広報課 0002 広報広聴係
02 総務費 01 総務管理費 08 電子計算管理費

大事業 40 市民に信頼される行政サービスの提供
中事業 01 広報・広聴活動の充実

小事業 01 ホームページ等運用事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 714
1206 その他の委託料 460
1301 使用料及び賃借料 990

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,164 1,806 358

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
990 1,174

主な財源 ホームページバナー広告料
財源内訳

目
的
・
効
果

　市公式ホームページの充実を図り、本市の魅力を広くＰＲすることにより、観光客の増
加や移住・定住の促進など波及効果が期待される。　
　また、市公式アプリ等の活用によるプッシュ型の情報発信など、市政情報を市内外に積
極的に発信することで、行政と市民との間で適切に情報を共有し、信頼関係の構築を図
る。

事
　
業
　
内
　
容

　積極的に市政情報を発信するため、日向市の公式ホームページ及び公式アプリを適切に
管理する。
　さらに、見やすく親しみのもてるホームページの公開に努めるとともに、使いやすく分
かりやすい公式アプリの運用を図る。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 03 地域コミュニティ課 0001 市民協働係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 10 国際化への対応と国際交流の推進
中事業 02 国際交流の推進

小事業 02 外国青年招致及び国際交流まちづくり推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 3,960
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 736
0801 費用弁償 6
0802 普通旅費 6
1001 消耗品費 15
1301 使用料及び賃借料 576
1808013 自治体国際化協会負担金 92
1808014 ＪＥＴプログラム負担金 22
1832002 国際交流まちづくり推進協議会補助金 290

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,703 6,004 △ 301

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
608 5,095

主な財源 日向市市民活動支援基金繰入金、国際交流員住宅家賃収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　国際化の進展に伴い、国際社会の一員として広い視野を持ち、より相互理解を深めるこ
とが求められている中で、市民に国際交流の場を提供し、国際感覚の醸成を図る。
　また、市内在住外国人や本市に来訪する外国人に対する行政情報の発信や国際港湾都市
日向の魅力を発信していく。

事
　
業
　
内
　
容

○国際交流員事業
　（一財）自治体国際化協会を通じて、外国から招致している国際交流員による外国語教
室の開催や市内幼稚園・保育園等への訪問による英語を使った国際交流、市内各種団体か
らの派遣依頼による異文化紹介などの活動を通して、市民の国際感覚の醸成を図るととも
に、市広報紙等で国際交流員自身が本市での生活の中で感じたことや異文化紹介などの情
報発信を行う。
　また、在住外国人や本市に来訪する外国人に対して必要な行政情報等の翻訳を随時行
う。

○国際交流まちづくり推進協議会主催の国際交流イベント等の開催
　国際交流員や市内在住の外国人の協力のもと、世界各国の文化や伝統を
紹介するイベントをはじめ、在住外国人と市民がお互いに交流を深める
イベント等を開催しながら、市民の異文化理解・国際感覚の醸成を図る。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 03 地域コミュニティ課 0001 市民協働係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 38 市民との協働の推進と地域活動の活性化
中事業 01 地域コミュニティの活性化

小事業 04 行政文書配布・調査取りまとめに関する事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1206 その他の委託料 26,430

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
26,430 26,880 △ 450

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
573 25,857

主な財源 県広報配布事務委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　「広報ひゅうが」等の文書配布業務等を日向市区長公民館長連合会等に委託すること
で、市民に対して行政情報を広く周知し、市民が市政情報を知ることができる。

事
　
業
　
内
　
容

　「広報ひゅうが」をはじめとする行政情報を提供するために、行政から市民への文書等
の配布による周知事項の伝達や市からの調査依頼に対する報告回答などの業務を委託す
る。

○「広報ひゅうが」等の行政文書配布
　「広報ひゅうが」等の行政文書を、世帯配布、班回覧、掲示板等を活用して市民へ周知
する。その他、行政からの調査依頼の際は、各区住民へ調査を依頼し、その結果を報告し
てもらう。

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 02 秘書広報課 0002 広報広聴係
02 総務費 01 総務管理費 03 文書広報費

大事業 40 市民に信頼される行政サービスの提供
中事業 01 広報・広聴活動の充実

小事業 02 広報・広聴機能の充実に関する事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525 1301 使用料及び賃借料 614
0301 職員手当 305 1701 庁用器具費（一般的事務用） 158
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335 1808020 日本広報協会負担金 24
0801 費用弁償 51 1825002 研修会負担金 44
0802 普通旅費 113
1001 消耗品費 608
1004 燃料費 53
1006 印刷製本費 13,600
1008 修繕料 14
1101 通信運搬費 150
1104 広告料 1,500
1203 事業委託料 5,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
24,094 21,645 2,449

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
528 23,566

主な財源 広報ひゅうが広告料
財源内訳

目
的
・
効
果

　市政の動き（政策・施策）をはじめ、各種情報を市民に伝えるとともに、市民の声に積
極的に耳を傾けることで行政との情報共有を図り、市民協働のまちづくりに向けた意識を
醸成する。
　積極的な情報発信により本市のＰＲが図られ、観光客の増加や移住・定住促進など、さ
まざまな波及効果が期待できる。

事
　
業
　
内
　
容

　広報ひゅうがや地元のケーブルテレビ、コミュニティＦＭ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ（フェイ
スブック）、ＹｏｕＴｕｂｅ（ユーチューブ）などを活用して市政情報を広く発信すると
ともに、報道機関に対して各種情報を積極的に提供することで日向市のＰＲを行う。
　また、「まちづくり座談会」の開催など、市民の声を適切に市政に反映するため広聴機
能の充実を図る。

○「広報ひゅうが」の発行
○ケーブルテレビ、コミュニティＦＭを活用した市政情報の発信
〇各種ＳＮＳ等を活用した市政情報の発信
○広報紙編集業務の一部委託

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 02 秘書広報課 0002 広報広聴係
02 総務費 01 総務管理費 08 電子計算管理費

大事業 40 市民に信頼される行政サービスの提供
中事業 01 広報・広聴活動の充実

小事業 01 ホームページ等運用事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 714
1206 その他の委託料 460
1301 使用料及び賃借料 990

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,164 1,806 358

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
990 1,174

主な財源 ホームページバナー広告料
財源内訳

目
的
・
効
果

　市公式ホームページの充実を図り、本市の魅力を広くＰＲすることにより、観光客の増
加や移住・定住の促進など波及効果が期待される。　
　また、市公式アプリ等の活用によるプッシュ型の情報発信など、市政情報を市内外に積
極的に発信することで、行政と市民との間で適切に情報を共有し、信頼関係の構築を図
る。

事
　
業
　
内
　
容

　積極的に市政情報を発信するため、日向市の公式ホームページ及び公式アプリを適切に
管理する。
　さらに、見やすく親しみのもてるホームページの公開に努めるとともに、使いやすく分
かりやすい公式アプリの運用を図る。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 03 地域コミュニティ課 0001 市民協働係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 10 国際化への対応と国際交流の推進
中事業 02 国際交流の推進

小事業 02 外国青年招致及び国際交流まちづくり推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 3,960
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 736
0801 費用弁償 6
0802 普通旅費 6
1001 消耗品費 15
1301 使用料及び賃借料 576
1808013 自治体国際化協会負担金 92
1808014 ＪＥＴプログラム負担金 22
1832002 国際交流まちづくり推進協議会補助金 290

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,703 6,004 △ 301

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
608 5,095

主な財源 日向市市民活動支援基金繰入金、国際交流員住宅家賃収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　国際化の進展に伴い、国際社会の一員として広い視野を持ち、より相互理解を深めるこ
とが求められている中で、市民に国際交流の場を提供し、国際感覚の醸成を図る。
　また、市内在住外国人や本市に来訪する外国人に対する行政情報の発信や国際港湾都市
日向の魅力を発信していく。

事
　
業
　
内
　
容

○国際交流員事業
　（一財）自治体国際化協会を通じて、外国から招致している国際交流員による外国語教
室の開催や市内幼稚園・保育園等への訪問による英語を使った国際交流、市内各種団体か
らの派遣依頼による異文化紹介などの活動を通して、市民の国際感覚の醸成を図るととも
に、市広報紙等で国際交流員自身が本市での生活の中で感じたことや異文化紹介などの情
報発信を行う。
　また、在住外国人や本市に来訪する外国人に対して必要な行政情報等の翻訳を随時行
う。

○国際交流まちづくり推進協議会主催の国際交流イベント等の開催
　国際交流員や市内在住の外国人の協力のもと、世界各国の文化や伝統を
紹介するイベントをはじめ、在住外国人と市民がお互いに交流を深める
イベント等を開催しながら、市民の異文化理解・国際感覚の醸成を図る。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 03 地域コミュニティ課 0001 市民協働係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 38 市民との協働の推進と地域活動の活性化
中事業 01 地域コミュニティの活性化

小事業 04 行政文書配布・調査取りまとめに関する事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1206 その他の委託料 26,430

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
26,430 26,880 △ 450

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
573 25,857

主な財源 県広報配布事務委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　「広報ひゅうが」等の文書配布業務等を日向市区長公民館長連合会等に委託すること
で、市民に対して行政情報を広く周知し、市民が市政情報を知ることができる。

事
　
業
　
内
　
容

　「広報ひゅうが」をはじめとする行政情報を提供するために、行政から市民への文書等
の配布による周知事項の伝達や市からの調査依頼に対する報告回答などの業務を委託す
る。

○「広報ひゅうが」等の行政文書配布
　「広報ひゅうが」等の行政文書を、世帯配布、班回覧、掲示板等を活用して市民へ周知
する。その他、行政からの調査依頼の際は、各区住民へ調査を依頼し、その結果を報告し
てもらう。

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 03 地域コミュニティ課 0001 市民協働係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 38 市民との協働の推進と地域活動の活性化
中事業 01 地域コミュニティの活性化

小事業 02 新しい地域コミュニティ組織制度事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 72
0802 普通旅費 72
1001 消耗品費 48
1005 食糧費 3
1301 使用料及び賃借料 14
1825002 研修会負担金 25
1832010 新しい地域コミュニティ制度事業交付金 2,800

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,034 3,033 1

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,798 236

主な財源 日向市市民活動支援基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　少子高齢化や人口減少の進展などにより、地域コミュニティ意識が希薄化している中、
自治会（区）単位では実施が困難な活動や、広範囲な地域課題への対応など、新たな地域
コミュニティ組織による活動を通して、持続可能な地域づくりと地域コミュニティの活性
化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　地域コミュニティの維持・支援を目的に、既存の「自治会（区）」という枠組みを超え
て、概ね小学校区を単位とした地域で「新しいコミュニティ組織（まちづくり協議会）」
を形成し、地域コミュニティの活性化や地域課題の解決に向けた活動を行う。
　その活動財源として、各まちづくり協議会に対して、市民活動支援基金を活用した交付
金を交付することにより、持続可能な地域づくりと地域課題の解決に向けた活動への支援
を行う。

○まちづくり協議会設置地区（細島、平岩、塩見、東郷）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 03 地域コミュニティ課 0001 市民協働係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 23 市民活動推進一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 26
1001 消耗品費 112
1101 通信運搬費 30
1808030 地域活性化センター負担金 140

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
308 308 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
96 1 211

主な財源 宮崎県市町村権限移譲交付金、地縁団体印鑑証明手数料
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民協働係の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○市民活動推進一般事務費
　・旅費（宮崎市等への出張経費）
　・消耗品費（一般事務用品のほかコピー機等の経費）
　・通信運搬費（郵便経費等）
　・負担金（地域活性化センター負担金）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 03 地域コミュニティ課 0001 市民協働係
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 04 社会教育の推進
中事業 02 公民館活動の充実

小事業 01 自治公民館の整備助成
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1860016 自治公民館整備費補助金 3,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,000 3,300 △ 300

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,000

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　地域住民の憩いの場、防災拠点、福祉・子育て支援など、地域活動の拠点となる自治公
民館等を整備することによって、自治会(区)活動及び地域コミュニティの活性化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　自治公民館の新築・改修・修繕・屋外放送設備・空調設備の整備に対する助成を行う。

○助成内容
　＜助成額＞　建築費又は取得費の50／100
　　・新築、移築、取得　　　[補助限度額]　5,000千円
　　・増築、改修　　　　　　
　　　修繕、空調設備　　　　[　　〃　　]　3,000千円
　　・屋外放送設備　　　　　[　　〃　　]　1,000千円
○令和4年度助成実績
　鶴野内（修繕）、幡浦（修繕）、公園通り（改修）、切島山2（修繕）
○令和5年度助成予定
　籾木（修繕）、笹野東（修繕）、金ケ浜（修繕）、飯谷（修繕）、
　田の原（空調設備）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 03 地域コミュニティ課 0001 市民協働係
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 38 市民との協働の推進と地域活動の活性化
中事業 01 地域コミュニティの活性化

小事業 05 自治公民館活動支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0716 記念品料 88
0802 普通旅費 21
1001 消耗品費 55
1006 印刷製本費 60
1206 その他の委託料 152
1805017 宮崎県公民館連合会負担金 24
1825002 研修会負担金 3
1840015 区長公民館長連合会運営補助金 2,950

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,353 3,347 6

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,900 453

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　地域コミュニティの中核を担う日向市区長公民館長連合会の運営費や事業費等の助成を
行うほか、各自治公民館活動の運営支援を行うことにより、住民の創意と工夫にあふれた
明るく住みよい地域づくりを促進する。

事
　
業
　
内
　
容

○自治公民館活動支援事業
　・各自治公民館の活動費の運営補助
　・区長公民館長連合会運営事務経費の助成
　・区長公民館長連合会のスポーツ事業、研修大会等の実施に係る経費の助成
　・区未加入者対策への支援
　・自治会（区）活動及び自治公民館活動関係の大会、研修会等への参加
　・その他、区長公民館長の活動支援

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 03 地域コミュニティ課 0001 市民協働係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 38 市民との協働の推進と地域活動の活性化
中事業 01 地域コミュニティの活性化

小事業 02 新しい地域コミュニティ組織制度事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 72
0802 普通旅費 72
1001 消耗品費 48
1005 食糧費 3
1301 使用料及び賃借料 14
1825002 研修会負担金 25
1832010 新しい地域コミュニティ制度事業交付金 2,800

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,034 3,033 1

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,798 236

主な財源 日向市市民活動支援基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　少子高齢化や人口減少の進展などにより、地域コミュニティ意識が希薄化している中、
自治会（区）単位では実施が困難な活動や、広範囲な地域課題への対応など、新たな地域
コミュニティ組織による活動を通して、持続可能な地域づくりと地域コミュニティの活性
化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　地域コミュニティの維持・支援を目的に、既存の「自治会（区）」という枠組みを超え
て、概ね小学校区を単位とした地域で「新しいコミュニティ組織（まちづくり協議会）」
を形成し、地域コミュニティの活性化や地域課題の解決に向けた活動を行う。
　その活動財源として、各まちづくり協議会に対して、市民活動支援基金を活用した交付
金を交付することにより、持続可能な地域づくりと地域課題の解決に向けた活動への支援
を行う。

○まちづくり協議会設置地区（細島、平岩、塩見、東郷）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 03 地域コミュニティ課 0001 市民協働係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 23 市民活動推進一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 26
1001 消耗品費 112
1101 通信運搬費 30
1808030 地域活性化センター負担金 140

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
308 308 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
96 1 211

主な財源 宮崎県市町村権限移譲交付金、地縁団体印鑑証明手数料
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民協働係の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○市民活動推進一般事務費
　・旅費（宮崎市等への出張経費）
　・消耗品費（一般事務用品のほかコピー機等の経費）
　・通信運搬費（郵便経費等）
　・負担金（地域活性化センター負担金）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 03 地域コミュニティ課 0001 市民協働係
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 04 社会教育の推進
中事業 02 公民館活動の充実

小事業 01 自治公民館の整備助成
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1860016 自治公民館整備費補助金 3,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,000 3,300 △ 300

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,000

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　地域住民の憩いの場、防災拠点、福祉・子育て支援など、地域活動の拠点となる自治公
民館等を整備することによって、自治会(区)活動及び地域コミュニティの活性化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　自治公民館の新築・改修・修繕・屋外放送設備・空調設備の整備に対する助成を行う。

○助成内容
　＜助成額＞　建築費又は取得費の50／100
　　・新築、移築、取得　　　[補助限度額]　5,000千円
　　・増築、改修　　　　　　
　　　修繕、空調設備　　　　[　　〃　　]　3,000千円
　　・屋外放送設備　　　　　[　　〃　　]　1,000千円
○令和4年度助成実績
　鶴野内（修繕）、幡浦（修繕）、公園通り（改修）、切島山2（修繕）
○令和5年度助成予定
　籾木（修繕）、笹野東（修繕）、金ケ浜（修繕）、飯谷（修繕）、
　田の原（空調設備）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 03 地域コミュニティ課 0001 市民協働係
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 38 市民との協働の推進と地域活動の活性化
中事業 01 地域コミュニティの活性化

小事業 05 自治公民館活動支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0716 記念品料 88
0802 普通旅費 21
1001 消耗品費 55
1006 印刷製本費 60
1206 その他の委託料 152
1805017 宮崎県公民館連合会負担金 24
1825002 研修会負担金 3
1840015 区長公民館長連合会運営補助金 2,950

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,353 3,347 6

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,900 453

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　地域コミュニティの中核を担う日向市区長公民館長連合会の運営費や事業費等の助成を
行うほか、各自治公民館活動の運営支援を行うことにより、住民の創意と工夫にあふれた
明るく住みよい地域づくりを促進する。

事
　
業
　
内
　
容

○自治公民館活動支援事業
　・各自治公民館の活動費の運営補助
　・区長公民館長連合会運営事務経費の助成
　・区長公民館長連合会のスポーツ事業、研修大会等の実施に係る経費の助成
　・区未加入者対策への支援
　・自治会（区）活動及び自治公民館活動関係の大会、研修会等への参加
　・その他、区長公民館長の活動支援

関連するＳＤＧｓ



－ 26 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 03 地域コミュニティ課 0003 市民活動支援係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 38 市民との協働の推進と地域活動の活性化
中事業 02 ＮＰＯの育成・支援

小事業 01 ひまわり基金事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1867004 ひまわり基金事業推進協議会補助金 2,300

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,300 2,300 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,300

主な財源 ひまわり基金繰入金、ひまわり基金利子
財源内訳

目
的
・
効
果

　行政との協働の担い手として期待されている市民活動団体等からの公益的な提案事業へ
の支援を行うことにより、協働のまちづくりを推進する。
　また、若者を対象とした人材育成事業を開催し、地域の現状や課題を知り、そして課題
解決のための手法等を学び、考える機会の場を提供することにより、地域の将来を担う人
材の育成と地域の活性化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○市民活動助成事業
　市民活動団体が取り組む、公益的なまちづくり、人づくり等の事業の経費に対して、15
万円を限度に助成を行う。
○人材づくり事業「ひまわり塾～ＳＤＧｓ編～」
　地域活動で活躍しているリーダー等を講師に迎え、若者を対象にワークショップや現地
視察等の講座を実施し、市内の地域資源を活用した地域づくりや地域課題解決などの手法
を参加者同士で学び、将来のまちづくりや地域づくりの担い手となる人材を育成する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 03 地域コミュニティ課 0003 市民活動支援係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 38 市民との協働の推進と地域活動の活性化
中事業 02 ＮＰＯの育成・支援

小事業 02 協働のまちづくり推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 25
0707 各種審議会委員(規程・要綱等）報償金　財務 140
0802 普通旅費 75
1001 消耗品費 16
1005 食糧費 4
1101 通信運搬費 45
1301 使用料及び賃借料 10
1825002 研修会負担金 35
1852012 市民提案事業公募補助金 3,500
2403 その他特定目的基金積立金 9,300

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
13,150 18,446 △ 5,296

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
12,802 348

主な財源
ミニボートピア日向環境整備協力費、日向市市民活動支援基金繰入金、
市民活動支援基金利子

財源内訳

目
的
・
効
果

　市民活動団体等から自発的に提案される公益的な事業を支援することで、地域力を活用
した協働のまちづくりの推進や地域課題の解決を図る。
　また、市民や市職員を対象に、協働に関する情報発信、研修会等を実施し理解を深める
ことで、「自助・共助・公助」のバランスがとれた地域づくりを推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○日向市市民まちづくり支援事業
　市民活動団体等への支援として、協働のまちづくりを推進することを目的に、市民活動
団体等が自由な発想で自らが主体となって行う企画提案事業に対して補助金を交付する。
　　（事業の種類）　　　　　（補助率）　　　　　　（補助限度額）
　・地域づくり事業　　　　　補助対象経費の3／4以内　  500千円
　・地域のにぎわい創出事業　　　〃　　　　1／2以内　　500千円

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 03 地域コミュニティ課 0003 市民活動支援係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 02 総務施設管理運営費

小事業 02 市民活動支援センター管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1207 指定管理者委託料 6,494

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,494 6,494 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,494

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民活動団体の活動拠点、団体間の相互交流、市民活動に関する各種情報発信を行う場
として「市民活動支援センター」を設置し、施設の管理運営を委託することにより、施設
の有効活用と適切かつ効率的な運営を図る。
　また、同施設が市民や市民活動団体に有効活用されることで、市民や市民活動団体が主
体となった地域づくり活動への支援と市民協働のまちづくりを推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○指定管理者（令和3年度～令和7年度）
　・日向市男女共同参画社会づくり推進ルーム協議会
○開館時間
　・午前9時から午後10時まで
○休館日
　・毎週水曜日、12月28日～翌年1月4日
○施設の所在
　・日向市文化交流センター小ホール棟2階

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 03 地域コミュニティ課 0011 人権・同和行政推進係

02 総務費 01 総務管理費 16 人権・同和行政推進費
大事業 08 人権・平和の尊重
中事業 02 人権・同和行政の推進

小事業 01 人権・同和行政推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 340
0802 普通旅費 168
1001 消耗品費 322
1006 印刷製本費 99
1103 手数料 55
1203 事業委託料 2,080
1301 使用料及び賃借料 7
1805073 宮崎県人権啓発推進事業負担金 108

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,179 3,192 △ 13

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
90 3,089

主な財源 「人権の花」運動委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

  「日向市全ての人の人権が尊重されるまちづくり条例」に基づき、様々な人権問題につ
いて正しい理解と認識を深めることにより、部落差別をはじめ、女性・子ども・高齢者・
障がい者・性的少数者など、全ての人の人権が尊重され、互いに認め合い、あらゆる差別
のない誰もが幸せに暮らすことができる地域社会の実現に寄与する。

事
　
業
　
内
　
容

　市民一人ひとりの人権が尊重され、誰もが安心して幸せに暮らすことができる人権のま
ちづくりに向けて、様々な人権問題について、正しい理解と認識を深めるため、あらゆる
場、あらゆる機会において人権教育・啓発を推進する。
　また、令和4年度に改定した「日向市人権教育・啓発推進方針」に基づき、関係機関との
連携を更に強化し、従来の事業内容をより一層充実したものとする。

○「人権・同和問題市民講演会」、「日向市人権・同和問題啓発講師団研修」等の開催
○「人権作品展」等の人権週間の取組
○日向市人権・同和問題啓発推進協議会委託事業

関連するＳＤＧｓ



－ 27 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 03 地域コミュニティ課 0003 市民活動支援係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 38 市民との協働の推進と地域活動の活性化
中事業 02 ＮＰＯの育成・支援

小事業 01 ひまわり基金事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1867004 ひまわり基金事業推進協議会補助金 2,300

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,300 2,300 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,300

主な財源 ひまわり基金繰入金、ひまわり基金利子
財源内訳

目
的
・
効
果

　行政との協働の担い手として期待されている市民活動団体等からの公益的な提案事業へ
の支援を行うことにより、協働のまちづくりを推進する。
　また、若者を対象とした人材育成事業を開催し、地域の現状や課題を知り、そして課題
解決のための手法等を学び、考える機会の場を提供することにより、地域の将来を担う人
材の育成と地域の活性化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○市民活動助成事業
　市民活動団体が取り組む、公益的なまちづくり、人づくり等の事業の経費に対して、15
万円を限度に助成を行う。
○人材づくり事業「ひまわり塾～ＳＤＧｓ編～」
　地域活動で活躍しているリーダー等を講師に迎え、若者を対象にワークショップや現地
視察等の講座を実施し、市内の地域資源を活用した地域づくりや地域課題解決などの手法
を参加者同士で学び、将来のまちづくりや地域づくりの担い手となる人材を育成する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 03 地域コミュニティ課 0003 市民活動支援係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 38 市民との協働の推進と地域活動の活性化
中事業 02 ＮＰＯの育成・支援

小事業 02 協働のまちづくり推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 25
0707 各種審議会委員(規程・要綱等）報償金　財務 140
0802 普通旅費 75
1001 消耗品費 16
1005 食糧費 4
1101 通信運搬費 45
1301 使用料及び賃借料 10
1825002 研修会負担金 35
1852012 市民提案事業公募補助金 3,500
2403 その他特定目的基金積立金 9,300

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
13,150 18,446 △ 5,296

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
12,802 348

主な財源
ミニボートピア日向環境整備協力費、日向市市民活動支援基金繰入金、
市民活動支援基金利子

財源内訳

目
的
・
効
果

　市民活動団体等から自発的に提案される公益的な事業を支援することで、地域力を活用
した協働のまちづくりの推進や地域課題の解決を図る。
　また、市民や市職員を対象に、協働に関する情報発信、研修会等を実施し理解を深める
ことで、「自助・共助・公助」のバランスがとれた地域づくりを推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○日向市市民まちづくり支援事業
　市民活動団体等への支援として、協働のまちづくりを推進することを目的に、市民活動
団体等が自由な発想で自らが主体となって行う企画提案事業に対して補助金を交付する。
　　（事業の種類）　　　　　（補助率）　　　　　　（補助限度額）
　・地域づくり事業　　　　　補助対象経費の3／4以内　  500千円
　・地域のにぎわい創出事業　　　〃　　　　1／2以内　　500千円

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 03 地域コミュニティ課 0003 市民活動支援係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 02 総務施設管理運営費

小事業 02 市民活動支援センター管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1207 指定管理者委託料 6,494

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,494 6,494 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,494

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民活動団体の活動拠点、団体間の相互交流、市民活動に関する各種情報発信を行う場
として「市民活動支援センター」を設置し、施設の管理運営を委託することにより、施設
の有効活用と適切かつ効率的な運営を図る。
　また、同施設が市民や市民活動団体に有効活用されることで、市民や市民活動団体が主
体となった地域づくり活動への支援と市民協働のまちづくりを推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○指定管理者（令和3年度～令和7年度）
　・日向市男女共同参画社会づくり推進ルーム協議会
○開館時間
　・午前9時から午後10時まで
○休館日
　・毎週水曜日、12月28日～翌年1月4日
○施設の所在
　・日向市文化交流センター小ホール棟2階

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 03 地域コミュニティ課 0011 人権・同和行政推進係

02 総務費 01 総務管理費 16 人権・同和行政推進費
大事業 08 人権・平和の尊重
中事業 02 人権・同和行政の推進

小事業 01 人権・同和行政推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 340
0802 普通旅費 168
1001 消耗品費 322
1006 印刷製本費 99
1103 手数料 55
1203 事業委託料 2,080
1301 使用料及び賃借料 7
1805073 宮崎県人権啓発推進事業負担金 108

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,179 3,192 △ 13

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
90 3,089

主な財源 「人権の花」運動委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

  「日向市全ての人の人権が尊重されるまちづくり条例」に基づき、様々な人権問題につ
いて正しい理解と認識を深めることにより、部落差別をはじめ、女性・子ども・高齢者・
障がい者・性的少数者など、全ての人の人権が尊重され、互いに認め合い、あらゆる差別
のない誰もが幸せに暮らすことができる地域社会の実現に寄与する。

事
　
業
　
内
　
容

　市民一人ひとりの人権が尊重され、誰もが安心して幸せに暮らすことができる人権のま
ちづくりに向けて、様々な人権問題について、正しい理解と認識を深めるため、あらゆる
場、あらゆる機会において人権教育・啓発を推進する。
　また、令和4年度に改定した「日向市人権教育・啓発推進方針」に基づき、関係機関との
連携を更に強化し、従来の事業内容をより一層充実したものとする。

○「人権・同和問題市民講演会」、「日向市人権・同和問題啓発講師団研修」等の開催
○「人権作品展」等の人権週間の取組
○日向市人権・同和問題啓発推進協議会委託事業

関連するＳＤＧｓ



－ 28 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 03 地域コミュニティ課 0011 人権・同和行政推進係

02 総務費 01 総務管理費 16 人権・同和行政推進費
大事業 08 人権・平和の尊重
中事業 02 人権・同和行政の推進

小事業 03 ダイバーシティ推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0714 その他の役務提供等に対する報償金 72
0801 費用弁償 16
1001 消耗品費 35
1006 印刷製本費 192
1101 通信運搬費 12
1203 事業委託料 273

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
600 600 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
600

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　第2次日向市総合計画・後期基本計画で掲げる「年齢、障がい、国籍などにかかわらず、
市民一人ひとりの人権が尊重され、誰もが個性や能力を発揮できる多様性を受け入れた公
正で平和な社会」を目指し、令和4年度に改定した「日向市人権教育・啓発推進方針」に基
づき、人権尊重と多様性を認め合う社会の構築に向けた取組を進め、心豊かな人づくりの
実現に寄与する。

事
　
業
　
内
　
容

　令和4年6月1日に開始したパートナーシップ宣誓制度の浸透を図るとともに、ダイバーシ
ティを推進する取組を行う。

○ダイバーシティ推進を周知するための庁舎ライトアップ
○ダイバーシティ推進のための事業所向け啓発資料の作成・配付
○性的少数者のための電話相談

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 03 地域コミュニティ課 0011 人権・同和行政推進係

02 総務費 01 総務管理費 16 人権・同和行政推進費
大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 25 人権・同和行政推進一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 37
1001 消耗品費 92
1101 通信運搬費 24

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
153 127 26

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
153

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　人権・同和行政推進室の業務遂行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

　人権・同和行政推進一般事務費
○旅費（県、法務局等関係機関との打ち合わせ等）
○消耗品および郵便料ほか

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 05 行政改革・デジタル推進課 0011 行革推進係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 02 行政運営の効率化の推進

小事業 02 行政改革推進に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0704 各種審議会委員(規程・要綱等）報償金　行政通則 250
0802 普通旅費 130
1001 消耗品費 86
1005 食糧費 8
1101 通信運搬費 3
1204 調査・計画策定委託料 6,248
1301 使用料及び賃借料 5
1825002 研修会負担金 69

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,799 6,449 350

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,799

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民サービスの向上や健全で持続可能な財政基盤づくりの観点から、行財政改革を推進
することにより、「第2次日向市総合計画・後期基本計画」を着実に推進し、市民満足度の
高い市政を実現する。

事
　
業
　
内
　
容

　「第2次日向市行財政改革大綱」に掲げる実施項目の取組を推進するとともに、実施状況
等の進行管理を行う。

○行政改革推進に係る経費
　・行政改革推進委員会の開催（報奨金、旅費等）
　・行政改革推進本部会、専門委員会等の開催
　・指定管理者候補者選定員会（報奨金、旅費等）
○業務量調査等に係る経費
　・調査委託料
　※現状の業務や組織に関する課題等を把握し、今後の業務改善、定員管理、組織改編等
　の基礎資料として活用するために、業務量調査を実施する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 05 行政改革・デジタル推進課 0021 ＩＣＴ推進係
02 総務費 01 総務管理費 08 電子計算管理費

大事業 37 情報通信基盤の整備と情報化の推進
中事業 02 情報通信技術（ＩＣＴ）利活用の推進

小事業 02 ＤＸ推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 507
1001 消耗品費 371
1101 通信運搬費 347
1103 手数料 15
1108 その他の保険料 180
1206 その他の委託料 26,000
1301 使用料及び賃借料 23,002
1402 維持補修工事 500
1702 機械器具費（事業執行用） 9,500
1808089 デジタル専門人材負担金 13,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
73,422 30,791 42,631

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
14,890 18,000 40,532

主な財源
デジタル田園都市国家構想交付金、ふるさと日向市応援寄附金基金繰入
金

財源内訳

目
的
・
効
果

　Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0の実現に向けて、利便性と安全性を備えた質の高い住民サービスの提
供や効率的・効果的な行政運営及び地域課題の解決を目的として、ＩＣＴを積極的に導
入・利活用した自治体ＤＸの推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○デジタル田園都市国家構想交付金活用事業
　・ＬＩＮＥ公式アカウント拡張サービス導入
　・公共施設予約システム導入
　・透明ディスプレイの増設
　・電子申請システム更改
　・ドローン・映像等遠隔地情報共有システム導入
〇その他、自治体ＤＸ推進のための経費
　・デジタル専門人材負担金
　・プログラミング教室開催
　・ＲＰＡシナリオ作成・内製化支援
　・公衆ｗｉ－ｆｉ新規整備
　・その他システム運用に係る経費

関連するＳＤＧｓ



－ 29 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 03 地域コミュニティ課 0011 人権・同和行政推進係

02 総務費 01 総務管理費 16 人権・同和行政推進費
大事業 08 人権・平和の尊重
中事業 02 人権・同和行政の推進

小事業 03 ダイバーシティ推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0714 その他の役務提供等に対する報償金 72
0801 費用弁償 16
1001 消耗品費 35
1006 印刷製本費 192
1101 通信運搬費 12
1203 事業委託料 273

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
600 600 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
600

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　第2次日向市総合計画・後期基本計画で掲げる「年齢、障がい、国籍などにかかわらず、
市民一人ひとりの人権が尊重され、誰もが個性や能力を発揮できる多様性を受け入れた公
正で平和な社会」を目指し、令和4年度に改定した「日向市人権教育・啓発推進方針」に基
づき、人権尊重と多様性を認め合う社会の構築に向けた取組を進め、心豊かな人づくりの
実現に寄与する。

事
　
業
　
内
　
容

　令和4年6月1日に開始したパートナーシップ宣誓制度の浸透を図るとともに、ダイバーシ
ティを推進する取組を行う。

○ダイバーシティ推進を周知するための庁舎ライトアップ
○ダイバーシティ推進のための事業所向け啓発資料の作成・配付
○性的少数者のための電話相談

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 03 地域コミュニティ課 0011 人権・同和行政推進係

02 総務費 01 総務管理費 16 人権・同和行政推進費
大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 25 人権・同和行政推進一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 37
1001 消耗品費 92
1101 通信運搬費 24

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
153 127 26

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
153

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　人権・同和行政推進室の業務遂行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

　人権・同和行政推進一般事務費
○旅費（県、法務局等関係機関との打ち合わせ等）
○消耗品および郵便料ほか

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 05 行政改革・デジタル推進課 0011 行革推進係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 02 行政運営の効率化の推進

小事業 02 行政改革推進に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0704 各種審議会委員(規程・要綱等）報償金　行政通則 250
0802 普通旅費 130
1001 消耗品費 86
1005 食糧費 8
1101 通信運搬費 3
1204 調査・計画策定委託料 6,248
1301 使用料及び賃借料 5
1825002 研修会負担金 69

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,799 6,449 350

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,799

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民サービスの向上や健全で持続可能な財政基盤づくりの観点から、行財政改革を推進
することにより、「第2次日向市総合計画・後期基本計画」を着実に推進し、市民満足度の
高い市政を実現する。

事
　
業
　
内
　
容

　「第2次日向市行財政改革大綱」に掲げる実施項目の取組を推進するとともに、実施状況
等の進行管理を行う。

○行政改革推進に係る経費
　・行政改革推進委員会の開催（報奨金、旅費等）
　・行政改革推進本部会、専門委員会等の開催
　・指定管理者候補者選定員会（報奨金、旅費等）
○業務量調査等に係る経費
　・調査委託料
　※現状の業務や組織に関する課題等を把握し、今後の業務改善、定員管理、組織改編等
　の基礎資料として活用するために、業務量調査を実施する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 05 行政改革・デジタル推進課 0021 ＩＣＴ推進係
02 総務費 01 総務管理費 08 電子計算管理費

大事業 37 情報通信基盤の整備と情報化の推進
中事業 02 情報通信技術（ＩＣＴ）利活用の推進

小事業 02 ＤＸ推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 507
1001 消耗品費 371
1101 通信運搬費 347
1103 手数料 15
1108 その他の保険料 180
1206 その他の委託料 26,000
1301 使用料及び賃借料 23,002
1402 維持補修工事 500
1702 機械器具費（事業執行用） 9,500
1808089 デジタル専門人材負担金 13,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
73,422 30,791 42,631

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
14,890 18,000 40,532

主な財源
デジタル田園都市国家構想交付金、ふるさと日向市応援寄附金基金繰入
金

財源内訳

目
的
・
効
果

　Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0の実現に向けて、利便性と安全性を備えた質の高い住民サービスの提
供や効率的・効果的な行政運営及び地域課題の解決を目的として、ＩＣＴを積極的に導
入・利活用した自治体ＤＸの推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○デジタル田園都市国家構想交付金活用事業
　・ＬＩＮＥ公式アカウント拡張サービス導入
　・公共施設予約システム導入
　・透明ディスプレイの増設
　・電子申請システム更改
　・ドローン・映像等遠隔地情報共有システム導入
〇その他、自治体ＤＸ推進のための経費
　・デジタル専門人材負担金
　・プログラミング教室開催
　・ＲＰＡシナリオ作成・内製化支援
　・公衆ｗｉ－ｆｉ新規整備
　・その他システム運用に係る経費

関連するＳＤＧｓ



－ 30 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 05 行政改革・デジタル推進課 0031 情報管理係
02 総務費 01 総務管理費 08 電子計算管理費

大事業 37 情報通信基盤の整備と情報化の推進
中事業 01 情報通信基盤の整備

小事業 02 庁内ＬＡＮ運用費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 3,050 1701 庁用器具費（一般的事務用） 200
0301 職員手当 610 1702 機械器具費（事業執行用） 3,000
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 670 1805063 宮崎県市町村ＩＴ推進連絡協議会負担金 4,750
0801 費用弁償 102 1808069 地方公共団体情報システム機構負担金 90
0802 普通旅費 45 1808084 九州自治体情報システム協議会会費負担金 20
1001 消耗品費 5,189 1825001 会議出席負担金 10
1008 修繕料 180 1832011 個人情報に係る電子計算機設置等交付金 3,101
1101 通信運搬費 6,069
1103 手数料 23
1108 その他の保険料 232
1206 その他の委託料 53,000
1301 使用料及び賃借料 313,621

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
393,962 319,845 74,117

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
65,149 328,813

主な財源
デジタル基盤改革支援補助金、庁内ＬＡＮ負担金（水道課、水道課（簡水）、下水道課、下水道
課（農集排）、日向東臼杵広域連合）、電算処理受託金（国保特会、公住特会ほか）

財源内訳

目
的
・
効
果

　ＯＡ機器や庁内ＬＡＮシステム、ネットワーク回線の整備や基幹系システムの運用保守
等により、安全かつ安定的な庁内ネットワーク及び各種システムの運用を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○庁内ＬＡＮの安全かつ安定的な運用のための経費
　・庁内ＬＡＮネットワークの運用支援
　・庁内ＬＡＮネットワーク・システム機器等の賃貸借、保守
　　（新庁舎ネットワーク機器、光ファイバーケーブル、プリンタ制御機器、
　　　情報システムハウジング、庁内ＬＡＮパソコン・プリンタ　等）
　・庁内ＬＡＮ用ＯＡ機器・消耗品（パソコンやプリンター、トナー等）の調達
　・自治体クラウドシステム利用料
　・基幹系システム運用保守
　・帳票印刷・封緘等の業務委託
　・標準化・共通化対応
　・外部ネットワーク回線利用料
　・特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の
　　委任に係る交付金
　・宮崎県市町村ＩＴ推進連絡協議会負担金

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 01 総務課 0002 総務係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 08 人権・平和の尊重
中事業 03 平和教育の推進と啓発活動

小事業 01 平和推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 7
0802 普通旅費 615
1001 消耗品費 7
1108 その他の保険料 3
1301 使用料及び賃借料 36
1808008 日本非核宣言自治体協議会負担金 60

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
728 687 41

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
74 654

主な財源 被爆体験伝承者等派遣事業助成金
財源内訳

目
的
・
効
果

　広島、長崎での原爆投下や太平洋戦争の犠牲者を追悼するとともに、戦争の悲惨さや平
和の尊さについて啓発活動を通じて、次代を担う子どもたちや市民の平和意識の高揚を図
る。

事
　
業
　
内
　
容

　非核平和宣言自治体として、核兵器の廃絶と世界恒久平和を願うために各種事業を行
う。
○中学生平和交流団の派遣（青少年ピースフォーラム）
　長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典に併せて毎年8月8日・9日に開催される
　青少年ピースフォーラムに市内の中学生7名を派遣し、全国や長崎の青少年と
　一緒に被爆の実相や平和の尊さについて学び交流を深める。
○原爆写真・パネル展の開催
　毎年8月1日～15日の間、市役所1階市民ホールにおいて、長崎市の原爆に関する
　写真やパネルを展示する。
○被爆体験講話の開催
　市内中学生に平和の尊さを伝えるために、平和教育の一環として、
  国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館より被爆者を講師として招き、
  中学校等において体験講話を実施する。
○サイレン吹鳴（8月6日、9日、15日)
　原爆死没者及び戦没者のめい福と世界恒久平和の実現を願い、
　広島、長崎の原爆投下時刻と、終戦の日の正午に1分間の
　サイレン吹鳴を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 01 総務課 0002 総務係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 01 総務一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0716 記念品料 116 1852010 日向市い坊市交流促進協議会事業補助金 400
0802 普通旅費 91
1001 消耗品費 1,920
1005 食糧費 98
1006 印刷製本費 19
1008 修繕料 20
1101 通信運搬費 3,054
1103 手数料 119
1206 その他の委託料 352
1805045 公財）宮崎県暴力追放センター負担金 139
1808012 日向地区暴力団追放協議会負担金 5
1825002 研修会負担金 35

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,368 6,334 34

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,368

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　総務係及び全庁的なファイリング、郵便発送等に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○一般事務経費
　・消耗品費（総務課のＰＰＣ、一般事務用品及び印刷機のマスター・インク並びに
　　　　　　　ファイリングに係る消耗品）
　・通信運搬費（全庁に係る郵便料、切手葉書代、運搬料）
　・委託料（機密文書細断処理業務）
　・その他の負担金
　　　公益財団法人宮崎県暴力追放センター負担金
　　　日向地区事業所等暴力団追放協議会負担金
　　　研修会負担金

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 01 総務課 0002 総務係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 02 マイクロバス運行管理費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 5
1004 燃料費 477
1008 修繕料 431
1103 手数料 33
1107 自動車損害保険料 98
1206 その他の委託料 3,839
1301 使用料及び賃借料 10
2601 国に対する公課費 75

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,968 4,160 808

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,968

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　マイクロバス2台の点検整備を行うとともに、市が行う行事、事業、研修等において適正
な運行を行う。

事
　
業
　
内
　
容

　マイクロバス2台の車検等の整備に係る経費、燃料費、民間に委託して行う運行経費等の
支出を行う。
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 17 総合政策部 所管課 05 行政改革・デジタル推進課 0031 情報管理係
02 総務費 01 総務管理費 08 電子計算管理費

大事業 37 情報通信基盤の整備と情報化の推進
中事業 01 情報通信基盤の整備

小事業 02 庁内ＬＡＮ運用費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 3,050 1701 庁用器具費（一般的事務用） 200
0301 職員手当 610 1702 機械器具費（事業執行用） 3,000
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 670 1805063 宮崎県市町村ＩＴ推進連絡協議会負担金 4,750
0801 費用弁償 102 1808069 地方公共団体情報システム機構負担金 90
0802 普通旅費 45 1808084 九州自治体情報システム協議会会費負担金 20
1001 消耗品費 5,189 1825001 会議出席負担金 10
1008 修繕料 180 1832011 個人情報に係る電子計算機設置等交付金 3,101
1101 通信運搬費 6,069
1103 手数料 23
1108 その他の保険料 232
1206 その他の委託料 53,000
1301 使用料及び賃借料 313,621

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
393,962 319,845 74,117

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
65,149 328,813

主な財源
デジタル基盤改革支援補助金、庁内ＬＡＮ負担金（水道課、水道課（簡水）、下水道課、下水道
課（農集排）、日向東臼杵広域連合）、電算処理受託金（国保特会、公住特会ほか）

財源内訳

目
的
・
効
果

　ＯＡ機器や庁内ＬＡＮシステム、ネットワーク回線の整備や基幹系システムの運用保守
等により、安全かつ安定的な庁内ネットワーク及び各種システムの運用を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○庁内ＬＡＮの安全かつ安定的な運用のための経費
　・庁内ＬＡＮネットワークの運用支援
　・庁内ＬＡＮネットワーク・システム機器等の賃貸借、保守
　　（新庁舎ネットワーク機器、光ファイバーケーブル、プリンタ制御機器、
　　　情報システムハウジング、庁内ＬＡＮパソコン・プリンタ　等）
　・庁内ＬＡＮ用ＯＡ機器・消耗品（パソコンやプリンター、トナー等）の調達
　・自治体クラウドシステム利用料
　・基幹系システム運用保守
　・帳票印刷・封緘等の業務委託
　・標準化・共通化対応
　・外部ネットワーク回線利用料
　・特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の
　　委任に係る交付金
　・宮崎県市町村ＩＴ推進連絡協議会負担金

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 01 総務課 0002 総務係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 08 人権・平和の尊重
中事業 03 平和教育の推進と啓発活動

小事業 01 平和推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 7
0802 普通旅費 615
1001 消耗品費 7
1108 その他の保険料 3
1301 使用料及び賃借料 36
1808008 日本非核宣言自治体協議会負担金 60

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
728 687 41

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
74 654

主な財源 被爆体験伝承者等派遣事業助成金
財源内訳

目
的
・
効
果

　広島、長崎での原爆投下や太平洋戦争の犠牲者を追悼するとともに、戦争の悲惨さや平
和の尊さについて啓発活動を通じて、次代を担う子どもたちや市民の平和意識の高揚を図
る。

事
　
業
　
内
　
容

　非核平和宣言自治体として、核兵器の廃絶と世界恒久平和を願うために各種事業を行
う。
○中学生平和交流団の派遣（青少年ピースフォーラム）
　長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典に併せて毎年8月8日・9日に開催される
　青少年ピースフォーラムに市内の中学生7名を派遣し、全国や長崎の青少年と
　一緒に被爆の実相や平和の尊さについて学び交流を深める。
○原爆写真・パネル展の開催
　毎年8月1日～15日の間、市役所1階市民ホールにおいて、長崎市の原爆に関する
　写真やパネルを展示する。
○被爆体験講話の開催
　市内中学生に平和の尊さを伝えるために、平和教育の一環として、
  国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館より被爆者を講師として招き、
  中学校等において体験講話を実施する。
○サイレン吹鳴（8月6日、9日、15日)
　原爆死没者及び戦没者のめい福と世界恒久平和の実現を願い、
　広島、長崎の原爆投下時刻と、終戦の日の正午に1分間の
　サイレン吹鳴を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 01 総務課 0002 総務係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 01 総務一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0716 記念品料 116 1852010 日向市い坊市交流促進協議会事業補助金 400
0802 普通旅費 91
1001 消耗品費 1,920
1005 食糧費 98
1006 印刷製本費 19
1008 修繕料 20
1101 通信運搬費 3,054
1103 手数料 119
1206 その他の委託料 352
1805045 公財）宮崎県暴力追放センター負担金 139
1808012 日向地区暴力団追放協議会負担金 5
1825002 研修会負担金 35

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,368 6,334 34

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,368

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　総務係及び全庁的なファイリング、郵便発送等に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○一般事務経費
　・消耗品費（総務課のＰＰＣ、一般事務用品及び印刷機のマスター・インク並びに
　　　　　　　ファイリングに係る消耗品）
　・通信運搬費（全庁に係る郵便料、切手葉書代、運搬料）
　・委託料（機密文書細断処理業務）
　・その他の負担金
　　　公益財団法人宮崎県暴力追放センター負担金
　　　日向地区事業所等暴力団追放協議会負担金
　　　研修会負担金

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 01 総務課 0002 総務係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 02 マイクロバス運行管理費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 5
1004 燃料費 477
1008 修繕料 431
1103 手数料 33
1107 自動車損害保険料 98
1206 その他の委託料 3,839
1301 使用料及び賃借料 10
2601 国に対する公課費 75

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,968 4,160 808

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,968

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　マイクロバス2台の点検整備を行うとともに、市が行う行事、事業、研修等において適正
な運行を行う。

事
　
業
　
内
　
容

　マイクロバス2台の車検等の整備に係る経費、燃料費、民間に委託して行う運行経費等の
支出を行う。
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 01 総務課 0002 総務係
02 総務費 01 総務管理費 11 公平委員会費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 04 公平委員会費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0102 行政委員会委員報酬 192
0801 費用弁償 250
0802 普通旅費 83
1005 食糧費 12
1808039 全国公平委員会連合会負担金 7
1808040 宮崎県公平委員会連合会負担金 10
1825002 研修会負担金 30

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
584 661 △ 77

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
584

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　公平委員会は、地方自治法及び地方公務員法により定められた行政委員会であり、職員
の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、必要な措置を講じ
ることを職務とする。

事
　
業
　
内
　
容

　必要に応じて公平委員会を開催し、情報の共有化を図るほか、研修や自己研鑚に努める
ことで、不利益処分等に関する審査請求等が行われた際に、迅速かつ適正に対応する。

○職員の勤務条件に関する措置要求の審査・判定等
○不利益処分に関する審査請求の審査
○苦情相談処理業務
○委員・事務局職員の研修
○上部団体との連携

　上記業務を行うための、委員会開催並びに各種研修会出席に伴う報酬、費用弁償等を支
出する。

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 01 総務課 0002 総務係
02 総務費 01 総務管理費 17 諸費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 03 自衛官募集事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 6
1001 消耗品費 5
1101 通信運搬費 23

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
34 34 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
34

主な財源 自衛官募集事務委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　国の法定受託事務である自衛官募集事務について、自衛隊宮崎地方協力本部や宮崎県防
衛協会などの関係機関と連携して募集事務を適切に実施する。

事
　
業
　
内
　
容

　自衛官募集事務について、担当課長会への出席のほか、下記の業務を行う。

○広報紙による自衛官募集広告の掲載、自衛官募集ポスターの掲示
○自衛官募集事務を遂行するため、市長と宮崎地方協力本部長、両名の連名で自衛官
　募集相談員を委嘱
○東臼杵郡町村との共同による自衛隊入隊・入校者激励会の開催

　上記を行うための事務費を支出する。

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 01 総務課 0002 総務係
02 総務費 02 徴税費 01 税務総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 05 固定資産評価審査委員会事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0102 行政委員会委員報酬 116
0801 費用弁償 97
0802 普通旅費 31
1001 消耗品費 8
1301 使用料及び賃借料 1

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
253 250 3

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
253

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　固定資産評価審査委員会は、地方税法、日向市税賦課徴収条例に基づき設置するもの
で、固定資産課税台帳に登録された価格（評価額）に関する審査請求を審査決定する。

事
　
業
　
内
　
容

　固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査請求の申出に対処するため、委員会を
開催するほか、研修を行うことにより、情報の共有化を図り、事務の適正かつ迅速処理に
資する。

○固定資産登録価格についての審査請求の審査
○委員・事務局職員の研修

　上記業務を行うための、委員会開催及び研修会出席のための報酬、費用弁償等の支出を
行う。

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 01 総務課 0003 法務係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 37 情報通信基盤の整備と情報化の推進
中事業 01 情報通信基盤の整備

小事業 01 法制支援システムに要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 2,090
1301 使用料及び賃借料 2,131

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,221 4,221 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,221

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　例規の検索・起案支援、法令の検索・改正情報収集等を行うデジタルシステムを運用す
ることにより、事務の適正化、省力化、経費節減及び情報の公開を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○例規検索システムの活用
　法令、例規、判例情報をデジタル化し、庁内ＬＡＮで運用することにより、全職員が最
新の法令、例規、判例を検索、情報収集できる環境を提供する。

○法制支援システムの活用
　法令改正情報、例規整備支援情報が閲覧できるシステムを庁内ＬＡＮで運用し、事務の
適正化、効率化を図る。また、例規の起案、更新作業をシステム化することで、作業の迅
速化、省力化を図る。

○例規をホームページ上で公表
　例規をホームページで公表することで、情報の提供、市政参加促進を図る。

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 01 総務課 0002 総務係
02 総務費 01 総務管理費 11 公平委員会費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 04 公平委員会費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0102 行政委員会委員報酬 192
0801 費用弁償 250
0802 普通旅費 83
1005 食糧費 12
1808039 全国公平委員会連合会負担金 7
1808040 宮崎県公平委員会連合会負担金 10
1825002 研修会負担金 30

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
584 661 △ 77

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
584

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　公平委員会は、地方自治法及び地方公務員法により定められた行政委員会であり、職員
の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、必要な措置を講じ
ることを職務とする。

事
　
業
　
内
　
容

　必要に応じて公平委員会を開催し、情報の共有化を図るほか、研修や自己研鑚に努める
ことで、不利益処分等に関する審査請求等が行われた際に、迅速かつ適正に対応する。

○職員の勤務条件に関する措置要求の審査・判定等
○不利益処分に関する審査請求の審査
○苦情相談処理業務
○委員・事務局職員の研修
○上部団体との連携

　上記業務を行うための、委員会開催並びに各種研修会出席に伴う報酬、費用弁償等を支
出する。

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 01 総務課 0002 総務係
02 総務費 01 総務管理費 17 諸費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 03 自衛官募集事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 6
1001 消耗品費 5
1101 通信運搬費 23

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
34 34 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
34

主な財源 自衛官募集事務委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　国の法定受託事務である自衛官募集事務について、自衛隊宮崎地方協力本部や宮崎県防
衛協会などの関係機関と連携して募集事務を適切に実施する。

事
　
業
　
内
　
容

　自衛官募集事務について、担当課長会への出席のほか、下記の業務を行う。

○広報紙による自衛官募集広告の掲載、自衛官募集ポスターの掲示
○自衛官募集事務を遂行するため、市長と宮崎地方協力本部長、両名の連名で自衛官
　募集相談員を委嘱
○東臼杵郡町村との共同による自衛隊入隊・入校者激励会の開催

　上記を行うための事務費を支出する。

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 01 総務課 0002 総務係
02 総務費 02 徴税費 01 税務総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 05 固定資産評価審査委員会事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0102 行政委員会委員報酬 116
0801 費用弁償 97
0802 普通旅費 31
1001 消耗品費 8
1301 使用料及び賃借料 1

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
253 250 3

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
253

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　固定資産評価審査委員会は、地方税法、日向市税賦課徴収条例に基づき設置するもの
で、固定資産課税台帳に登録された価格（評価額）に関する審査請求を審査決定する。

事
　
業
　
内
　
容

　固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査請求の申出に対処するため、委員会を
開催するほか、研修を行うことにより、情報の共有化を図り、事務の適正かつ迅速処理に
資する。

○固定資産登録価格についての審査請求の審査
○委員・事務局職員の研修

　上記業務を行うための、委員会開催及び研修会出席のための報酬、費用弁償等の支出を
行う。

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 01 総務課 0003 法務係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 37 情報通信基盤の整備と情報化の推進
中事業 01 情報通信基盤の整備

小事業 01 法制支援システムに要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 2,090
1301 使用料及び賃借料 2,131

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,221 4,221 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,221

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　例規の検索・起案支援、法令の検索・改正情報収集等を行うデジタルシステムを運用す
ることにより、事務の適正化、省力化、経費節減及び情報の公開を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○例規検索システムの活用
　法令、例規、判例情報をデジタル化し、庁内ＬＡＮで運用することにより、全職員が最
新の法令、例規、判例を検索、情報収集できる環境を提供する。

○法制支援システムの活用
　法令改正情報、例規整備支援情報が閲覧できるシステムを庁内ＬＡＮで運用し、事務の
適正化、効率化を図る。また、例規の起案、更新作業をシステム化することで、作業の迅
速化、省力化を図る。

○例規をホームページ上で公表
　例規をホームページで公表することで、情報の提供、市政参加促進を図る。

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 01 総務課 0003 法務係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 40 市民に信頼される行政サービスの提供
中事業 04 情報公開と個人情報の保護

小事業 02 情報公開、個人情報保護及び行政不服審査制度の運用に要する経費

細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額
0103 非常勤特別職員報酬 330
0801 費用弁償 22

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
352 352 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
16 336

主な財源 印刷機使用料、公文書開示郵送料
財源内訳

目
的
・
効
果

　情報公開制度、個人情報保護制度の適正な運用により、市政情報の公開、保有個人情報
等の保護等を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○情報公開条例の適正な運用
　・請求の受付、相談業務、制度運営の総合調整
　・審査請求に係る審査会業務の事務局機能

○個人情報保護法施行条例の適正な運用
　・請求の受付、相談業務、制度運営の総合調整
　・審査請求に係る審査会業務の事務局機能
　・制度の適正かつ円滑な運用を図る審議会業務の事務局機能

○行政不服審査法の適正な運用
　・相談業務、制度運営の総合調整
　・審査請求に係る審査会業務の事務局機能
　・審理員制度の適正な運用と管理

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 01 総務課 0003 法務係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 07 法務一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 31
0802 普通旅費 82
1001 消耗品費 34
1002 消耗品費追録 5
1108 その他の保険料 1,052
1206 その他の委託料 1,980
1825002 研修会負担金 22

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,206 2,125 1,081

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,206

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　法制執務の適正化を図る環境を整備する。また、市が負う賠償責任の適切な履行と財政
の安定を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○法制執務全般
　・顧問弁護士への法律相談業務
　・訟務
　・行政手続の総合調整
　・法務研修の実施、参加

○全国市長会市民総合賠償補償保険への加入
　国家賠償法等に基づく市の賠償責任に適正に対応するため、保険に加入する。

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 06 防災推進課 0003 防災管理係
02 総務費 01 総務管理費 13 災害対策本部費

大事業 25 防災体制の充実
中事業 01 災害予防対策の推進

小事業 01 災害予防対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525
0301 職員手当 305
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335
0801 費用弁償 51
0802 普通旅費 226
1001 消耗品費 5,000
1206 その他の委託料 358
1301 使用料及び賃借料 9
1702 機械器具費（事業執行用） 2,976
1808074 市町村広域災害ネットワーク負担金 10

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
10,795 8,675 2,120

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
743 7,200 2,852

主な財源
応急対策受援体制構築支援事業補助金、ふるさと日向市応援寄附金基金
繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　あらゆる自然災害に対して、事前の備えを確立することにより、安全・安心なまちづく
りを推進する。

事
　
業
　
内
　
容

　災害用備蓄品を整備するとともに、市町村広域災害ネットワークとの連携や防災ハザー
ドマップの作成、災害時応援協定の締結を推進する。

○市町村広域災害ネットワーク（全国22市町加盟）における活動の推進
○災害用備蓄品の整備
　・非常食14,320食ほか
○ＷＥＢ版防災ハザードマップのデータ更新
○資器材購入
　・ＩＰ無線機（4Ｇ対応）ほか
○災害支援協定の締結

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 06 防災推進課 0003 防災管理係
02 総務費 01 総務管理費 13 災害対策本部費

大事業 25 防災体制の充実
中事業 01 災害予防対策の推進

小事業 04 防災計画等策定事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 218
0801 費用弁償 25
1006 印刷製本費 608

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
851 243 608

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
851

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　災害に対する日ごろからの備えや応急対策、復旧・復興に対する各種計画を策定し、安
全・安心なまちづくりを推進する。

事
　
業
　
内
　
容

　市地域防災計画をはじめ、関連計画の見直しを行うとともに、各種防災計画の検証に取
り組む。

○防災会議の開催
○国民保護協議会の開催
○地域防災計画の印刷
○地域防災計画及び各種防災計画等の見直し検証

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 01 総務課 0003 法務係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 40 市民に信頼される行政サービスの提供
中事業 04 情報公開と個人情報の保護

小事業 02 情報公開、個人情報保護及び行政不服審査制度の運用に要する経費

細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額
0103 非常勤特別職員報酬 330
0801 費用弁償 22

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
352 352 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
16 336

主な財源 印刷機使用料、公文書開示郵送料
財源内訳

目
的
・
効
果

　情報公開制度、個人情報保護制度の適正な運用により、市政情報の公開、保有個人情報
等の保護等を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○情報公開条例の適正な運用
　・請求の受付、相談業務、制度運営の総合調整
　・審査請求に係る審査会業務の事務局機能

○個人情報保護法施行条例の適正な運用
　・請求の受付、相談業務、制度運営の総合調整
　・審査請求に係る審査会業務の事務局機能
　・制度の適正かつ円滑な運用を図る審議会業務の事務局機能

○行政不服審査法の適正な運用
　・相談業務、制度運営の総合調整
　・審査請求に係る審査会業務の事務局機能
　・審理員制度の適正な運用と管理

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 01 総務課 0003 法務係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 07 法務一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 31
0802 普通旅費 82
1001 消耗品費 34
1002 消耗品費追録 5
1108 その他の保険料 1,052
1206 その他の委託料 1,980
1825002 研修会負担金 22

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,206 2,125 1,081

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,206

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　法制執務の適正化を図る環境を整備する。また、市が負う賠償責任の適切な履行と財政
の安定を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○法制執務全般
　・顧問弁護士への法律相談業務
　・訟務
　・行政手続の総合調整
　・法務研修の実施、参加

○全国市長会市民総合賠償補償保険への加入
　国家賠償法等に基づく市の賠償責任に適正に対応するため、保険に加入する。

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 06 防災推進課 0003 防災管理係
02 総務費 01 総務管理費 13 災害対策本部費

大事業 25 防災体制の充実
中事業 01 災害予防対策の推進

小事業 01 災害予防対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525
0301 職員手当 305
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335
0801 費用弁償 51
0802 普通旅費 226
1001 消耗品費 5,000
1206 その他の委託料 358
1301 使用料及び賃借料 9
1702 機械器具費（事業執行用） 2,976
1808074 市町村広域災害ネットワーク負担金 10

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
10,795 8,675 2,120

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
743 7,200 2,852

主な財源
応急対策受援体制構築支援事業補助金、ふるさと日向市応援寄附金基金
繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　あらゆる自然災害に対して、事前の備えを確立することにより、安全・安心なまちづく
りを推進する。

事
　
業
　
内
　
容

　災害用備蓄品を整備するとともに、市町村広域災害ネットワークとの連携や防災ハザー
ドマップの作成、災害時応援協定の締結を推進する。

○市町村広域災害ネットワーク（全国22市町加盟）における活動の推進
○災害用備蓄品の整備
　・非常食14,320食ほか
○ＷＥＢ版防災ハザードマップのデータ更新
○資器材購入
　・ＩＰ無線機（4Ｇ対応）ほか
○災害支援協定の締結

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 06 防災推進課 0003 防災管理係
02 総務費 01 総務管理費 13 災害対策本部費

大事業 25 防災体制の充実
中事業 01 災害予防対策の推進

小事業 04 防災計画等策定事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 218
0801 費用弁償 25
1006 印刷製本費 608

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
851 243 608

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
851

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　災害に対する日ごろからの備えや応急対策、復旧・復興に対する各種計画を策定し、安
全・安心なまちづくりを推進する。

事
　
業
　
内
　
容

　市地域防災計画をはじめ、関連計画の見直しを行うとともに、各種防災計画の検証に取
り組む。

○防災会議の開催
○国民保護協議会の開催
○地域防災計画の印刷
○地域防災計画及び各種防災計画等の見直し検証

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 06 防災推進課 0003 防災管理係
02 総務費 01 総務管理費 13 災害対策本部費

大事業 25 防災体制の充実
中事業 01 災害予防対策の推進

小事業 06 防災情報収集・伝達事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 44
1007 光熱水費 856
1101 通信運搬費 2,947
1103 手数料 475
1108 その他の保険料 62
1201 施設維持管理委託料 3,916
1206 その他の委託料 2,640
1301 使用料及び賃借料 878
1402 維持補修工事 3,355

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
15,173 11,185 3,988

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
17 15,156

主な財源 防災施設電気使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　災害時において、的確な避難情報等を発令し、市民の生命、身体及び財産を災害から守
る。

事
　
業
　
内
　
容

　気象情報等を収集するためのシステムや市民への情報伝達システムを構築するととも
に、平常時から運用体制を整備する。

○同報系防災行政無線の運用
○防災情報配信サービスの運用
○衛星携帯電話の運用（10台）
○水防対策支援システムの運用
○ＳＮＳ情報収集サービス（ファストアラート）の運用
○ＩＰ無線機の運用（56台）
○地震計内蔵型緊急地震速報端末の運用
○同報系防災行政無線屋外拡声子局復旧工事

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 06 防災推進課 0003 防災管理係
02 総務費 01 総務管理費 13 災害対策本部費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 16 防災推進一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 170 1825002 研修会負担金 53
1001 消耗品費 270 2601 国に対する公課費 28
1003 消耗品費被服 56
1004 燃料費 44
1008 修繕料 132
1101 通信運搬費 90
1103 手数料 11
1107 自動車損害保険料 41
1108 その他の保険料 89
1301 使用料及び賃借料 15
1805026 宮崎県市町村防災行政無線負担金 360
1805062 消防防災ヘリコプター運営費負担金 3,020

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,379 4,376 3

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,379

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　防災推進課における一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○防災推進一般事務費
　・旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費等
○所管施設及び公用車維持管理費
　・燃料費、修繕料、保険料等
○県審議会対象負担金
　・宮崎県市町村防災行政無線負担金、消防防災ヘリコプター運営費負担金
○研修会負担金
　・防災無線免許取得講習会負担金等

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 06 防災推進課 0004 地域防災係
02 総務費 01 総務管理費 13 災害対策本部費

大事業 25 防災体制の充実
中事業 01 災害予防対策の推進

小事業 05 地域防災力向上支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 2,362
0301 職員手当 473
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 508
0801 費用弁償 51
1001 消耗品費 140
1103 手数料 127
1206 その他の委託料 300
1301 使用料及び賃借料 314
1865009 日向市自主防災会連絡協議会補助金 300
1869013 防災士養成補助金 125

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,700 4,292 408

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,700

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民の防災意識の向上と、自助・共助による安全・安心なまちづくりを推進する。

事
　
業
　
内
　
容

　防災訓練や出前講座などの啓発事業を実施し、市民の防災意識の向上を図るとともに、
地域の防災リーダーとなる防災士の資格取得を支援する。

○総合防災訓練の実施
○防災士の養成支援
○各地区や団体等の防災講座・訓練への支援
○地区防災計画の策定支援
○日向市自主防災会連絡協議会への運営支援

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 06 防災推進課 0004 地域防災係
02 総務費 01 総務管理費 13 災害対策本部費

大事業 25 防災体制の充実
中事業 01 災害予防対策の推進

小事業 08 災害応急対策・復旧対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1103 手数料 120
1865020 日向市特別災害復旧費補助金 600

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
720 920 △ 200

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
720

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　被災者の迅速な生活再建を促し、安全・安心なまちづくりを推進する。

事
　
業
　
内
　
容

　被災時における応急・復旧対策として、市民の避難生活や応急・復旧事業の支援を行
う。

○災害による一時避難に対する支援
　・毛布のクリーニング代
○特別災害復旧費補助金の交付

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 06 防災推進課 0003 防災管理係
02 総務費 01 総務管理費 13 災害対策本部費

大事業 25 防災体制の充実
中事業 01 災害予防対策の推進

小事業 06 防災情報収集・伝達事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 44
1007 光熱水費 856
1101 通信運搬費 2,947
1103 手数料 475
1108 その他の保険料 62
1201 施設維持管理委託料 3,916
1206 その他の委託料 2,640
1301 使用料及び賃借料 878
1402 維持補修工事 3,355

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
15,173 11,185 3,988

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
17 15,156

主な財源 防災施設電気使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　災害時において、的確な避難情報等を発令し、市民の生命、身体及び財産を災害から守
る。

事
　
業
　
内
　
容

　気象情報等を収集するためのシステムや市民への情報伝達システムを構築するととも
に、平常時から運用体制を整備する。

○同報系防災行政無線の運用
○防災情報配信サービスの運用
○衛星携帯電話の運用（10台）
○水防対策支援システムの運用
○ＳＮＳ情報収集サービス（ファストアラート）の運用
○ＩＰ無線機の運用（56台）
○地震計内蔵型緊急地震速報端末の運用
○同報系防災行政無線屋外拡声子局復旧工事

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 06 防災推進課 0003 防災管理係
02 総務費 01 総務管理費 13 災害対策本部費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 16 防災推進一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 170 1825002 研修会負担金 53
1001 消耗品費 270 2601 国に対する公課費 28
1003 消耗品費被服 56
1004 燃料費 44
1008 修繕料 132
1101 通信運搬費 90
1103 手数料 11
1107 自動車損害保険料 41
1108 その他の保険料 89
1301 使用料及び賃借料 15
1805026 宮崎県市町村防災行政無線負担金 360
1805062 消防防災ヘリコプター運営費負担金 3,020

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,379 4,376 3

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,379

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　防災推進課における一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○防災推進一般事務費
　・旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費等
○所管施設及び公用車維持管理費
　・燃料費、修繕料、保険料等
○県審議会対象負担金
　・宮崎県市町村防災行政無線負担金、消防防災ヘリコプター運営費負担金
○研修会負担金
　・防災無線免許取得講習会負担金等

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 06 防災推進課 0004 地域防災係
02 総務費 01 総務管理費 13 災害対策本部費

大事業 25 防災体制の充実
中事業 01 災害予防対策の推進

小事業 05 地域防災力向上支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 2,362
0301 職員手当 473
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 508
0801 費用弁償 51
1001 消耗品費 140
1103 手数料 127
1206 その他の委託料 300
1301 使用料及び賃借料 314
1865009 日向市自主防災会連絡協議会補助金 300
1869013 防災士養成補助金 125

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,700 4,292 408

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,700

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民の防災意識の向上と、自助・共助による安全・安心なまちづくりを推進する。

事
　
業
　
内
　
容

　防災訓練や出前講座などの啓発事業を実施し、市民の防災意識の向上を図るとともに、
地域の防災リーダーとなる防災士の資格取得を支援する。

○総合防災訓練の実施
○防災士の養成支援
○各地区や団体等の防災講座・訓練への支援
○地区防災計画の策定支援
○日向市自主防災会連絡協議会への運営支援

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 06 防災推進課 0004 地域防災係
02 総務費 01 総務管理費 13 災害対策本部費

大事業 25 防災体制の充実
中事業 01 災害予防対策の推進

小事業 08 災害応急対策・復旧対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1103 手数料 120
1865020 日向市特別災害復旧費補助金 600

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
720 920 △ 200

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
720

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　被災者の迅速な生活再建を促し、安全・安心なまちづくりを推進する。

事
　
業
　
内
　
容

　被災時における応急・復旧対策として、市民の避難生活や応急・復旧事業の支援を行
う。

○災害による一時避難に対する支援
　・毛布のクリーニング代
○特別災害復旧費補助金の交付

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 06 防災推進課 0004 地域防災係
02 総務費 01 総務管理費 13 災害対策本部費

大事業 25 防災体制の充実
中事業 01 災害予防対策の推進

小事業 24 災害時相互支援体制構築事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 120
0802 普通旅費 1,551
1001 消耗品費 130
1004 燃料費 42
1825002 研修会負担金 1,721

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,564 27,375 △ 23,811

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,000 564

主な財源 災害時相互支援体制構築事業支援金
財源内訳

目
的
・
効
果

　災害時の相互支援体制構築により、迅速な災害対応及び早期の復旧・復興を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　災害発生時に、本市のみだけでなく周辺自治体等に対し、迅速かつ効果的な緊急支援を
行うため、重機及び防災機材を確実に運用できる体制整備を図る。

○研修
　・広域研修、拠点研修、避難所研修

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 06 防災推進課 0004 地域防災係
02 総務費 01 総務管理費 13 災害対策本部費

大事業 25 防災体制の充実
中事業 02 災害に強いまちづくり

小事業 01 地震・津波防災施設整備事業　
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 27
1001 消耗品費 21
1008 修繕料 120
1201 施設維持管理委託料 120
1206 その他の委託料 99
1301 使用料及び賃借料 13
1401 建設工事費 18,900
1501 原材料費 100
1852028 日向市津波避難経路等整備費補助金 1,500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
20,900 50,462 △ 29,562

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
9,300 375 7,800 2,131 1,294

主な財源
社会資本整備総合交付金、県単減災力強化推進事業費補助金、土地建物
貸付収入、ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　近い将来想定されている震災に備えて、防災施設の整備充実を行うことにより、防災力
を向上させ、市民の安全・安心に寄与する。

事
　
業
　
内
　
容

　大規模災害時に、避難所へ迅速かつ的確に物資を届けるため、備蓄物資の分散備蓄体制
の整備を推進する。

○備蓄倉庫整備
　・富高小学校

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 02 財政課 0001 財政係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 48 基金積立金
中事業 01 基金積立に要する経費

小事業 01 減債・財政調整・公共施設整備基金積立に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

2403 その他特定目的基金積立金 3,031

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,031 12,027 △ 8,996

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,031

主な財源 放送大学貸付収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　財政調整積立基金・減債基金・公共施設整備等資金積立基金への積立を行い、将来に向
けた財政基盤の強化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　普通財産として貸し付けている土地・建物（放送大学等）の貸付収入について、公共施
設の維持補修等に備えるために「公共施設整備等資金積立基金」への積立を行う。

○その他特定目的基金積立金内訳
　・放送大学貸付収入　　3,031千円

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 02 財政課 0001 財政係
02 総務費 01 総務管理費 04 財政管理費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 01 計画的な行政経営の推進

小事業 01 公会計制度改革に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 4,077

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,077 3,484 593

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,077

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　単年度決算では把握が困難な資産や負債といったストック情報や減価償却費等のコスト
情報を明らかにすることで、市民に対する説明責任の履行と職員のコスト意識の醸成を図
る。
　また、発生主義に基づく財務書類が、予算編成をはじめとする財政運営や政策形成過程
において客観的な根拠の一つとして有効活用できるよう運用方法の確立に取り組む。

事
　
業
　
内
　
容

○財務書類の作成に要する経費 
　・事業委託料
　　財務書類作成業務委託

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 06 防災推進課 0004 地域防災係
02 総務費 01 総務管理費 13 災害対策本部費

大事業 25 防災体制の充実
中事業 01 災害予防対策の推進

小事業 24 災害時相互支援体制構築事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 120
0802 普通旅費 1,551
1001 消耗品費 130
1004 燃料費 42
1825002 研修会負担金 1,721

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,564 27,375 △ 23,811

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,000 564

主な財源 災害時相互支援体制構築事業支援金
財源内訳

目
的
・
効
果

　災害時の相互支援体制構築により、迅速な災害対応及び早期の復旧・復興を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　災害発生時に、本市のみだけでなく周辺自治体等に対し、迅速かつ効果的な緊急支援を
行うため、重機及び防災機材を確実に運用できる体制整備を図る。

○研修
　・広域研修、拠点研修、避難所研修

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 06 防災推進課 0004 地域防災係
02 総務費 01 総務管理費 13 災害対策本部費

大事業 25 防災体制の充実
中事業 02 災害に強いまちづくり

小事業 01 地震・津波防災施設整備事業　
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 27
1001 消耗品費 21
1008 修繕料 120
1201 施設維持管理委託料 120
1206 その他の委託料 99
1301 使用料及び賃借料 13
1401 建設工事費 18,900
1501 原材料費 100
1852028 日向市津波避難経路等整備費補助金 1,500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
20,900 50,462 △ 29,562

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
9,300 375 7,800 2,131 1,294

主な財源
社会資本整備総合交付金、県単減災力強化推進事業費補助金、土地建物
貸付収入、ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　近い将来想定されている震災に備えて、防災施設の整備充実を行うことにより、防災力
を向上させ、市民の安全・安心に寄与する。

事
　
業
　
内
　
容

　大規模災害時に、避難所へ迅速かつ的確に物資を届けるため、備蓄物資の分散備蓄体制
の整備を推進する。

○備蓄倉庫整備
　・富高小学校

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 02 財政課 0001 財政係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 48 基金積立金
中事業 01 基金積立に要する経費

小事業 01 減債・財政調整・公共施設整備基金積立に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

2403 その他特定目的基金積立金 3,031

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,031 12,027 △ 8,996

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,031

主な財源 放送大学貸付収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　財政調整積立基金・減債基金・公共施設整備等資金積立基金への積立を行い、将来に向
けた財政基盤の強化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　普通財産として貸し付けている土地・建物（放送大学等）の貸付収入について、公共施
設の維持補修等に備えるために「公共施設整備等資金積立基金」への積立を行う。

○その他特定目的基金積立金内訳
　・放送大学貸付収入　　3,031千円

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 02 財政課 0001 財政係
02 総務費 01 総務管理費 04 財政管理費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 01 計画的な行政経営の推進

小事業 01 公会計制度改革に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 4,077

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,077 3,484 593

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,077

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　単年度決算では把握が困難な資産や負債といったストック情報や減価償却費等のコスト
情報を明らかにすることで、市民に対する説明責任の履行と職員のコスト意識の醸成を図
る。
　また、発生主義に基づく財務書類が、予算編成をはじめとする財政運営や政策形成過程
において客観的な根拠の一つとして有効活用できるよう運用方法の確立に取り組む。

事
　
業
　
内
　
容

○財務書類の作成に要する経費 
　・事業委託料
　　財務書類作成業務委託

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 02 財政課 0001 財政係
02 総務費 01 総務管理費 04 財政管理費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 02 行政運営の効率化の推進

小事業 01 財務会計システムの運用に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 40
1101 通信運搬費 4
1205 システム開発等委託料 6,282
1301 使用料及び賃借料 7,069

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
13,395 13,395 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
167 13,228

主な財源 財務会計システム使用料負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　財務会計システム（予算編成・予算執行・決算統計・契約管理などの財務会計各システ
ムの連動）の総合的な運用を図るとともに、適正運用に向けた定例会開催などの継続的な
取組を通して、財務会計事務の合理化・迅速化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　財務会計システムの運用に要する経費

○財務会計システムのソフトウェア（基本ソフト）、ハードウェアの保守運用
○システム稼働維持（システム改修及び障害・機能改善・年次処理対応など）
○システム運用に係る定例会議
○その他事務費（消耗品費・郵便料）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 02 財政課 0001 財政係
02 総務費 01 総務管理費 04 財政管理費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 10 財政一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 50
0802 普通旅費 179
1001 消耗品費 315
1002 消耗品費追録 67
1006 印刷製本費 2,008
1101 通信運搬費 31
1301 使用料及び賃借料 8
1808021 地方自治研究機構賛助会負担金 27
1825002 研修会負担金 103

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,788 3,173 △ 385

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,788

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　財政業務に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○出会謝金（第三セクター経営検討委員会）
○普通旅費（研修及び県ヒアリング等に係るもの）
○消耗品費（一般事務用品・ＰＰＣ・追録ほか）
○印刷製本費（予算書などの作成に関するもの）
○その他（電話料・郵便料・研修会負担金）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 02 財政課 0001 財政係
12 公債費 01 公債費 01 元金

大事業 50 借入金の返済
中事業 01 借入金元金の返済に要する経費

小事業 01 借入金元金の返済に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

2201 償還金 3,239,826

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,239,826 3,387,695 △ 147,869

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
53,493 3,186,333

主な財源 広域消防負担金、地域総合整備資金貸付金収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　市債の償還元金

事
　
業
　
内
　
容

　普通建設事業の財源として市債を活用することで、世代間の公平な負担を図り、その償
還を行う。
　なお、市債残高の増加は、後年度の公債費の増加につながり財政硬直化の大きな要因と
なることから、将来負担を考慮した計画的な市債発行に努めている。

○日向市行財政改革大綱（令和3年度～令和6年度）に基づく取組
　・新規発行額は元金償還額以下とし、公債費及び市債残高の圧縮を図る。
　・可能な限り交付税算入率や金利面で有利な市債の発行に努める。

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 02 財政課 0001 財政係
12 公債費 01 公債費 02 利子

大事業 50 借入金の返済
中事業 02 借入金利子の返済に要する経費

小事業 01 借入金利子の返済に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

2204 利子及び割引料 114,238

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
114,238 131,965 △ 17,727

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
84 114,154

主な財源 広域消防負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　市債の償還利子

事
　
業
　
内
　
容

　市債については、政府資金、地方公共団体金融機構、共済組合等のほか市内金融機関か
ら借入を行っている。
　いずれにおいても、可能な限り低利率での借入を行うこととしており、市内金融機関か
らの借入の際は、見積書の徴取により決定している。
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 02 財政課 0001 財政係
02 総務費 01 総務管理費 04 財政管理費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 02 行政運営の効率化の推進

小事業 01 財務会計システムの運用に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 40
1101 通信運搬費 4
1205 システム開発等委託料 6,282
1301 使用料及び賃借料 7,069

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
13,395 13,395 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
167 13,228

主な財源 財務会計システム使用料負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　財務会計システム（予算編成・予算執行・決算統計・契約管理などの財務会計各システ
ムの連動）の総合的な運用を図るとともに、適正運用に向けた定例会開催などの継続的な
取組を通して、財務会計事務の合理化・迅速化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　財務会計システムの運用に要する経費

○財務会計システムのソフトウェア（基本ソフト）、ハードウェアの保守運用
○システム稼働維持（システム改修及び障害・機能改善・年次処理対応など）
○システム運用に係る定例会議
○その他事務費（消耗品費・郵便料）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 02 財政課 0001 財政係
02 総務費 01 総務管理費 04 財政管理費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 10 財政一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 50
0802 普通旅費 179
1001 消耗品費 315
1002 消耗品費追録 67
1006 印刷製本費 2,008
1101 通信運搬費 31
1301 使用料及び賃借料 8
1808021 地方自治研究機構賛助会負担金 27
1825002 研修会負担金 103

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,788 3,173 △ 385

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,788

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　財政業務に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○出会謝金（第三セクター経営検討委員会）
○普通旅費（研修及び県ヒアリング等に係るもの）
○消耗品費（一般事務用品・ＰＰＣ・追録ほか）
○印刷製本費（予算書などの作成に関するもの）
○その他（電話料・郵便料・研修会負担金）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 02 財政課 0001 財政係
12 公債費 01 公債費 01 元金

大事業 50 借入金の返済
中事業 01 借入金元金の返済に要する経費

小事業 01 借入金元金の返済に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

2201 償還金 3,239,826

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,239,826 3,387,695 △ 147,869

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
53,493 3,186,333

主な財源 広域消防負担金、地域総合整備資金貸付金収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　市債の償還元金

事
　
業
　
内
　
容

　普通建設事業の財源として市債を活用することで、世代間の公平な負担を図り、その償
還を行う。
　なお、市債残高の増加は、後年度の公債費の増加につながり財政硬直化の大きな要因と
なることから、将来負担を考慮した計画的な市債発行に努めている。

○日向市行財政改革大綱（令和3年度～令和6年度）に基づく取組
　・新規発行額は元金償還額以下とし、公債費及び市債残高の圧縮を図る。
　・可能な限り交付税算入率や金利面で有利な市債の発行に努める。

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 02 財政課 0001 財政係
12 公債費 01 公債費 02 利子

大事業 50 借入金の返済
中事業 02 借入金利子の返済に要する経費

小事業 01 借入金利子の返済に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

2204 利子及び割引料 114,238

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
114,238 131,965 △ 17,727

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
84 114,154

主な財源 広域消防負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　市債の償還利子

事
　
業
　
内
　
容

　市債については、政府資金、地方公共団体金融機構、共済組合等のほか市内金融機関か
ら借入を行っている。
　いずれにおいても、可能な限り低利率での借入を行うこととしており、市内金融機関か
らの借入の際は、見積書の徴取により決定している。
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 02 財政課 0001 財政係
12 公債費 01 公債費 03 公債諸費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 11 公債諸費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1103 手数料 10

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
10 10 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
10

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　起債借入にかかる手数料

事
　
業
　
内
　
容

○起債借入にかかる手数料　10千円

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 02 財政課 0001 財政係
14 予備費 01 予備費 01 予備費

大事業 51 予備費
中事業 01 予備費

小事業 01 一般会計予備費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

2901 予備費 30,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
30,000 30,000 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
30,000

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　地方自治法第217条第１項に基づき、予見することのできない歳出予算の不足に備えて計
上される費用

事
　
業
　
内
　
容

　自然災害など緊急を要するものについて、軽微なものについては、議会を招集し補正予
算案を審議することは議会運営上非効率であることから、当初予算において使途を限定し
ない予備費を計上し、対処することとしている。

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 02 財政課 0021 契約監理係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 02 行政運営の効率化の推進

小事業 27 電子入札システム運用事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 27
1006 印刷製本費 16
1101 通信運搬費 101
1802016 電子入札システム共同利用負担金 1,368

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,512 1,472 40

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
365 1,147

主な財源 電子入札システム利用負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　市が発注する建設工事等の入札において、電子入札方式を導入することにより、3密の回
避や外部との接触機会の低減、事業者の負担軽減を図り、行政のデジタル化を推進する。

事
　
業
　
内
　
容

　令和5年度より、全ての建設工事の指名競争入札において電子入札を実施することから、
県の電子入札システムの利用に伴う負担金を支出する。令和6年度を目標に業務委託の発注
においても導入を検討中であることから、通知文書や申請書の発送などの周知を行う。

○電子入札システム共同利用負担金　　　1,368千円
（1）コアシステム保守費（9市町村割）  　101千円
（2）システム利用料　　　　　　　　　 1,267千円

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 02 財政課 0021 契約監理係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 08 契約一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 382
0301 職員手当 153
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 108
0801 費用弁償 13
0802 普通旅費 61
1001 消耗品費 87
1006 印刷製本費 36
1301 使用料及び賃借料 52
1825002 研修会負担金 35

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
927 866 61

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
927

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　建設工事・業務委託・物品等に係る入札参加資格要件の設定、指名業者の選定、競争入
札参加者の資格審査等を公正性、競争性及び履行の確保の観点から適切に執行すること
で、地域経済の健全な発展及び市民福祉の増進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　入札・契約業務の執行に係る一般的な事務経費

○建設業者等審査(小)委員会及び物品等入札参加者審査(小)委員会の運営
○審査委員会で審議した競争入札案件の入札公告（指名通知）から契約締結までの事務
○競争入札参加資格審査申請の受付・審査及び審査結果通知
○各課で執行された入札・契約書類の確認及び審査
○公共工事の発注見通しの公表
○契約関係規程等の見直し　 等
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 02 財政課 0001 財政係
12 公債費 01 公債費 03 公債諸費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 11 公債諸費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1103 手数料 10

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
10 10 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
10

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　起債借入にかかる手数料

事
　
業
　
内
　
容

○起債借入にかかる手数料　10千円

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 02 財政課 0001 財政係
14 予備費 01 予備費 01 予備費

大事業 51 予備費
中事業 01 予備費

小事業 01 一般会計予備費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

2901 予備費 30,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
30,000 30,000 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
30,000

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　地方自治法第217条第１項に基づき、予見することのできない歳出予算の不足に備えて計
上される費用

事
　
業
　
内
　
容

　自然災害など緊急を要するものについて、軽微なものについては、議会を招集し補正予
算案を審議することは議会運営上非効率であることから、当初予算において使途を限定し
ない予備費を計上し、対処することとしている。

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 02 財政課 0021 契約監理係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 02 行政運営の効率化の推進

小事業 27 電子入札システム運用事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 27
1006 印刷製本費 16
1101 通信運搬費 101
1802016 電子入札システム共同利用負担金 1,368

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,512 1,472 40

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
365 1,147

主な財源 電子入札システム利用負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　市が発注する建設工事等の入札において、電子入札方式を導入することにより、3密の回
避や外部との接触機会の低減、事業者の負担軽減を図り、行政のデジタル化を推進する。

事
　
業
　
内
　
容

　令和5年度より、全ての建設工事の指名競争入札において電子入札を実施することから、
県の電子入札システムの利用に伴う負担金を支出する。令和6年度を目標に業務委託の発注
においても導入を検討中であることから、通知文書や申請書の発送などの周知を行う。

○電子入札システム共同利用負担金　　　1,368千円
（1）コアシステム保守費（9市町村割）  　101千円
（2）システム利用料　　　　　　　　　 1,267千円

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 02 財政課 0021 契約監理係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 08 契約一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 382
0301 職員手当 153
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 108
0801 費用弁償 13
0802 普通旅費 61
1001 消耗品費 87
1006 印刷製本費 36
1301 使用料及び賃借料 52
1825002 研修会負担金 35

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
927 866 61

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
927

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　建設工事・業務委託・物品等に係る入札参加資格要件の設定、指名業者の選定、競争入
札参加者の資格審査等を公正性、競争性及び履行の確保の観点から適切に執行すること
で、地域経済の健全な発展及び市民福祉の増進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　入札・契約業務の執行に係る一般的な事務経費

○建設業者等審査(小)委員会及び物品等入札参加者審査(小)委員会の運営
○審査委員会で審議した競争入札案件の入札公告（指名通知）から契約締結までの事務
○競争入札参加資格審査申請の受付・審査及び審査結果通知
○各課で執行された入札・契約書類の確認及び審査
○公共工事の発注見通しの公表
○契約関係規程等の見直し　 等
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 02 財政課 0021 契約監理係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 09 工事監理一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 34
1001 消耗品費 7
1003 消耗品費被服 15
1825002 研修会負担金 35

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
91 86 5

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
91

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市発注の公共工事において、適正な施工体制のもとで公正かつ適切な工事検査を執行
し、公共工事に求められる品質を確保することで、市民サービスの向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　工事監理業務の執行に係る一般的な事務経費

○当初設計金額が300万円以上の建設工事を対象に工事検査・成績評定を実施
○工事施工に係る指導　等

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 03 職員課 0001 人事係
02 総務費 01 総務管理費 02 人事管理費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 14 人事研修一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 22,875 1802015 自治法派遣職員給与負担金 15,451
0301 職員手当 4,575 1808015 日向地区安全運転管理者等協議会負担金 10
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 6,820 1825002 研修会負担金 69
0801 費用弁償 1,665
0802 普通旅費 375
1001 消耗品費 182
1002 消耗品費追録 36
1006 印刷製本費 10
1101 通信運搬費 44
1103 手数料 32
1108 その他の保険料 9
1206 その他の委託料 2,518

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
54,671 45,136 9,535

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1 54,670

主な財源 市章代
財源内訳

目
的
・
効
果

○突発的業務や病気休暇等により不足する職員を補充するため会計年度任用職員を雇用す
る。
○県などへの人事交流や職員派遣を通じて、職員の人材育成や連携強化を図る。
○職員採用や表彰、県との人事交流など人事業務に係る一般的な事務費を計上する。

事
　
業
　
内
　
容

○突発的業務や職員の産休・育休、病休等に伴い雇用する会計年度任用職員に係る経費
　報酬・手当・保険料・通勤手当など
○新規職員の採用試験に係る経費
　採用管理システム使用料、その他の委託料（筆記試験に係る業務委託料）など
○自治法派遣職員に係る経費
　県人事交流職員の給与負担金
○その他、消耗品等の一般的な事務経費

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 03 職員課 0002 給与厚生係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 15 給与厚生一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 141
0502 非常勤職員災害補償費 100
0801 費用弁償 9
0802 普通旅費 81
1001 消耗品費 16
1003 消耗品費被服 291
1005 食糧費 2
1205 システム開発等委託料 385
1301 使用料及び賃借料 500
1808018 社会保険協会負担金 32
1825001 会議出席負担金 37

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,594 2,633 △ 1,039

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,594

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　「日向市特別職報酬等審議会条例」に基づき、市議会議員及び常勤特別職の報酬等の適
正化を図るとともに、「日向市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例」に基づき、公務上の災害又は通勤による災害に対する適正な補償を行い、議員その
他非常勤の職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上を図る。
　また、給与厚生関連の担当者会議や研修等に参加することで、円滑な給与厚生業務の遂
行を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　給与厚生係の事務執行に係る経費

○市議会議員及び常勤特別職の報酬等の額に関する審議に要する経費
　・非常勤特別職員報酬、費用弁償
○公務災害補償等認定委員会等に要する経費
　・非常勤特別職員報酬　費用弁償、非常勤職員災害補償費
○定年延長制度施行に伴う人事給与システム改修に要する経費
　・システム開発等委託料
○職員の年末調整ペーパーレス化に向けたＷｅｂクラウドシステム利用料
　・使用料及び賃借料（システム利用料）
○給与厚生関連会議等への出席に要する経費等
　・旅費、会議出席負担金

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 03 職員課 0002 給与厚生係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 48 基金積立金
中事業 01 基金積立に要する経費

小事業 02 退職手当基金積立に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

2403 その他特定目的基金積立金 45,739

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
45,739 45,716 23

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
45,739

主な財源
退職手当基金負担金（日向東臼杵広域連合、特別会計分(国民健康保険事業、
東郷診療所)、公営企業会計分(水道、簡易水道、下水道、農業集落排水)）

財源内訳

目
的
・
効
果

　将来の退職者数の不均一に伴う財政負担を平準化するため、退職手当積立基金に積立を
行うことで財政運営の安定化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　職員の退職手当を一般財源から充当するにあたり、将来の退職者数の不均一に伴う財政
負担を平準化するために退職手当積立基金に積立を行う。
　積立金額は、各特別会計等の人件費（給料分のみ）総額に応じた負担率の額とする。

○退職手当積立基金
  ・令和4年度末基金残高見込み   1,147,660千円
　・令和5年度末基金残高見込み　 1,105,399千円
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 02 財政課 0021 契約監理係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 09 工事監理一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 34
1001 消耗品費 7
1003 消耗品費被服 15
1825002 研修会負担金 35

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
91 86 5

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
91

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市発注の公共工事において、適正な施工体制のもとで公正かつ適切な工事検査を執行
し、公共工事に求められる品質を確保することで、市民サービスの向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　工事監理業務の執行に係る一般的な事務経費

○当初設計金額が300万円以上の建設工事を対象に工事検査・成績評定を実施
○工事施工に係る指導　等

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 03 職員課 0001 人事係
02 総務費 01 総務管理費 02 人事管理費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 14 人事研修一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 22,875 1802015 自治法派遣職員給与負担金 15,451
0301 職員手当 4,575 1808015 日向地区安全運転管理者等協議会負担金 10
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 6,820 1825002 研修会負担金 69
0801 費用弁償 1,665
0802 普通旅費 375
1001 消耗品費 182
1002 消耗品費追録 36
1006 印刷製本費 10
1101 通信運搬費 44
1103 手数料 32
1108 その他の保険料 9
1206 その他の委託料 2,518

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
54,671 45,136 9,535

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1 54,670

主な財源 市章代
財源内訳

目
的
・
効
果

○突発的業務や病気休暇等により不足する職員を補充するため会計年度任用職員を雇用す
る。
○県などへの人事交流や職員派遣を通じて、職員の人材育成や連携強化を図る。
○職員採用や表彰、県との人事交流など人事業務に係る一般的な事務費を計上する。

事
　
業
　
内
　
容

○突発的業務や職員の産休・育休、病休等に伴い雇用する会計年度任用職員に係る経費
　報酬・手当・保険料・通勤手当など
○新規職員の採用試験に係る経費
　採用管理システム使用料、その他の委託料（筆記試験に係る業務委託料）など
○自治法派遣職員に係る経費
　県人事交流職員の給与負担金
○その他、消耗品等の一般的な事務経費

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 03 職員課 0002 給与厚生係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 15 給与厚生一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 141
0502 非常勤職員災害補償費 100
0801 費用弁償 9
0802 普通旅費 81
1001 消耗品費 16
1003 消耗品費被服 291
1005 食糧費 2
1205 システム開発等委託料 385
1301 使用料及び賃借料 500
1808018 社会保険協会負担金 32
1825001 会議出席負担金 37

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,594 2,633 △ 1,039

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,594

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　「日向市特別職報酬等審議会条例」に基づき、市議会議員及び常勤特別職の報酬等の適
正化を図るとともに、「日向市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例」に基づき、公務上の災害又は通勤による災害に対する適正な補償を行い、議員その
他非常勤の職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上を図る。
　また、給与厚生関連の担当者会議や研修等に参加することで、円滑な給与厚生業務の遂
行を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　給与厚生係の事務執行に係る経費

○市議会議員及び常勤特別職の報酬等の額に関する審議に要する経費
　・非常勤特別職員報酬、費用弁償
○公務災害補償等認定委員会等に要する経費
　・非常勤特別職員報酬　費用弁償、非常勤職員災害補償費
○定年延長制度施行に伴う人事給与システム改修に要する経費
　・システム開発等委託料
○職員の年末調整ペーパーレス化に向けたＷｅｂクラウドシステム利用料
　・使用料及び賃借料（システム利用料）
○給与厚生関連会議等への出席に要する経費等
　・旅費、会議出席負担金

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 03 職員課 0002 給与厚生係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 48 基金積立金
中事業 01 基金積立に要する経費

小事業 02 退職手当基金積立に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

2403 その他特定目的基金積立金 45,739

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
45,739 45,716 23

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
45,739

主な財源
退職手当基金負担金（日向東臼杵広域連合、特別会計分(国民健康保険事業、
東郷診療所)、公営企業会計分(水道、簡易水道、下水道、農業集落排水)）

財源内訳

目
的
・
効
果

　将来の退職者数の不均一に伴う財政負担を平準化するため、退職手当積立基金に積立を
行うことで財政運営の安定化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　職員の退職手当を一般財源から充当するにあたり、将来の退職者数の不均一に伴う財政
負担を平準化するために退職手当積立基金に積立を行う。
　積立金額は、各特別会計等の人件費（給料分のみ）総額に応じた負担率の額とする。

○退職手当積立基金
  ・令和4年度末基金残高見込み   1,147,660千円
　・令和5年度末基金残高見込み　 1,105,399千円
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 03 職員課 0002 給与厚生係
02 総務費 01 総務管理費 02 人事管理費

大事業 45 適正な職員等管理
中事業 02 福利厚生制度の充実

小事業 01 福利厚生制度の充実に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1103 手数料 3,830
1206 その他の委託料 855
1890003 職員互助会交付金 4,300

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,985 9,306 △ 321

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
333 8,652

主な財源 共済保険等取扱事務費、広域消防負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　職員の定期健康診断や人間ドックの受診を奨励するほか、産業医による相談業務やスト
レスチェック等のメンタルヘルス対策等の福利厚生事業の充実を図ることにより、職員の
健康管理、勤労意欲及び職務能率の向上に努める。

事
　
業
　
内
　
容

　地方公務員法第42条に基づき、職員の健康管理や福利厚生に資する事業を実施する。

○職員の保健・健康維持などに係る経費
　・手数料（職員及び新規採用予定職員等の健康診断）
　・委託料（ストレスチェック事業、産業医メンタルヘルス相談窓口及び健康相談）

○職員互助会に係る経費
　・職員互助会交付金（職員互助会が実施する人間ドック費用助成に対する一部助成）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 03 職員課 0005 人財育成係
02 総務費 01 総務管理費 02 人事管理費

大事業 40 市民に信頼される行政サービスの提供
中事業 02 職員の育成

小事業 01 人事評価制度推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 55
1206 その他の委託料 1,646

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,701 6,055 △ 4,354

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,701

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　人事評価制度を活用して、職員の能力・資質の向上を図るとともに、職場のコミュニ
ケーション増進とＯＪＴの充実、業務マネジメント（ＰＤＣＡサイクル）を機能させるこ
とにより組織力の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○人事評価制度の運用に要する経費
　・旅費（先進地視察等）
　・その他委託料（評価者研修及び被評価者研修の開催）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 03 職員課 0005 人財育成係
02 総務費 01 総務管理費 02 人事管理費

大事業 40 市民に信頼される行政サービスの提供
中事業 02 職員の育成

小事業 02 職員研修事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 50
0803 特別旅費 1,693
1001 消耗品費 337
1004 燃料費 15
1005 食糧費 3
1206 その他の委託料 1,044
1301 使用料及び賃借料 25
1808019 日本経営協会負担金 50
1825002 研修会負担金 345
1852018 日向市職員自主研修助成金 150

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,712 2,786 926

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
313 3,399

主な財源 ひとづくり助成金
財源内訳

目
的
・
効
果

　各種研修を受講することにより、職員の意識改革と資質の向上に努め、広い視野と豊か
な見識を持ち、地域の課題を的確にとらえ、困難な課題にも創意と工夫で果敢にチャレン
ジしていく職員を育成することで、市民サービスの向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○主な内部研修
　・メンター研修、新規採用職員研修、実務研修等
　・人権・同和問題研修
　・コンプライアンス研修

○主な外部研修
　・宮崎県市町村職員研修センター
　　階層別研修・・・新規採用職員研修、一般職員研修、新任職務研修
　　能力開発研修・・法制執務セミナー、ＯＡ研修、情報発信力向上セミナー
　・日本経営協会（ＮＯＭＡ）
　・市町村アカデミー（ＪＡＭＰ）
　・全国市町村国際文化研修所（ＪＩＡＭ）
　・自治大学校

○職員の自主研修に係る経費
　・日向市職員自主研修助成金　　　　

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 07 資産経営課 0001 公共施設マネジメント係

02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費
大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 03 公共施設の最適化と適切な管理

小事業 03 普通財産管理に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 23
1002 消耗品費追録 15
1008 修繕料 500
1103 手数料 246
1106 火災保険料 143
1201 施設維持管理委託料 732
1206 その他の委託料 4,200
1402 維持補修工事 13,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
18,859 5,268 13,591

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
12,701 6,158

主な財源 公共施設整備等資金積立基金繰入金、条件付立木伐採補償金
財源内訳

目
的
・
効
果

　普通財産（土地、建物）の安全かつ適正な管理を図るとともに、未利用財産の処分に関
する取組を進める。

事
　
業
　
内
　
容

　普通財産の適正管理に要する経費

○修繕料（放送大学などの建物の軽微な修繕）
○手数料（産廃処理手数料など）
○施設維持管理委託料（樹木管理、電気工作物保安業務、冷暖房設備保守点検業務など）
○その他の委託料（市有地の測量、鑑定評価や除草業務など）
○維持補修工事（小規模補修工事、放送大学外壁漏水対策工事）

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 03 職員課 0002 給与厚生係
02 総務費 01 総務管理費 02 人事管理費

大事業 45 適正な職員等管理
中事業 02 福利厚生制度の充実

小事業 01 福利厚生制度の充実に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1103 手数料 3,830
1206 その他の委託料 855
1890003 職員互助会交付金 4,300

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,985 9,306 △ 321

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
333 8,652

主な財源 共済保険等取扱事務費、広域消防負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　職員の定期健康診断や人間ドックの受診を奨励するほか、産業医による相談業務やスト
レスチェック等のメンタルヘルス対策等の福利厚生事業の充実を図ることにより、職員の
健康管理、勤労意欲及び職務能率の向上に努める。

事
　
業
　
内
　
容

　地方公務員法第42条に基づき、職員の健康管理や福利厚生に資する事業を実施する。

○職員の保健・健康維持などに係る経費
　・手数料（職員及び新規採用予定職員等の健康診断）
　・委託料（ストレスチェック事業、産業医メンタルヘルス相談窓口及び健康相談）

○職員互助会に係る経費
　・職員互助会交付金（職員互助会が実施する人間ドック費用助成に対する一部助成）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 03 職員課 0005 人財育成係
02 総務費 01 総務管理費 02 人事管理費

大事業 40 市民に信頼される行政サービスの提供
中事業 02 職員の育成

小事業 01 人事評価制度推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 55
1206 その他の委託料 1,646

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,701 6,055 △ 4,354

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,701

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　人事評価制度を活用して、職員の能力・資質の向上を図るとともに、職場のコミュニ
ケーション増進とＯＪＴの充実、業務マネジメント（ＰＤＣＡサイクル）を機能させるこ
とにより組織力の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○人事評価制度の運用に要する経費
　・旅費（先進地視察等）
　・その他委託料（評価者研修及び被評価者研修の開催）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 03 職員課 0005 人財育成係
02 総務費 01 総務管理費 02 人事管理費

大事業 40 市民に信頼される行政サービスの提供
中事業 02 職員の育成

小事業 02 職員研修事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 50
0803 特別旅費 1,693
1001 消耗品費 337
1004 燃料費 15
1005 食糧費 3
1206 その他の委託料 1,044
1301 使用料及び賃借料 25
1808019 日本経営協会負担金 50
1825002 研修会負担金 345
1852018 日向市職員自主研修助成金 150

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,712 2,786 926

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
313 3,399

主な財源 ひとづくり助成金
財源内訳

目
的
・
効
果

　各種研修を受講することにより、職員の意識改革と資質の向上に努め、広い視野と豊か
な見識を持ち、地域の課題を的確にとらえ、困難な課題にも創意と工夫で果敢にチャレン
ジしていく職員を育成することで、市民サービスの向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○主な内部研修
　・メンター研修、新規採用職員研修、実務研修等
　・人権・同和問題研修
　・コンプライアンス研修

○主な外部研修
　・宮崎県市町村職員研修センター
　　階層別研修・・・新規採用職員研修、一般職員研修、新任職務研修
　　能力開発研修・・法制執務セミナー、ＯＡ研修、情報発信力向上セミナー
　・日本経営協会（ＮＯＭＡ）
　・市町村アカデミー（ＪＡＭＰ）
　・全国市町村国際文化研修所（ＪＩＡＭ）
　・自治大学校

○職員の自主研修に係る経費
　・日向市職員自主研修助成金　　　　

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 07 資産経営課 0001 公共施設マネジメント係

02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費
大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 03 公共施設の最適化と適切な管理

小事業 03 普通財産管理に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 23
1002 消耗品費追録 15
1008 修繕料 500
1103 手数料 246
1106 火災保険料 143
1201 施設維持管理委託料 732
1206 その他の委託料 4,200
1402 維持補修工事 13,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
18,859 5,268 13,591

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
12,701 6,158

主な財源 公共施設整備等資金積立基金繰入金、条件付立木伐採補償金
財源内訳

目
的
・
効
果

　普通財産（土地、建物）の安全かつ適正な管理を図るとともに、未利用財産の処分に関
する取組を進める。

事
　
業
　
内
　
容

　普通財産の適正管理に要する経費

○修繕料（放送大学などの建物の軽微な修繕）
○手数料（産廃処理手数料など）
○施設維持管理委託料（樹木管理、電気工作物保安業務、冷暖房設備保守点検業務など）
○その他の委託料（市有地の測量、鑑定評価や除草業務など）
○維持補修工事（小規模補修工事、放送大学外壁漏水対策工事）

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 07 資産経営課 0001 公共施設マネジメント係

02 総務費 01 総務管理費 04 財政管理費
大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 03 公共施設の最適化と適切な管理

小事業 01 公共施設マネジメント推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 69
1001 消耗品費 16
1005 食糧費 3
1006 印刷製本費 16
1101 通信運搬費 7
1205 システム開発等委託料 436
1206 その他の委託料 2,860
1301 使用料及び賃借料 20
1825002 研修会負担金 44

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,471 3,309 162

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,471

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　公共施設の基本情報をデータベース化した「公共施設マネジメント支援システム」を活
用し、将来の更新費用の推計などの経営分析を行うとともに、「日向市公共施設等総合管
理計画」に基づき、公共施設の安全・安心の確保、総量の最適化及びライフサイクルコス
トの縮減に向けた取組を推進することで、持続可能な行政サービスの提供及び財政の健全
化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　「日向市公共施設等総合管理計画」に基づく「個別施設計画」を踏まえ、老朽化の著し
い施設や稼働率の低い施設等の今後のあり方に関する検討を進めるとともに、適切な維持
管理や計画的な改修・更新に向けた取組を推進する。

○建物の定期点検に要する経費
　・委託料（学校・公営住宅施設を除く建築基準法に基づく定期点検委託料）
○公共施設マネジメント支援システムに要する経費
　・委託料（システム保守委託料）
　・使用料及び賃借料（システム専用サーバ賃借料）
○その他
　・普通旅費（研修会参加等旅費）
　・研修会負担金
　・その他需用費等の事務費

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 07 資産経営課 0001 公共施設マネジメント係

02 総務費 01 総務管理費 06 財産管理費
大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 03 公共施設の最適化と適切な管理

小事業 02 公有財産台帳管理事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 9
1205 システム開発等委託料 462
1301 使用料及び賃借料 924

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,395 1,373 22

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,395

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市が保有している公有財産（土地、建物）の基本情報をシステムで一元管理すること
で、データ整備、管理等をスムーズに行い、問い合わせや窓口業務の迅速な対応を図る。
　また、共有データをもとに、公会計の事務処理や未利用財産の利用促進につなげる。

事
　
業
　
内
　
容

　公有財産管理システムに要する経費

○委託料（データ更新業務）
○使用料及び賃借料（クラウドシステム利用料）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 07 資産経営課 0001 公共施設マネジメント係

02 総務費 01 総務管理費 06 財産管理費
大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 03 公共施設の最適化と適切な管理

小事業 07 公共施設老朽化対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 1,000
1103 手数料 134
1202 工事施工を伴う委託料 9,000
1204 調査・計画策定委託料 4,546
1402 維持補修工事 142,300

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
156,980 85,288 71,692

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
124,000 14,000 18,980

主な財源 公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　公共施設の老朽化に対応するため、修繕・維持補修及び計画的な改修・更新に関する予
算等の一元的な管理を行うとともに、優先度を踏まえた執行管理を行うことにより、「日
向市公共施設等総合管理計画」に基づく安全・安心の確保を図る。
　また、安全性に課題のある施設については、改修や解体等を進める。

事
　
業
　
内
　
容

○建物系施設の総括的な老朽化対策（修繕・維持補修工事）　15,000千円

○耐震診断委託　1施設　3,772千円
　（農村交流館）

○耐震補強工事　1施設　5,200千円
　（東郷体育館）

○解体設計等委託、解体工事　2施設　133,008千円
　（旧岩脇中学校体育館等、旧細島支所・公民館）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 07 資産経営課 0002 体育館建設準備係
10 教育費 06 保健体育費 02 体育施設費

大事業 07 スポーツ活動の推進と環境づくり
中事業 03 スポーツ施設の整備と活用

小事業 04 日向市総合体育館整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 202
0802 普通旅費 184
1001 消耗品費 70
1004 燃料費 10
1006 印刷製本費 20
1101 通信運搬費 7
1202 工事施工を伴う委託料 40,000
1206 その他の委託料 25,220
1301 使用料及び賃借料 17
1401 建設工事費 195,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
260,730 46,640 214,090

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
110,000 94,500 5,500 50,730

主な財源 都市構造再編集中支援事業交付金、公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民の誰もが気軽にスポーツ活動や健康づくりに親しみ、各種イベントや集会の場とし
ても活用できる拠点施設として、また、災害時の中長期的な避難所としての役割を果たす
拠点施設となる総合体育館を整備し、市民の健康づくりやスポーツの推進、安全・安心の
確保を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○令和5年度～令和8年度の事業全体の主な内容　4,200,000千円
　・大王谷運動公園水泳場解体工事、敷地造成工事
　・設計、建設工事、外構・駐車場工事、付帯工事
　・既存施設（体育センター、武道館）解体費

○令和5年度の主な内容　220,000千円
　・大王谷運動公園水泳場解体工事、敷地造成工事
　・ＤＢ方式（設計・建設の一括発注）による設計業務

○令和5年度のその他の内容　40,730千円
　・事業者選定及び設計に関する発注者支援業務委託
　・水泳場代替プール関連工事、他事務費等

関連するＳＤＧｓ



－ 49 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 07 資産経営課 0001 公共施設マネジメント係

02 総務費 01 総務管理費 04 財政管理費
大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 03 公共施設の最適化と適切な管理

小事業 01 公共施設マネジメント推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 69
1001 消耗品費 16
1005 食糧費 3
1006 印刷製本費 16
1101 通信運搬費 7
1205 システム開発等委託料 436
1206 その他の委託料 2,860
1301 使用料及び賃借料 20
1825002 研修会負担金 44

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,471 3,309 162

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,471

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　公共施設の基本情報をデータベース化した「公共施設マネジメント支援システム」を活
用し、将来の更新費用の推計などの経営分析を行うとともに、「日向市公共施設等総合管
理計画」に基づき、公共施設の安全・安心の確保、総量の最適化及びライフサイクルコス
トの縮減に向けた取組を推進することで、持続可能な行政サービスの提供及び財政の健全
化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　「日向市公共施設等総合管理計画」に基づく「個別施設計画」を踏まえ、老朽化の著し
い施設や稼働率の低い施設等の今後のあり方に関する検討を進めるとともに、適切な維持
管理や計画的な改修・更新に向けた取組を推進する。

○建物の定期点検に要する経費
　・委託料（学校・公営住宅施設を除く建築基準法に基づく定期点検委託料）
○公共施設マネジメント支援システムに要する経費
　・委託料（システム保守委託料）
　・使用料及び賃借料（システム専用サーバ賃借料）
○その他
　・普通旅費（研修会参加等旅費）
　・研修会負担金
　・その他需用費等の事務費

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 07 資産経営課 0001 公共施設マネジメント係

02 総務費 01 総務管理費 06 財産管理費
大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 03 公共施設の最適化と適切な管理

小事業 02 公有財産台帳管理事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 9
1205 システム開発等委託料 462
1301 使用料及び賃借料 924

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,395 1,373 22

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,395

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市が保有している公有財産（土地、建物）の基本情報をシステムで一元管理すること
で、データ整備、管理等をスムーズに行い、問い合わせや窓口業務の迅速な対応を図る。
　また、共有データをもとに、公会計の事務処理や未利用財産の利用促進につなげる。

事
　
業
　
内
　
容

　公有財産管理システムに要する経費

○委託料（データ更新業務）
○使用料及び賃借料（クラウドシステム利用料）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 07 資産経営課 0001 公共施設マネジメント係

02 総務費 01 総務管理費 06 財産管理費
大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 03 公共施設の最適化と適切な管理

小事業 07 公共施設老朽化対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 1,000
1103 手数料 134
1202 工事施工を伴う委託料 9,000
1204 調査・計画策定委託料 4,546
1402 維持補修工事 142,300

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
156,980 85,288 71,692

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
124,000 14,000 18,980

主な財源 公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　公共施設の老朽化に対応するため、修繕・維持補修及び計画的な改修・更新に関する予
算等の一元的な管理を行うとともに、優先度を踏まえた執行管理を行うことにより、「日
向市公共施設等総合管理計画」に基づく安全・安心の確保を図る。
　また、安全性に課題のある施設については、改修や解体等を進める。

事
　
業
　
内
　
容

○建物系施設の総括的な老朽化対策（修繕・維持補修工事）　15,000千円

○耐震診断委託　1施設　3,772千円
　（農村交流館）

○耐震補強工事　1施設　5,200千円
　（東郷体育館）

○解体設計等委託、解体工事　2施設　133,008千円
　（旧岩脇中学校体育館等、旧細島支所・公民館）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 07 資産経営課 0002 体育館建設準備係
10 教育費 06 保健体育費 02 体育施設費

大事業 07 スポーツ活動の推進と環境づくり
中事業 03 スポーツ施設の整備と活用

小事業 04 日向市総合体育館整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 202
0802 普通旅費 184
1001 消耗品費 70
1004 燃料費 10
1006 印刷製本費 20
1101 通信運搬費 7
1202 工事施工を伴う委託料 40,000
1206 その他の委託料 25,220
1301 使用料及び賃借料 17
1401 建設工事費 195,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
260,730 46,640 214,090

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
110,000 94,500 5,500 50,730

主な財源 都市構造再編集中支援事業交付金、公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民の誰もが気軽にスポーツ活動や健康づくりに親しみ、各種イベントや集会の場とし
ても活用できる拠点施設として、また、災害時の中長期的な避難所としての役割を果たす
拠点施設となる総合体育館を整備し、市民の健康づくりやスポーツの推進、安全・安心の
確保を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○令和5年度～令和8年度の事業全体の主な内容　4,200,000千円
　・大王谷運動公園水泳場解体工事、敷地造成工事
　・設計、建設工事、外構・駐車場工事、付帯工事
　・既存施設（体育センター、武道館）解体費

○令和5年度の主な内容　220,000千円
　・大王谷運動公園水泳場解体工事、敷地造成工事
　・ＤＢ方式（設計・建設の一括発注）による設計業務

○令和5年度のその他の内容　40,730千円
　・事業者選定及び設計に関する発注者支援業務委託
　・水泳場代替プール関連工事、他事務費等

関連するＳＤＧｓ



－ 50 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 07 資産経営課 0004 庁舎管理係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 12 管財一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 54
1001 消耗品費 309
1002 消耗品費追録 11
1003 消耗品費被服 42
1005 食糧費 2
1006 印刷製本費 47
1103 手数料 5
1301 使用料及び賃借料 120
1825002 研修会負担金 35

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
625 565 60

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
625

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　公有財産管理の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

　一般事務経費

○普通旅費（九州都市管財及び九市管財事務協議会、研修など）
○消耗品費（一般事務用品のほかコピー機及び備品異動処理に関するもの）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 07 資産経営課 0004 庁舎管理係
02 総務費 01 総務管理費 06 財産管理費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 02 総務施設管理運営費

小事業 01 本庁舎等管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 1,750
1004 燃料費 2,349
1007 光熱水費 32,200
1008 修繕料 1,000
1101 通信運搬費 3,000
1103 手数料 196
1106 火災保険料 274
1201 施設維持管理委託料 56,820
1203 事業委託料 6,534
1301 使用料及び賃借料 454
1402 維持補修工事 2,500
1701 庁用器具費（一般的事務用） 500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
107,577 88,215 19,362

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,140 104,437

主な財源
公衆電話料、上下水道局光熱費負担金、建物損害共済金、
資源ごみ売上金、電気使用料、ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　本庁舎、健康管理センター、第1別館、第2別館等の維持管理に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

　庁舎維持管理経費

○消耗品（トイレットペーパー、消毒用アルコールなど）
○光熱水費及び燃料費（電気、水道、重油代など）
　電気料については、庁内一般事務費の市単独分を集約計上。前年度比18,000千円増。
○修繕料（庁舎小規模修繕など）
○通信運搬費（電話料）
○維持管理費委託料（清掃、警備、設備保守点検、植栽等管理など）
○事業委託料（電話交換業務）
○維持補修工事（小規模維持補修工事など）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 07 資産経営課 0004 庁舎管理係
02 総務費 01 総務管理費 06 財産管理費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 13 公用車集中管理に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 27
1004 燃料費 5,000
1008 修繕料 400
1103 手数料 62
1107 自動車損害保険料 891
1301 使用料及び賃借料 10,042
1401 建設工事費 390
2601 国に対する公課費 83

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
16,895 15,303 1,592

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1 16,894

主な財源 自動車損害共済金
財源内訳

目
的
・
効
果

　公用車の集中管理（一元化）やリース車両導入により、車両数や駐車スペースの適正な
維持管理に努め、経費節減と効率的な運用を図る。
　令和5年度より電気自動車を導入し、ゼロカーボン化を推進する。

事
　
業
　
内
　
容

　公用車の集中管理に要する経費

○燃料費（ガソリン代）
○修繕料（車検に係る整備費用など）
○保険料（任意保険料、市有車の自賠責保険料）
○使用料及び賃借料（リース車借上料）
　・新規リース電気自動車　2台
○建設工事費（ＥＶコンセント設置工事）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 07 資産経営課 0005 建築営繕係
08 土木費 06 住宅費 02 住宅建設費

大事業 47 一般事務費
中事業 08 土木一般事務費

小事業 04 建築一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 187
1001 消耗品費 65
1003 消耗品費被服 88
1006 印刷製本費 20
1206 その他の委託料 307
1825002 研修会負担金 107

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
774 747 27

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
774

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市有建築物の設計、工事監理等の執行に要する事務経費を計上し、円滑な建築業務の推
進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　建築一般事務経費

○旅費（宮崎県住宅行政連絡協議会、新営予算単価説明会など）
○その他の委託料（設備工事積算資料作成業務委託）
○研修会負担金（新営予算単価説明会、建築工事監理研修）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 07 資産経営課 0004 庁舎管理係
02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 12 管財一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 54
1001 消耗品費 309
1002 消耗品費追録 11
1003 消耗品費被服 42
1005 食糧費 2
1006 印刷製本費 47
1103 手数料 5
1301 使用料及び賃借料 120
1825002 研修会負担金 35

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
625 565 60

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
625

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　公有財産管理の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

　一般事務経費

○普通旅費（九州都市管財及び九市管財事務協議会、研修など）
○消耗品費（一般事務用品のほかコピー機及び備品異動処理に関するもの）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 07 資産経営課 0004 庁舎管理係
02 総務費 01 総務管理費 06 財産管理費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 02 総務施設管理運営費

小事業 01 本庁舎等管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 1,750
1004 燃料費 2,349
1007 光熱水費 32,200
1008 修繕料 1,000
1101 通信運搬費 3,000
1103 手数料 196
1106 火災保険料 274
1201 施設維持管理委託料 56,820
1203 事業委託料 6,534
1301 使用料及び賃借料 454
1402 維持補修工事 2,500
1701 庁用器具費（一般的事務用） 500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
107,577 88,215 19,362

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,140 104,437

主な財源
公衆電話料、上下水道局光熱費負担金、建物損害共済金、
資源ごみ売上金、電気使用料、ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　本庁舎、健康管理センター、第1別館、第2別館等の維持管理に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

　庁舎維持管理経費

○消耗品（トイレットペーパー、消毒用アルコールなど）
○光熱水費及び燃料費（電気、水道、重油代など）
　電気料については、庁内一般事務費の市単独分を集約計上。前年度比18,000千円増。
○修繕料（庁舎小規模修繕など）
○通信運搬費（電話料）
○維持管理費委託料（清掃、警備、設備保守点検、植栽等管理など）
○事業委託料（電話交換業務）
○維持補修工事（小規模維持補修工事など）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 07 資産経営課 0004 庁舎管理係
02 総務費 01 総務管理費 06 財産管理費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 13 公用車集中管理に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 27
1004 燃料費 5,000
1008 修繕料 400
1103 手数料 62
1107 自動車損害保険料 891
1301 使用料及び賃借料 10,042
1401 建設工事費 390
2601 国に対する公課費 83

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
16,895 15,303 1,592

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1 16,894

主な財源 自動車損害共済金
財源内訳

目
的
・
効
果

　公用車の集中管理（一元化）やリース車両導入により、車両数や駐車スペースの適正な
維持管理に努め、経費節減と効率的な運用を図る。
　令和5年度より電気自動車を導入し、ゼロカーボン化を推進する。

事
　
業
　
内
　
容

　公用車の集中管理に要する経費

○燃料費（ガソリン代）
○修繕料（車検に係る整備費用など）
○保険料（任意保険料、市有車の自賠責保険料）
○使用料及び賃借料（リース車借上料）
　・新規リース電気自動車　2台
○建設工事費（ＥＶコンセント設置工事）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 11 総務部 所管課 07 資産経営課 0005 建築営繕係
08 土木費 06 住宅費 02 住宅建設費

大事業 47 一般事務費
中事業 08 土木一般事務費

小事業 04 建築一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 187
1001 消耗品費 65
1003 消耗品費被服 88
1006 印刷製本費 20
1206 その他の委託料 307
1825002 研修会負担金 107

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
774 747 27

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
774

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市有建築物の設計、工事監理等の執行に要する事務経費を計上し、円滑な建築業務の推
進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　建築一般事務経費

○旅費（宮崎県住宅行政連絡協議会、新営予算単価説明会など）
○その他の委託料（設備工事積算資料作成業務委託）
○研修会負担金（新営予算単価説明会、建築工事監理研修）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 01 税務課 0002 市民税係
02 総務費 02 徴税費 02 賦課徴収費

大事業 42 未来につなげる財政運営
中事業 02 自主財源の確保

小事業 03 市民税賦課に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 3,304 1301 使用料及び賃借料 7,689
0301 職員手当 153 1701 庁用器具費（一般的事務用） 66
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 638 1806028 延岡地区市町村税協議会負担金 114
0801 費用弁償 110 1808071 地方税共同機構負担金 3,082
0802 普通旅費 176 1825002 研修会負担金 44
1001 消耗品費 406
1006 印刷製本費 612
1101 通信運搬費 2,930
1103 手数料 538
1204 調査・計画策定委託料 823
1205 システム開発等委託料 1,809
1206 その他の委託料 3,372

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
25,866 23,478 2,388

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
5 25,861

主な財源 標識亡失弁償金
財源内訳

目
的
・
効
果

　法令に基づき納税義務者に適正な課税を行い、市財政における基幹税目として安定した
自主財源の確保を図る。

事
　
業
　
内
　
容

〇個人住民税の賦課業務
　確定申告書、市県民税申告書、給与支払報告書等の課税資料を基に課税額を決定する。　
〇法人住民税の課税業務
　法人から提出される予定・確定・修正等の申告に基づき、課税を行う。
〇軽自動車税の賦課業務
　住民・軽自動車協会等からの届け出に基づき、課税額を決定する。
　また、原動機付自転車及び小型特殊自動車の新規登録・廃車・名義変更等を行う。

主な予算の内容
〇会計年度任用職員報酬　申告相談受付等に係る会計年度任用職員雇用に要する経費
〇消耗品費　　　　　　　申告相談及び受付に係る経費
〇委託料　　　　　　　　給与支払報告書等のデータ化業務、
　　　　　　　　　　　　申告支援システム保守業務
〇使用料及び賃借料　　　申告支援システムリース料、
　　　　　　　　　　　　申告支援サービス利用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 01 税務課 0003 資産税係
02 総務費 02 徴税費 02 賦課徴収費

大事業 42 未来につなげる財政運営
中事業 02 自主財源の確保

小事業 04 固定資産税賦課に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0102 行政委員会委員報酬 45 1206 その他の委託料 32,000
0104 会計年度任用職員報酬 3,816 1301 使用料及び賃借料 8,558
0301 職員手当 764 1808043 資産評価システム研究センター負担金 90
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 830 1825002 研修会負担金 113
0714 その他の役務提供等に対する報償金 41
0717 見舞金 4,500
0801 費用弁償 104
0802 普通旅費 206
1001 消耗品費 112
1006 印刷製本費 435
1101 通信運搬費 3,100
1103 手数料 1

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
54,715 85,296 △ 30,581

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
54,715

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　課税対象を的確に把握し、固定資産税を公正・公平に課税することにより、自主財源の
安定確保を図る。

事
　
業
　
内
　
容

〇土地、家屋、償却資産の調査、課税資料の収集及び評価
〇固定資産業務システム（家屋評価・税更正システム等）による課税計算及び賦課
〇国有資産等に係る市町村交付金の請求事務
〇固定資産税の減免、課税免除事務
〇固定資産評価員による評価
〇固定資産税過誤納見舞金の支払
〇職員研修の実施

主な予算の内容
○会計年度任用職員報酬　固定資産税業務に係る会計年度任用職員雇用に要する経費

   ○見舞金　　　　　　　　過誤納見舞金

 ○その他の委託料　　　　固定資産評価業務、固定資産時点修正業務
○使用料及び賃借料　　　家屋評価システム賃借料・利用料、
　　　　　　　　　　　　業務支援システム利用料、
　　　　　　　　　　　　登記履歴管理システム利用料

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 01 税務課 0004 市税収納係
02 総務費 02 徴税費 02 賦課徴収費

大事業 42 未来につなげる財政運営
中事業 02 自主財源の確保

小事業 07 収納事務に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525 1825002 研修会負担金 117
0301 職員手当 305 2201 償還金 25,000
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335
0801 費用弁償 51
0802 普通旅費 568
1001 消耗品費 215
1006 印刷製本費 406
1101 通信運搬費 4,020
1103 手数料 6,100
1205 システム開発等委託料 3,617
1206 その他の委託料 1,956
1301 使用料及び賃借料 3,720

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
47,935 47,394 541

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
17,945 4,990 25,000

主な財源 県民税徴収委託金、市税督促手数料、滞納管理システム負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　市税の収納事務を公正・公平かつ効率的に進めることにより、徴収率向上と自主財源の
確保を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○市税収納等に関する各種事務
　・多様な納付手段の確保
　・口座振替の利用促進
　・市税過誤納還付業務
　・滞納整理システムによるデータの共有化及び滞納処分
　・差押物件の多様な換価手段の確保
　・県への併任及び共同による滞納整理
　・徴収技術のスキルアップ

主な予算の内容
○委託料　　　　　　滞納整理システムクラウド保守業務
　　　　　　　　　　地方税共通納税システム対応アクロシティ
                    パッケージ保守業務
○使用料及び賃借料　滞納整理システム賃借料
○償還金　　　　　　市税過誤納還付・返還金

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 01 税務課 0012 債権・管理係
02 総務費 01 総務管理費 04 財政管理費

大事業 42 未来につなげる財政運営
中事業 02 自主財源の確保

小事業 08 債権の適正管理事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 50
0802 普通旅費 60
1001 消耗品費 37
1101 通信運搬費 50
1103 手数料 55
1825002 研修会負担金 35

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
287 288 △ 1

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
287

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　行政サービスの公平負担の原則に基づき、累積する未収債権の圧縮を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　税・公課（強制徴収公債権）・公債権（非強制徴収公債権）・私債権のそれぞれに対
し、債権回収及び放棄等の適正管理を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○研修
　・債権管理担当者に対する研修
　・外部講師等による研修
　・納付交渉での助言等
○支援
　・回収困難案件への助言等及び司法手続きへの支援
○会議の開催
　・債権管理関係者会議等を開き、進捗状況の把握及び課題等の検討

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 01 税務課 0002 市民税係
02 総務費 02 徴税費 02 賦課徴収費

大事業 42 未来につなげる財政運営
中事業 02 自主財源の確保

小事業 03 市民税賦課に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 3,304 1301 使用料及び賃借料 7,689
0301 職員手当 153 1701 庁用器具費（一般的事務用） 66
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 638 1806028 延岡地区市町村税協議会負担金 114
0801 費用弁償 110 1808071 地方税共同機構負担金 3,082
0802 普通旅費 176 1825002 研修会負担金 44
1001 消耗品費 406
1006 印刷製本費 612
1101 通信運搬費 2,930
1103 手数料 538
1204 調査・計画策定委託料 823
1205 システム開発等委託料 1,809
1206 その他の委託料 3,372

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
25,866 23,478 2,388

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
5 25,861

主な財源 標識亡失弁償金
財源内訳

目
的
・
効
果

　法令に基づき納税義務者に適正な課税を行い、市財政における基幹税目として安定した
自主財源の確保を図る。

事
　
業
　
内
　
容

〇個人住民税の賦課業務
　確定申告書、市県民税申告書、給与支払報告書等の課税資料を基に課税額を決定する。　
〇法人住民税の課税業務
　法人から提出される予定・確定・修正等の申告に基づき、課税を行う。
〇軽自動車税の賦課業務
　住民・軽自動車協会等からの届け出に基づき、課税額を決定する。
　また、原動機付自転車及び小型特殊自動車の新規登録・廃車・名義変更等を行う。

主な予算の内容
〇会計年度任用職員報酬　申告相談受付等に係る会計年度任用職員雇用に要する経費
〇消耗品費　　　　　　　申告相談及び受付に係る経費
〇委託料　　　　　　　　給与支払報告書等のデータ化業務、
　　　　　　　　　　　　申告支援システム保守業務
〇使用料及び賃借料　　　申告支援システムリース料、
　　　　　　　　　　　　申告支援サービス利用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 01 税務課 0003 資産税係
02 総務費 02 徴税費 02 賦課徴収費

大事業 42 未来につなげる財政運営
中事業 02 自主財源の確保

小事業 04 固定資産税賦課に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0102 行政委員会委員報酬 45 1206 その他の委託料 32,000
0104 会計年度任用職員報酬 3,816 1301 使用料及び賃借料 8,558
0301 職員手当 764 1808043 資産評価システム研究センター負担金 90
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 830 1825002 研修会負担金 113
0714 その他の役務提供等に対する報償金 41
0717 見舞金 4,500
0801 費用弁償 104
0802 普通旅費 206
1001 消耗品費 112
1006 印刷製本費 435
1101 通信運搬費 3,100
1103 手数料 1

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
54,715 85,296 △ 30,581

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
54,715

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　課税対象を的確に把握し、固定資産税を公正・公平に課税することにより、自主財源の
安定確保を図る。

事
　
業
　
内
　
容

〇土地、家屋、償却資産の調査、課税資料の収集及び評価
〇固定資産業務システム（家屋評価・税更正システム等）による課税計算及び賦課
〇国有資産等に係る市町村交付金の請求事務
〇固定資産税の減免、課税免除事務
〇固定資産評価員による評価
〇固定資産税過誤納見舞金の支払
〇職員研修の実施

主な予算の内容
○会計年度任用職員報酬　固定資産税業務に係る会計年度任用職員雇用に要する経費

   ○見舞金　　　　　　　　過誤納見舞金

 ○その他の委託料　　　　固定資産評価業務、固定資産時点修正業務
○使用料及び賃借料　　　家屋評価システム賃借料・利用料、
　　　　　　　　　　　　業務支援システム利用料、
　　　　　　　　　　　　登記履歴管理システム利用料

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 01 税務課 0004 市税収納係
02 総務費 02 徴税費 02 賦課徴収費

大事業 42 未来につなげる財政運営
中事業 02 自主財源の確保

小事業 07 収納事務に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525 1825002 研修会負担金 117
0301 職員手当 305 2201 償還金 25,000
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335
0801 費用弁償 51
0802 普通旅費 568
1001 消耗品費 215
1006 印刷製本費 406
1101 通信運搬費 4,020
1103 手数料 6,100
1205 システム開発等委託料 3,617
1206 その他の委託料 1,956
1301 使用料及び賃借料 3,720

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
47,935 47,394 541

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
17,945 4,990 25,000

主な財源 県民税徴収委託金、市税督促手数料、滞納管理システム負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　市税の収納事務を公正・公平かつ効率的に進めることにより、徴収率向上と自主財源の
確保を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○市税収納等に関する各種事務
　・多様な納付手段の確保
　・口座振替の利用促進
　・市税過誤納還付業務
　・滞納整理システムによるデータの共有化及び滞納処分
　・差押物件の多様な換価手段の確保
　・県への併任及び共同による滞納整理
　・徴収技術のスキルアップ

主な予算の内容
○委託料　　　　　　滞納整理システムクラウド保守業務
　　　　　　　　　　地方税共通納税システム対応アクロシティ
                    パッケージ保守業務
○使用料及び賃借料　滞納整理システム賃借料
○償還金　　　　　　市税過誤納還付・返還金

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 01 税務課 0012 債権・管理係
02 総務費 01 総務管理費 04 財政管理費

大事業 42 未来につなげる財政運営
中事業 02 自主財源の確保

小事業 08 債権の適正管理事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 50
0802 普通旅費 60
1001 消耗品費 37
1101 通信運搬費 50
1103 手数料 55
1825002 研修会負担金 35

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
287 288 △ 1

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
287

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　行政サービスの公平負担の原則に基づき、累積する未収債権の圧縮を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　税・公課（強制徴収公債権）・公債権（非強制徴収公債権）・私債権のそれぞれに対
し、債権回収及び放棄等の適正管理を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○研修
　・債権管理担当者に対する研修
　・外部講師等による研修
　・納付交渉での助言等
○支援
　・回収困難案件への助言等及び司法手続きへの支援
○会議の開催
　・債権管理関係者会議等を開き、進捗状況の把握及び課題等の検討

関連するＳＤＧｓ



－ 54 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 01 税務課 0012 債権・管理係
02 総務費 02 徴税費 01 税務総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 26 税務一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 37
1001 消耗品費 466
1002 消耗品費追録 224
1004 燃料費 84
1005 食糧費 20
1008 修繕料 50
1101 通信運搬費 20
1107 自動車損害保険料 16
1301 使用料及び賃借料 269
1805038 宮崎県租税教育推進中央協議会負担金 23
1825002 研修会負担金 35

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,244 1,315 △ 71

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,244

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　税務課の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○市税（国民健康保険税を除く）の決算に関すること
○市税及び県民税の過誤納金の還付に関すること
○税の統計に関すること
○部内の連絡調整に関すること
○課内の庶務に関すること
○市たばこ税に関すること
○例月決算・県民税払込、普通交付税等に関する事務等

主な予算内容
○旅費　　　　　　　研修及び各税務協議会出席等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○消耗品費　　　　　コピー代、例規追録等
○使用料及び賃借料　公用車リース料

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 02 国民健康保険課 0001 国民健康保険係
03 民生費 01 社会福祉費 01 社会福祉総務費

大事業 49 会計・基金繰出金
中事業 01 会計繰出に要する経費

小事業 06 国民健康保険事業特別会計への繰出金
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

2701 一般会計からの繰出金 617,693

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
617,693 628,525 △ 10,832

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
71,303 232,241 314,149

主な財源
保険基盤安定負担金（国・県）、
未就学児均等割保険料負担金（国・県）

財源内訳

目
的
・
効
果

　国民健康保険事業特別会計に対し、一般会計から適切な繰り出しを行うことにより、構
造的に脆弱な国民健康保険財政の安定的な運営を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　国民健康保険財政の安定化を図るために、国の示す繰出基準に基づく法定繰出金を一般
会計から国保特別会計に繰り出す。（法定繰出金については、地方交付税により財政措
置）
○一般会計繰出金　　　　　　　617,693千円
　・保険基盤安定繰出金　　　　262,121千円（県3／4、市1／4）
　・職員給与費等繰出金　　　　101,930千円
　・出産育児一時金繰出金　　　 12,667千円
　・財政安定化支援事業繰出金　 98,368千円
　・保険者支援制度繰出金　　　140,044千円（国1／2、県1／4、市1／4）
　・未就学児繰出金　　　　　　　2,563千円（国1／2、県1／4、市1／4）　

＜参考：繰出金決算額＞
　平成30年度（2018年度）　　608,834千円
　令和元年度（2019年度）　　614,429千円
　令和 2年度（2020年度） 　 596,168千円
　令和 3年度（2021年度） 　 599,885千円

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 02 国民健康保険課 0001 国民健康保険係
03 民生費 01 社会福祉費 06 後期高齢者医療費

大事業 16 社会保障制度の安定運営
中事業 02 後期高齢者医療制度の適正な運営

小事業 02 後期高齢者医療事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1823001 後期高齢者医療広域連合一般会計共通経費負担金 11,335
1823002 後期高齢者医療広域連合特別会計共通経費負担金 22,069
1823003 療養給付費負担金 684,448
1823010 機器利用市町村負担金 21,472

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
739,324 689,795 49,529

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
739,324

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　宮崎県後期高齢者医療広域連合の組織運営、後期高齢者医療制度の運営に係る費用及び
後期高齢者の療養の給付に要する費用を負担する。

事
　
業
　
内
　
容

○共通経費負担金
　※宮崎県後期高齢者医療広域連合規約第17条（広域連合の組織運営に関する経費）
　　　負担割合　均等割10％、後期高齢者医療人口割45％、市町村人口割45％
　　　・一般会計共通経費負担金　　広域連合の組織運営に係る経費
　　　・特別会計共通経費負担金　　後期高齢者医療制度の運営に伴う経費
○療養給付費負担金
　※高齢者の医療の確保に関する法律第98条（市町村の一般会計における負担）
　　　後期高齢者医療に係る療養の給付に要する市負担金（1／12）
○機器利用市町村負担金
　　　次期後期高齢者医療電算処理システムの設置、旧システムからのデータ移行、
　　　機器リース、システム保守費用等

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 02 国民健康保険課 0001 国民健康保険係
03 民生費 01 社会福祉費 06 後期高齢者医療費

大事業 49 会計・基金繰出金
中事業 01 会計繰出に要する経費

小事業 08 後期高齢者医療事業特別会計への繰出金
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

2701 一般会計からの繰出金 285,514

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
285,514 251,597 33,917

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
185,000 100,514

主な財源 保険基盤安定負担金（後期高齢者医療分）
財源内訳

目
的
・
効
果

　後期高齢者医療事業の安定した運営を図るために必要な経費を一般会計から後期高齢者
医療事業特別会計に繰り出し、健康増進・健康づくり並びに高齢者福祉の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　低所得者の保険料軽減分の公費負担をはじめ、市が行う事務や健康増進・健康づくり事
業の経費について繰り出しを行う。
○一般会計繰出金　　　　　　　　　285,514千円
　・事務費繰出金　　　　　　　　　 38,847千円　
　　　後期高齢者医療事務のうち、市が行う窓口事務及び保険料の収納に係る事務経費等
　　　（総務費、諸支出金等）を繰り出す。
　・保険基盤安定繰出金　　　　　　246,667千円
　　　低所得者である被保険者について7割・5割・2割を軽減
　　　被保険者の被扶養者であった人につき、均等割1／2
　　　※後期高齢者医療保険料の軽減に係る費用に対して、県3／4、市1／4の割合で
　　　　負担する。

＜参考：繰出金決算額＞
　平成30年度（2018年度）　　259,880千円
　令和元年度（2019年度）　　255,408千円
　令和 2年度（2020年度）　　259,729千円
　令和 3年度（2021年度）　　254,074千円

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 01 税務課 0012 債権・管理係
02 総務費 02 徴税費 01 税務総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 26 税務一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 37
1001 消耗品費 466
1002 消耗品費追録 224
1004 燃料費 84
1005 食糧費 20
1008 修繕料 50
1101 通信運搬費 20
1107 自動車損害保険料 16
1301 使用料及び賃借料 269
1805038 宮崎県租税教育推進中央協議会負担金 23
1825002 研修会負担金 35

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,244 1,315 △ 71

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,244

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　税務課の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○市税（国民健康保険税を除く）の決算に関すること
○市税及び県民税の過誤納金の還付に関すること
○税の統計に関すること
○部内の連絡調整に関すること
○課内の庶務に関すること
○市たばこ税に関すること
○例月決算・県民税払込、普通交付税等に関する事務等

主な予算内容
○旅費　　　　　　　研修及び各税務協議会出席等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○消耗品費　　　　　コピー代、例規追録等
○使用料及び賃借料　公用車リース料

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 02 国民健康保険課 0001 国民健康保険係
03 民生費 01 社会福祉費 01 社会福祉総務費

大事業 49 会計・基金繰出金
中事業 01 会計繰出に要する経費

小事業 06 国民健康保険事業特別会計への繰出金
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

2701 一般会計からの繰出金 617,693

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
617,693 628,525 △ 10,832

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
71,303 232,241 314,149

主な財源
保険基盤安定負担金（国・県）、
未就学児均等割保険料負担金（国・県）

財源内訳

目
的
・
効
果

　国民健康保険事業特別会計に対し、一般会計から適切な繰り出しを行うことにより、構
造的に脆弱な国民健康保険財政の安定的な運営を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　国民健康保険財政の安定化を図るために、国の示す繰出基準に基づく法定繰出金を一般
会計から国保特別会計に繰り出す。（法定繰出金については、地方交付税により財政措
置）
○一般会計繰出金　　　　　　　617,693千円
　・保険基盤安定繰出金　　　　262,121千円（県3／4、市1／4）
　・職員給与費等繰出金　　　　101,930千円
　・出産育児一時金繰出金　　　 12,667千円
　・財政安定化支援事業繰出金　 98,368千円
　・保険者支援制度繰出金　　　140,044千円（国1／2、県1／4、市1／4）
　・未就学児繰出金　　　　　　　2,563千円（国1／2、県1／4、市1／4）　

＜参考：繰出金決算額＞
　平成30年度（2018年度）　　608,834千円
　令和元年度（2019年度）　　614,429千円
　令和 2年度（2020年度） 　 596,168千円
　令和 3年度（2021年度） 　 599,885千円

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 02 国民健康保険課 0001 国民健康保険係
03 民生費 01 社会福祉費 06 後期高齢者医療費

大事業 16 社会保障制度の安定運営
中事業 02 後期高齢者医療制度の適正な運営

小事業 02 後期高齢者医療事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1823001 後期高齢者医療広域連合一般会計共通経費負担金 11,335
1823002 後期高齢者医療広域連合特別会計共通経費負担金 22,069
1823003 療養給付費負担金 684,448
1823010 機器利用市町村負担金 21,472

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
739,324 689,795 49,529

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
739,324

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　宮崎県後期高齢者医療広域連合の組織運営、後期高齢者医療制度の運営に係る費用及び
後期高齢者の療養の給付に要する費用を負担する。

事
　
業
　
内
　
容

○共通経費負担金
　※宮崎県後期高齢者医療広域連合規約第17条（広域連合の組織運営に関する経費）
　　　負担割合　均等割10％、後期高齢者医療人口割45％、市町村人口割45％
　　　・一般会計共通経費負担金　　広域連合の組織運営に係る経費
　　　・特別会計共通経費負担金　　後期高齢者医療制度の運営に伴う経費
○療養給付費負担金
　※高齢者の医療の確保に関する法律第98条（市町村の一般会計における負担）
　　　後期高齢者医療に係る療養の給付に要する市負担金（1／12）
○機器利用市町村負担金
　　　次期後期高齢者医療電算処理システムの設置、旧システムからのデータ移行、
　　　機器リース、システム保守費用等

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 02 国民健康保険課 0001 国民健康保険係
03 民生費 01 社会福祉費 06 後期高齢者医療費

大事業 49 会計・基金繰出金
中事業 01 会計繰出に要する経費

小事業 08 後期高齢者医療事業特別会計への繰出金
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

2701 一般会計からの繰出金 285,514

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
285,514 251,597 33,917

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
185,000 100,514

主な財源 保険基盤安定負担金（後期高齢者医療分）
財源内訳

目
的
・
効
果

　後期高齢者医療事業の安定した運営を図るために必要な経費を一般会計から後期高齢者
医療事業特別会計に繰り出し、健康増進・健康づくり並びに高齢者福祉の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　低所得者の保険料軽減分の公費負担をはじめ、市が行う事務や健康増進・健康づくり事
業の経費について繰り出しを行う。
○一般会計繰出金　　　　　　　　　285,514千円
　・事務費繰出金　　　　　　　　　 38,847千円　
　　　後期高齢者医療事務のうち、市が行う窓口事務及び保険料の収納に係る事務経費等
　　　（総務費、諸支出金等）を繰り出す。
　・保険基盤安定繰出金　　　　　　246,667千円
　　　低所得者である被保険者について7割・5割・2割を軽減
　　　被保険者の被扶養者であった人につき、均等割1／2
　　　※後期高齢者医療保険料の軽減に係る費用に対して、県3／4、市1／4の割合で
　　　　負担する。

＜参考：繰出金決算額＞
　平成30年度（2018年度）　　259,880千円
　令和元年度（2019年度）　　255,408千円
　令和 2年度（2020年度）　　259,729千円
　令和 3年度（2021年度）　　254,074千円

関連するＳＤＧｓ



－ 56 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 02 国民健康保険課 0001 国民健康保険係
04 衛生費 01 保健衛生費 02 予防費

大事業 49 会計・基金繰出金
中事業 01 会計繰出に要する経費

小事業 24 国民健康保険東郷診療所特別会計への繰出金
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

2701 一般会計からの繰出金 222,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
222,000 150,000 72,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
222,000

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　国民健康保険直営診療施設である日向市立東郷診療所の安定した経営を図るため、一般
会計から東郷診療所特別会計に繰り出しを行う。

事
　
業
　
内
　
容

　国民健康保険診療施設である東郷診療所において、保健、福祉、介護との連携により東
郷地域における医療の提供を行うとともに、地域住民の健康の保持増進を図る。

　東郷診療所の運営に要する経費のうち、その経営に伴う収入を充てることができない額
について、一般会計から国民健康保険東郷診療所特別会計へ繰り出すもの。

○国民健康保険東郷診療所特別会計予算内訳
　①歳出合計　　　　　　　　　　　　　　　　　 785,800千円
　②診療収入等の歳入合計（一般会計繰入金以外） 542,600千円
　③一般会計繰入額（①－②）　　　　　　　　　 243,200千円
　　③のうち　訪問看護運営費繰入金　　　　　　　21,200千円
　　③のうち　診療所運営費繰入金　　　　　　 　151,200千円
    ③のうち　施設整備費繰入金　　　　　　　　　70,800千円

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0001 市民窓口係
02 総務費 03 戸籍住民基本台帳費 01 戸籍住民基本台帳費

大事業 40 市民に信頼される行政サービスの提供
中事業 04 情報公開と個人情報の保護

小事業 03 住民基本台帳事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 14,224 1808085 コンビニ交付運営負担金 2,728
0301 職員手当 2,492
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 3,024
0801 費用弁償 357
0802 普通旅費 392
1001 消耗品費 1,296
1002 消耗品費追録 290
1006 印刷製本費 2,368
1101 通信運搬費 100
1103 手数料 20
1206 その他の委託料 25,000
1301 使用料及び賃借料 23,042

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
75,333 68,293 7,040

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,800 26,583 43,950

主な財源
マイナンバーカード交付事務費補助金、住民票発行手数料、
戸籍手数料、税関係証明手数料、土地建物貸付収入等

財源内訳

目
的
・
効
果

　市民に関する記録の管理を適正に行う。
　また、マイナンバーカードを利用して、各種証明書のコンビニ交付サービスを行うこと
により、市民の利便性の向上及び行政の合理化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

〇戸籍法、住民基本台帳法及び印鑑登録証明条例等に基づく届出(申請)受理、記録の管理
及び身分等の公証等を行う。
　・本籍、住所、印鑑に関する異動等の記録管理及び公証
　・臨時ナンバーの貸付
　・船員手帳の発行及び船舶航行報告証明等
〇課税台帳等の閲覧及び税務証明書の発行を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇各種証明書のコンビニ交付サービスを行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0001 市民窓口係
02 総務費 03 戸籍住民基本台帳費 01 戸籍住民基本台帳費

大事業 40 市民に信頼される行政サービスの提供
中事業 04 情報公開と個人情報の保護

小事業 04 中長期在留者住居地届出等事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0203 一般職給料 324
1101 通信運搬費 2

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
326 282 44

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
326

主な財源 中長期在留者住居地届出等事務委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　中長期在留者等の住居地届出受理等の事務を適正・円滑に遂行し、在留外国人の公正な
管理を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　中長期在留者等の外国人の住居地情報について、外国人からの届出を受理し法務大臣へ
の通知、在留カードの記載等の事務を行う。

※中長期在留者
　日本に3か月以上滞在する外国人で、日本人と結婚している方や日系人の方、企業等に勤
めている方、技能実習生、留学生等

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0001 市民窓口係
02 総務費 05 統計調査費 01 統計調査費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 02 行政運営の効率化の推進

小事業 17 人口動態調査事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 65

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
65 62 3

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
65 0

主な財源 人口動態調査委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　国・地方公共団体の各種行政施策の基礎資料とするため、戸籍届出に基づく人口異動の
統計及び報告を行う。

事
　
業
　
内
　
容

　市で受理した戸籍届出のうち、出生・死亡・死産・婚姻・離婚の届に基づいた人口異動
の統計処理を行い、県へ報告を行う。

関連するＳＤＧｓ



－ 57 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 02 国民健康保険課 0001 国民健康保険係
04 衛生費 01 保健衛生費 02 予防費

大事業 49 会計・基金繰出金
中事業 01 会計繰出に要する経費

小事業 24 国民健康保険東郷診療所特別会計への繰出金
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

2701 一般会計からの繰出金 222,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
222,000 150,000 72,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
222,000

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　国民健康保険直営診療施設である日向市立東郷診療所の安定した経営を図るため、一般
会計から東郷診療所特別会計に繰り出しを行う。

事
　
業
　
内
　
容

　国民健康保険診療施設である東郷診療所において、保健、福祉、介護との連携により東
郷地域における医療の提供を行うとともに、地域住民の健康の保持増進を図る。

　東郷診療所の運営に要する経費のうち、その経営に伴う収入を充てることができない額
について、一般会計から国民健康保険東郷診療所特別会計へ繰り出すもの。

○国民健康保険東郷診療所特別会計予算内訳
　①歳出合計　　　　　　　　　　　　　　　　　 785,800千円
　②診療収入等の歳入合計（一般会計繰入金以外） 542,600千円
　③一般会計繰入額（①－②）　　　　　　　　　 243,200千円
　　③のうち　訪問看護運営費繰入金　　　　　　　21,200千円
　　③のうち　診療所運営費繰入金　　　　　　 　151,200千円
    ③のうち　施設整備費繰入金　　　　　　　　　70,800千円

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0001 市民窓口係
02 総務費 03 戸籍住民基本台帳費 01 戸籍住民基本台帳費

大事業 40 市民に信頼される行政サービスの提供
中事業 04 情報公開と個人情報の保護

小事業 03 住民基本台帳事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 14,224 1808085 コンビニ交付運営負担金 2,728
0301 職員手当 2,492
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 3,024
0801 費用弁償 357
0802 普通旅費 392
1001 消耗品費 1,296
1002 消耗品費追録 290
1006 印刷製本費 2,368
1101 通信運搬費 100
1103 手数料 20
1206 その他の委託料 25,000
1301 使用料及び賃借料 23,042

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
75,333 68,293 7,040

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,800 26,583 43,950

主な財源
マイナンバーカード交付事務費補助金、住民票発行手数料、
戸籍手数料、税関係証明手数料、土地建物貸付収入等

財源内訳

目
的
・
効
果

　市民に関する記録の管理を適正に行う。
　また、マイナンバーカードを利用して、各種証明書のコンビニ交付サービスを行うこと
により、市民の利便性の向上及び行政の合理化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

〇戸籍法、住民基本台帳法及び印鑑登録証明条例等に基づく届出(申請)受理、記録の管理
及び身分等の公証等を行う。
　・本籍、住所、印鑑に関する異動等の記録管理及び公証
　・臨時ナンバーの貸付
　・船員手帳の発行及び船舶航行報告証明等
〇課税台帳等の閲覧及び税務証明書の発行を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇各種証明書のコンビニ交付サービスを行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0001 市民窓口係
02 総務費 03 戸籍住民基本台帳費 01 戸籍住民基本台帳費

大事業 40 市民に信頼される行政サービスの提供
中事業 04 情報公開と個人情報の保護

小事業 04 中長期在留者住居地届出等事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0203 一般職給料 324
1101 通信運搬費 2

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
326 282 44

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
326

主な財源 中長期在留者住居地届出等事務委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　中長期在留者等の住居地届出受理等の事務を適正・円滑に遂行し、在留外国人の公正な
管理を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　中長期在留者等の外国人の住居地情報について、外国人からの届出を受理し法務大臣へ
の通知、在留カードの記載等の事務を行う。

※中長期在留者
　日本に3か月以上滞在する外国人で、日本人と結婚している方や日系人の方、企業等に勤
めている方、技能実習生、留学生等

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0001 市民窓口係
02 総務費 05 統計調査費 01 統計調査費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 02 行政運営の効率化の推進

小事業 17 人口動態調査事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 65

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
65 62 3

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
65 0

主な財源 人口動態調査委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　国・地方公共団体の各種行政施策の基礎資料とするため、戸籍届出に基づく人口異動の
統計及び報告を行う。

事
　
業
　
内
　
容

　市で受理した戸籍届出のうち、出生・死亡・死産・婚姻・離婚の届に基づいた人口異動
の統計処理を行い、県へ報告を行う。

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0001 市民窓口係
02 総務費 05 統計調査費 01 統計調査費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 02 行政運営の効率化の推進

小事業 18 現住人口調査事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 33

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
33 33 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
33

主な財源 現住人口調査委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　5年に一度の国勢調査の間の人口補完推計及び国・地方公共団体の各種行政施策の基礎資
料となる。

事
　
業
　
内
　
容

　住民の転入・転出の各種異動届や、出生・死亡届に基づく人口や世帯の異動統計処理を
行い、県へ報告を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0002 国民年金係
03 民生費 01 社会福祉費 03 国民年金事務費

大事業 16 社会保障制度の安定運営
中事業 03 国民年金制度の適正な運営

小事業 01 国民年金事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,908
0301 職員手当 382
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 415
0801 費用弁償 51
0802 普通旅費 26
1001 消耗品費 179
1007 光熱水費 300
1101 通信運搬費 1,080

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,341 4,406 △ 65

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,341

主な財源
基礎年金等事務委託金、協力連携事務委託金、
年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金

財源内訳

目
的
・
効
果

　国民年金の各種届出、申請の受付等の事務を適正に行うことにより、市民の年金制度へ
の理解を深め、受給権の確保を図る。

事
　
業
　
内
　
容

（1）法定受託事務
　①国民年金第1号被保険者の資格取得・喪失、種別変更等の届出受理
　②任意加入及び資格喪失の申出受理
　③保険料免除、学生納付特例、納付猶予、産前産後免除等の申請受理
　④付加保険料納付・辞退の申出と該当・非該当の届出受理
　⑤受給権者から各種申請の受理　
　⑥被保険者・受給権者の死亡届出受理

（2）協力・連携事務
  ①納付督励、口座振替、クレジットカード納付、前納の促進
  ②年金制度周知に関する広報誌掲載
　③年金制度に関する各種相談
　④日本年金機構への各種情報提供
　⑤その他の地域の実情を踏まえた協力

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0003 市民相談係
02 総務費 01 総務管理費 14 市民生活費

大事業 26 安全・安心な生活環境の確保
中事業 03 消費者教育・啓発の推進

小事業 01 消費生活事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 29
1001 消耗品費 25
1004 燃料費 72
1008 修繕料 56
1101 通信運搬費 5
1103 手数料 11
1107 自動車損害保険料 33
2601 国に対する公課費 7

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
238 153 85

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
59 179

主な財源 日向地区広域消費生活センター運営負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　消費者トラブルの未然防止と早期解決を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　消費者トラブルの未然防止・早期解決を図るため、消費生活相談・啓発活動を行う。

○消費者行政担当者研修旅費
○消費生活事業に要する消耗品
○車両の維持管理費（燃料代等）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0003 市民相談係
02 総務費 01 総務管理費 14 市民生活費

大事業 26 安全・安心な生活環境の確保
中事業 03 消費者教育・啓発の推進

小事業 02 消費者行政強化事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 6,093
0301 職員手当 1,221
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 1,317
0714 その他の役務提供等に対する報償金 281
0801 費用弁償 385
0802 普通旅費 74
1001 消耗品費 345

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
9,716 9,340 376

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
5,387 1,445 2,884

主な財源
日向地区広域消費生活センター運営負担金
消費者行政強化交付金事業補助金

財源内訳

目
的
・
効
果

　日向地区広域消費生活センターの相談体制を強化し、消費生活に関する被害・トラブル
の未然防止と早期解決を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　県の消費者行政強化交付金事業を活用し、日向地区広域消費生活センターに消費生活相
談員を配置するとともに、相談員のスキルアップや弁護士等による相談会を実施する。

○会計年度任用職員報酬（3人分）
○無料法律相談弁護士謝金（偶数月）
○消費生活相談員研修等旅費(専門・事例講座等）
○消費生活相談に要する消耗品（啓発グッズ等）

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0001 市民窓口係
02 総務費 05 統計調査費 01 統計調査費

大事業 41 効果的・効率的な行政経営の推進
中事業 02 行政運営の効率化の推進

小事業 18 現住人口調査事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 33

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
33 33 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
33

主な財源 現住人口調査委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　5年に一度の国勢調査の間の人口補完推計及び国・地方公共団体の各種行政施策の基礎資
料となる。

事
　
業
　
内
　
容

　住民の転入・転出の各種異動届や、出生・死亡届に基づく人口や世帯の異動統計処理を
行い、県へ報告を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0002 国民年金係
03 民生費 01 社会福祉費 03 国民年金事務費

大事業 16 社会保障制度の安定運営
中事業 03 国民年金制度の適正な運営

小事業 01 国民年金事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,908
0301 職員手当 382
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 415
0801 費用弁償 51
0802 普通旅費 26
1001 消耗品費 179
1007 光熱水費 300
1101 通信運搬費 1,080

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,341 4,406 △ 65

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,341

主な財源
基礎年金等事務委託金、協力連携事務委託金、
年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金

財源内訳

目
的
・
効
果

　国民年金の各種届出、申請の受付等の事務を適正に行うことにより、市民の年金制度へ
の理解を深め、受給権の確保を図る。

事
　
業
　
内
　
容

（1）法定受託事務
　①国民年金第1号被保険者の資格取得・喪失、種別変更等の届出受理
　②任意加入及び資格喪失の申出受理
　③保険料免除、学生納付特例、納付猶予、産前産後免除等の申請受理
　④付加保険料納付・辞退の申出と該当・非該当の届出受理
　⑤受給権者から各種申請の受理　
　⑥被保険者・受給権者の死亡届出受理

（2）協力・連携事務
  ①納付督励、口座振替、クレジットカード納付、前納の促進
  ②年金制度周知に関する広報誌掲載
　③年金制度に関する各種相談
　④日本年金機構への各種情報提供
　⑤その他の地域の実情を踏まえた協力

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0003 市民相談係
02 総務費 01 総務管理費 14 市民生活費

大事業 26 安全・安心な生活環境の確保
中事業 03 消費者教育・啓発の推進

小事業 01 消費生活事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 29
1001 消耗品費 25
1004 燃料費 72
1008 修繕料 56
1101 通信運搬費 5
1103 手数料 11
1107 自動車損害保険料 33
2601 国に対する公課費 7

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
238 153 85

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
59 179

主な財源 日向地区広域消費生活センター運営負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　消費者トラブルの未然防止と早期解決を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　消費者トラブルの未然防止・早期解決を図るため、消費生活相談・啓発活動を行う。

○消費者行政担当者研修旅費
○消費生活事業に要する消耗品
○車両の維持管理費（燃料代等）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0003 市民相談係
02 総務費 01 総務管理費 14 市民生活費

大事業 26 安全・安心な生活環境の確保
中事業 03 消費者教育・啓発の推進

小事業 02 消費者行政強化事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 6,093
0301 職員手当 1,221
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 1,317
0714 その他の役務提供等に対する報償金 281
0801 費用弁償 385
0802 普通旅費 74
1001 消耗品費 345

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
9,716 9,340 376

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
5,387 1,445 2,884

主な財源
日向地区広域消費生活センター運営負担金
消費者行政強化交付金事業補助金

財源内訳

目
的
・
効
果

　日向地区広域消費生活センターの相談体制を強化し、消費生活に関する被害・トラブル
の未然防止と早期解決を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　県の消費者行政強化交付金事業を活用し、日向地区広域消費生活センターに消費生活相
談員を配置するとともに、相談員のスキルアップや弁護士等による相談会を実施する。

○会計年度任用職員報酬（3人分）
○無料法律相談弁護士謝金（偶数月）
○消費生活相談員研修等旅費(専門・事例講座等）
○消費生活相談に要する消耗品（啓発グッズ等）

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0003 市民相談係
02 総務費 01 総務管理費 14 市民生活費

大事業 26 安全・安心な生活環境の確保
中事業 04 生活相談体制の充実

小事業 01 各種相談(人権・法律等）事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 3,050
0301 職員手当 610
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 669
0714 その他の役務提供等に対する報償金 231
0801 費用弁償 102
1001 消耗品費 14
1005 食糧費 27
1006 印刷製本費 1
1805010 宮崎県人権擁護委員連合会負担金 166

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,870 2,731 2,139

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,870

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民からの要望や陳情等に対し、その解決に向けて必要な助言や支援を行う。また、総
合案内において窓口等の案内を行う。

事
　
業
　
内
　
容

　市民からの要望や陳情等に対し、問題解決に向けて、必要な助言や各種相談窓口、弁護
士相談の案内等を行う。また、総合案内では来庁者に対し、窓口等の案内を行う。

○会計年度任用職員報酬（2人分）
○無料法律相談弁護士謝金（奇数月）
○宮崎県人権擁護委員連合会負担金

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0003 市民相談係
04 衛生費 01 保健衛生費 03 環境衛生費

大事業 26 安全・安心な生活環境の確保
中事業 05 衛生対策の推進

小事業 01 畜犬(登録・狂犬病予防）事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 3
1001 消耗品費 18
1004 燃料費 7
1006 印刷製本費 187
1101 通信運搬費 245

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
460 1,477 △ 1,017

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
460

主な財源 畜犬登録事務手数料
財源内訳

目
的
・
効
果

　狂犬病の発生とまん延の撲滅を目的として、犬の登録と狂犬病予防注射を徹底し、適正
飼育を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　犬の登録、予防注射記録を適正に管理し、保健所及び獣医師会と連携して狂犬病予防集
合注射を実施する。

○犬の登録、予防注射の領収証印刷費
○登録鑑札、注射済票、啓発シール、注射案内通知用封筒の印刷費
○集合注射、未注射犬、未登録犬通知に係る郵便料

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0003 市民相談係
04 衛生費 01 保健衛生費 03 環境衛生費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 04 衛生施設管理運営費

小事業 01 市営納骨堂管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 8
1007 光熱水費 25
1101 通信運搬費 7
1106 火災保険料 2
1201 施設維持管理委託料 98
1301 使用料及び賃借料 400
2201 償還金 40

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
580 588 △ 8

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
95 485

主な財源 市営納骨堂使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　市営納骨堂の適正な運営管理を行い、使用者の利便性を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　適正な運営管理のため、施設の維持管理を行う。

○光熱水費（電気料及び水道料）
○施設維持管理委託料
○土地賃借料
○永久安置使用権の返還に伴う使用料還付（一部）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0003 市民相談係
04 衛生費 01 保健衛生費 03 環境衛生費

大事業 49 会計・基金繰出金
中事業 01 会計繰出に要する経費

小事業 09 城山墓園事業特別会計への繰出金
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

2701 一般会計からの繰出金 2,172

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,172 1,347 825

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,172

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市営城山墓園事業の健全な経営に資するため、繰出金を計上する。

事
　
業
　
内
　
容

　城山墓園事業特別会計の収支状況により、一般会計より繰出を行う。

〈参考：過去5年度分の繰出金決算額〉
　平成29年度（2017年度）　　  0千円
　平成30年度（2018年度）　8,500千円
　令和元年度（2019年度）　1,000千円
　令和 2年度（2020年度）　2,000千円
　令和 3年度（2021年度）　2,000千円
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0003 市民相談係
02 総務費 01 総務管理費 14 市民生活費

大事業 26 安全・安心な生活環境の確保
中事業 04 生活相談体制の充実

小事業 01 各種相談(人権・法律等）事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 3,050
0301 職員手当 610
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 669
0714 その他の役務提供等に対する報償金 231
0801 費用弁償 102
1001 消耗品費 14
1005 食糧費 27
1006 印刷製本費 1
1805010 宮崎県人権擁護委員連合会負担金 166

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,870 2,731 2,139

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,870

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民からの要望や陳情等に対し、その解決に向けて必要な助言や支援を行う。また、総
合案内において窓口等の案内を行う。

事
　
業
　
内
　
容

　市民からの要望や陳情等に対し、問題解決に向けて、必要な助言や各種相談窓口、弁護
士相談の案内等を行う。また、総合案内では来庁者に対し、窓口等の案内を行う。

○会計年度任用職員報酬（2人分）
○無料法律相談弁護士謝金（奇数月）
○宮崎県人権擁護委員連合会負担金

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0003 市民相談係
04 衛生費 01 保健衛生費 03 環境衛生費

大事業 26 安全・安心な生活環境の確保
中事業 05 衛生対策の推進

小事業 01 畜犬(登録・狂犬病予防）事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 3
1001 消耗品費 18
1004 燃料費 7
1006 印刷製本費 187
1101 通信運搬費 245

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
460 1,477 △ 1,017

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
460

主な財源 畜犬登録事務手数料
財源内訳

目
的
・
効
果

　狂犬病の発生とまん延の撲滅を目的として、犬の登録と狂犬病予防注射を徹底し、適正
飼育を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　犬の登録、予防注射記録を適正に管理し、保健所及び獣医師会と連携して狂犬病予防集
合注射を実施する。

○犬の登録、予防注射の領収証印刷費
○登録鑑札、注射済票、啓発シール、注射案内通知用封筒の印刷費
○集合注射、未注射犬、未登録犬通知に係る郵便料

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0003 市民相談係
04 衛生費 01 保健衛生費 03 環境衛生費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 04 衛生施設管理運営費

小事業 01 市営納骨堂管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 8
1007 光熱水費 25
1101 通信運搬費 7
1106 火災保険料 2
1201 施設維持管理委託料 98
1301 使用料及び賃借料 400
2201 償還金 40

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
580 588 △ 8

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
95 485

主な財源 市営納骨堂使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　市営納骨堂の適正な運営管理を行い、使用者の利便性を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　適正な運営管理のため、施設の維持管理を行う。

○光熱水費（電気料及び水道料）
○施設維持管理委託料
○土地賃借料
○永久安置使用権の返還に伴う使用料還付（一部）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0003 市民相談係
04 衛生費 01 保健衛生費 03 環境衛生費

大事業 49 会計・基金繰出金
中事業 01 会計繰出に要する経費

小事業 09 城山墓園事業特別会計への繰出金
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

2701 一般会計からの繰出金 2,172

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,172 1,347 825

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,172

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市営城山墓園事業の健全な経営に資するため、繰出金を計上する。

事
　
業
　
内
　
容

　城山墓園事業特別会計の収支状況により、一般会計より繰出を行う。

〈参考：過去5年度分の繰出金決算額〉
　平成29年度（2017年度）　　  0千円
　平成30年度（2018年度）　8,500千円
　令和元年度（2019年度）　1,000千円
　令和 2年度（2020年度）　2,000千円
　令和 3年度（2021年度）　2,000千円
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0003 市民相談係
04 衛生費 01 保健衛生費 04 斎場費

大事業 26 安全・安心な生活環境の確保
中事業 05 衛生対策の推進

小事業 02 斎場費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1804001 日向東臼杵広域連合分担金 40,203

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
40,203 34,220 5,983

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
40,203

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　1市2町2村（日向市、門川町、美郷町、諸塚村、椎葉村）で構成する日向東臼杵広域連合
の斎場に係る運営費を負担する。

事
　
業
　
内
　
容

　日向東臼杵広域連合の斎場に係る運営費を、構成団体の1市2町2村で使用割合等に応じて
負担する。

〈参考：過去5年度分の分担金決算額〉
　平成29年度（2017年度）　50,024千円
　平成30年度（2018年度）　46,928千円
　令和元年度（2019年度）　49,065千円
　令和 2年度（2020年度）　44,725千円
　令和 3年度（2021年度）　34,128千円

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0004 地域防犯・交通安全係

02 総務費 01 総務管理費 14 市民生活費
大事業 26 安全・安心な生活環境の確保
中事業 01 防犯対策の推進

小事業 02 犯罪被害者等支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1903 社会福祉扶助費（市単独） 600

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
600 600 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
600

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　犯罪被害者等が必要とする各種支援施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害
の早期の回復及び軽減を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　犯罪被害者等が受けた被害の早期回復・軽減を図るため、見舞金等の給付を行う。

○犯罪等により死亡した被害者遺族への見舞金
○犯罪等により重傷病を負った者に対する見舞金
○犯罪被害者等に対する転居費用助成金

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0004 地域防犯・交通安全係

02 総務費 01 総務管理費 14 市民生活費
大事業 26 安全・安心な生活環境の確保
中事業 02 交通安全・水難事故防止対策の推進

小事業 02 地域安全啓発事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1004 燃料費 53 1832009 日向市安全で安心な街づくり推進協議会運営補助金 515
1007 光熱水費 6,700 1852029 防犯灯設置補助金 280
1008 修繕料 250 2601 国に対する公課費 37
1103 手数料 16
1107 自動車損害保険料 53
1301 使用料及び賃借料 12,222
1402 維持補修工事 335
1805005 宮崎県更正保護協会負担金 31
1805007 宮崎県防犯協会連合会負担金 46
1805061 （社）みやざき被害者支援センター負担金 113
1806006 日向地区防犯協会負担金 2,445
1806007 日向地区保護司会負担金 65

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
23,161 21,567 1,594

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
12,200 10,961

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　安全で安心なまちづくりのため、関係機関と連携し、街頭啓発キャンペーンや見守り活
動、自主防犯ボランティア活動への支援を行い、犯罪防止と市民の防犯意識の高揚を図
る。

事
　
業
　
内
　
容

○地域安全・防犯パトロール
○宮崎県防犯協会連合会・みやざき被害者支援センター・日向地区防犯協会・宮崎県更生
保護協会・日向地区保護司会への負担金
○日向市安全で安心な街づくり推進協議会への運営補助
○自治会等への防犯灯設置補助
○ＬＥＤ防犯灯整備、維持管理経費
　平成26年度（2014年度）より、市内全域の防犯灯及び公園灯のＬＥＤ化に伴い、
　10年間のリース方式

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0004 地域防犯・交通安全係

02 総務費 01 総務管理費 14 市民生活費
大事業 26 安全・安心な生活環境の確保
中事業 02 交通安全・水難事故防止対策の推進

小事業 03 交通安全対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0714 その他の役務提供等に対する報償金 1,600
0801 費用弁償 34
0802 普通旅費 15
1001 消耗品費 9
1003 消耗品費被服 200
1101 通信運搬費 20
1806019 日向地区交通指導員連絡協議会負担金 56
1806055 日向地区交通安全協会負担金 1,744

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,678 3,695 △ 17

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,678

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市内における交通死亡事故発生ゼロと飲酒運転根絶を目標に、各種キャンペーンや広報
巡回など啓発活動を主体として取り組み、あわせて警察や関係団体等との連携強化を図
る。

事
　
業
　
内
　
容

○日向市交通指導員に係る経費
　・報償費、出張旅費、被服貸与費
○負担金
　・日向地区交通指導員連絡協議会負担金
　・日向地区交通安全協会負担金

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0003 市民相談係
04 衛生費 01 保健衛生費 04 斎場費

大事業 26 安全・安心な生活環境の確保
中事業 05 衛生対策の推進

小事業 02 斎場費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1804001 日向東臼杵広域連合分担金 40,203

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
40,203 34,220 5,983

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
40,203

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　1市2町2村（日向市、門川町、美郷町、諸塚村、椎葉村）で構成する日向東臼杵広域連合
の斎場に係る運営費を負担する。

事
　
業
　
内
　
容

　日向東臼杵広域連合の斎場に係る運営費を、構成団体の1市2町2村で使用割合等に応じて
負担する。

〈参考：過去5年度分の分担金決算額〉
　平成29年度（2017年度）　50,024千円
　平成30年度（2018年度）　46,928千円
　令和元年度（2019年度）　49,065千円
　令和 2年度（2020年度）　44,725千円
　令和 3年度（2021年度）　34,128千円

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0004 地域防犯・交通安全係

02 総務費 01 総務管理費 14 市民生活費
大事業 26 安全・安心な生活環境の確保
中事業 01 防犯対策の推進

小事業 02 犯罪被害者等支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1903 社会福祉扶助費（市単独） 600

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
600 600 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
600

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　犯罪被害者等が必要とする各種支援施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害
の早期の回復及び軽減を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　犯罪被害者等が受けた被害の早期回復・軽減を図るため、見舞金等の給付を行う。

○犯罪等により死亡した被害者遺族への見舞金
○犯罪等により重傷病を負った者に対する見舞金
○犯罪被害者等に対する転居費用助成金

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0004 地域防犯・交通安全係

02 総務費 01 総務管理費 14 市民生活費
大事業 26 安全・安心な生活環境の確保
中事業 02 交通安全・水難事故防止対策の推進

小事業 02 地域安全啓発事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1004 燃料費 53 1832009 日向市安全で安心な街づくり推進協議会運営補助金 515
1007 光熱水費 6,700 1852029 防犯灯設置補助金 280
1008 修繕料 250 2601 国に対する公課費 37
1103 手数料 16
1107 自動車損害保険料 53
1301 使用料及び賃借料 12,222
1402 維持補修工事 335
1805005 宮崎県更正保護協会負担金 31
1805007 宮崎県防犯協会連合会負担金 46
1805061 （社）みやざき被害者支援センター負担金 113
1806006 日向地区防犯協会負担金 2,445
1806007 日向地区保護司会負担金 65

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
23,161 21,567 1,594

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
12,200 10,961

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　安全で安心なまちづくりのため、関係機関と連携し、街頭啓発キャンペーンや見守り活
動、自主防犯ボランティア活動への支援を行い、犯罪防止と市民の防犯意識の高揚を図
る。

事
　
業
　
内
　
容

○地域安全・防犯パトロール
○宮崎県防犯協会連合会・みやざき被害者支援センター・日向地区防犯協会・宮崎県更生
保護協会・日向地区保護司会への負担金
○日向市安全で安心な街づくり推進協議会への運営補助
○自治会等への防犯灯設置補助
○ＬＥＤ防犯灯整備、維持管理経費
　平成26年度（2014年度）より、市内全域の防犯灯及び公園灯のＬＥＤ化に伴い、
　10年間のリース方式

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0004 地域防犯・交通安全係

02 総務費 01 総務管理費 14 市民生活費
大事業 26 安全・安心な生活環境の確保
中事業 02 交通安全・水難事故防止対策の推進

小事業 03 交通安全対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0714 その他の役務提供等に対する報償金 1,600
0801 費用弁償 34
0802 普通旅費 15
1001 消耗品費 9
1003 消耗品費被服 200
1101 通信運搬費 20
1806019 日向地区交通指導員連絡協議会負担金 56
1806055 日向地区交通安全協会負担金 1,744

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,678 3,695 △ 17

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,678

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市内における交通死亡事故発生ゼロと飲酒運転根絶を目標に、各種キャンペーンや広報
巡回など啓発活動を主体として取り組み、あわせて警察や関係団体等との連携強化を図
る。

事
　
業
　
内
　
容

○日向市交通指導員に係る経費
　・報償費、出張旅費、被服貸与費
○負担金
　・日向地区交通指導員連絡協議会負担金
　・日向地区交通安全協会負担金

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0004 地域防犯・交通安全係

02 総務費 01 総務管理費 14 市民生活費
大事業 26 安全・安心な生活環境の確保
中事業 02 交通安全・水難事故防止対策の推進

小事業 04 水難防止啓発事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1004 燃料費 16
1808009 宮崎県水難救済会負担金 20
1832006 水難事故防止対策協議会運営補助金 64

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
100 100 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
100

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　水難事故の発生抑止を目標として、関係機関と連携して啓発活動を主体に取り組み、市
民の水難事故防止に対する意識高揚を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○宮崎県水難救済会負担金
○日向市水難事故防止対策協議会補助金

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0005 美々津支所
02 総務費 01 総務管理費 10 支所及び出張所費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 27 美々津支所一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,779
0301 職員手当 356
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 388
0801 費用弁償 51
1001 消耗品費 34
1004 燃料費 41
1101 通信運搬費 52
1103 手数料 16
1107 自動車損害保険料 23
1301 使用料及び賃借料 95

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,835 2,887 △ 52

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,835

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　美々津支所の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

　一般事務経費
○会計年度任用職員（1人）の報酬等
○使用料及び賃借料（公用車（軽自動車1台）リース料）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0006 岩脇支所
02 総務費 01 総務管理費 10 支所及び出張所費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 28 岩脇支所一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,779
0301 職員手当 356
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 388
0801 費用弁償 51
1001 消耗品費 30
1004 燃料費 23
1008 修繕料 10
1101 通信運搬費 80
1107 自動車損害保険料 15
1301 使用料及び賃借料 177

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,909 2,820 89

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,909

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　岩脇支所の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

　一般事務経費
○会計年度任用職員（1人）に係る報酬等
○使用料及び賃借料（公用車（軽自動車1台）リース料等）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0007 細島支所
02 総務費 01 総務管理費 10 支所及び出張所費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 29 細島支所一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 37
1004 燃料費 35
1007 光熱水費 718
1008 修繕料 30
1101 通信運搬費 90
1103 手数料 10
1106 火災保険料 4
1107 自動車損害保険料 17
1201 施設維持管理委託料 1,007
1206 その他の委託料 27
1301 使用料及び賃借料 4,069

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,044 8,085 △ 2,041

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,044

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　細島支所の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

　一般事務経費
◯施設維持管理委託料（清掃業務、機械警備等）
◯使用料及び賃借料（土地借上料、公用車（軽自動車1台）リース料等）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0004 地域防犯・交通安全係

02 総務費 01 総務管理費 14 市民生活費
大事業 26 安全・安心な生活環境の確保
中事業 02 交通安全・水難事故防止対策の推進

小事業 04 水難防止啓発事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1004 燃料費 16
1808009 宮崎県水難救済会負担金 20
1832006 水難事故防止対策協議会運営補助金 64

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
100 100 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
100

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　水難事故の発生抑止を目標として、関係機関と連携して啓発活動を主体に取り組み、市
民の水難事故防止に対する意識高揚を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○宮崎県水難救済会負担金
○日向市水難事故防止対策協議会補助金

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0005 美々津支所
02 総務費 01 総務管理費 10 支所及び出張所費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 27 美々津支所一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,779
0301 職員手当 356
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 388
0801 費用弁償 51
1001 消耗品費 34
1004 燃料費 41
1101 通信運搬費 52
1103 手数料 16
1107 自動車損害保険料 23
1301 使用料及び賃借料 95

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,835 2,887 △ 52

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,835

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　美々津支所の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

　一般事務経費
○会計年度任用職員（1人）の報酬等
○使用料及び賃借料（公用車（軽自動車1台）リース料）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0006 岩脇支所
02 総務費 01 総務管理費 10 支所及び出張所費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 28 岩脇支所一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,779
0301 職員手当 356
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 388
0801 費用弁償 51
1001 消耗品費 30
1004 燃料費 23
1008 修繕料 10
1101 通信運搬費 80
1107 自動車損害保険料 15
1301 使用料及び賃借料 177

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,909 2,820 89

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,909

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　岩脇支所の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

　一般事務経費
○会計年度任用職員（1人）に係る報酬等
○使用料及び賃借料（公用車（軽自動車1台）リース料等）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0007 細島支所
02 総務費 01 総務管理費 10 支所及び出張所費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 29 細島支所一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 37
1004 燃料費 35
1007 光熱水費 718
1008 修繕料 30
1101 通信運搬費 90
1103 手数料 10
1106 火災保険料 4
1107 自動車損害保険料 17
1201 施設維持管理委託料 1,007
1206 その他の委託料 27
1301 使用料及び賃借料 4,069

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,044 8,085 △ 2,041

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,044

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　細島支所の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

　一般事務経費
◯施設維持管理委託料（清掃業務、機械警備等）
◯使用料及び賃借料（土地借上料、公用車（軽自動車1台）リース料等）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0008 マイナンバーカード係

02 総務費 03 戸籍住民基本台帳費 01 戸籍住民基本台帳費
大事業 40 市民に信頼される行政サービスの提供
中事業 04 情報公開と個人情報の保護

小事業 05 マイナンバーカード取得推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 26,670
0301 職員手当 4,575
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 5,666
0801 費用弁償 765
1001 消耗品費 1,700
1006 印刷製本費 1,127
1101 通信運搬費 3,080
1103 手数料 195
1104 広告料 600
1206 その他の委託料 4,800
1301 使用料及び賃借料 592
1701 庁用器具費（一般的事務用） 347

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
50,117 28,075 22,042

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
50,117

主な財源 マイナンバーカード交付事務費補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　行政の効率化と市民の利便性の向上を目的に、マイナンバーカードの取得推進を行うと
ともに、カード交付や更新等の事務を遂行する。

事
　
業
　
内
　
容

○マイナンバーカード交付更新等事業
　・会計年度任用職員の報酬、保険料等
　・消耗品費（事務用品、出張申請サポート用品等）
　・印刷製本費（通知用封筒、リーフレット等）
　・通信運搬費（郵便料、申請サポート端末等通信料）
　・その他の委託料（マイナポイント等申込支援事業、広報業務等）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0001 環境政策係
02 総務費 01 総務管理費 15 環境保全費

大事業 28 自然環境の保全と活用
中事業 01 自然環境の保全

小事業 01 環境基本計画推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 308
0801 費用弁償 13
1001 消耗品費 9
1005 食糧費 6
1006 印刷製本費 66
1101 通信運搬費 450

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
852 232 620

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
852

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　「日向市環境基本計画（計画期間：令和2年度から令和6年度まで）に基づき、より良い
環境を次世代に引き継いでいくため、良好な環境の保全及び創造に関する施策を総合的か
つ計画的に推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○日向市環境保全審議会の開催
　・報酬（日向市環境保全審議会委員 16人分 年2回開催予定）
　・費用弁償（審議会委員　2回分）
　・消耗品費（事務用品）
　・食糧費（審議会お茶代）
　・通信運搬費（郵便料）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0001 環境政策係
04 衛生費 01 保健衛生費 03 環境衛生費

大事業 28 自然環境の保全と活用
中事業 04 資源・エネルギー対策の推進

小事業 01 地球温暖化防止対策実行計画推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 63
1001 消耗品費 14
1825002 研修会負担金 18

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
95 102 △ 7

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
95

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　「日向市地球温暖化防止対策実行計画」（計画期間：令和元年度から令和5年度まで）に
基づき、日向市役所が行う全ての事務及び事業から排出される温室効果ガス排出量の削減
に取り組む。

事
　
業
　
内
　
容

　庁内に設置する「日向市地球温暖化防止対策実行計画推進会議」における計画の推進状
況の確認等や、庁内に配置する推進員の研修、職員へのエネルギー使用量の周知等を行
う。

○旅費（省エネ法研修会等）
○消耗品費（一般事務用品）
○研修会負担金（省エネ法研修会）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0001 環境政策係
04 衛生費 01 保健衛生費 03 環境衛生費

大事業 28 自然環境の保全と活用
中事業 04 資源・エネルギー対策の推進

小事業 02 ゼロカーボン推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1206 その他の委託料 2,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,000 0 2,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,000

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　「ゼロカーボンシティ」宣言を表明し、市民、企業、教育機関、行政などの様々な主体
が気候危機を共有し、連携・協力しながら、温室効果ガスの抑制に向けた「緩和」と、気
候変動による影響への「適応」という側面で、気候危機に対応していく。
　2050年までに、全体として温室効果ガス排出の実質ゼロを目指す。

事
　
業
　
内
　
容

　「ゼロカーボンシティ」を目指し、事業者、市民との情報共有と気候変動対策を推進す
る。

○その他の委託料
　講演会の開催、各種啓発パンフレット作成　ほか　

関連するＳＤＧｓ



－ 67 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 03 市民課 0008 マイナンバーカード係

02 総務費 03 戸籍住民基本台帳費 01 戸籍住民基本台帳費
大事業 40 市民に信頼される行政サービスの提供
中事業 04 情報公開と個人情報の保護

小事業 05 マイナンバーカード取得推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 26,670
0301 職員手当 4,575
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 5,666
0801 費用弁償 765
1001 消耗品費 1,700
1006 印刷製本費 1,127
1101 通信運搬費 3,080
1103 手数料 195
1104 広告料 600
1206 その他の委託料 4,800
1301 使用料及び賃借料 592
1701 庁用器具費（一般的事務用） 347

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
50,117 28,075 22,042

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
50,117

主な財源 マイナンバーカード交付事務費補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　行政の効率化と市民の利便性の向上を目的に、マイナンバーカードの取得推進を行うと
ともに、カード交付や更新等の事務を遂行する。

事
　
業
　
内
　
容

○マイナンバーカード交付更新等事業
　・会計年度任用職員の報酬、保険料等
　・消耗品費（事務用品、出張申請サポート用品等）
　・印刷製本費（通知用封筒、リーフレット等）
　・通信運搬費（郵便料、申請サポート端末等通信料）
　・その他の委託料（マイナポイント等申込支援事業、広報業務等）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0001 環境政策係
02 総務費 01 総務管理費 15 環境保全費

大事業 28 自然環境の保全と活用
中事業 01 自然環境の保全

小事業 01 環境基本計画推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 308
0801 費用弁償 13
1001 消耗品費 9
1005 食糧費 6
1006 印刷製本費 66
1101 通信運搬費 450

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
852 232 620

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
852

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　「日向市環境基本計画（計画期間：令和2年度から令和6年度まで）に基づき、より良い
環境を次世代に引き継いでいくため、良好な環境の保全及び創造に関する施策を総合的か
つ計画的に推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○日向市環境保全審議会の開催
　・報酬（日向市環境保全審議会委員 16人分 年2回開催予定）
　・費用弁償（審議会委員　2回分）
　・消耗品費（事務用品）
　・食糧費（審議会お茶代）
　・通信運搬費（郵便料）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0001 環境政策係
04 衛生費 01 保健衛生費 03 環境衛生費

大事業 28 自然環境の保全と活用
中事業 04 資源・エネルギー対策の推進

小事業 01 地球温暖化防止対策実行計画推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 63
1001 消耗品費 14
1825002 研修会負担金 18

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
95 102 △ 7

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
95

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　「日向市地球温暖化防止対策実行計画」（計画期間：令和元年度から令和5年度まで）に
基づき、日向市役所が行う全ての事務及び事業から排出される温室効果ガス排出量の削減
に取り組む。

事
　
業
　
内
　
容

　庁内に設置する「日向市地球温暖化防止対策実行計画推進会議」における計画の推進状
況の確認等や、庁内に配置する推進員の研修、職員へのエネルギー使用量の周知等を行
う。

○旅費（省エネ法研修会等）
○消耗品費（一般事務用品）
○研修会負担金（省エネ法研修会）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0001 環境政策係
04 衛生費 01 保健衛生費 03 環境衛生費

大事業 28 自然環境の保全と活用
中事業 04 資源・エネルギー対策の推進

小事業 02 ゼロカーボン推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1206 その他の委託料 2,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,000 0 2,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,000

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　「ゼロカーボンシティ」宣言を表明し、市民、企業、教育機関、行政などの様々な主体
が気候危機を共有し、連携・協力しながら、温室効果ガスの抑制に向けた「緩和」と、気
候変動による影響への「適応」という側面で、気候危機に対応していく。
　2050年までに、全体として温室効果ガス排出の実質ゼロを目指す。

事
　
業
　
内
　
容

　「ゼロカーボンシティ」を目指し、事業者、市民との情報共有と気候変動対策を推進す
る。

○その他の委託料
　講演会の開催、各種啓発パンフレット作成　ほか　

関連するＳＤＧｓ



－ 68 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0001 環境政策係
04 衛生費 02 清掃費 01 清掃総務費

大事業 27 循環型社会の実現
中事業 01 ごみの発生抑制と再利用の推進

小事業 04 資源中間処理事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0715 報奨金 4,440
0802 普通旅費 66
1001 消耗品費 92
1203 事業委託料 151,000
1867013 資源回収実施地区補助金 11,970
1869002 古紙保管庫設置助成金 100

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
167,668 15,540 152,128

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
11,900 155,768

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　「日向市ごみ処理基本計画」に基づき、民間リサイクル施設と連携を取りながら、ごみ
の減量化及び資源化を推進することで、ごみ処理に係る財政負担の軽減と適正なごみ処理
体制の構築を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　循環型社会の構築に向けた取組のひとつとして資源物を回収し、中間処理委託事業を実
施するとともに、各地区の資源物回収を奨励促進するため、各地区に対して補助金を交付
する。

○普通旅費（研修会等）　
○消耗品費（啓発用資材及び書籍代）
○事業委託料（中間処理業務等）
○資源回収実施地区補助金（95地区）
○古紙保管庫設置助成金

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0001 環境政策係
04 衛生費 02 清掃費 01 清掃総務費

大事業 27 循環型社会の実現
中事業 03 安全で適正な処理体制の構築

小事業 01 環境衛生の充実に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1804001 日向東臼杵広域連合分担金 252,009
1804002 日向東臼杵広域連合負担金 17,591

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
269,600 295,054 △ 25,454

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
269,600

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　1市2町2村(日向市、門川町、美郷町、諸塚村、椎葉村）で構成する日向東臼杵広域連合
の財源確保を図り、連携して地域内の環境衛生の充実を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　日向東臼杵広域連合の適正な運営と環境衛生の充実を図るため、一般管理費や一般廃棄
物の焼却処理に係る経費等を負担する。

○分担金（一般管理費や一般廃棄物の焼却処理に係る経費等の分担金）
○負担金（日向東臼杵広域連合の起債に係る地方交付税措置分）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0001 環境政策係
04 衛生費 02 清掃費 01 清掃総務費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 04 衛生施設管理運営費

小事業 02 環境政策課庁舎管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 48
1004 燃料費 32
1007 光熱水費 1,754
1008 修繕料 100
1101 通信運搬費 393
1103 手数料 24
1106 火災保険料 16
1201 施設維持管理委託料 342
1301 使用料及び賃借料 385
1702 機械器具費（事業執行用） 922

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,016 2,318 1,698

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
629 3,387

主な財源 土地建物貸付収入、自動販売機電気料
財源内訳

目
的
・
効
果

　環境政策課庁舎の維持管理に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

○庁舎維持管理経費
　・消耗品費（庁舎維持管理に係るもの）
　・燃料費（ＬＰガス代）
　・光熱水費（電気料、水道料）
　・修繕料（庁舎小規模修繕）
　・通信運搬費（電話料、郵便料）
　・手数料（浄化槽検査など）
　・施設維持管理委託料（警備業務、浄化槽清掃業務など）
　・使用料及び賃借料（電話設備リース料、印刷機リース料など）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0001 環境政策係
04 衛生費 02 清掃費 01 清掃総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 04 衛生一般事務費

小事業 01 環境政策一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 52
0801 費用弁償 4
0802 普通旅費 94
1001 消耗品費 217
1003 消耗品費被服 822
1005 食糧費 2
1101 通信運搬費 54
1301 使用料及び賃借料 10
1805039 宮崎県４Ｒ推進協議会負担金 23
1810006 全国都市清掃会議負担金 92
1825002 研修会負担金 25

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,395 1,386 9

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
60 1,335

主な財源 一般廃棄物収集運搬業等許可申請手数料
財源内訳

目
的
・
効
果

　環境政策課の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○一般事務経費
　・報酬（日向市廃棄物減量等推進審議会委員9人分、年1回開催予定）
　・費用弁償（審議会委員）
　・普通旅費（研修会、担当者会議など）
　・消耗品費（一般事務用品、ごみ減量化推進員腕章代など）
　・消耗品費被服（職員の作業服、手袋など）
　・食糧費（審議会お茶代）
　・通信運搬費（郵便料）
　・研修会負担金（廃棄物行政担当者研修）　　



－ 69 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0001 環境政策係
04 衛生費 02 清掃費 01 清掃総務費

大事業 27 循環型社会の実現
中事業 01 ごみの発生抑制と再利用の推進

小事業 04 資源中間処理事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0715 報奨金 4,440
0802 普通旅費 66
1001 消耗品費 92
1203 事業委託料 151,000
1867013 資源回収実施地区補助金 11,970
1869002 古紙保管庫設置助成金 100

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
167,668 15,540 152,128

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
11,900 155,768

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　「日向市ごみ処理基本計画」に基づき、民間リサイクル施設と連携を取りながら、ごみ
の減量化及び資源化を推進することで、ごみ処理に係る財政負担の軽減と適正なごみ処理
体制の構築を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　循環型社会の構築に向けた取組のひとつとして資源物を回収し、中間処理委託事業を実
施するとともに、各地区の資源物回収を奨励促進するため、各地区に対して補助金を交付
する。

○普通旅費（研修会等）　
○消耗品費（啓発用資材及び書籍代）
○事業委託料（中間処理業務等）
○資源回収実施地区補助金（95地区）
○古紙保管庫設置助成金

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0001 環境政策係
04 衛生費 02 清掃費 01 清掃総務費

大事業 27 循環型社会の実現
中事業 03 安全で適正な処理体制の構築

小事業 01 環境衛生の充実に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1804001 日向東臼杵広域連合分担金 252,009
1804002 日向東臼杵広域連合負担金 17,591

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
269,600 295,054 △ 25,454

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
269,600

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　1市2町2村(日向市、門川町、美郷町、諸塚村、椎葉村）で構成する日向東臼杵広域連合
の財源確保を図り、連携して地域内の環境衛生の充実を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　日向東臼杵広域連合の適正な運営と環境衛生の充実を図るため、一般管理費や一般廃棄
物の焼却処理に係る経費等を負担する。

○分担金（一般管理費や一般廃棄物の焼却処理に係る経費等の分担金）
○負担金（日向東臼杵広域連合の起債に係る地方交付税措置分）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0001 環境政策係
04 衛生費 02 清掃費 01 清掃総務費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 04 衛生施設管理運営費

小事業 02 環境政策課庁舎管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 48
1004 燃料費 32
1007 光熱水費 1,754
1008 修繕料 100
1101 通信運搬費 393
1103 手数料 24
1106 火災保険料 16
1201 施設維持管理委託料 342
1301 使用料及び賃借料 385
1702 機械器具費（事業執行用） 922

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,016 2,318 1,698

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
629 3,387

主な財源 土地建物貸付収入、自動販売機電気料
財源内訳

目
的
・
効
果

　環境政策課庁舎の維持管理に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

○庁舎維持管理経費
　・消耗品費（庁舎維持管理に係るもの）
　・燃料費（ＬＰガス代）
　・光熱水費（電気料、水道料）
　・修繕料（庁舎小規模修繕）
　・通信運搬費（電話料、郵便料）
　・手数料（浄化槽検査など）
　・施設維持管理委託料（警備業務、浄化槽清掃業務など）
　・使用料及び賃借料（電話設備リース料、印刷機リース料など）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0001 環境政策係
04 衛生費 02 清掃費 01 清掃総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 04 衛生一般事務費

小事業 01 環境政策一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 52
0801 費用弁償 4
0802 普通旅費 94
1001 消耗品費 217
1003 消耗品費被服 822
1005 食糧費 2
1101 通信運搬費 54
1301 使用料及び賃借料 10
1805039 宮崎県４Ｒ推進協議会負担金 23
1810006 全国都市清掃会議負担金 92
1825002 研修会負担金 25

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,395 1,386 9

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
60 1,335

主な財源 一般廃棄物収集運搬業等許可申請手数料
財源内訳

目
的
・
効
果

　環境政策課の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○一般事務経費
　・報酬（日向市廃棄物減量等推進審議会委員9人分、年1回開催予定）
　・費用弁償（審議会委員）
　・普通旅費（研修会、担当者会議など）
　・消耗品費（一般事務用品、ごみ減量化推進員腕章代など）
　・消耗品費被服（職員の作業服、手袋など）
　・食糧費（審議会お茶代）
　・通信運搬費（郵便料）
　・研修会負担金（廃棄物行政担当者研修）　　
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0002 環境公害係
02 総務費 01 総務管理費 15 環境保全費

大事業 28 自然環境の保全と活用
中事業 01 自然環境の保全

小事業 02 自然保護事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0709 各種審議会委員(規程・要綱等）報償金　厚生 299
0802 普通旅費 20
1001 消耗品費 377
1004 燃料費 28
1005 食糧費 7
1008 修繕料 10
1103 手数料 45
1108 その他の保険料 145
1203 事業委託料 2,536
1869001 保存樹・樹林管理補助金 170

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,637 3,369 268

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,302 186 2,149

主な財源 生物多様性保全推進支援交付金、宮崎県市町村権限移譲交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民の環境に対する理解と関心を深めることで、本市の豊かな自然環境の維持保全を図
る。
　また、特定外来生物の生息域拡大防止に努めることにより、日本固有の自然環境の維持
保全を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市内小学校を対象とした水辺環境調査、河川環境モニターによる河川監視活動、市民等
と協働で行うクリーンアップ日向、保存樹や保存樹林の適正管理、ボランティア清掃活動
への支援等を行う。
　また、国の交付金事業を活用し、特定外来生物の生息調査及び駆除を行うための「日向
市スウィンホーキノボリトカゲ防除計画」に基づき防除を行う。

○報償費
　・河川環境モニター会議謝金（モニター13人、年1回開催）
　・河川環境モニター活動謝金（1,500円×13人×12月）
○事業委託料
　・特定外来生物の捕獲作業委託
　・特定外来生物の生息地の下草刈り作業委託
○保存樹、保存樹林管理補助金
　・保存樹21本、保存樹林4か所
　・剪定整枝、施薬施肥、枯死樹木の撤去等の経費の一部を補助
　・補助率：1／2、上限（保存樹50千円、保存樹林100千円）　

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0002 環境公害係
04 衛生費 01 保健衛生費 03 環境衛生費

大事業 28 自然環境の保全と活用
中事業 01 自然環境の保全

小事業 04 環境衛生に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 421
1008 修繕料 40
1206 その他の委託料 517
1867012 側溝清掃補助金 446
1867034 飲用井戸等水質検査費用補助金 9

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,433 1,361 72

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,433

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　側溝清掃等への各種の支援を継続していくことにより、地域をはじめ市全体の良好な環
境衛生の維持保全を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　各地区単位で行う側溝清掃に対する補助、側溝清掃で発生した土砂運搬の支援、ボウフ
ラやユスリカなどの成長を阻害する発泡錠の配布、害虫駆除の薬剤を散布する動力煙霧機
の貸出し等を行う。

○消耗品費
　・発泡錠剤（側溝や水溜り等に投与する害虫駆除剤）
○その他委託料
　・地区の側溝清掃で排出された側溝土砂、汚泥の運搬委託（2トンダンプ車）
○側溝清掃補助金
　・地区の側溝清掃を業者に委託した場合に要する経費の一部を補助
　・補助対象経費の3分の1、上限500千円
○飲用井戸等水質検査費用補助金
　・水質検査費用の一部を補助
　・検査費用の2分の1、上限3千円

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0002 環境公害係
04 衛生費 01 保健衛生費 05 公害対策費

大事業 28 自然環境の保全と活用
中事業 03 公害対策の推進

小事業 01 公害対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 59
0702 出会謝金 20
0801 費用弁償 19
0802 普通旅費 56
1001 消耗品費 17
1004 燃料費 53
1101 通信運搬費 34
1103 手数料 50
1201 施設維持管理委託料 1,131
1203 事業委託料 630
1204 調査・計画策定委託料 5,670
1806026 耳川水系汚濁防止協議会負担金 29

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
7,768 6,936 832

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
7,768

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　河川等の水質調査や自動車騒音調査などの定期的な環境モニタリングを行うことで市民
が安全で安心に暮らせる生活環境の維持保全を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　河川水、特定事業所、最終処分場の水質調査及び街区公園のダイオキシン類調査、主要
幹線道路の自動車騒音調査並びに旧富高鉱山からの廃水を処理する処理施設の清掃を行
う。

○非常勤特別職員報酬（日向市ウラン対策専門委員7人）
○出会謝金（悪臭監視モニター会議のモニター4人、年1回開催）
○施設維持管理委託料
　・旧富高鉱山排水処理施設（沈殿槽及び排水路）清掃（年1回）
○事業委託料
　・自動車騒音調査（主要道路の2か所）
○調査・計画策定委託料
　・水質調査（河川、旧富高鉱山、最終処分場など）
　・排ガス調査（産業廃棄物焼却処理施設）
　・ダイオキシン類調査（水質、土壌）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0002 環境公害係
04 衛生費 02 清掃費 03 し尿処理費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 04 衛生施設管理運営費

小事業 03 財光寺汚泥処理場施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 39 1818008 し渣焼却処理負担金 389
1001 消耗品費 2,727 1825002 研修会負担金 17
1007 光熱水費 7,606
1008 修繕料 3,100
1103 手数料 591
1106 火災保険料 16
1201 施設維持管理委託料 26,709
1204 調査・計画策定委託料 7,000
1206 その他の委託料 593
1402 維持補修工事 3,200
1701 庁用器具費（一般的事務用） 139
1818006 し尿処理一次処理負担金 18,433

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
70,559 98,465 △ 27,906

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,455 66,104

主な財源
財光寺汚泥処理場使用料、公共施設整備等資金積立基金繰入金、財光寺
汚泥処理場管理室（菜切集会場）光熱水費

財源内訳

目
的
・
効
果

　公共下水道区域外における、し尿及び浄化槽汚泥について安定的な処理を行う。

事
　
業
　
内
　
容

　一般廃棄物処理施設（し尿、汚泥処理施設）である財光寺汚泥処理場を適正に維持管理
する。

○消耗品費（薬品、薬剤、補修用部品ほか）
○修繕料（破砕機分解点検整備、次亜塩素酸注入ポンプ等修繕ほか）
○手数料（機械設備点検調査、残留塩素コントローラー点検）
○施設維持管理委託料（処理水槽清掃、電気保安、処理場維持管理ほか）
○調査・計画策定委託料
　・し尿・浄化槽汚泥処理共同化事業ＰＦＩ導入可能性調査業務委託
○その他の委託料（水質等分析）
○維持補修工事
　・ほ集ファン取替工事
○し尿処理一時処理負担金（下水道事業会計への負担金）
○し渣焼却処理負担金（日向東臼杵広域連合への負担金）



－ 71 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0002 環境公害係
02 総務費 01 総務管理費 15 環境保全費

大事業 28 自然環境の保全と活用
中事業 01 自然環境の保全

小事業 02 自然保護事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0709 各種審議会委員(規程・要綱等）報償金　厚生 299
0802 普通旅費 20
1001 消耗品費 377
1004 燃料費 28
1005 食糧費 7
1008 修繕料 10
1103 手数料 45
1108 その他の保険料 145
1203 事業委託料 2,536
1869001 保存樹・樹林管理補助金 170

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,637 3,369 268

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,302 186 2,149

主な財源 生物多様性保全推進支援交付金、宮崎県市町村権限移譲交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民の環境に対する理解と関心を深めることで、本市の豊かな自然環境の維持保全を図
る。
　また、特定外来生物の生息域拡大防止に努めることにより、日本固有の自然環境の維持
保全を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市内小学校を対象とした水辺環境調査、河川環境モニターによる河川監視活動、市民等
と協働で行うクリーンアップ日向、保存樹や保存樹林の適正管理、ボランティア清掃活動
への支援等を行う。
　また、国の交付金事業を活用し、特定外来生物の生息調査及び駆除を行うための「日向
市スウィンホーキノボリトカゲ防除計画」に基づき防除を行う。

○報償費
　・河川環境モニター会議謝金（モニター13人、年1回開催）
　・河川環境モニター活動謝金（1,500円×13人×12月）
○事業委託料
　・特定外来生物の捕獲作業委託
　・特定外来生物の生息地の下草刈り作業委託
○保存樹、保存樹林管理補助金
　・保存樹21本、保存樹林4か所
　・剪定整枝、施薬施肥、枯死樹木の撤去等の経費の一部を補助
　・補助率：1／2、上限（保存樹50千円、保存樹林100千円）　

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0002 環境公害係
04 衛生費 01 保健衛生費 03 環境衛生費

大事業 28 自然環境の保全と活用
中事業 01 自然環境の保全

小事業 04 環境衛生に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 421
1008 修繕料 40
1206 その他の委託料 517
1867012 側溝清掃補助金 446
1867034 飲用井戸等水質検査費用補助金 9

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,433 1,361 72

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,433

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　側溝清掃等への各種の支援を継続していくことにより、地域をはじめ市全体の良好な環
境衛生の維持保全を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　各地区単位で行う側溝清掃に対する補助、側溝清掃で発生した土砂運搬の支援、ボウフ
ラやユスリカなどの成長を阻害する発泡錠の配布、害虫駆除の薬剤を散布する動力煙霧機
の貸出し等を行う。

○消耗品費
　・発泡錠剤（側溝や水溜り等に投与する害虫駆除剤）
○その他委託料
　・地区の側溝清掃で排出された側溝土砂、汚泥の運搬委託（2トンダンプ車）
○側溝清掃補助金
　・地区の側溝清掃を業者に委託した場合に要する経費の一部を補助
　・補助対象経費の3分の1、上限500千円
○飲用井戸等水質検査費用補助金
　・水質検査費用の一部を補助
　・検査費用の2分の1、上限3千円

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0002 環境公害係
04 衛生費 01 保健衛生費 05 公害対策費

大事業 28 自然環境の保全と活用
中事業 03 公害対策の推進

小事業 01 公害対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 59
0702 出会謝金 20
0801 費用弁償 19
0802 普通旅費 56
1001 消耗品費 17
1004 燃料費 53
1101 通信運搬費 34
1103 手数料 50
1201 施設維持管理委託料 1,131
1203 事業委託料 630
1204 調査・計画策定委託料 5,670
1806026 耳川水系汚濁防止協議会負担金 29

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
7,768 6,936 832

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
7,768

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　河川等の水質調査や自動車騒音調査などの定期的な環境モニタリングを行うことで市民
が安全で安心に暮らせる生活環境の維持保全を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　河川水、特定事業所、最終処分場の水質調査及び街区公園のダイオキシン類調査、主要
幹線道路の自動車騒音調査並びに旧富高鉱山からの廃水を処理する処理施設の清掃を行
う。

○非常勤特別職員報酬（日向市ウラン対策専門委員7人）
○出会謝金（悪臭監視モニター会議のモニター4人、年1回開催）
○施設維持管理委託料
　・旧富高鉱山排水処理施設（沈殿槽及び排水路）清掃（年1回）
○事業委託料
　・自動車騒音調査（主要道路の2か所）
○調査・計画策定委託料
　・水質調査（河川、旧富高鉱山、最終処分場など）
　・排ガス調査（産業廃棄物焼却処理施設）
　・ダイオキシン類調査（水質、土壌）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0002 環境公害係
04 衛生費 02 清掃費 03 し尿処理費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 04 衛生施設管理運営費

小事業 03 財光寺汚泥処理場施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 39 1818008 し渣焼却処理負担金 389
1001 消耗品費 2,727 1825002 研修会負担金 17
1007 光熱水費 7,606
1008 修繕料 3,100
1103 手数料 591
1106 火災保険料 16
1201 施設維持管理委託料 26,709
1204 調査・計画策定委託料 7,000
1206 その他の委託料 593
1402 維持補修工事 3,200
1701 庁用器具費（一般的事務用） 139
1818006 し尿処理一次処理負担金 18,433

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
70,559 98,465 △ 27,906

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,455 66,104

主な財源
財光寺汚泥処理場使用料、公共施設整備等資金積立基金繰入金、財光寺
汚泥処理場管理室（菜切集会場）光熱水費

財源内訳

目
的
・
効
果

　公共下水道区域外における、し尿及び浄化槽汚泥について安定的な処理を行う。

事
　
業
　
内
　
容

　一般廃棄物処理施設（し尿、汚泥処理施設）である財光寺汚泥処理場を適正に維持管理
する。

○消耗品費（薬品、薬剤、補修用部品ほか）
○修繕料（破砕機分解点検整備、次亜塩素酸注入ポンプ等修繕ほか）
○手数料（機械設備点検調査、残留塩素コントローラー点検）
○施設維持管理委託料（処理水槽清掃、電気保安、処理場維持管理ほか）
○調査・計画策定委託料
　・し尿・浄化槽汚泥処理共同化事業ＰＦＩ導入可能性調査業務委託
○その他の委託料（水質等分析）
○維持補修工事
　・ほ集ファン取替工事
○し尿処理一時処理負担金（下水道事業会計への負担金）
○し渣焼却処理負担金（日向東臼杵広域連合への負担金）



－ 72 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0005 資源循環推進係
04 衛生費 01 保健衛生費 05 公害対策費

大事業 27 循環型社会の実現
中事業 01 ごみの発生抑制と再利用の推進

小事業 03 生ごみリサイクル推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 37
1001 消耗品費 292

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
329 314 15

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
329

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　家庭や飲食店等から排出される燃やせるごみの約4割は生ごみであることから、生ごみの
発生・排出抑制、減量化・資源化を推進し、環境への負荷が少ない循環型社会の構築を図
る。

事
　
業
　
内
　
容

　家庭における生ごみの発生抑制、堆肥化及び乾燥等を推進するため、先進的な取組につ
いて情報を収集するとともに、生ごみ処理器の無償貸与や出前講座等での啓発などリサイ
クルの推進に向けた事業を実施する。
　また、飲食店等における生ごみの発生抑制を図るため、啓発を実施する。

○普通旅費（視察及び研修等）
○消耗品費（生ごみ処理器及び啓発資材の購入）
　・コンポスト、ＥＭバケツ等

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0005 資源循環推進係
04 衛生費 02 清掃費 01 清掃総務費

大事業 27 循環型社会の実現
中事業 01 ごみの発生抑制と再利用の推進

小事業 02 資源回収事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1006 印刷製本費 1,731
1103 手数料 220
1203 事業委託料 138,633
1301 使用料及び賃借料 53

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
140,637 282,116 △ 141,479

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
41,000 99,637

主な財源 有価物売払収入、有償入札拠出金
財源内訳

目
的
・
効
果

　「日向市ごみ処理基本計画」に基づき、民間リサイクル施設と連携を取りながら、ごみ
の減量化及び資源化を推進することで、ごみ処理に係る財政負担の軽減と適正なごみ処理
体制の構築を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　循環型社会の構築に向けた取組のひとつとして、資源回収・中間処理委託事業を実施す
る。

○印刷製本費（ごみカレンダー）
○事業委託料（資源回収業務、中間処理業務等）
○使用料及び賃借料（イラストレーター使用料）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0005 資源循環推進係
04 衛生費 02 清掃費 02 ごみ処理費

大事業 27 循環型社会の実現
中事業 01 ごみの発生抑制と再利用の推進

小事業 01 樹木リサイクル事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 11
1001 消耗品費 20
1004 燃料費 40
1007 光熱水費 83
1008 修繕料 120
1101 通信運搬費 100
1103 手数料 4
1106 火災保険料 4
1201 施設維持管理委託料 45
1206 その他の委託料 73
1825002 研修会負担金 72

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
572 569 3

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
572

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　循環型社会形成に資するため、剪定樹木をチップ化・腐葉土化することで資源の有効利
用及び焼却ごみの減量化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　一般家庭及び事業者から年間を通して排出される剪定樹木の適正な処理処分を行う。
　剪定樹木リサイクル施設において破砕粉砕した剪定樹木を、チップ化・腐葉土化及び一
定の長さに揃えて薪として保管し、一般市民に無償で提供する。

○光熱水費（電気料）
○修繕費（樹木粉砕機等）
○通信運搬費（電話料金）
○火災保険料（剪定樹木リサイクル施設）
○施設維持管理委託料（浄化槽保守点検・清掃委託料）
○その他の委託料（機材保守点検委託料）
○研修会負担金（ショベルローダー運転研修費等）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0005 資源循環推進係
04 衛生費 02 清掃費 02 ごみ処理費

大事業 27 循環型社会の実現
中事業 02 ごみの適正処理の推進

小事業 01 ごみ処理事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 1,140
1007 光熱水費 1,410
1008 修繕料 250
1203 事業委託料 173,045
1601 土地購入費 2,490

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
178,335 172,907 5,428

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
36,918 141,417

主な財源 最終処分場利用負担金、廃棄物処理手数料
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民の日常生活で発生する家庭ごみの回収し、生活環境の保全を目指す。また、ごみ出
しルールの周知・啓発を行うことで、生活環境の保全に寄与する。

事
　
業
　
内
　
容

　日向市ごみ処理基本計画に基づき、収集業務の効率化及び適正化に努める。
　また、不適正なごみ出しの是正に努める。

○消耗品費（クリーンステーション用防鳥ネット、貼紙啓発用消耗品等）
○光熱水費（クリーンステーション用水道料）
○修繕料（高圧洗浄機、草刈り機等修繕費）
○事業委託料（日向市一般廃棄物収集運搬貼紙啓発業務委託(北部・南部地区)）
○土地購入費（財光寺南土地土地区画整理事業内クリーンステーション用地）

関連するＳＤＧｓ



－ 73 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0005 資源循環推進係
04 衛生費 01 保健衛生費 05 公害対策費

大事業 27 循環型社会の実現
中事業 01 ごみの発生抑制と再利用の推進

小事業 03 生ごみリサイクル推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 37
1001 消耗品費 292

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
329 314 15

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
329

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　家庭や飲食店等から排出される燃やせるごみの約4割は生ごみであることから、生ごみの
発生・排出抑制、減量化・資源化を推進し、環境への負荷が少ない循環型社会の構築を図
る。

事
　
業
　
内
　
容

　家庭における生ごみの発生抑制、堆肥化及び乾燥等を推進するため、先進的な取組につ
いて情報を収集するとともに、生ごみ処理器の無償貸与や出前講座等での啓発などリサイ
クルの推進に向けた事業を実施する。
　また、飲食店等における生ごみの発生抑制を図るため、啓発を実施する。

○普通旅費（視察及び研修等）
○消耗品費（生ごみ処理器及び啓発資材の購入）
　・コンポスト、ＥＭバケツ等

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0005 資源循環推進係
04 衛生費 02 清掃費 01 清掃総務費

大事業 27 循環型社会の実現
中事業 01 ごみの発生抑制と再利用の推進

小事業 02 資源回収事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1006 印刷製本費 1,731
1103 手数料 220
1203 事業委託料 138,633
1301 使用料及び賃借料 53

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
140,637 282,116 △ 141,479

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
41,000 99,637

主な財源 有価物売払収入、有償入札拠出金
財源内訳

目
的
・
効
果

　「日向市ごみ処理基本計画」に基づき、民間リサイクル施設と連携を取りながら、ごみ
の減量化及び資源化を推進することで、ごみ処理に係る財政負担の軽減と適正なごみ処理
体制の構築を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　循環型社会の構築に向けた取組のひとつとして、資源回収・中間処理委託事業を実施す
る。

○印刷製本費（ごみカレンダー）
○事業委託料（資源回収業務、中間処理業務等）
○使用料及び賃借料（イラストレーター使用料）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0005 資源循環推進係
04 衛生費 02 清掃費 02 ごみ処理費

大事業 27 循環型社会の実現
中事業 01 ごみの発生抑制と再利用の推進

小事業 01 樹木リサイクル事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 11
1001 消耗品費 20
1004 燃料費 40
1007 光熱水費 83
1008 修繕料 120
1101 通信運搬費 100
1103 手数料 4
1106 火災保険料 4
1201 施設維持管理委託料 45
1206 その他の委託料 73
1825002 研修会負担金 72

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
572 569 3

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
572

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　循環型社会形成に資するため、剪定樹木をチップ化・腐葉土化することで資源の有効利
用及び焼却ごみの減量化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　一般家庭及び事業者から年間を通して排出される剪定樹木の適正な処理処分を行う。
　剪定樹木リサイクル施設において破砕粉砕した剪定樹木を、チップ化・腐葉土化及び一
定の長さに揃えて薪として保管し、一般市民に無償で提供する。

○光熱水費（電気料）
○修繕費（樹木粉砕機等）
○通信運搬費（電話料金）
○火災保険料（剪定樹木リサイクル施設）
○施設維持管理委託料（浄化槽保守点検・清掃委託料）
○その他の委託料（機材保守点検委託料）
○研修会負担金（ショベルローダー運転研修費等）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0005 資源循環推進係
04 衛生費 02 清掃費 02 ごみ処理費

大事業 27 循環型社会の実現
中事業 02 ごみの適正処理の推進

小事業 01 ごみ処理事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 1,140
1007 光熱水費 1,410
1008 修繕料 250
1203 事業委託料 173,045
1601 土地購入費 2,490

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
178,335 172,907 5,428

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
36,918 141,417

主な財源 最終処分場利用負担金、廃棄物処理手数料
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民の日常生活で発生する家庭ごみの回収し、生活環境の保全を目指す。また、ごみ出
しルールの周知・啓発を行うことで、生活環境の保全に寄与する。

事
　
業
　
内
　
容

　日向市ごみ処理基本計画に基づき、収集業務の効率化及び適正化に努める。
　また、不適正なごみ出しの是正に努める。

○消耗品費（クリーンステーション用防鳥ネット、貼紙啓発用消耗品等）
○光熱水費（クリーンステーション用水道料）
○修繕料（高圧洗浄機、草刈り機等修繕費）
○事業委託料（日向市一般廃棄物収集運搬貼紙啓発業務委託(北部・南部地区)）
○土地購入費（財光寺南土地土地区画整理事業内クリーンステーション用地）

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0005 資源循環推進係
04 衛生費 02 清掃費 02 ごみ処理費

大事業 27 循環型社会の実現
中事業 02 ごみの適正処理の推進

小事業 02 不法投棄対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 37
1001 消耗品費 118
1004 燃料費 190
1103 手数料 480
1301 使用料及び賃借料 140
2602 その他の公課費 2

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
967 969 △ 2

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
967

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市内の不法投棄箇所の巡回や投棄物の回収を行うことにより、環境美化意識の高揚と不
法投棄の発生抑制を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市内全域を巡回し、不法投棄箇所や投棄者の調査を行うとともに、投棄物の回収及び処
理を行う。また、投棄者が判明した場合は、関係機関と連携して適正処理などの指導を行
う。

○普通旅費（研修会等）
○消耗品費（看板等資材）
○燃料費（不法投棄パトロール専用ガソリン代）
○手数料（不法投棄物抑制看板の製作、不法投棄物の処理等に係るもの）
○自動車借上料（不法投棄パトロール車軽トラックリース料）
○その他の公課費（産業廃棄物税）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0005 資源循環推進係
04 衛生費 02 清掃費 02 ごみ処理費

大事業 27 循環型社会の実現
中事業 03 安全で適正な処理体制の構築

小事業 02 車両管理費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 160
1004 燃料費 2,054
1008 修繕料 1,920
1103 手数料 376
1107 自動車損害保険料 611
1301 使用料及び賃借料 2,943
1702 機械器具費（事業執行用） 320
2601 国に対する公課費 323

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,707 6,956 1,751

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
8,707

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　不適正な廃棄物の調査収集作業等に要する車両を適正に管理することで、効率的な運用
を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　クリーンステーションに残された不適正廃棄物等の調査収集並びに、収集後の破袋・戸
別訪問指導やまごころ収集等に使用する車両の点検整備・管理を行う。

○消耗品費（車両維持に係るもの）
○燃料費（車両に係るもの）
○修繕費（車検、修理に係るもの）
○手数料（車検、及び年次点検に係るもの）
○自動車損害保険料（任意保険、自賠責保険料）
○使用料及び賃借料（リース車両代）
○機械器具費（車両のバッテリー、消化器等）
○国に対する公課費（自動車重量税ほか）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0005 資源循環推進係
04 衛生費 02 清掃費 02 ごみ処理費

大事業 27 循環型社会の実現
中事業 03 安全で適正な処理体制の構築

小事業 03 一般廃棄物埋立処分場更新に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1402 維持補修工事 42,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
42,000 5,500 36,500

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
42,000

主な財源 公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　最終処分場汚水処理施設の設備の延命化を図ることで、安定した安全な水処理を行う。

事
　
業
　
内
　
容

　老朽化している最終処分場汚水処理施設について、施設設備の延命化を図るため、設備
更新工事を実施する。

○維持補修工事（最終処分場汚水処理施設更新工事）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0005 資源循環推進係
04 衛生費 02 清掃費 02 ごみ処理費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 04 衛生施設管理運営費

小事業 04 一般廃棄物埋立処分場（第4）管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 79 1825002 研修会負担金 327
1001 消耗品費 1,150
1004 燃料費 400
1007 光熱水費 4,630
1008 修繕料 2,000
1101 通信運搬費 33
1103 手数料 70
1106 火災保険料 12
1201 施設維持管理委託料 2,148
1301 使用料及び賃借料 50
1402 維持補修工事 900
1501 原材料費 300

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
12,099 11,400 699

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
12,099 0

主な財源 最終処分場利用負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　適正な埋立施設の運営管理を行うことにより、環境の保全に努め、最終処分場の延命化
を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　埋立処分計画に沿って処理を行い、水質検査及びダイオキシン類測定検査を定期的に実
施し、汚水処理施設の適正管理を推進し、公害防止対策と安定的な処理処分に努める。

○消耗品費（水処理用の凝集剤・殺菌剤等）
○燃料費（重機等に係るもの）
○光熱水費（排水処理施設に係る電気・水道料）
○修繕料（各種水処理施設ポンプ、重機等に係るもの）
○手数料（浄化槽点検、重機等の特定自主点検）
○施設維持管理委託料（汚泥抜取業務、各種清掃業務等）
○維持補修工事（高圧ケーブル更新工事）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0005 資源循環推進係
04 衛生費 02 清掃費 02 ごみ処理費

大事業 27 循環型社会の実現
中事業 02 ごみの適正処理の推進

小事業 02 不法投棄対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 37
1001 消耗品費 118
1004 燃料費 190
1103 手数料 480
1301 使用料及び賃借料 140
2602 その他の公課費 2

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
967 969 △ 2

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
967

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市内の不法投棄箇所の巡回や投棄物の回収を行うことにより、環境美化意識の高揚と不
法投棄の発生抑制を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市内全域を巡回し、不法投棄箇所や投棄者の調査を行うとともに、投棄物の回収及び処
理を行う。また、投棄者が判明した場合は、関係機関と連携して適正処理などの指導を行
う。

○普通旅費（研修会等）
○消耗品費（看板等資材）
○燃料費（不法投棄パトロール専用ガソリン代）
○手数料（不法投棄物抑制看板の製作、不法投棄物の処理等に係るもの）
○自動車借上料（不法投棄パトロール車軽トラックリース料）
○その他の公課費（産業廃棄物税）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0005 資源循環推進係
04 衛生費 02 清掃費 02 ごみ処理費

大事業 27 循環型社会の実現
中事業 03 安全で適正な処理体制の構築

小事業 02 車両管理費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 160
1004 燃料費 2,054
1008 修繕料 1,920
1103 手数料 376
1107 自動車損害保険料 611
1301 使用料及び賃借料 2,943
1702 機械器具費（事業執行用） 320
2601 国に対する公課費 323

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,707 6,956 1,751

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
8,707

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　不適正な廃棄物の調査収集作業等に要する車両を適正に管理することで、効率的な運用
を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　クリーンステーションに残された不適正廃棄物等の調査収集並びに、収集後の破袋・戸
別訪問指導やまごころ収集等に使用する車両の点検整備・管理を行う。

○消耗品費（車両維持に係るもの）
○燃料費（車両に係るもの）
○修繕費（車検、修理に係るもの）
○手数料（車検、及び年次点検に係るもの）
○自動車損害保険料（任意保険、自賠責保険料）
○使用料及び賃借料（リース車両代）
○機械器具費（車両のバッテリー、消化器等）
○国に対する公課費（自動車重量税ほか）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0005 資源循環推進係
04 衛生費 02 清掃費 02 ごみ処理費

大事業 27 循環型社会の実現
中事業 03 安全で適正な処理体制の構築

小事業 03 一般廃棄物埋立処分場更新に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1402 維持補修工事 42,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
42,000 5,500 36,500

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
42,000

主な財源 公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　最終処分場汚水処理施設の設備の延命化を図ることで、安定した安全な水処理を行う。

事
　
業
　
内
　
容

　老朽化している最終処分場汚水処理施設について、施設設備の延命化を図るため、設備
更新工事を実施する。

○維持補修工事（最終処分場汚水処理施設更新工事）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 18 市民環境部 所管課 04 環境政策課 0005 資源循環推進係
04 衛生費 02 清掃費 02 ごみ処理費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 04 衛生施設管理運営費

小事業 04 一般廃棄物埋立処分場（第4）管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 79 1825002 研修会負担金 327
1001 消耗品費 1,150
1004 燃料費 400
1007 光熱水費 4,630
1008 修繕料 2,000
1101 通信運搬費 33
1103 手数料 70
1106 火災保険料 12
1201 施設維持管理委託料 2,148
1301 使用料及び賃借料 50
1402 維持補修工事 900
1501 原材料費 300

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
12,099 11,400 699

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
12,099 0

主な財源 最終処分場利用負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　適正な埋立施設の運営管理を行うことにより、環境の保全に努め、最終処分場の延命化
を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　埋立処分計画に沿って処理を行い、水質検査及びダイオキシン類測定検査を定期的に実
施し、汚水処理施設の適正管理を推進し、公害防止対策と安定的な処理処分に努める。

○消耗品費（水処理用の凝集剤・殺菌剤等）
○燃料費（重機等に係るもの）
○光熱水費（排水処理施設に係る電気・水道料）
○修繕料（各種水処理施設ポンプ、重機等に係るもの）
○手数料（浄化槽点検、重機等の特定自主点検）
○施設維持管理委託料（汚泥抜取業務、各種清掃業務等）
○維持補修工事（高圧ケーブル更新工事）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0001 福祉政策係
03 民生費 01 社会福祉費 01 社会福祉総務費

大事業 15 地域福祉の充実と生活支援
中事業 01 地域福祉の推進

小事業 01 ボランティア活動支援事業（民生委員活動費の補助等）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1833002 民生委員活動費補助金 24,512
1853002 ボランティアまちづくり事業補助金 1,776

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
26,288 26,288 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
10,714 15,574

主な財源 民生委員活動費負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　民生委員・児童委員及びボランティア等、地域における民間福祉活動の推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　日向市民生委員児童委員協議会の活動、事務局の運営及び日向市社会福祉協議会のボラ
ンティアまちづくり事業に対して補助金を交付する。

○民生委員・児童委員活動補助　　　　　
○民生委員児童委員協議会事務局補助　 　
○ボランティアまちづくり事業補助

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0001 福祉政策係
03 民生費 01 社会福祉費 01 社会福祉総務費

大事業 15 地域福祉の充実と生活支援
中事業 01 地域福祉の推進

小事業 02 日向市社会福祉協議会の支援に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1833001 日向市社会福祉協議会運営補助金 48,185

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
48,185 47,210 975

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
48,185

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市社会福祉協議会は、本市の各種福祉事業を広範囲にわたり実施しており、これを
支援することにより、地域福祉の向上と推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　地域福祉の中核である日向市社会福祉協議会の運営について補助を行う。

【補助対象内容】
○事務局人件費
○総合福祉センター管理運営費
○東郷支所管理運営費
○福祉推進員事業費
○東郷地域総合福祉センター管理運営費

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0001 福祉政策係
03 民生費 01 社会福祉費 01 社会福祉総務費

大事業 15 地域福祉の充実と生活支援
中事業 01 地域福祉の推進

小事業 03 民間福祉活動支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1867009 うるおい福祉基金事業補助金 630
2403 その他特定目的基金積立金 1

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
631 631 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
630 1

主な財源 うるおい福祉基金利子、うるおい福祉基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民の創意と工夫を生かした自発的な保健福祉事業を推進することにより、地域福祉の
向上が図られ、市民のうるおいのある生活を促進する。

事
　
業
　
内
　
容

　日向市うるおい福祉基金を活用し、民間団体等の保健福祉活動やボランティア活動の支
援を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0001 福祉政策係
03 民生費 01 社会福祉費 01 社会福祉総務費

大事業 15 地域福祉の充実と生活支援
中事業 01 地域福祉の推進

小事業 04 「地域福祉計画」推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 85
1101 通信運搬費 33

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
118 5,400 △ 5,282

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
118

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　地域福祉計画に基づく各種事業の進行管理と評価を行い、計画の推進を図る。　

事
　
業
　
内
　
容

　日向市地域福祉推進委員会及び日向市地域福祉推進会議を設置し、評価等を行う。評価
結果については、市ホームページで公表する。

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0001 福祉政策係
03 民生費 01 社会福祉費 01 社会福祉総務費

大事業 15 地域福祉の充実と生活支援
中事業 01 地域福祉の推進

小事業 01 ボランティア活動支援事業（民生委員活動費の補助等）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1833002 民生委員活動費補助金 24,512
1853002 ボランティアまちづくり事業補助金 1,776

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
26,288 26,288 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
10,714 15,574

主な財源 民生委員活動費負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　民生委員・児童委員及びボランティア等、地域における民間福祉活動の推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　日向市民生委員児童委員協議会の活動、事務局の運営及び日向市社会福祉協議会のボラ
ンティアまちづくり事業に対して補助金を交付する。

○民生委員・児童委員活動補助　　　　　
○民生委員児童委員協議会事務局補助　 　
○ボランティアまちづくり事業補助

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0001 福祉政策係
03 民生費 01 社会福祉費 01 社会福祉総務費

大事業 15 地域福祉の充実と生活支援
中事業 01 地域福祉の推進

小事業 02 日向市社会福祉協議会の支援に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1833001 日向市社会福祉協議会運営補助金 48,185

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
48,185 47,210 975

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
48,185

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市社会福祉協議会は、本市の各種福祉事業を広範囲にわたり実施しており、これを
支援することにより、地域福祉の向上と推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　地域福祉の中核である日向市社会福祉協議会の運営について補助を行う。

【補助対象内容】
○事務局人件費
○総合福祉センター管理運営費
○東郷支所管理運営費
○福祉推進員事業費
○東郷地域総合福祉センター管理運営費

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0001 福祉政策係
03 民生費 01 社会福祉費 01 社会福祉総務費

大事業 15 地域福祉の充実と生活支援
中事業 01 地域福祉の推進

小事業 03 民間福祉活動支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1867009 うるおい福祉基金事業補助金 630
2403 その他特定目的基金積立金 1

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
631 631 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
630 1

主な財源 うるおい福祉基金利子、うるおい福祉基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民の創意と工夫を生かした自発的な保健福祉事業を推進することにより、地域福祉の
向上が図られ、市民のうるおいのある生活を促進する。

事
　
業
　
内
　
容

　日向市うるおい福祉基金を活用し、民間団体等の保健福祉活動やボランティア活動の支
援を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0001 福祉政策係
03 民生費 01 社会福祉費 01 社会福祉総務費

大事業 15 地域福祉の充実と生活支援
中事業 01 地域福祉の推進

小事業 04 「地域福祉計画」推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 85
1101 通信運搬費 33

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
118 5,400 △ 5,282

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
118

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　地域福祉計画に基づく各種事業の進行管理と評価を行い、計画の推進を図る。　

事
　
業
　
内
　
容

　日向市地域福祉推進委員会及び日向市地域福祉推進会議を設置し、評価等を行う。評価
結果については、市ホームページで公表する。

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0001 福祉政策係
03 民生費 01 社会福祉費 01 社会福祉総務費

大事業 15 地域福祉の充実と生活支援
中事業 01 地域福祉の推進

小事業 14 重層的支援体制整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 15,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
15,000 15,000 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
11,250 3,700 50

主な財源
重層的支援体制整備事業交付金、
ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　各法に基づく相談支援事業を一体的に行うことにより、対象者の属性を問わず包括的に
相談を受け止め、複雑化・複合化した課題に対して、関係支援機関と連携して、様々な調
整や多機関協働事業につなぐなど、必要な支援を実施する。
　また、地域力強化推進事業を継承し、地域住民が主体的に地域課題を把握し、包括的に
受け止め、解決を試みる体制を構築するとともに、その担い手を育成することで、地域福
祉の推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するた
め、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する「重層的支援体制
整備事業」において、介護、障がい、子ども・子育て、生活困窮分野の既存の各事業を一
体的に実施する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0001 福祉政策係
03 民生費 01 社会福祉費 01 社会福祉総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 03 民生一般事務費

小事業 01 福祉管理一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 231 1201 施設維持管理委託料 860
0104 会計年度任用職員報酬 1,525 1301 使用料及び賃借料 133
0301 職員手当 305 1805002 宮崎県社会福祉協議会負担金 85
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335 1809001 日向市社会福祉施設等連絡会負担金 5
0801 費用弁償 51 1833015 遺族連合会運営補助金 49
0802 普通旅費 84 1853028 日向市戦没者追悼奉賛会補助金 495
1001 消耗品費 660 1853029 ひむかいの塔追悼式参拝補助金 20
1005 食糧費 20 1902 社会福祉扶助費（県単補助） 400
1007 光熱水費 42 2201 償還金 1
1008 修繕料 10
1101 通信運搬費 325
1106 火災保険料 2

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,638 6,183 △ 545

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
276 5,362

主な財源 行旅死亡人取扱負担金、特別給付金等支給事務市町村交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　福祉課の円滑な事務の実施及び施設の適正な維持管理を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○非常勤特別職員報酬　（民生委員推薦会委員報酬）
○普通旅費　　　　　　（民生委員児童委員協議会視察研修等）
○光熱水費　　　　　　（富高慰霊塔街灯等に係る電気、水道料）
○施設維持管理委託料　（富高慰霊塔清掃委託、戦没者追悼施設樹木管理業務委託）
○社会福祉扶助費　　　（行旅死亡人取扱費）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0001 福祉政策係
03 民生費 04 災害救助費 01 災害救助費

大事業 25 防災体制の充実
中事業 02 災害に強いまちづくり

小事業 14 災害応急対策の充実に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 23
1006 印刷製本費 41
1101 通信運搬費 202
1205 システム開発等委託料 205
1301 使用料及び賃借料 468
1942 災害救助扶助費 2,418
2001 貸付金 1

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,358 1,357 2,001

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1 2,100 1,257

主な財源 宮崎県・市町村災害時安心基金支援金、災害救助費貸付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　被災世帯の復興と福祉の増進を図る。
　重度障がい者や寝たきり高齢者等の避難行動要支援者の情報をシステムに登録し、自主
防災会や民生委員等の避難支援関係者と共有することにより、避難支援体制の構築を図
る。

事
　
業
　
内
　
容

○災害救助法その他の法令の適用を受けない規模の災害による被災世帯に対して小災害
　見舞金及び小災害弔慰金等を支給する。
　①小災害見舞金
　　・全　　壊：１人世帯　30,000円(世帯員１人増毎3,000円加算)
　　・半　　壊：１世帯　　30,000円
　　・一部破損：１世帯　　10,000円
　②小災害弔慰金
　　・死　　亡：１人あたり　30,000円
○宮崎県・市町村災害時安心基金による支援金を支給する。
　・全      壊：１世帯　200,000円
  ・大規模半壊：１世帯　150,000円
　・中規模半壊：１世帯　100,000円（半壊含む）
　・床上浸水　：１世帯　100,000円
○宮崎県・市町村災害時安心基金による被災者生活再建支援金を支給する。
　　全　　　壊：１世帯　2,000,000円（加算支援金最大）
○「避難行動要支援者管理システム」により、避難支援体制を構築する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 01 権利擁護の推進

小事業 01 ふれあいフェスタ開催に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 600

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
600 600 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
300 150 150

主な財源 障害者地域生活支援事業補助金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　障がいのある人もない人も同じ市民として集い、ふれあい、理解を深めるとともに、障
がいのある人が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加することを促
進し、地域福祉の増進と心のバリアフリー化を推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○ふれあいフェスタ
　障がい当事者等によるステージ発表、作品展示のほか、就労支援事業所による製品販
売、車椅子・点字等の体験を通じて、障がいや障がいのある人に対する理解促進を図るた
めのイベントを開催する。

○障害者週間啓発事業（12月3日から12月9日まで）
　街頭啓発活動や記念展示会等を開催する。

関連するＳＤＧｓ



－ 79 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0001 福祉政策係
03 民生費 01 社会福祉費 01 社会福祉総務費

大事業 15 地域福祉の充実と生活支援
中事業 01 地域福祉の推進

小事業 14 重層的支援体制整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 15,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
15,000 15,000 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
11,250 3,700 50

主な財源
重層的支援体制整備事業交付金、
ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　各法に基づく相談支援事業を一体的に行うことにより、対象者の属性を問わず包括的に
相談を受け止め、複雑化・複合化した課題に対して、関係支援機関と連携して、様々な調
整や多機関協働事業につなぐなど、必要な支援を実施する。
　また、地域力強化推進事業を継承し、地域住民が主体的に地域課題を把握し、包括的に
受け止め、解決を試みる体制を構築するとともに、その担い手を育成することで、地域福
祉の推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するた
め、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する「重層的支援体制
整備事業」において、介護、障がい、子ども・子育て、生活困窮分野の既存の各事業を一
体的に実施する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0001 福祉政策係
03 民生費 01 社会福祉費 01 社会福祉総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 03 民生一般事務費

小事業 01 福祉管理一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 231 1201 施設維持管理委託料 860
0104 会計年度任用職員報酬 1,525 1301 使用料及び賃借料 133
0301 職員手当 305 1805002 宮崎県社会福祉協議会負担金 85
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335 1809001 日向市社会福祉施設等連絡会負担金 5
0801 費用弁償 51 1833015 遺族連合会運営補助金 49
0802 普通旅費 84 1853028 日向市戦没者追悼奉賛会補助金 495
1001 消耗品費 660 1853029 ひむかいの塔追悼式参拝補助金 20
1005 食糧費 20 1902 社会福祉扶助費（県単補助） 400
1007 光熱水費 42 2201 償還金 1
1008 修繕料 10
1101 通信運搬費 325
1106 火災保険料 2

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,638 6,183 △ 545

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
276 5,362

主な財源 行旅死亡人取扱負担金、特別給付金等支給事務市町村交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　福祉課の円滑な事務の実施及び施設の適正な維持管理を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○非常勤特別職員報酬　（民生委員推薦会委員報酬）
○普通旅費　　　　　　（民生委員児童委員協議会視察研修等）
○光熱水費　　　　　　（富高慰霊塔街灯等に係る電気、水道料）
○施設維持管理委託料　（富高慰霊塔清掃委託、戦没者追悼施設樹木管理業務委託）
○社会福祉扶助費　　　（行旅死亡人取扱費）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0001 福祉政策係
03 民生費 04 災害救助費 01 災害救助費

大事業 25 防災体制の充実
中事業 02 災害に強いまちづくり

小事業 14 災害応急対策の充実に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 23
1006 印刷製本費 41
1101 通信運搬費 202
1205 システム開発等委託料 205
1301 使用料及び賃借料 468
1942 災害救助扶助費 2,418
2001 貸付金 1

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,358 1,357 2,001

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1 2,100 1,257

主な財源 宮崎県・市町村災害時安心基金支援金、災害救助費貸付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　被災世帯の復興と福祉の増進を図る。
　重度障がい者や寝たきり高齢者等の避難行動要支援者の情報をシステムに登録し、自主
防災会や民生委員等の避難支援関係者と共有することにより、避難支援体制の構築を図
る。

事
　
業
　
内
　
容

○災害救助法その他の法令の適用を受けない規模の災害による被災世帯に対して小災害
　見舞金及び小災害弔慰金等を支給する。
　①小災害見舞金
　　・全　　壊：１人世帯　30,000円(世帯員１人増毎3,000円加算)
　　・半　　壊：１世帯　　30,000円
　　・一部破損：１世帯　　10,000円
　②小災害弔慰金
　　・死　　亡：１人あたり　30,000円
○宮崎県・市町村災害時安心基金による支援金を支給する。
　・全      壊：１世帯　200,000円
  ・大規模半壊：１世帯　150,000円
　・中規模半壊：１世帯　100,000円（半壊含む）
　・床上浸水　：１世帯　100,000円
○宮崎県・市町村災害時安心基金による被災者生活再建支援金を支給する。
　　全　　　壊：１世帯　2,000,000円（加算支援金最大）
○「避難行動要支援者管理システム」により、避難支援体制を構築する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 01 権利擁護の推進

小事業 01 ふれあいフェスタ開催に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 600

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
600 600 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
300 150 150

主な財源 障害者地域生活支援事業補助金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　障がいのある人もない人も同じ市民として集い、ふれあい、理解を深めるとともに、障
がいのある人が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加することを促
進し、地域福祉の増進と心のバリアフリー化を推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○ふれあいフェスタ
　障がい当事者等によるステージ発表、作品展示のほか、就労支援事業所による製品販
売、車椅子・点字等の体験を通じて、障がいや障がいのある人に対する理解促進を図るた
めのイベントを開催する。

○障害者週間啓発事業（12月3日から12月9日まで）
　街頭啓発活動や記念展示会等を開催する。

関連するＳＤＧｓ



－ 80 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 01 権利擁護の推進

小事業 02 福祉関係団体運営補助に要する経費（市単）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1833003 障害者団体運営補助金 168
1833004 日向市障害者団体連絡協議会事務局運営補助金 166

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
334 325 9

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
307 27

主な財源 うるおい福祉基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　市内の障がい者団体等の活動事業費又は運営費の一部を助成することにより、各団体の
活発な活動を推進し、障がい者福祉の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　日向市障がい者団体活動事業補助金交付要綱及び日向市障害者団体連絡協議会事務局運
営補助金交付要綱に基づき、障がい者団体等の活動事業費及び特定非営利活動法人日向市
障害者団体連絡協議会の運営費について助成を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 03 重度心身障害児者医療費助成事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1103 手数料 2,770
1902 社会福祉扶助費（県単補助） 153,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
155,770 153,700 2,070

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
70,096 13,000 72,674

主な財源
重度障害者（児）医療費公費負担事業県補助金
重度心身障害者（児）医療費助成金返還金

財源内訳

目
的
・
効
果

　重度の障がいのある人の経済的負担軽減を図ることにより、医療機関の適切な受診を促
し、障がいの程度の軽減や進行の防止を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　重度の障がいがある人を対象に、保険診療医療費の一部を助成する。

○助成対象者
・身体障害者手帳1級又は2級の所持者
・療育手帳Ａ判定（重度の知的障害者）所持者
・身体障害者手帳3級所持者で、かつ療育手帳Ｂ1判定（中度の知的障害者)　所持者
・精神障害で障害年金1級10号又は11号の受給者（市単独）

○自己負担額
・入院　1か月につき1,000円
・外来　1診療報酬明細等につき500円（調剤は自己負担額なし）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 04 自立支援医療給付事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0714 その他の役務提供等に対する報償金 171
1103 手数料 190
1901 社会福祉扶助費（国直接・間接補助） 153,100

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
153,461 155,561 △ 2,100

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
76,550 38,275 38,636

主な財源 障害者医療費負担金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　障がい児・者が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療が受けられるよ
う、医療に係る経済的負担の軽減を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○更生医療
　18歳以上の身体障害者手帳所持者に対し、身体上の障害の軽減や除去のための医療の
　給付を行う。

○育成医療
　施術等で確実な治療効果が期待できる身体障がい児及び将来障がいの発生が予測され
　る18歳未満の者に対し、身体上の障害の軽減や除去するための医療の給付を行う。

○療養介護医療
　病院の医学的管理下で介護及び日常生活上の世話を行うサービスにおいて、医療に
　関わるものの給付を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 05 人工透析者交通費助成事業（市単）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1867025 人工透析者交通費助成金 4,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,000 4,000 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,000

主な財源 うるおい福祉基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　腎臓機能障害を有し、血液透析療法の治療を受けている人の経済的負担を軽減すること
により、健康維持及び福祉の増進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　自宅から医療機関までの片道距離に応じ、交通費の一部を助成する。

○助成額
　片道10ｋｍまで月額2,000円（10ｋｍ増えるごとに2,000円を加算、上限10,000円）

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 01 権利擁護の推進

小事業 02 福祉関係団体運営補助に要する経費（市単）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1833003 障害者団体運営補助金 168
1833004 日向市障害者団体連絡協議会事務局運営補助金 166

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
334 325 9

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
307 27

主な財源 うるおい福祉基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　市内の障がい者団体等の活動事業費又は運営費の一部を助成することにより、各団体の
活発な活動を推進し、障がい者福祉の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　日向市障がい者団体活動事業補助金交付要綱及び日向市障害者団体連絡協議会事務局運
営補助金交付要綱に基づき、障がい者団体等の活動事業費及び特定非営利活動法人日向市
障害者団体連絡協議会の運営費について助成を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 03 重度心身障害児者医療費助成事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1103 手数料 2,770
1902 社会福祉扶助費（県単補助） 153,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
155,770 153,700 2,070

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
70,096 13,000 72,674

主な財源
重度障害者（児）医療費公費負担事業県補助金
重度心身障害者（児）医療費助成金返還金

財源内訳

目
的
・
効
果

　重度の障がいのある人の経済的負担軽減を図ることにより、医療機関の適切な受診を促
し、障がいの程度の軽減や進行の防止を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　重度の障がいがある人を対象に、保険診療医療費の一部を助成する。

○助成対象者
・身体障害者手帳1級又は2級の所持者
・療育手帳Ａ判定（重度の知的障害者）所持者
・身体障害者手帳3級所持者で、かつ療育手帳Ｂ1判定（中度の知的障害者)　所持者
・精神障害で障害年金1級10号又は11号の受給者（市単独）

○自己負担額
・入院　1か月につき1,000円
・外来　1診療報酬明細等につき500円（調剤は自己負担額なし）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 04 自立支援医療給付事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0714 その他の役務提供等に対する報償金 171
1103 手数料 190
1901 社会福祉扶助費（国直接・間接補助） 153,100

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
153,461 155,561 △ 2,100

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
76,550 38,275 38,636

主な財源 障害者医療費負担金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　障がい児・者が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療が受けられるよ
う、医療に係る経済的負担の軽減を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○更生医療
　18歳以上の身体障害者手帳所持者に対し、身体上の障害の軽減や除去のための医療の
　給付を行う。

○育成医療
　施術等で確実な治療効果が期待できる身体障がい児及び将来障がいの発生が予測され
　る18歳未満の者に対し、身体上の障害の軽減や除去するための医療の給付を行う。

○療養介護医療
　病院の医学的管理下で介護及び日常生活上の世話を行うサービスにおいて、医療に
　関わるものの給付を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 05 人工透析者交通費助成事業（市単）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1867025 人工透析者交通費助成金 4,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,000 4,000 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,000

主な財源 うるおい福祉基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　腎臓機能障害を有し、血液透析療法の治療を受けている人の経済的負担を軽減すること
により、健康維持及び福祉の増進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　自宅から医療機関までの片道距離に応じ、交通費の一部を助成する。

○助成額
　片道10ｋｍまで月額2,000円（10ｋｍ増えるごとに2,000円を加算、上限10,000円）

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 06 障害児・者補装具給付事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1901 社会福祉扶助費（国直接・間接補助） 15,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
15,000 15,000 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
7,500 3,750 3,750

主な財源 障害者補装具給付事業負担金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　体の失われた部分や思うように動かすことのできない障がいを補い、日常生活や社会生
活をしやすくするための補装具を給付又は修理し、自立生活を支援する。

事
　
業
　
内
　
容

　身体障害者手帳が交付されている人に対し、身体上の障がいを補うために必要な用具を
給付する。

○対象用具
　・肢体不自由者・児：義手、義足、車椅子など
　・視覚障がい者・児：盲安全杖、眼鏡など
　・聴覚障がい者・児：補聴器など

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 08 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1902 社会福祉扶助費（県単補助） 200

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
200 200 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
100 100

主な財源 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児を持つ保護者の経済的負担の軽減を図り、
補聴器の早期装用を支援することにより聞こえの保障を行う。
　このことにより、聞こえの問題から生じる成長への影響や、暮らしの中の困難さを軽減
し、言語の取得やコミュニケーション能力の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　医師が補聴器装用の必要性を認めた18歳未満の軽度・中等度難聴児（両耳聴力レベル70
デシベル未満）を養育する保護者に対して、補聴器購入費用等の一部を助成する。

【補助率】
○保護者の所得金額が特別児童扶養手当の所得制限額未満の世帯　2／3
○生活保護受給世帯又は市民税非課税世帯　10／10

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 09 身体障害者福祉電話運営事業（市単）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1101 通信運搬費 24

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
24 46 △ 22

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
24

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　18歳以上の在宅で外出困難な重度の障がいがある人の緊急連絡等の手段を確保する。
　平成24年（2012年）10月から新規受付については行わず、従前からの利用者について、
利用休止までの期間を助成対象とする。

事
　
業
　
内
　
容

　外出することが困難な重度の身体障がいがある人に対して、福祉電話加入権を貸与し、
基本料金を助成する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 10 特別障害者手当等給付事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0714 その他の役務提供等に対する報償金 86
1901 社会福祉扶助費（国直接・間接補助） 31,190

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
31,276 31,086 190

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
23,392 7,884

主な財源 特別障害者手当等給付費負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　日常生活において常時の介護を必要とする重度の障がい児・者に手当を支給し、障がい
によって生じる精神的、経済的な負担の軽減を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○特別障害者手当（20歳以上）　月額：27,980円
○障害児福祉手当（20歳未満）　月額：15,220円

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 06 障害児・者補装具給付事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1901 社会福祉扶助費（国直接・間接補助） 15,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
15,000 15,000 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
7,500 3,750 3,750

主な財源 障害者補装具給付事業負担金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　体の失われた部分や思うように動かすことのできない障がいを補い、日常生活や社会生
活をしやすくするための補装具を給付又は修理し、自立生活を支援する。

事
　
業
　
内
　
容

　身体障害者手帳が交付されている人に対し、身体上の障がいを補うために必要な用具を
給付する。

○対象用具
　・肢体不自由者・児：義手、義足、車椅子など
　・視覚障がい者・児：盲安全杖、眼鏡など
　・聴覚障がい者・児：補聴器など

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 08 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1902 社会福祉扶助費（県単補助） 200

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
200 200 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
100 100

主な財源 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児を持つ保護者の経済的負担の軽減を図り、
補聴器の早期装用を支援することにより聞こえの保障を行う。
　このことにより、聞こえの問題から生じる成長への影響や、暮らしの中の困難さを軽減
し、言語の取得やコミュニケーション能力の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　医師が補聴器装用の必要性を認めた18歳未満の軽度・中等度難聴児（両耳聴力レベル70
デシベル未満）を養育する保護者に対して、補聴器購入費用等の一部を助成する。

【補助率】
○保護者の所得金額が特別児童扶養手当の所得制限額未満の世帯　2／3
○生活保護受給世帯又は市民税非課税世帯　10／10

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 09 身体障害者福祉電話運営事業（市単）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1101 通信運搬費 24

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
24 46 △ 22

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
24

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　18歳以上の在宅で外出困難な重度の障がいがある人の緊急連絡等の手段を確保する。
　平成24年（2012年）10月から新規受付については行わず、従前からの利用者について、
利用休止までの期間を助成対象とする。

事
　
業
　
内
　
容

　外出することが困難な重度の身体障がいがある人に対して、福祉電話加入権を貸与し、
基本料金を助成する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 10 特別障害者手当等給付事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0714 その他の役務提供等に対する報償金 86
1901 社会福祉扶助費（国直接・間接補助） 31,190

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
31,276 31,086 190

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
23,392 7,884

主な財源 特別障害者手当等給付費負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　日常生活において常時の介護を必要とする重度の障がい児・者に手当を支給し、障がい
によって生じる精神的、経済的な負担の軽減を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○特別障害者手当（20歳以上）　月額：27,980円
○障害児福祉手当（20歳未満）　月額：15,220円

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 11 特別児童扶養手当事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 10
1001 消耗品費 64
1006 印刷製本費 28
1101 通信運搬費 90

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
192 220 △ 28

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
192

主な財源 特別児童扶養手当事務取扱交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　身体、知的または精神に障がいがある20歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的とし
て、その児童を家庭で監護、養育している保護者に対し手当を支給する事務を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○市町村事務
　特別児童扶養手当認定に係る申請書等の受理、所得状況の確認等に関する事務を行う。

○支給月額　1級：53,700円、2級：35,760円
　※手当は国から支給される。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 12 心身障害児介護手当給付事業（市単）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1922 児童福祉扶助費（市単独） 8,200

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,200 8,500 △ 300

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
8,200

主な財源 うるおい福祉基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　心身に障がいのある児童の保護者の負担を軽減するとともに、在宅福祉の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○対象となる障がい児（20歳未満）
　・身体障害者手帳1級～6級の所持者
　・療育手帳の所持者
　・長期にわたり安静を必要とする疾病を有する者で、特別児童扶養手当の支給を受けて
    いる者
○支給月額　5,000円
　※児童扶養手当、特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の受給者は月額3,000円

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 13 理容・美容サービス事業（市単）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 250

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
250 250 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
250

主な財源 うるおい福祉基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　在宅で寝たきりの重度心身障がいのある人及び高齢者等に対し、居宅において理容又は
美容サービスを提供することにより、対象者の健康管理及び保健衛生の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　理容師又は美容師が対象者の居宅を訪問し、理容・美容サービスを提供する。

○利用登録者
　・身体障害者手帳1、2級の所持者（下肢又は体幹に障がいのある者に限る）
　・介護保険法に規定する要介護者で寝たきりの者

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 14 福祉機器貸与・リサイクル事業（市単）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 2,217

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,217 2,125 92

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,200 17

主な財源 うるおい福祉基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　在宅の障がいのある人等に対し、家庭等で不用となった福祉機器をリサイクルし、貸与
することにより、経済的負担の軽減及び社会参加の促進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○業務委託料
　福祉機器等の回収・貸出、修理、清掃・消毒等の管理
○主な福祉機器
　ギャッジベッド、車椅子、ポータブルトイレ、シャワーチェアなど

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 11 特別児童扶養手当事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 10
1001 消耗品費 64
1006 印刷製本費 28
1101 通信運搬費 90

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
192 220 △ 28

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
192

主な財源 特別児童扶養手当事務取扱交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　身体、知的または精神に障がいがある20歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的とし
て、その児童を家庭で監護、養育している保護者に対し手当を支給する事務を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○市町村事務
　特別児童扶養手当認定に係る申請書等の受理、所得状況の確認等に関する事務を行う。

○支給月額　1級：53,700円、2級：35,760円
　※手当は国から支給される。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 12 心身障害児介護手当給付事業（市単）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1922 児童福祉扶助費（市単独） 8,200

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,200 8,500 △ 300

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
8,200

主な財源 うるおい福祉基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　心身に障がいのある児童の保護者の負担を軽減するとともに、在宅福祉の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○対象となる障がい児（20歳未満）
　・身体障害者手帳1級～6級の所持者
　・療育手帳の所持者
　・長期にわたり安静を必要とする疾病を有する者で、特別児童扶養手当の支給を受けて
    いる者
○支給月額　5,000円
　※児童扶養手当、特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の受給者は月額3,000円

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 13 理容・美容サービス事業（市単）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 250

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
250 250 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
250

主な財源 うるおい福祉基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　在宅で寝たきりの重度心身障がいのある人及び高齢者等に対し、居宅において理容又は
美容サービスを提供することにより、対象者の健康管理及び保健衛生の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　理容師又は美容師が対象者の居宅を訪問し、理容・美容サービスを提供する。

○利用登録者
　・身体障害者手帳1、2級の所持者（下肢又は体幹に障がいのある者に限る）
　・介護保険法に規定する要介護者で寝たきりの者

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 14 福祉機器貸与・リサイクル事業（市単）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 2,217

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,217 2,125 92

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,200 17

主な財源 うるおい福祉基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　在宅の障がいのある人等に対し、家庭等で不用となった福祉機器をリサイクルし、貸与
することにより、経済的負担の軽減及び社会参加の促進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○業務委託料
　福祉機器等の回収・貸出、修理、清掃・消毒等の管理
○主な福祉機器
　ギャッジベッド、車椅子、ポータブルトイレ、シャワーチェアなど

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 15 障害者地域生活支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 360
1901 社会福祉扶助費（国直接・間接補助） 40,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
40,360 40,360 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
20,180 10,090 10,090

主な財源 障害者地域生活支援事業補助金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　障がいのある人が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、地域の特性
（地理的条件や社会資源の状況）や利用者の状況に応じた事業を実施する。

事
　
業
　
内
　
容

○知的障害者職親委託事業
　知的障がいのある人の自立更生を図るため一定期間職親のもとで生活指導及び技術習
  得等の訓練を行う。

○障害児・者日常生活用具給付事業
　在宅での日常生活を容易にするための用具を給付する。

○日中一時支援事業
　障がいのある人の日中活動の場又は児童生徒の放課後活動の場を確保するとともに、
  家族の就労又は一時的な休息のための支援を行う。

○訪問入浴サービス事業
　居宅で入浴が困難な人に対し、移動入浴車による入浴支援を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 16 意思疎通支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 2,031 1301 使用料及び賃借料 4
0301 職員手当 407 1805077 全九州ろうあ者大会及び全九州手話通訳者研修会開催負担金 12
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 439 1809024 全国手話言語市区長会負担金 10
0701 講師謝金 50 1825002 研修会負担金 12
0714 その他の役務提供等に対する報償金 800
0801 費用弁償 116
1001 消耗品費 32
1006 印刷製本費 30
1101 通信運搬費 56
1103 手数料 1
1108 その他の保険料 20
1203 事業委託料 582

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,602 4,513 89

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,289 1,144 1,169

主な財源 障害者地域生活支援事業補助金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　聴覚、言語機能等に障がいがある人の円滑なコミュニケーションを支援し、社会参加の
促進を図る。
　障がい理解に関する啓発活動及び手話奉仕員の技術向上に関する取組を推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○手話奉仕員等派遣事業（報償費、研修旅費、賠償責任保険）
　手話奉仕員及び要約筆記奉仕員を派遣し、地域社会の中で聴覚に障がいのある人等が
  意思疎通を図るための支援を行う。

○専従手話通訳者（会計年度任用職員）の設置
　市窓口での手話通訳、手話奉仕員の育成及び活動支援並びに聴覚障がい者理解のための
  啓発活動等を行う。

○手話奉仕員養成事業（委託料）
　手話で日常会話を行うために必要な手話の単語及び手話表現技術の習得、聴覚障がい者
  について理解を深めるための講座を開催する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 03 社会参加の促進

小事業 02 障害者社会参加促進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 425
1853003 身体障害者スポーツ交流事業補助金 90
1865002 自動車免許取得・改造助成事業補助金 200

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
715 720 △ 5

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
212 106 397

主な財源 障害者地域生活支援事業補助金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　在宅の障がいのある人の就労、文化・スポーツ活動等の社会参加を支援し、地域におけ
る自立生活を促進する。

事
　
業
　
内
　
容

○市障がい者スポーツ大会開催事業
　スポーツ・レクリエーション活動を通じ、障がい者等の社会参加増進や市民とふれあう
  ことで市民の障がい及び障がい者への理解を深め、障がいのある人もない人もともに生
  きる地域社会を実現するため、障がい者スポーツ大会を開催する。
○知的障がい者本人活動支援事業
　障がい者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援を行う。
　主な活動：バリアフリースポーツ、バスハイク、社会奉仕活動等
○自動車運転免許取得・改造助成事業補助金
　・自動車運転免許取得助成事業
　　身体障がい者の自動車運転免許取得に要する経費の一部を助成する。
　・自動車改造助成事業
　　障がい者自らが所有・運転する自動車の改造に要する経費の一部を
    助成する。
○障害者スポーツ交流事業補助金
　障がい者のスポーツ参加に対し、必要経費の一部を助成する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 03 社会参加の促進

小事業 03 重度障害者タクシー料金助成事業（市単）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1006 印刷製本費 100
1301 使用料及び賃借料 4,700

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,800 4,800 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,800

主な財源 うるおい福祉基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　重度の障がいがある人に対してタクシー利用券を交付し、日常生活の利便性の向上及び
社会活動の範囲の拡大を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市内タクシー事業所共通の基本料金券を交付する。

○車いす用以外のタクシー利用券　年間24枚
　身体障害者手帳1、2級又は療育手帳（Ａ判定）所持者

○車いす用利用券　年間30枚
　身体障害者手帳1、2級所持者（下肢又は体幹に障がいのある者に限る）及び介護保険
　法に規定する要介護者で一定の要件を満たす者

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 15 障害者地域生活支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 360
1901 社会福祉扶助費（国直接・間接補助） 40,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
40,360 40,360 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
20,180 10,090 10,090

主な財源 障害者地域生活支援事業補助金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　障がいのある人が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、地域の特性
（地理的条件や社会資源の状況）や利用者の状況に応じた事業を実施する。

事
　
業
　
内
　
容

○知的障害者職親委託事業
　知的障がいのある人の自立更生を図るため一定期間職親のもとで生活指導及び技術習
  得等の訓練を行う。

○障害児・者日常生活用具給付事業
　在宅での日常生活を容易にするための用具を給付する。

○日中一時支援事業
　障がいのある人の日中活動の場又は児童生徒の放課後活動の場を確保するとともに、
  家族の就労又は一時的な休息のための支援を行う。

○訪問入浴サービス事業
　居宅で入浴が困難な人に対し、移動入浴車による入浴支援を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 16 意思疎通支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 2,031 1301 使用料及び賃借料 4
0301 職員手当 407 1805077 全九州ろうあ者大会及び全九州手話通訳者研修会開催負担金 12
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 439 1809024 全国手話言語市区長会負担金 10
0701 講師謝金 50 1825002 研修会負担金 12
0714 その他の役務提供等に対する報償金 800
0801 費用弁償 116
1001 消耗品費 32
1006 印刷製本費 30
1101 通信運搬費 56
1103 手数料 1
1108 その他の保険料 20
1203 事業委託料 582

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,602 4,513 89

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,289 1,144 1,169

主な財源 障害者地域生活支援事業補助金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　聴覚、言語機能等に障がいがある人の円滑なコミュニケーションを支援し、社会参加の
促進を図る。
　障がい理解に関する啓発活動及び手話奉仕員の技術向上に関する取組を推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○手話奉仕員等派遣事業（報償費、研修旅費、賠償責任保険）
　手話奉仕員及び要約筆記奉仕員を派遣し、地域社会の中で聴覚に障がいのある人等が
  意思疎通を図るための支援を行う。

○専従手話通訳者（会計年度任用職員）の設置
　市窓口での手話通訳、手話奉仕員の育成及び活動支援並びに聴覚障がい者理解のための
  啓発活動等を行う。

○手話奉仕員養成事業（委託料）
　手話で日常会話を行うために必要な手話の単語及び手話表現技術の習得、聴覚障がい者
  について理解を深めるための講座を開催する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 03 社会参加の促進

小事業 02 障害者社会参加促進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 425
1853003 身体障害者スポーツ交流事業補助金 90
1865002 自動車免許取得・改造助成事業補助金 200

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
715 720 △ 5

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
212 106 397

主な財源 障害者地域生活支援事業補助金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　在宅の障がいのある人の就労、文化・スポーツ活動等の社会参加を支援し、地域におけ
る自立生活を促進する。

事
　
業
　
内
　
容

○市障がい者スポーツ大会開催事業
　スポーツ・レクリエーション活動を通じ、障がい者等の社会参加増進や市民とふれあう
  ことで市民の障がい及び障がい者への理解を深め、障がいのある人もない人もともに生
  きる地域社会を実現するため、障がい者スポーツ大会を開催する。
○知的障がい者本人活動支援事業
　障がい者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援を行う。
　主な活動：バリアフリースポーツ、バスハイク、社会奉仕活動等
○自動車運転免許取得・改造助成事業補助金
　・自動車運転免許取得助成事業
　　身体障がい者の自動車運転免許取得に要する経費の一部を助成する。
　・自動車改造助成事業
　　障がい者自らが所有・運転する自動車の改造に要する経費の一部を
    助成する。
○障害者スポーツ交流事業補助金
　障がい者のスポーツ参加に対し、必要経費の一部を助成する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 03 社会参加の促進

小事業 03 重度障害者タクシー料金助成事業（市単）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1006 印刷製本費 100
1301 使用料及び賃借料 4,700

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,800 4,800 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,800

主な財源 うるおい福祉基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　重度の障がいがある人に対してタクシー利用券を交付し、日常生活の利便性の向上及び
社会活動の範囲の拡大を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市内タクシー事業所共通の基本料金券を交付する。

○車いす用以外のタクシー利用券　年間24枚
　身体障害者手帳1、2級又は療育手帳（Ａ判定）所持者

○車いす用利用券　年間30枚
　身体障害者手帳1、2級所持者（下肢又は体幹に障がいのある者に限る）及び介護保険
　法に規定する要介護者で一定の要件を満たす者

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 03 民生施設管理運営費

小事業 02 障害者センター管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1106 火災保険料 70
1207 指定管理者委託料 14,200
1301 使用料及び賃借料 225

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
14,495 14,396 99

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
666 333 705 12,791

主な財源
障害者地域生活支援事業補助金（国・県）、
障害者センター使用料、行政財産使用料

財源内訳

目
的
・
効
果

　障がいのある人の活動と交流拠点施設として、地域との相互交流を支援し、社会参加の
促進とノーマライゼーションの推進を図る施設運営を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○施設管理運営費　人件費、光熱水費、清掃委託料など
○施設の設置目的を達成するために必要な業務に要する費用
　障がい福祉に関する各種相談、情報の提供、社会参加の場の提供等、障がいのある人
  の社会的自立と生活の質の向上を図るため、次の業務を行う。（指定管理者による自
  主事業を除く）
　・点字広報等発行事業
　・点訳奉仕員・音訳奉仕員養成講座開催事業
○指定管理者
　・指定管理者：特定非営利活動法人日向市障害者団体連絡協議会
　・指定期間：令和3年度から令和7年度まで

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 47 一般事務費
中事業 03 民生一般事務費

小事業 02 障がい福祉一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 3,050 1106 火災保険料 17
0301 職員手当 610 1201 施設維持管理委託料 175
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 670 1806030 日向入郷地域精神保健福祉協議会負担金 8
0801 費用弁償 102 1825002 研修会負担金 71
0802 普通旅費 66 2201 償還金 2
0803 特別旅費 104
1001 消耗品費 190
1006 印刷製本費 187
1007 光熱水費 40
1008 修繕料 44
1101 通信運搬費 240
1103 手数料 4

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,580 5,254 326

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,299 349 3,932

主な財源 宮崎県市町村権限委譲交付金、土地建物貸付収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　障がい福祉係及び障がい者支援係の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○尾鈴サンロード田の原障がい者トイレ管理費
　管理業務委託料、浄化槽清掃・保守点検委託料、検査手数料ほか

○一般事務経費
　研修旅費・研修会参加料、「障がい福祉のてびき」等の印刷、協議会負担金ほか

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0003 障がい者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 07 障害児療育等援助事業（市単）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 2,250
1809021 宮崎市総合発達支援センター運営負担金 99

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,349 2,500 △ 151

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,250 99

主な財源 うるおい福祉基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　障がいのある幼児及び発達の遅れがある幼児を早期療育することにより、障がいの軽減
や基本的な生活能力の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○療育等援助事業委託
　・幼児に対する援助：音楽療法、言語療法、絵画療法、訪問保育等
　・家族に対する支援：子育て支援、心理発達相談、保護者の学習会等

○宮崎市総合発達支援センター運営負担金
　運営経費の一部について、利用者数の割合に応じ利用者所在市町村において負担する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0003 障がい者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 19 介護給付事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 2,210
0301 職員手当 442
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 477
0801 費用弁償 171
0802 普通旅費 19
1001 消耗品費 130
1103 手数料 2,700
1107 自動車損害保険料 21
1301 使用料及び賃借料 792
1901 社会福祉扶助費（国直接・間接補助） 1,000,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,006,962 1,026,102 △ 19,140

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
500,000 250,000 256,962

主な財源 障害者自立支援給付費負担金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　障害者総合支援法に基づき、身体・知的・精神の障がい又は難病がある方に対し、居宅
介護などの介護給付事業を実施することで、地域での自立した生活を支援する。

事
　
業
　
内
　
容

○主な介護給付
・居宅介護
　自宅にヘルパーを派遣し、入浴、排せつ、食事等の介護を行う。
・生活介護
　常時介護を必要とする人に対し、入浴、排せつ、食事等の介護を行うとともに、日中に
　創作的活動又は生産的活動の機会を提供する。
・施設入所支援
　施設に入所している人に対し、主に夜間において入浴、排泄、食事等の介護を行う。

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 03 民生施設管理運営費

小事業 02 障害者センター管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1106 火災保険料 70
1207 指定管理者委託料 14,200
1301 使用料及び賃借料 225

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
14,495 14,396 99

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
666 333 705 12,791

主な財源
障害者地域生活支援事業補助金（国・県）、
障害者センター使用料、行政財産使用料

財源内訳

目
的
・
効
果

　障がいのある人の活動と交流拠点施設として、地域との相互交流を支援し、社会参加の
促進とノーマライゼーションの推進を図る施設運営を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○施設管理運営費　人件費、光熱水費、清掃委託料など
○施設の設置目的を達成するために必要な業務に要する費用
　障がい福祉に関する各種相談、情報の提供、社会参加の場の提供等、障がいのある人
  の社会的自立と生活の質の向上を図るため、次の業務を行う。（指定管理者による自
  主事業を除く）
　・点字広報等発行事業
　・点訳奉仕員・音訳奉仕員養成講座開催事業
○指定管理者
　・指定管理者：特定非営利活動法人日向市障害者団体連絡協議会
　・指定期間：令和3年度から令和7年度まで

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0002 障がい福祉係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 47 一般事務費
中事業 03 民生一般事務費

小事業 02 障がい福祉一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 3,050 1106 火災保険料 17
0301 職員手当 610 1201 施設維持管理委託料 175
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 670 1806030 日向入郷地域精神保健福祉協議会負担金 8
0801 費用弁償 102 1825002 研修会負担金 71
0802 普通旅費 66 2201 償還金 2
0803 特別旅費 104
1001 消耗品費 190
1006 印刷製本費 187
1007 光熱水費 40
1008 修繕料 44
1101 通信運搬費 240
1103 手数料 4

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,580 5,254 326

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,299 349 3,932

主な財源 宮崎県市町村権限委譲交付金、土地建物貸付収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　障がい福祉係及び障がい者支援係の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○尾鈴サンロード田の原障がい者トイレ管理費
　管理業務委託料、浄化槽清掃・保守点検委託料、検査手数料ほか

○一般事務経費
　研修旅費・研修会参加料、「障がい福祉のてびき」等の印刷、協議会負担金ほか

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0003 障がい者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 07 障害児療育等援助事業（市単）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 2,250
1809021 宮崎市総合発達支援センター運営負担金 99

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,349 2,500 △ 151

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,250 99

主な財源 うるおい福祉基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　障がいのある幼児及び発達の遅れがある幼児を早期療育することにより、障がいの軽減
や基本的な生活能力の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○療育等援助事業委託
　・幼児に対する援助：音楽療法、言語療法、絵画療法、訪問保育等
　・家族に対する支援：子育て支援、心理発達相談、保護者の学習会等

○宮崎市総合発達支援センター運営負担金
　運営経費の一部について、利用者数の割合に応じ利用者所在市町村において負担する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0003 障がい者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 19 介護給付事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 2,210
0301 職員手当 442
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 477
0801 費用弁償 171
0802 普通旅費 19
1001 消耗品費 130
1103 手数料 2,700
1107 自動車損害保険料 21
1301 使用料及び賃借料 792
1901 社会福祉扶助費（国直接・間接補助） 1,000,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,006,962 1,026,102 △ 19,140

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
500,000 250,000 256,962

主な財源 障害者自立支援給付費負担金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　障害者総合支援法に基づき、身体・知的・精神の障がい又は難病がある方に対し、居宅
介護などの介護給付事業を実施することで、地域での自立した生活を支援する。

事
　
業
　
内
　
容

○主な介護給付
・居宅介護
　自宅にヘルパーを派遣し、入浴、排せつ、食事等の介護を行う。
・生活介護
　常時介護を必要とする人に対し、入浴、排せつ、食事等の介護を行うとともに、日中に
　創作的活動又は生産的活動の機会を提供する。
・施設入所支援
　施設に入所している人に対し、主に夜間において入浴、排泄、食事等の介護を行う。

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0003 障がい者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 20 訓練等給付事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1901 社会福祉扶助費（国直接・間接補助） 680,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
680,000 660,000 20,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
340,000 170,000 170,000

主な財源 障害者自立支援給付費負担金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　障害者総合支援法に基づき、身体・知的・精神の障がい又は難病がある方に対し、自立
した日常生活や社会生活を営むことを目的とした、身体機能や生活能力の向上のための訓
練や、職場実習など就労に必要な知識・能力の向上のための訓練を実施する。

事
　
業
　
内
　
容

○主な訓練等給付
・自立訓練（機能訓練・生活訓練、宿泊型自立訓練）
　自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のための訓練を一
　定期間行う。
・就労移行支援
　一般企業への就職を希望する障がい者に、就労に必要な知識及び能力向上のための訓練
  を一定期間行う。
・就労継続支援
　一般企業での就労が困難な障がい者に、働く場を提供するとともに、知識及び能力向上
  に必要な訓練を行う。
・共同生活援助
　共同生活を行う住居で、主に夜間において相談や日常生活上の支援を
　行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0003 障がい者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 21 障害者給付認定審査会運営事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 1,170
0104 会計年度任用職員報酬 1,908
0203 一般職給料 567
0301 職員手当 581
0401 給与に係る保険料 193
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 415
0801 費用弁償 115
0802 普通旅費 6
1001 消耗品費 417
1004 燃料費 32
1007 光熱水費 246
1101 通信運搬費 228

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,878 5,690 188

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,928 2,950

主な財源 障害者給付認定審査会運営事業負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　障害者総合支援法第15条に規定する「障害者給付認定審査会」を設置し、公平かつ公正
な審査及び判定を行うことにより市町村における障害支援区分の適正な認定を行う。

事
　
業
　
内
　
容

　障がい者の介護給付サービスの必要性を測定するため、障害支援区分に関する審査及び
判定業務を行う。

○日向入郷地域障害者給付認定審査会
　日向入郷1市2町2村の広域で共同設置し、5名ずつの2合議体の構成で毎月1回審査会を
　実施する。
○非常勤特別職員報酬：障害者給付認定審査会委員報酬
○会計年度任用職員報酬：障害者給付認定審査会事務局員
○審査会開催及び事務局運営に係る諸費用

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0003 障がい者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 22 相談支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 15
0702 出会謝金 90
1001 消耗品費 6
1006 印刷製本費 78
1101 通信運搬費 26
1103 手数料 188
1203 事業委託料 16,551
1853004 身体障害者相談員事業補助金 260
1901 社会福祉扶助費（国直接・間接補助） 720

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
17,934 17,091 843

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,789 1,394 13,751

主な財源
障害者地域生活支援事業補助金（国・県）、
重層的支援体制整備事業交付金（国・県）

財源内訳

目
的
・
効
果

　障がいのある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供や支援等を行うとともに、障が
い者虐待防止等権利擁護のために必要な支援を行うことにより、障がいのある人等が自立
した日常生活や社会生活を営むことができるようにする。

事
　
業
　
内
　
容

○障がい者相談支援事業委託（身体・知的・精神）
　各種相談・障がい福祉サービスの情報提供等を行う。

○日向市・東臼杵郡障がい者自立支援協議会事務局運営業務委託
　協議会及び専門部会の運営補助、会議資料・議事録の作成等を行う。

○基幹相談支援センター業務委託
　「基幹相談支援センター」を圏域で設置し、地域における相談支援の中核的な役割を
  担い、圏域内の相談支援機能の強化を図る。

○障がい者虐待防止対策
　障害者虐待防止法に基づき、障がい者虐待の防止、虐待の早期発見と
  発生した場合の対応を行う。　

○成年後見制度利用支援
　成年後見制度を利用する要支援者に対する各手続等の支援を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0003 障がい者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 23 移動支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 32
1004 燃料費 150
1008 修繕料 100
1101 通信運搬費 33
1103 手数料 15
1107 自動車損害保険料 37
1203 事業委託料 520
1901 社会福祉扶助費（国直接・間接補助） 12,500
2601 国に対する公課費 25

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
13,412 12,212 1,200

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,699 3,349 3,364

主な財源 障害者地域生活支援事業補助金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　屋外での移動が困難な障がい児・者について、外出のための支援を行うことにより、地
域における自立生活及び社会参加を促す。

事
　
業
　
内
　
容

○ガイドヘルパーの派遣
　屋外での移動が困難な障がい児・者で、個別的支援が必要な人に対して、ガイドヘル
　パーを派遣する。

○リフト付福祉バスの運行業務委託
　障がい者団体の研修、福祉大会等への参加、スポーツ活動など障がいのある人の自立
  と社会参加の促進を図るため、リフト付福祉バスを運行する。

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0003 障がい者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 20 訓練等給付事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1901 社会福祉扶助費（国直接・間接補助） 680,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
680,000 660,000 20,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
340,000 170,000 170,000

主な財源 障害者自立支援給付費負担金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　障害者総合支援法に基づき、身体・知的・精神の障がい又は難病がある方に対し、自立
した日常生活や社会生活を営むことを目的とした、身体機能や生活能力の向上のための訓
練や、職場実習など就労に必要な知識・能力の向上のための訓練を実施する。

事
　
業
　
内
　
容

○主な訓練等給付
・自立訓練（機能訓練・生活訓練、宿泊型自立訓練）
　自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のための訓練を一
　定期間行う。
・就労移行支援
　一般企業への就職を希望する障がい者に、就労に必要な知識及び能力向上のための訓練
  を一定期間行う。
・就労継続支援
　一般企業での就労が困難な障がい者に、働く場を提供するとともに、知識及び能力向上
  に必要な訓練を行う。
・共同生活援助
　共同生活を行う住居で、主に夜間において相談や日常生活上の支援を
　行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0003 障がい者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 21 障害者給付認定審査会運営事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 1,170
0104 会計年度任用職員報酬 1,908
0203 一般職給料 567
0301 職員手当 581
0401 給与に係る保険料 193
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 415
0801 費用弁償 115
0802 普通旅費 6
1001 消耗品費 417
1004 燃料費 32
1007 光熱水費 246
1101 通信運搬費 228

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,878 5,690 188

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,928 2,950

主な財源 障害者給付認定審査会運営事業負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　障害者総合支援法第15条に規定する「障害者給付認定審査会」を設置し、公平かつ公正
な審査及び判定を行うことにより市町村における障害支援区分の適正な認定を行う。

事
　
業
　
内
　
容

　障がい者の介護給付サービスの必要性を測定するため、障害支援区分に関する審査及び
判定業務を行う。

○日向入郷地域障害者給付認定審査会
　日向入郷1市2町2村の広域で共同設置し、5名ずつの2合議体の構成で毎月1回審査会を
　実施する。
○非常勤特別職員報酬：障害者給付認定審査会委員報酬
○会計年度任用職員報酬：障害者給付認定審査会事務局員
○審査会開催及び事務局運営に係る諸費用

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0003 障がい者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 22 相談支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 15
0702 出会謝金 90
1001 消耗品費 6
1006 印刷製本費 78
1101 通信運搬費 26
1103 手数料 188
1203 事業委託料 16,551
1853004 身体障害者相談員事業補助金 260
1901 社会福祉扶助費（国直接・間接補助） 720

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
17,934 17,091 843

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,789 1,394 13,751

主な財源
障害者地域生活支援事業補助金（国・県）、
重層的支援体制整備事業交付金（国・県）

財源内訳

目
的
・
効
果

　障がいのある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供や支援等を行うとともに、障が
い者虐待防止等権利擁護のために必要な支援を行うことにより、障がいのある人等が自立
した日常生活や社会生活を営むことができるようにする。

事
　
業
　
内
　
容

○障がい者相談支援事業委託（身体・知的・精神）
　各種相談・障がい福祉サービスの情報提供等を行う。

○日向市・東臼杵郡障がい者自立支援協議会事務局運営業務委託
　協議会及び専門部会の運営補助、会議資料・議事録の作成等を行う。

○基幹相談支援センター業務委託
　「基幹相談支援センター」を圏域で設置し、地域における相談支援の中核的な役割を
  担い、圏域内の相談支援機能の強化を図る。

○障がい者虐待防止対策
　障害者虐待防止法に基づき、障がい者虐待の防止、虐待の早期発見と
  発生した場合の対応を行う。　

○成年後見制度利用支援
　成年後見制度を利用する要支援者に対する各手続等の支援を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0003 障がい者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 23 移動支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 32
1004 燃料費 150
1008 修繕料 100
1101 通信運搬費 33
1103 手数料 15
1107 自動車損害保険料 37
1203 事業委託料 520
1901 社会福祉扶助費（国直接・間接補助） 12,500
2601 国に対する公課費 25

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
13,412 12,212 1,200

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,699 3,349 3,364

主な財源 障害者地域生活支援事業補助金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　屋外での移動が困難な障がい児・者について、外出のための支援を行うことにより、地
域における自立生活及び社会参加を促す。

事
　
業
　
内
　
容

○ガイドヘルパーの派遣
　屋外での移動が困難な障がい児・者で、個別的支援が必要な人に対して、ガイドヘル
　パーを派遣する。

○リフト付福祉バスの運行業務委託
　障がい者団体の研修、福祉大会等への参加、スポーツ活動など障がいのある人の自立
  と社会参加の促進を図るため、リフト付福祉バスを運行する。

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0003 障がい者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 24 地域活動支援センター事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 14,380

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
14,380 8,000 6,380

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,976 1,988 8,416

主な財源 重層的支援体制整備事業交付金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　障がいのある人に対して、創作的活動や生産活動の機会や場所を提供することにより、
社会との交流の促進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○地域活動支援センターⅠ型
　精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療・福祉・地域の社会基盤との連携強化の
　ための調整、地域住民ボランティア育成、障がいに対する理解促進を図るための普及
　啓発等の事業を実施する。

○地域活動支援センターⅢ型
　障がいのある人に就労の場等を提供し、作業指導や生活訓練を行うことで、障がいの
　ある人の自立を目指す。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0003 障がい者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 25 障害児通所支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1103 手数料 250
1901 社会福祉扶助費（国直接・間接補助） 240,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
240,250 260,300 △ 20,050

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
120,000 60,000 60,250

主な財源 障害児通所支援給付費負担金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　障がいのある児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導や生活能力の向上・集
団生活に適応するための専門的な支援を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○児童発達支援
　事業所において、未就学の障がい児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、
　知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。

○放課後等デイサービス
　事業所において就学中の障がい児に、授業終了後又は学校休業日に、生活能力の向上
　のために必要な支援を行う。

○保育所等訪問支援
　保育所等を訪問し、障がい児が他の児童との集団生活に適応するための専門的な支援
　を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0003 障がい者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 26 日向市障がい者プラン・障がい福祉計画策定事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0709 各種審議会委員(規程・要綱等）報償金　厚生 480
1101 通信運搬費 8
1204 調査・計画策定委託料 2,800

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,288 0 3,288

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,288

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　「第4次日向市障がい者プラン」及び「第6期障がい福祉計画（第2期障がい児福祉計
画）」の進行管理と評価を行う。
　また、両計画ともに計画期間の最終年度を迎えることから、現状における課題の整理及
び新たな施策の検討等を行うとともに、「第5次日向市障がい者プラン」及び「第7期障が
い福祉計画（第3期障がい児福祉計画）」を策定する。

事
　
業
　
内
　
容

○日向市障がい者プラン策定委員会の開催
○日向市障がい福祉計画策定委員会の開催
○「第5次日向市障がい者プラン」（令和6年度～令和10年度）及び「第7期障がい福祉計
　画（第3期障がい児福祉計画）」（令和6年度～令和8年度）の策定

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0004 保護第１係
03 民生費 03 生活保護費 01 生活保護総務費

大事業 15 地域福祉の充実と生活支援
中事業 02 生活支援と自立の促進

小事業 02 生活保護の適正実施推進事業(補助対象)
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 12,365
0301 職員手当 2,477
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 2,672
0714 その他の役務提供等に対する報償金 360
0801 費用弁償 306
0802 普通旅費 411
1001 消耗品費 60
1006 印刷製本費 76
1101 通信運搬費 645
1203 事業委託料 4,275
1301 使用料及び賃借料 330

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
23,977 20,148 3,829

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
18,839 5,138

主な財源
被保護者就労支援事業負担金、被保護者健康管理支援事業負担金、生活保護
適正実施推進事業補助金、社会保障・税番号制度システム事業補助金

財源内訳

目
的
・
効
果

　国庫補助事業を活用して、レセプト点検や生活習慣の指導、特別指導員の配置、各種調
査、新規面接相談、就労支援、医療扶助マイナンバーカード整備準備などを行うことで、
生活保護の適正な実施を推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○生活困窮者自立相談支援事業
  ・被保護者就労支援事業
○健康管理支援事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
〇・被保護者健康管理支援事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
○生活保護適正化等事業
　・関係職員等研修啓発事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇・レセプトを活用した医療扶助適正化事業
　・医療扶助適正実施事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇・精神障害者等退院促進事業
　・収入資産状況把握等充実事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇・扶養義務調査充実事業
　・体制整備強化事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇・警察との連携協力体制強化事業
　・社会的な居場所づくり支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇・社会保障・税番号制度システム整備等事業

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0003 障がい者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 24 地域活動支援センター事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 14,380

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
14,380 8,000 6,380

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,976 1,988 8,416

主な財源 重層的支援体制整備事業交付金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　障がいのある人に対して、創作的活動や生産活動の機会や場所を提供することにより、
社会との交流の促進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○地域活動支援センターⅠ型
　精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療・福祉・地域の社会基盤との連携強化の
　ための調整、地域住民ボランティア育成、障がいに対する理解促進を図るための普及
　啓発等の事業を実施する。

○地域活動支援センターⅢ型
　障がいのある人に就労の場等を提供し、作業指導や生活訓練を行うことで、障がいの
　ある人の自立を目指す。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0003 障がい者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 25 障害児通所支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1103 手数料 250
1901 社会福祉扶助費（国直接・間接補助） 240,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
240,250 260,300 △ 20,050

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
120,000 60,000 60,250

主な財源 障害児通所支援給付費負担金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　障がいのある児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導や生活能力の向上・集
団生活に適応するための専門的な支援を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○児童発達支援
　事業所において、未就学の障がい児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、
　知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。

○放課後等デイサービス
　事業所において就学中の障がい児に、授業終了後又は学校休業日に、生活能力の向上
　のために必要な支援を行う。

○保育所等訪問支援
　保育所等を訪問し、障がい児が他の児童との集団生活に適応するための専門的な支援
　を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0003 障がい者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 02 障害者福祉費

大事業 14 障がい福祉の充実
中事業 02 地域生活の支援

小事業 26 日向市障がい者プラン・障がい福祉計画策定事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0709 各種審議会委員(規程・要綱等）報償金　厚生 480
1101 通信運搬費 8
1204 調査・計画策定委託料 2,800

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,288 0 3,288

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,288

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　「第4次日向市障がい者プラン」及び「第6期障がい福祉計画（第2期障がい児福祉計
画）」の進行管理と評価を行う。
　また、両計画ともに計画期間の最終年度を迎えることから、現状における課題の整理及
び新たな施策の検討等を行うとともに、「第5次日向市障がい者プラン」及び「第7期障が
い福祉計画（第3期障がい児福祉計画）」を策定する。

事
　
業
　
内
　
容

○日向市障がい者プラン策定委員会の開催
○日向市障がい福祉計画策定委員会の開催
○「第5次日向市障がい者プラン」（令和6年度～令和10年度）及び「第7期障がい福祉計
　画（第3期障がい児福祉計画）」（令和6年度～令和8年度）の策定

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0004 保護第１係
03 民生費 03 生活保護費 01 生活保護総務費

大事業 15 地域福祉の充実と生活支援
中事業 02 生活支援と自立の促進

小事業 02 生活保護の適正実施推進事業(補助対象)
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 12,365
0301 職員手当 2,477
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 2,672
0714 その他の役務提供等に対する報償金 360
0801 費用弁償 306
0802 普通旅費 411
1001 消耗品費 60
1006 印刷製本費 76
1101 通信運搬費 645
1203 事業委託料 4,275
1301 使用料及び賃借料 330

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
23,977 20,148 3,829

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
18,839 5,138

主な財源
被保護者就労支援事業負担金、被保護者健康管理支援事業負担金、生活保護
適正実施推進事業補助金、社会保障・税番号制度システム事業補助金

財源内訳

目
的
・
効
果

　国庫補助事業を活用して、レセプト点検や生活習慣の指導、特別指導員の配置、各種調
査、新規面接相談、就労支援、医療扶助マイナンバーカード整備準備などを行うことで、
生活保護の適正な実施を推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○生活困窮者自立相談支援事業
  ・被保護者就労支援事業
○健康管理支援事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
〇・被保護者健康管理支援事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
○生活保護適正化等事業
　・関係職員等研修啓発事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇・レセプトを活用した医療扶助適正化事業
　・医療扶助適正実施事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇・精神障害者等退院促進事業
　・収入資産状況把握等充実事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇・扶養義務調査充実事業
　・体制整備強化事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇・警察との連携協力体制強化事業
　・社会的な居場所づくり支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇・社会保障・税番号制度システム整備等事業

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0004 保護第１係
03 民生費 03 生活保護費 01 生活保護総務費

大事業 15 地域福祉の充実と生活支援
中事業 02 生活支援と自立の促進

小事業 03 生活保護の適正実施推進事業(市単)
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0714 その他の役務提供等に対する報償金 855
0802 普通旅費 118
0803 特別旅費 220
1001 消耗品費 148
1004 燃料費 155
1103 手数料 950
1107 自動車損害保険料 28
1301 使用料及び賃借料 1,421
1825002 研修会負担金 141
2201 償還金 2

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,038 4,143 △ 105

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,038

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　医療扶助及び介護扶助の点検、現業員の職務資格取得、訪問調査活動などを実施すると
ともに、事務の効率化を図り、生活保護の適正な実施を推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○嘱託医の報償費
　精神及び一般の医師に委託し、医療扶助の適正化を図る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○介護審査事務費
　支払審査、事務手数料など　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○医療診療報酬審査事務費等
　支払審査、事務手数料など　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○社会福祉主事資格認定経費
　現業員の必要な資格取得にかかる経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○訪問用公用車リース・燃料費
　公用車のリース料、損害保険料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○生活保護レセプト管理システム管理費
　システム使用料

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0004 保護第１係
03 民生費 03 生活保護費 01 生活保護総務費

大事業 15 地域福祉の充実と生活支援
中事業 02 生活支援と自立の促進

小事業 04 生活困窮者自立支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 23,999
1865028 住居確保給付金 802

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
24,801 25,069 △ 268

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
16,506 8,295

主な財源
重層的支援体制整備事業交付金、生活困窮者自立支援事業（必須事業）
負担金、生活困窮者自立支援事業（任意事業）負担金

財源内訳

目
的
・
効
果

　生活困窮者が抱える多様で複合的な問題に関する相談に丁寧に応じ、必要な情報の提供
や助言を行う。また、関係機関と連絡調整等を図り、包括的かつ計画的な支援を行うこと
で生活困窮者の自立を促進する。

事
　
業
　
内
　
容

○事業委託料
　生活困窮者自立支援法に基づく以下の事業等に係る業務委託
　・自立相談支援事業：生活困窮者からの相談を受け、生活困窮者が抱える課題をアセス
　　メントし、自立支援計画を策定する。
　・家計改善支援事業：家計状況の「見える化」と根本的な課題の把握を行い、相談者が
　　自ら家計を管理できるように支援する。
　・子どもの学習・生活支援事業：子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、
　　仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する相談支援を行う。
　・子どもの居場所づくり事業：地域に子ども・若者が身近に通うことができ、安心して
　　過ごせる場所を提供し、学習習慣を身につける取組を実施する。
  ・居場所サロン事業：自力での求職・就労に至らない対象者に対して、
　　居場所を提供し、生活自立・社会参加を促す取組を実施する。

○住居確保給付金
　離職等により経済的に困窮し、住宅を失うおそれのある市民等に
  家賃額を支給する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0004 保護第１係
03 民生費 03 生活保護費 02 扶助費

大事業 15 地域福祉の充実と生活支援
中事業 02 生活支援と自立の促進

小事業 01 生活保護費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1930 生活保護扶助費（国直接・間接補助） 1,249,400

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,249,400 1,274,500 △ 25,100

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
929,550 50,000 10,000 259,850

主な財源 生活保護費負担金（国・県）、生活保護費返還金
財源内訳

目
的
・
効
果

　憲法第25条（生存権）及び生活保護法第3条（最低生活）に基づき、保護の実施により健
康で文化的な最低限度の生活を保障する。

事
　
業
　
内
　
容

○生活扶助費　　日常生活に必要な費用（食費・被服費・光熱費等）を扶助する。　
○住宅扶助費　　アパート等の家賃を扶助する。
○教育扶助費　　義務教育を受けるために必要な学用品費を扶助する。
○医療扶助費　　医療サービスの費用を扶助する。
○介護扶助費　  介護サービスの費用を扶助する。
○出産扶助費　　出産費用を扶助する。
○生業扶助費　　就労に必要な技能の修得等にかかる費用を扶助する。
○葬祭扶助費　　葬祭費用を扶助する。
○施設事務費　　救護施設の事務費用を扶助する。

関連するＳＤＧｓ関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0011 指導監査係
03 民生費 01 社会福祉費 01 社会福祉総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 03 民生一般事務費

小事業 09 福祉法人監査一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 35
0802 普通旅費 32
1001 消耗品費 9
1825002 研修会負担金 35

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
111 109 2

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
111

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　適正な法人運営と円滑に社会福祉事業の経営を図れるよう指導監査を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○出会謝金（地域協議会委員謝金）
○普通旅費（社会福祉法人監査研修等旅費）
○消耗品費（一般事務用品）
○研修会負担金（社会福祉法人監査研修会負担金）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0004 保護第１係
03 民生費 03 生活保護費 01 生活保護総務費

大事業 15 地域福祉の充実と生活支援
中事業 02 生活支援と自立の促進

小事業 03 生活保護の適正実施推進事業(市単)
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0714 その他の役務提供等に対する報償金 855
0802 普通旅費 118
0803 特別旅費 220
1001 消耗品費 148
1004 燃料費 155
1103 手数料 950
1107 自動車損害保険料 28
1301 使用料及び賃借料 1,421
1825002 研修会負担金 141
2201 償還金 2

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,038 4,143 △ 105

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,038

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　医療扶助及び介護扶助の点検、現業員の職務資格取得、訪問調査活動などを実施すると
ともに、事務の効率化を図り、生活保護の適正な実施を推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○嘱託医の報償費
　精神及び一般の医師に委託し、医療扶助の適正化を図る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○介護審査事務費
　支払審査、事務手数料など　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○医療診療報酬審査事務費等
　支払審査、事務手数料など　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○社会福祉主事資格認定経費
　現業員の必要な資格取得にかかる経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○訪問用公用車リース・燃料費
　公用車のリース料、損害保険料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○生活保護レセプト管理システム管理費
　システム使用料

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0004 保護第１係
03 民生費 03 生活保護費 01 生活保護総務費

大事業 15 地域福祉の充実と生活支援
中事業 02 生活支援と自立の促進

小事業 04 生活困窮者自立支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 23,999
1865028 住居確保給付金 802

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
24,801 25,069 △ 268

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
16,506 8,295

主な財源
重層的支援体制整備事業交付金、生活困窮者自立支援事業（必須事業）
負担金、生活困窮者自立支援事業（任意事業）負担金

財源内訳

目
的
・
効
果

　生活困窮者が抱える多様で複合的な問題に関する相談に丁寧に応じ、必要な情報の提供
や助言を行う。また、関係機関と連絡調整等を図り、包括的かつ計画的な支援を行うこと
で生活困窮者の自立を促進する。

事
　
業
　
内
　
容

○事業委託料
　生活困窮者自立支援法に基づく以下の事業等に係る業務委託
　・自立相談支援事業：生活困窮者からの相談を受け、生活困窮者が抱える課題をアセス
　　メントし、自立支援計画を策定する。
　・家計改善支援事業：家計状況の「見える化」と根本的な課題の把握を行い、相談者が
　　自ら家計を管理できるように支援する。
　・子どもの学習・生活支援事業：子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、
　　仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する相談支援を行う。
　・子どもの居場所づくり事業：地域に子ども・若者が身近に通うことができ、安心して
　　過ごせる場所を提供し、学習習慣を身につける取組を実施する。
  ・居場所サロン事業：自力での求職・就労に至らない対象者に対して、
　　居場所を提供し、生活自立・社会参加を促す取組を実施する。

○住居確保給付金
　離職等により経済的に困窮し、住宅を失うおそれのある市民等に
  家賃額を支給する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0004 保護第１係
03 民生費 03 生活保護費 02 扶助費

大事業 15 地域福祉の充実と生活支援
中事業 02 生活支援と自立の促進

小事業 01 生活保護費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1930 生活保護扶助費（国直接・間接補助） 1,249,400

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,249,400 1,274,500 △ 25,100

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
929,550 50,000 10,000 259,850

主な財源 生活保護費負担金（国・県）、生活保護費返還金
財源内訳

目
的
・
効
果

　憲法第25条（生存権）及び生活保護法第3条（最低生活）に基づき、保護の実施により健
康で文化的な最低限度の生活を保障する。

事
　
業
　
内
　
容

○生活扶助費　　日常生活に必要な費用（食費・被服費・光熱費等）を扶助する。　
○住宅扶助費　　アパート等の家賃を扶助する。
○教育扶助費　　義務教育を受けるために必要な学用品費を扶助する。
○医療扶助費　　医療サービスの費用を扶助する。
○介護扶助費　  介護サービスの費用を扶助する。
○出産扶助費　　出産費用を扶助する。
○生業扶助費　　就労に必要な技能の修得等にかかる費用を扶助する。
○葬祭扶助費　　葬祭費用を扶助する。
○施設事務費　　救護施設の事務費用を扶助する。

関連するＳＤＧｓ関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 01 福祉課 0011 指導監査係
03 民生費 01 社会福祉費 01 社会福祉総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 03 民生一般事務費

小事業 09 福祉法人監査一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 35
0802 普通旅費 32
1001 消耗品費 9
1825002 研修会負担金 35

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
111 109 2

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
111

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　適正な法人運営と円滑に社会福祉事業の経営を図れるよう指導監査を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○出会謝金（地域協議会委員謝金）
○普通旅費（社会福祉法人監査研修等旅費）
○消耗品費（一般事務用品）
○研修会負担金（社会福祉法人監査研修会負担金）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 03 子育て支援制度の充実

小事業 05 子ども子育て支援事業計画策定事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 544
0801 費用弁償 44
0802 普通旅費 3
1204 調査・計画策定委託料 3,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,591 238 3,353

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,591

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　子ども・子育て支援法に基づき、「日向市子ども・子育て支援事業計画」の取組や達成
状況について、「日向市子ども・子育て会議」にて点検・評価を行い、計画の進捗管理、
取組の見直しや改善につなげる。

事
　
業
　
内
　
容

　「第2期日向市子ども・子育て支援事業計画」の進行管理のため、「日向市子ども・子育
て会議」において、その進捗状況の点検・評価を行うとともに、次期計画策定に向けた
ニーズ調査に着手する。

【第2期日向市子ども・子育て支援事業計画（令和2～6年度）】
　5年間の幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援事業に係る需給計画

○日向市子ども・子育て会議の開催（報酬、費用弁償）
　公募の市民や関係機関・団体の代表、学識経験者の構成する審議会

○次期計画策定に向けた業務委託（調査・計画策定委託料）
　令和7年度からの5年間を計画年度とした次期計画の策定に向け、
　ニーズ調査等の計画策定業務に着手する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 03 子育て支援制度の充実

小事業 11 子ども医療費助成事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525
0301 職員手当 305
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335
0801 費用弁償 51
1103 手数料 7,200
1921 児童福祉扶助費（県単補助） 190,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
199,416 199,335 81

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
45,300 62,001 92,115

主な財源
子育て支援乳幼児医療費助成事業補助金、乳幼児医療費助成金診療報酬事務手数料補助金、うるおい
福祉基金繰入金、ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金、乳幼児医療高額療養費等返還金

財源内訳

目
的
・
効
果

　子どもの医療費に係る保護者の負担を軽減することにより、子育て支援を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　子どもに係る医療費の一部を助成する。

○助成対象　　15歳の誕生日以降の最初の3月31日まで
○自己負担額　各医療機関において、1診療科ごとに月350円
　　　　　　　※調剤は無料　※県外受診は償還払い

※平成25年10月診療分から対象を「小学校卒業まで」拡大。
※平成28年1月診療分から対象を「中学校卒業まで」拡大。
　ただし、中学生の県内医療機関時間外診療については償還払い。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 03 子育て支援制度の充実

小事業 12 児童手当給付事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 2
1001 消耗品費 29
1101 通信運搬費 1,010
1920 児童福祉扶助費（国直接・間接補助） 1,000,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,001,041 1,000,463 578

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
695,132 152,432 153,477

主な財源 児童手当負担金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全育成及び資
質の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　0歳から中学校修了前の児童を養育している方に支給

○中学校修了までの児童を対象に、1人につき以下の月額を支給する。
　・3歳未満　　　　　　　　15,000円
　・3歳以上～小学校修了前　10,000円（第1、2子）
　　　　　　　　　　　　　 15,000円（第3子以降）
　・中学生　　　　　　　　 10,000円

○特例給付（所得制限額以上）5,000円
　※令和4年6月分以降は特例給付にも所得の上限額が設定され、上限額未満の場合のみ支
給する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 03 子育て支援制度の充実

小事業 38 出産子育て応援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525
0301 職員手当 305
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335
0801 費用弁償 51
1001 消耗品費 64
1006 印刷製本費 14
1101 通信運搬費 129
1103 手数料 150
1890046 出産子育て応援給付金 102,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
104,573 0 104,573

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
69,519 17,526 17,528

主な財源 出産子育て応援交付金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境の整備を行う。

事
　
業
　
内
　
容

　妊娠期から出産子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支
援につなぐ伴走型の支援を行うとともに、妊娠届時及び出生届出後に合計10万円の経済的
支援を行う。

（1）伴走型支援
　　　①　妊娠届出時の面談
　　　②　妊娠8か月前後（希望者のみ）の面談　
　　　③　出生時から乳児全戸訪問までの間の面談
（2）経済的支援
　　　①　妊娠の届出をした妊婦　　　5万円
　　　②　出生した児童を養育する者　5万円

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 03 子育て支援制度の充実

小事業 05 子ども子育て支援事業計画策定事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 544
0801 費用弁償 44
0802 普通旅費 3
1204 調査・計画策定委託料 3,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,591 238 3,353

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,591

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　子ども・子育て支援法に基づき、「日向市子ども・子育て支援事業計画」の取組や達成
状況について、「日向市子ども・子育て会議」にて点検・評価を行い、計画の進捗管理、
取組の見直しや改善につなげる。

事
　
業
　
内
　
容

　「第2期日向市子ども・子育て支援事業計画」の進行管理のため、「日向市子ども・子育
て会議」において、その進捗状況の点検・評価を行うとともに、次期計画策定に向けた
ニーズ調査に着手する。

【第2期日向市子ども・子育て支援事業計画（令和2～6年度）】
　5年間の幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援事業に係る需給計画

○日向市子ども・子育て会議の開催（報酬、費用弁償）
　公募の市民や関係機関・団体の代表、学識経験者の構成する審議会

○次期計画策定に向けた業務委託（調査・計画策定委託料）
　令和7年度からの5年間を計画年度とした次期計画の策定に向け、
　ニーズ調査等の計画策定業務に着手する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 03 子育て支援制度の充実

小事業 11 子ども医療費助成事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525
0301 職員手当 305
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335
0801 費用弁償 51
1103 手数料 7,200
1921 児童福祉扶助費（県単補助） 190,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
199,416 199,335 81

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
45,300 62,001 92,115

主な財源
子育て支援乳幼児医療費助成事業補助金、乳幼児医療費助成金診療報酬事務手数料補助金、うるおい
福祉基金繰入金、ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金、乳幼児医療高額療養費等返還金

財源内訳

目
的
・
効
果

　子どもの医療費に係る保護者の負担を軽減することにより、子育て支援を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　子どもに係る医療費の一部を助成する。

○助成対象　　15歳の誕生日以降の最初の3月31日まで
○自己負担額　各医療機関において、1診療科ごとに月350円
　　　　　　　※調剤は無料　※県外受診は償還払い

※平成25年10月診療分から対象を「小学校卒業まで」拡大。
※平成28年1月診療分から対象を「中学校卒業まで」拡大。
　ただし、中学生の県内医療機関時間外診療については償還払い。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 03 子育て支援制度の充実

小事業 12 児童手当給付事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 2
1001 消耗品費 29
1101 通信運搬費 1,010
1920 児童福祉扶助費（国直接・間接補助） 1,000,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,001,041 1,000,463 578

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
695,132 152,432 153,477

主な財源 児童手当負担金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全育成及び資
質の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　0歳から中学校修了前の児童を養育している方に支給

○中学校修了までの児童を対象に、1人につき以下の月額を支給する。
　・3歳未満　　　　　　　　15,000円
　・3歳以上～小学校修了前　10,000円（第1、2子）
　　　　　　　　　　　　　 15,000円（第3子以降）
　・中学生　　　　　　　　 10,000円

○特例給付（所得制限額以上）5,000円
　※令和4年6月分以降は特例給付にも所得の上限額が設定され、上限額未満の場合のみ支
給する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 03 子育て支援制度の充実

小事業 38 出産子育て応援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525
0301 職員手当 305
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335
0801 費用弁償 51
1001 消耗品費 64
1006 印刷製本費 14
1101 通信運搬費 129
1103 手数料 150
1890046 出産子育て応援給付金 102,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
104,573 0 104,573

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
69,519 17,526 17,528

主な財源 出産子育て応援交付金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境の整備を行う。

事
　
業
　
内
　
容

　妊娠期から出産子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支
援につなぐ伴走型の支援を行うとともに、妊娠届時及び出生届出後に合計10万円の経済的
支援を行う。

（1）伴走型支援
　　　①　妊娠届出時の面談
　　　②　妊娠8か月前後（希望者のみ）の面談　
　　　③　出生時から乳児全戸訪問までの間の面談
（2）経済的支援
　　　①　妊娠の届出をした妊婦　　　5万円
　　　②　出生した児童を養育する者　5万円

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 04 子育てと仕事の両立支援

小事業 01 放課後児童クラブ事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 60
1201 施設維持管理委託料 78
1203 事業委託料 70,140
1701 庁用器具費（一般的事務用） 500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
70,778 57,308 13,470

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
23,592 23,592 23,500 94

主な財源
子ども・子育て支援交付金（国・県）、
ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　放課後児童の健全育成と、子育て世代の就労支援を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　保護者の就労その他の理由により、放課後に保護者の監護を受けられない児童につい
て、適切な遊び場及び生活の場を提供し、その健全育成を図る。

【児童クラブ設置状況】
○公設民営（7校区　11クラブ）
　　日知屋児童クラブ　　　　　　日知屋児童センター
　　富高児童クラブＡ・Ｂ　　　　富高小学校余裕教室
　　財光寺児童クラブＡ・Ｂ　　　財光寺小学校余裕教室
　　財光寺南児童クラブＡ・Ｂ　　財光寺南小学校余裕教室
　　日知屋東児童クラブ　　　　　日知屋東小学校余裕教室
　　大王谷児童クラブ　　　　　　大王谷児童館
　　大王谷小学校児童クラブ　　　大王谷小学校余裕教室
　　寺迫児童クラブ　　　　　    寺迫幼稚園
　　※寺迫児童クラブは、7月から新設予定
○民設民営（2クラブ）
　　ＦＡスクール
　　ひなたわんぱくキッズ

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 06 ひとり親家庭への支援

小事業 01 児童扶養手当給付事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1920 児童福祉扶助費（国直接・間接補助） 395,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
395,000 401,000 △ 6,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
131,666 1 263,333

主な財源 児童扶養手当負担金、児童扶養手当返還金
財源内訳

目
的
・
効
果

　生活の安定と自立の促進に寄与するため、手当を支給することで、児童の福祉の増進を
図る。

事
　
業
　
内
　
容

　父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している人に手当を支給する
（年6回、奇数月に支給）。

○助成内容（令和5年4月～）
　児童1人　　　月額　44,140円
　児童2人　　　月額　1人目の児童の支給金額に10,420円を加算
　児童3人以上　　　　3人目以降の児童1人につき6,250円を加算
　　※所得制限により、一部または全部支給停止あり。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 03 民生施設管理運営費

小事業 03 日知屋児童センター管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0709 各種審議会委員(規程・要綱等）報償金　厚生 50
1001 消耗品費 14
1007 光熱水費 670
1008 修繕料 100
1106 火災保険料 6
1201 施設維持管理委託料 1,211
1207 指定管理者委託料 5,665
1701 庁用器具費（一般的事務用） 20

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
7,736 7,187 549

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
7,736

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

  児童に健全な遊びを与えることで、その健康を増進し、情操を豊かにする。

事
　
業
　
内
　
容

　児童センターの運営及び下記に関する事業を、民間事業者に委託して行う。

○事業内容
　・児童の健康を増進し、情操を豊かにするための遊技施設等を提供する
　・健全な遊びを通して、児童の集団的、個別的指導を行う
　・健全な遊びを通して、児童の体力増進のための指導を行う
　・子供会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図る
　・その他児童館の設置の目的達成に必要な事業

○指定管理者委託料
　・指定管理者：社会福祉法人　日向市社会福祉協議会
　・指定期間　：令和元年度から令和5年度まで

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 03 民生施設管理運営費

小事業 04 大王谷児童館管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0709 各種審議会委員(規程・要綱等）報償金　厚生 40
1001 消耗品費 14
1007 光熱水費 742
1008 修繕料 100
1106 火災保険料 32
1201 施設維持管理委託料 1,068
1207 指定管理者委託料 5,665
1701 庁用器具費（一般的事務用） 20

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
7,681 7,069 612

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
7,681

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　児童に健全な遊びを与えることで、その健康を増進し、情操を豊かにする。

事
　
業
　
内
　
容

　児童館の運営及び下記に関する事業を、民間事業者に委託して行う。

○事業内容
　・児童の健康を増進し、情操を豊かにするための遊技施設等を提供する
　・健全な遊びを通して、児童の集団的、個別的指導を行う
　・健全な遊びを通して、児童の体力増進のための指導を行う
　・子供会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図る
　・その他児童館の設置の目的達成に必要な事業

○指定管理者委託料
　・指定管理者：社会福祉法人　日向市社会福祉協議会
　・指定期間　：令和元年度から令和5年度まで

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 04 子育てと仕事の両立支援

小事業 01 放課後児童クラブ事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 60
1201 施設維持管理委託料 78
1203 事業委託料 70,140
1701 庁用器具費（一般的事務用） 500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
70,778 57,308 13,470

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
23,592 23,592 23,500 94

主な財源
子ども・子育て支援交付金（国・県）、
ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　放課後児童の健全育成と、子育て世代の就労支援を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　保護者の就労その他の理由により、放課後に保護者の監護を受けられない児童につい
て、適切な遊び場及び生活の場を提供し、その健全育成を図る。

【児童クラブ設置状況】
○公設民営（7校区　11クラブ）
　　日知屋児童クラブ　　　　　　日知屋児童センター
　　富高児童クラブＡ・Ｂ　　　　富高小学校余裕教室
　　財光寺児童クラブＡ・Ｂ　　　財光寺小学校余裕教室
　　財光寺南児童クラブＡ・Ｂ　　財光寺南小学校余裕教室
　　日知屋東児童クラブ　　　　　日知屋東小学校余裕教室
　　大王谷児童クラブ　　　　　　大王谷児童館
　　大王谷小学校児童クラブ　　　大王谷小学校余裕教室
　　寺迫児童クラブ　　　　　    寺迫幼稚園
　　※寺迫児童クラブは、7月から新設予定
○民設民営（2クラブ）
　　ＦＡスクール
　　ひなたわんぱくキッズ

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 06 ひとり親家庭への支援

小事業 01 児童扶養手当給付事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1920 児童福祉扶助費（国直接・間接補助） 395,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
395,000 401,000 △ 6,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
131,666 1 263,333

主な財源 児童扶養手当負担金、児童扶養手当返還金
財源内訳

目
的
・
効
果

　生活の安定と自立の促進に寄与するため、手当を支給することで、児童の福祉の増進を
図る。

事
　
業
　
内
　
容

　父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している人に手当を支給する
（年6回、奇数月に支給）。

○助成内容（令和5年4月～）
　児童1人　　　月額　44,140円
　児童2人　　　月額　1人目の児童の支給金額に10,420円を加算
　児童3人以上　　　　3人目以降の児童1人につき6,250円を加算
　　※所得制限により、一部または全部支給停止あり。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 03 民生施設管理運営費

小事業 03 日知屋児童センター管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0709 各種審議会委員(規程・要綱等）報償金　厚生 50
1001 消耗品費 14
1007 光熱水費 670
1008 修繕料 100
1106 火災保険料 6
1201 施設維持管理委託料 1,211
1207 指定管理者委託料 5,665
1701 庁用器具費（一般的事務用） 20

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
7,736 7,187 549

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
7,736

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

  児童に健全な遊びを与えることで、その健康を増進し、情操を豊かにする。

事
　
業
　
内
　
容

　児童センターの運営及び下記に関する事業を、民間事業者に委託して行う。

○事業内容
　・児童の健康を増進し、情操を豊かにするための遊技施設等を提供する
　・健全な遊びを通して、児童の集団的、個別的指導を行う
　・健全な遊びを通して、児童の体力増進のための指導を行う
　・子供会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図る
　・その他児童館の設置の目的達成に必要な事業

○指定管理者委託料
　・指定管理者：社会福祉法人　日向市社会福祉協議会
　・指定期間　：令和元年度から令和5年度まで

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 03 民生施設管理運営費

小事業 04 大王谷児童館管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0709 各種審議会委員(規程・要綱等）報償金　厚生 40
1001 消耗品費 14
1007 光熱水費 742
1008 修繕料 100
1106 火災保険料 32
1201 施設維持管理委託料 1,068
1207 指定管理者委託料 5,665
1701 庁用器具費（一般的事務用） 20

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
7,681 7,069 612

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
7,681

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　児童に健全な遊びを与えることで、その健康を増進し、情操を豊かにする。

事
　
業
　
内
　
容

　児童館の運営及び下記に関する事業を、民間事業者に委託して行う。

○事業内容
　・児童の健康を増進し、情操を豊かにするための遊技施設等を提供する
　・健全な遊びを通して、児童の集団的、個別的指導を行う
　・健全な遊びを通して、児童の体力増進のための指導を行う
　・子供会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図る
　・その他児童館の設置の目的達成に必要な事業

○指定管理者委託料
　・指定管理者：社会福祉法人　日向市社会福祉協議会
　・指定期間　：令和元年度から令和5年度まで

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 03 民生一般事務費

小事業 03 子育て支援一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0714 その他の役務提供等に対する報償金 57
0802 普通旅費 13
1001 消耗品費 232
1006 印刷製本費 141
1101 通信運搬費 316
1106 火災保険料 118
1809001 日向市社会福祉施設等連絡会負担金 5
1809008 宮崎県児童館連絡協議会負担金 16
1825009 保健事業費負担金 1,161
2201 償還金 2

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,061 4,314 △ 2,253

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
23 2,038

主な財源 宮崎県市町村権限移譲交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　こども課の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

〇消耗品費（児童福祉六法等）
〇印刷製本費（封筒印刷等）
〇通信運搬費（電話料・郵便料）
〇保険料（旧学校給食東郷共同調理場火災保険料）
〇国保保健指導事業（歯科）負担金

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 02 母子福祉費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 06 ひとり親家庭への支援

小事業 02 寡婦医療費助成事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1903 社会福祉扶助費（市単独） 95

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
95 100 △ 5

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
90 5

主な財源 うるおい福祉基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　ひとり暮らしの寡婦の方の負担を軽減し、健康増進と福祉の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　寡婦の方の医療費の一部を助成する。

〇助成対象
　・市内に住所がある寡婦の方
　・60歳以上70歳未満で一人暮らしをしていること
　・国民健康保険に1人で加入していること
　・他の制度により医療費の全額給付を受けていないこと
　・市町村民税が課税されていないこと

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 02 母子福祉費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 06 ひとり親家庭への支援

小事業 03 母子寡婦福祉事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

2001 貸付金 2,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,000 2,000 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,000

主な財源 母子世帯生活つなぎ資金貸付金収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　母子寡婦世帯の自立支援を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　日向市母子寡婦福祉連絡協議会と連携し、母子寡婦世帯の生活の安定と向上を図る。

〇母子世帯つなぎ資金貸付金
　母子寡婦世帯の自立を図るため、母子寡婦福祉連絡協議会に貸付金として支出し、母子
寡婦世帯生活つなぎ資金として会員に貸し付けを行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 02 母子福祉費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 06 ひとり親家庭への支援

小事業 04 ひとり親家庭医療費助成事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1103 手数料 10
1921 児童福祉扶助費（県単補助） 39,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
39,010 38,000 1,010

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
19,500 1 19,509

主な財源
ひとり親家庭医療費助成事業補助金
母子及び父子家庭等医療高額療養費等返還金

財源内訳

目
的
・
効
果

　ひとり親家庭の負担を軽減し、健康増進と自立更生の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　母子及び父子家庭等に対し医療費の一部を助成する。

○支給対象　　
　母親及び父親は扶養している児童が20歳になるまで
　児童は18歳に達した年度末まで

○本人負担額　月額1,000円

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 03 民生一般事務費

小事業 03 子育て支援一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0714 その他の役務提供等に対する報償金 57
0802 普通旅費 13
1001 消耗品費 232
1006 印刷製本費 141
1101 通信運搬費 316
1106 火災保険料 118
1809001 日向市社会福祉施設等連絡会負担金 5
1809008 宮崎県児童館連絡協議会負担金 16
1825009 保健事業費負担金 1,161
2201 償還金 2

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,061 4,314 △ 2,253

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
23 2,038

主な財源 宮崎県市町村権限移譲交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　こども課の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

〇消耗品費（児童福祉六法等）
〇印刷製本費（封筒印刷等）
〇通信運搬費（電話料・郵便料）
〇保険料（旧学校給食東郷共同調理場火災保険料）
〇国保保健指導事業（歯科）負担金

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 02 母子福祉費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 06 ひとり親家庭への支援

小事業 02 寡婦医療費助成事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1903 社会福祉扶助費（市単独） 95

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
95 100 △ 5

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
90 5

主な財源 うるおい福祉基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　ひとり暮らしの寡婦の方の負担を軽減し、健康増進と福祉の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　寡婦の方の医療費の一部を助成する。

〇助成対象
　・市内に住所がある寡婦の方
　・60歳以上70歳未満で一人暮らしをしていること
　・国民健康保険に1人で加入していること
　・他の制度により医療費の全額給付を受けていないこと
　・市町村民税が課税されていないこと

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 02 母子福祉費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 06 ひとり親家庭への支援

小事業 03 母子寡婦福祉事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

2001 貸付金 2,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,000 2,000 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,000

主な財源 母子世帯生活つなぎ資金貸付金収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　母子寡婦世帯の自立支援を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　日向市母子寡婦福祉連絡協議会と連携し、母子寡婦世帯の生活の安定と向上を図る。

〇母子世帯つなぎ資金貸付金
　母子寡婦世帯の自立を図るため、母子寡婦福祉連絡協議会に貸付金として支出し、母子
寡婦世帯生活つなぎ資金として会員に貸し付けを行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 02 母子福祉費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 06 ひとり親家庭への支援

小事業 04 ひとり親家庭医療費助成事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1103 手数料 10
1921 児童福祉扶助費（県単補助） 39,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
39,010 38,000 1,010

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
19,500 1 19,509

主な財源
ひとり親家庭医療費助成事業補助金
母子及び父子家庭等医療高額療養費等返還金

財源内訳

目
的
・
効
果

　ひとり親家庭の負担を軽減し、健康増進と自立更生の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　母子及び父子家庭等に対し医療費の一部を助成する。

○支給対象　　
　母親及び父親は扶養している児童が20歳になるまで
　児童は18歳に達した年度末まで

○本人負担額　月額1,000円

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 02 母子福祉費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 06 ひとり親家庭への支援

小事業 05 高等職業訓練促進給付金等事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1890013 高等職業訓練促進費給付金 12,646

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
12,646 11,918 728

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
9,484 3,162

主な財源 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　養成訓練の受講期間中の生活の安定が図られ、自立更生につながる。

事
　
業
　
内
　
容

　母子家庭の母、父子家庭の父が就職の際に有利で、生活の安定に役立つ資格（看護師・
介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・准看護師等）を取得するための養成訓練
の受講に際して、その期間中の生活の不安を解消し、安定した修業環境を提供するために
高等職業訓練促進給付金を支給する。また就職の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援
給付金を支給する。

○高等職業訓練促進給付金
　月額100,000円 (市町村民税非課税世帯)
　月額 70,500円（市町村民税課税世帯)
　最終年度は、40,000円を加算

〇高等職業訓練修了支援給付金
　50,000円 (市町村民税非課税世帯)
　25,000円（市町村民税課税世帯)

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 02 母子福祉費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 06 ひとり親家庭への支援

小事業 06 自立支援教育訓練給付金事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1890008 自立支援教育訓練給付金 204

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
204 204 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
153 51

主な財源 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　母子家庭の母又は父子家庭の父の雇用の安定と再就職の促進を図り、経済的な自立につ
ながる。

事
　
業
　
内
　
容

　母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援するもので、雇用保険
の一般教育訓練給付の対象となる教育訓練（ホームヘルパーや医療事務の講座など）を受
講した場合に、受講料の一部を支給する。

〇自立支援教育訓練給付金
　受講料の60％（12,001円以上で20万円を上限）
　※雇用保険の教育訓練給付金が受給できる場合は、その額を控除

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 02 母子福祉費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 06 ひとり親家庭への支援

小事業 08 母子・父子自立支援員設置事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,908
0301 職員手当 382
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 415
0801 費用弁償 107
1107 自動車損害保険料 20

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,832 2,739 93

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,832

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　ひとり親家庭等の生活の安定と自立支援につなげる。

事
　
業
　
内
　
容

　ひとり親家庭等からの相談に応じ、自立に必要な情報提供及び指導を行ったり、職業能
力の向上及び求職活動に関する支援を行うため、法に基づき母子・父子自立支援員を設置
する。

○母子・父子自立支援員　1名配置

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 02 母子福祉費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 06 ひとり親家庭への支援

小事業 09 ひとり親家庭等日常生活支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1101 通信運搬費 10
1203 事業委託料 203

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
213 213 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
159 1 53

主な財源
ひとり親家庭等日常生活支援事業補助金
ひとり親家庭等日常生活支援事業利用者負担金

財源内訳

目
的
・
効
果

　一時的な生活援助や子育て支援を行うことにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立
支援につなげる。

事
　
業
　
内
　
容

　病気等の理由で一時的に日常生活に支障が生じたひとり親家庭等に、家庭生活支援員を
派遣し、生活援助や子育て支援を行う。

〇事業委託料
　・家庭生活支援員報酬
　・消耗品費
　・通信運搬費　等

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 02 母子福祉費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 06 ひとり親家庭への支援

小事業 05 高等職業訓練促進給付金等事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1890013 高等職業訓練促進費給付金 12,646

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
12,646 11,918 728

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
9,484 3,162

主な財源 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　養成訓練の受講期間中の生活の安定が図られ、自立更生につながる。

事
　
業
　
内
　
容

　母子家庭の母、父子家庭の父が就職の際に有利で、生活の安定に役立つ資格（看護師・
介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・准看護師等）を取得するための養成訓練
の受講に際して、その期間中の生活の不安を解消し、安定した修業環境を提供するために
高等職業訓練促進給付金を支給する。また就職の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援
給付金を支給する。

○高等職業訓練促進給付金
　月額100,000円 (市町村民税非課税世帯)
　月額 70,500円（市町村民税課税世帯)
　最終年度は、40,000円を加算

〇高等職業訓練修了支援給付金
　50,000円 (市町村民税非課税世帯)
　25,000円（市町村民税課税世帯)

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 02 母子福祉費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 06 ひとり親家庭への支援

小事業 06 自立支援教育訓練給付金事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1890008 自立支援教育訓練給付金 204

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
204 204 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
153 51

主な財源 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　母子家庭の母又は父子家庭の父の雇用の安定と再就職の促進を図り、経済的な自立につ
ながる。

事
　
業
　
内
　
容

　母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援するもので、雇用保険
の一般教育訓練給付の対象となる教育訓練（ホームヘルパーや医療事務の講座など）を受
講した場合に、受講料の一部を支給する。

〇自立支援教育訓練給付金
　受講料の60％（12,001円以上で20万円を上限）
　※雇用保険の教育訓練給付金が受給できる場合は、その額を控除

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 02 母子福祉費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 06 ひとり親家庭への支援

小事業 08 母子・父子自立支援員設置事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,908
0301 職員手当 382
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 415
0801 費用弁償 107
1107 自動車損害保険料 20

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,832 2,739 93

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,832

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　ひとり親家庭等の生活の安定と自立支援につなげる。

事
　
業
　
内
　
容

　ひとり親家庭等からの相談に応じ、自立に必要な情報提供及び指導を行ったり、職業能
力の向上及び求職活動に関する支援を行うため、法に基づき母子・父子自立支援員を設置
する。

○母子・父子自立支援員　1名配置

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
03 民生費 02 児童福祉費 02 母子福祉費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 06 ひとり親家庭への支援

小事業 09 ひとり親家庭等日常生活支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1101 通信運搬費 10
1203 事業委託料 203

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
213 213 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
159 1 53

主な財源
ひとり親家庭等日常生活支援事業補助金
ひとり親家庭等日常生活支援事業利用者負担金

財源内訳

目
的
・
効
果

　一時的な生活援助や子育て支援を行うことにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立
支援につなげる。

事
　
業
　
内
　
容

　病気等の理由で一時的に日常生活に支障が生じたひとり親家庭等に、家庭生活支援員を
派遣し、生活援助や子育て支援を行う。

〇事業委託料
　・家庭生活支援員報酬
　・消耗品費
　・通信運搬費　等

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
04 衛生費 01 保健衛生費 01 保健衛生総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 02 乳幼児の健康・育児に対する支援の充実

小事業 03 未熟児養育医療給付事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1101 通信運搬費 6
1103 手数料 4
1920 児童福祉扶助費（国直接・間接補助） 3,900

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,910 4,000 △ 90

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,750 875 400 885

主な財源
未熟児養育医療国庫負担金、宮崎県養育医療給付事業負担金、
未熟児養育医療費負担金

財源内訳

目
的
・
効
果

　未熟児養育医療を受けることにより、新生児の健康な育成を図り、養育者の負担を軽減
する。

事
　
業
　
内
　
容

 低体重や早産（在胎週数37週未満）などで身体の発育が未熟なまま生まれたために入院養
育が必要な乳児に対し、医療費を給付する。 (指定養育医療機関に入院する場合のみ適用)

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0002 子育て支援係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 03 子育て支援制度の充実

小事業 14 子育て短期利用事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 324

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
324 324 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
108 108 1 107

主な財源 子ども・子育て支援交付金（国・県）、子育て短期利用負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

  児童養護施設において一時的に養育・保護を行うことによって、児童及びその家庭の福
祉の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

  児童を養育している保護者が疾病や育児疲れなど身体・精神・環境上の理由により、家
庭における児童の養育が一時的に困難になった場合に、児童養護施設において一時的に養
育・保護を行う。

○利用期間  ：原則7日以内
○委託予定先：児童養護施設 鐘ヶ浜学園・金鈴学園

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0002 子育て支援係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 05 家庭・地域の子育て力の充実

小事業 05 子育て支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 4
1101 通信運搬費 4
1203 事業委託料 17,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
17,008 0 17,008

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
5,477 5,456 6,075

主な財源
重層的支援体制整備事業交付金（国・県）、子ども・子育て支援交付金
（国・県）、子育て支援対策臨時特例交付金（国・県）

財源内訳

目
的
・
効
果

　子育て家庭の交流・相談の機会やファミリー・サポートを提供しながら、ゆとりを持っ
て子育てができる環境づくりを推進するとともに、親子関係形成や養育環境づくりの家庭
支援に取り組み、養育不安の防止を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　ヘルシースタート事業につづく、就学前から小学生期にかけた切れ目のない子育て支援
として、地域子育て支援拠点とファミリー・サポートにより、支援の基盤を地域に形成す
るとともに、ペアレント・トレーニングや養育支援訪問の取り組みにより、子育てに悩み
や不安をもつ家庭への支援を推進する。

○地域子育て支援センター・つどいの広場事業
○ファミリー・サポート・センター事業
○家族・親子支援プログラム事業（コモンセンス・ペアレンティング・プログラム)
○養育支援訪問事業

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0002 子育て支援係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 07 要保護児童等に対する支援の充実

小事業 01 家庭児童相談員設置事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 2,031
0301 職員手当 407
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 439
0801 費用弁償 54

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,931 2,857 74

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,931

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　家族関係の健全化及び児童養育の適正化等、家庭児童福祉の向上を図る。
　また、相談支援体制の強化を図り、様々な問題を抱える家庭や児童の相談、虐待の未然
防止、早期支援を行う。

事
　
業
　
内
　
容

  家庭児童相談員を配置し、要保護児童対策地域協議会や児童相談所等、関係機関との連
携を図り、児童に関する問題(家庭相談、虐待相談、養育相談等)について、専門的な相談
指導や継続的な支援を行う。

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0001 こども福祉係
04 衛生費 01 保健衛生費 01 保健衛生総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 02 乳幼児の健康・育児に対する支援の充実

小事業 03 未熟児養育医療給付事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1101 通信運搬費 6
1103 手数料 4
1920 児童福祉扶助費（国直接・間接補助） 3,900

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,910 4,000 △ 90

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,750 875 400 885

主な財源
未熟児養育医療国庫負担金、宮崎県養育医療給付事業負担金、
未熟児養育医療費負担金

財源内訳

目
的
・
効
果

　未熟児養育医療を受けることにより、新生児の健康な育成を図り、養育者の負担を軽減
する。

事
　
業
　
内
　
容

 低体重や早産（在胎週数37週未満）などで身体の発育が未熟なまま生まれたために入院養
育が必要な乳児に対し、医療費を給付する。 (指定養育医療機関に入院する場合のみ適用)

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0002 子育て支援係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 03 子育て支援制度の充実

小事業 14 子育て短期利用事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 324

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
324 324 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
108 108 1 107

主な財源 子ども・子育て支援交付金（国・県）、子育て短期利用負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

  児童養護施設において一時的に養育・保護を行うことによって、児童及びその家庭の福
祉の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

  児童を養育している保護者が疾病や育児疲れなど身体・精神・環境上の理由により、家
庭における児童の養育が一時的に困難になった場合に、児童養護施設において一時的に養
育・保護を行う。

○利用期間  ：原則7日以内
○委託予定先：児童養護施設 鐘ヶ浜学園・金鈴学園

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0002 子育て支援係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 05 家庭・地域の子育て力の充実

小事業 05 子育て支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 4
1101 通信運搬費 4
1203 事業委託料 17,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
17,008 0 17,008

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
5,477 5,456 6,075

主な財源
重層的支援体制整備事業交付金（国・県）、子ども・子育て支援交付金
（国・県）、子育て支援対策臨時特例交付金（国・県）

財源内訳

目
的
・
効
果

　子育て家庭の交流・相談の機会やファミリー・サポートを提供しながら、ゆとりを持っ
て子育てができる環境づくりを推進するとともに、親子関係形成や養育環境づくりの家庭
支援に取り組み、養育不安の防止を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　ヘルシースタート事業につづく、就学前から小学生期にかけた切れ目のない子育て支援
として、地域子育て支援拠点とファミリー・サポートにより、支援の基盤を地域に形成す
るとともに、ペアレント・トレーニングや養育支援訪問の取り組みにより、子育てに悩み
や不安をもつ家庭への支援を推進する。

○地域子育て支援センター・つどいの広場事業
○ファミリー・サポート・センター事業
○家族・親子支援プログラム事業（コモンセンス・ペアレンティング・プログラム)
○養育支援訪問事業

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0002 子育て支援係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 07 要保護児童等に対する支援の充実

小事業 01 家庭児童相談員設置事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 2,031
0301 職員手当 407
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 439
0801 費用弁償 54

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,931 2,857 74

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,931

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　家族関係の健全化及び児童養育の適正化等、家庭児童福祉の向上を図る。
　また、相談支援体制の強化を図り、様々な問題を抱える家庭や児童の相談、虐待の未然
防止、早期支援を行う。

事
　
業
　
内
　
容

  家庭児童相談員を配置し、要保護児童対策地域協議会や児童相談所等、関係機関との連
携を図り、児童に関する問題(家庭相談、虐待相談、養育相談等)について、専門的な相談
指導や継続的な支援を行う。

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0002 子育て支援係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 07 要保護児童等に対する支援の充実

小事業 02 児童虐待防止対策支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 4,062
0301 職員手当 814
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 878
0701 講師謝金 89
0801 費用弁償 108
0802 普通旅費 85
1001 消耗品費 65
1006 印刷製本費 66
1101 通信運搬費 21
1103 手数料 20
1203 事業委託料 5,375
1809022 オレンジリボンたすきリレー負担金 25

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
11,608 8,953 2,655

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,533 193 1,700 3,182

主な財源
子ども・子育て支援交付金（国・県）、児童虐待・ＤＶ対策総合支援事
業費国庫補助金、ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　児童虐待防止に関する市民への広報啓発、人材育成などの取組を行うとともに、市の相
談体制の充実を図る。また「子ども家庭総合支援拠点」及び「日向市要保護児童対策地域
協議会」を中心に、関係機関・民間支援と連携して、子育て家庭の個別支援や見守りを推
進し、児童虐待・養育不安・孤立の解消をめざす。

事
　
業
　
内
　
容

　市民への啓発活動を行うとともに、研修会等を通じて支援者の児童相談体制の充実及び
児童相談・虐待対応職員の資質向上を図る。また、児童相談における在宅支援ケースの重
篤化を防ぐため、「子ども家庭総合支援拠点」（小規模B型）及び「日向市要保護児童対策
地域協議会」において、見守り・相談援助・参加支援を関係機関・民間支援と連携して取
り組み、子育て家庭や妊産婦に対する個別支援の充実を図る。

○児童虐待防止対策強化のための広報活動
　・イベント・児童虐待防止啓発推進月間での啓発活動、講演会の開催
○児童虐待防止対策強化及び人材育成
　・虐待対応研修への参加
○要保護・要支援児童等の支援の推進
　・こども虐待対応専門員及び安全確認等対応職員の配置
　・要保護児童対策地域協議会校区部会を軸にした支援連携の推進
○支援対象児童等見守り強化事業
　事業委託料（宅食による見守り訪問及び食習慣形成支援） 
　子どもの支援に取り組む民間団体　2団体 　（訪問型）    2,400千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（家族支援型）2,700千円

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0002 子育て支援係
03 民生費 03 生活保護費 01 生活保護総務費

大事業 15 地域福祉の充実と生活支援
中事業 03 子どもの未来を応援する施策の推進

小事業 01 子供の未来応援地域ネットワーク形成支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 88
0802 普通旅費 46
1001 消耗品費 11
1006 印刷製本費 53
1101 通信運搬費 8

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
206 153 53

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
206

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　子どもの貧困対策における関係行政機関と民間支援団体や自治会などをつなぐ地域ネッ
トワークを形成し、連携した支援を行う。

事
　
業
　
内
　
容

　「日向市子どもの未来応援推進計画」に基づき、重点施策と地域ネットワークにおける
支援連携を推進する。

○「日向市子どもの未来応援推進計画」の推進
　・「日向市子どもの未来応援会議」の開催

○地域ネットワークの形成と支援連携の推進
　・「子ども・若者応援ネット」における支援機関・団体間の交流促進
　・「フードドライブ」の拡充

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0002 子育て支援係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 02 魅力ある教育体制や環境の充実
中事業 01 児童生徒の相談支援体制の充実

小事業 05 日向・東臼杵いじめ問題再調査事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 90
0801 費用弁償 18
1001 消耗品費 7

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
115 115 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
92 23

主な財源 日向・東臼杵いじめ問題再調査委員会負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　教育委員会主管「日向・東臼杵いじめ問題対策専門委員会」での調査結果や報告に対し
て、関係者間で不調になった場合や今後の重大事態を防止するために、首長部局の「いじ
め問題再調査委員会」で再調査を行うことにより、事実関係を明らかにするとともに、い
じめの防止を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　いじめに関する重大事態が発生した場合、市長が、教育委員会主管「日向・東臼杵いじ
め問題対策専門委員会」から調査結果の報告を受け、必要と認めた場合には「日向・東臼
杵いじめ問題再調査委員会」を開催し、いじめ問題の再調査を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0003 保育係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 03 子育て支援制度の充実

小事業 08 保育所等整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1853042 認定こども園事業費補助金 891

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
891 193,993 △ 193,102

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
594 297

主な財源 認定こども園整備事業費補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　老朽化による保育環境整備（施設整備）に要する費用の一部を補助することにより、安
全確保と保育の継続確保ができる。

事
　
業
　
内
　
容

　国の交付金を活用し、私立保育園等の新設、修理、改造、整備を実施する際に、設置者
負担の軽減を図るために、費用の一部を助成する。

〇実施主体
　学校法人宮崎カトリック学園　認定こども園日向カトリック幼稚園
　・ブロック塀改修

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0002 子育て支援係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 07 要保護児童等に対する支援の充実

小事業 02 児童虐待防止対策支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 4,062
0301 職員手当 814
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 878
0701 講師謝金 89
0801 費用弁償 108
0802 普通旅費 85
1001 消耗品費 65
1006 印刷製本費 66
1101 通信運搬費 21
1103 手数料 20
1203 事業委託料 5,375
1809022 オレンジリボンたすきリレー負担金 25

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
11,608 8,953 2,655

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,533 193 1,700 3,182

主な財源
子ども・子育て支援交付金（国・県）、児童虐待・ＤＶ対策総合支援事
業費国庫補助金、ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　児童虐待防止に関する市民への広報啓発、人材育成などの取組を行うとともに、市の相
談体制の充実を図る。また「子ども家庭総合支援拠点」及び「日向市要保護児童対策地域
協議会」を中心に、関係機関・民間支援と連携して、子育て家庭の個別支援や見守りを推
進し、児童虐待・養育不安・孤立の解消をめざす。

事
　
業
　
内
　
容

　市民への啓発活動を行うとともに、研修会等を通じて支援者の児童相談体制の充実及び
児童相談・虐待対応職員の資質向上を図る。また、児童相談における在宅支援ケースの重
篤化を防ぐため、「子ども家庭総合支援拠点」（小規模B型）及び「日向市要保護児童対策
地域協議会」において、見守り・相談援助・参加支援を関係機関・民間支援と連携して取
り組み、子育て家庭や妊産婦に対する個別支援の充実を図る。

○児童虐待防止対策強化のための広報活動
　・イベント・児童虐待防止啓発推進月間での啓発活動、講演会の開催
○児童虐待防止対策強化及び人材育成
　・虐待対応研修への参加
○要保護・要支援児童等の支援の推進
　・こども虐待対応専門員及び安全確認等対応職員の配置
　・要保護児童対策地域協議会校区部会を軸にした支援連携の推進
○支援対象児童等見守り強化事業
　事業委託料（宅食による見守り訪問及び食習慣形成支援） 
　子どもの支援に取り組む民間団体　2団体 　（訪問型）    2,400千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（家族支援型）2,700千円

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0002 子育て支援係
03 民生費 03 生活保護費 01 生活保護総務費

大事業 15 地域福祉の充実と生活支援
中事業 03 子どもの未来を応援する施策の推進

小事業 01 子供の未来応援地域ネットワーク形成支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 88
0802 普通旅費 46
1001 消耗品費 11
1006 印刷製本費 53
1101 通信運搬費 8

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
206 153 53

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
206

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　子どもの貧困対策における関係行政機関と民間支援団体や自治会などをつなぐ地域ネッ
トワークを形成し、連携した支援を行う。

事
　
業
　
内
　
容

　「日向市子どもの未来応援推進計画」に基づき、重点施策と地域ネットワークにおける
支援連携を推進する。

○「日向市子どもの未来応援推進計画」の推進
　・「日向市子どもの未来応援会議」の開催

○地域ネットワークの形成と支援連携の推進
　・「子ども・若者応援ネット」における支援機関・団体間の交流促進
　・「フードドライブ」の拡充

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0002 子育て支援係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 02 魅力ある教育体制や環境の充実
中事業 01 児童生徒の相談支援体制の充実

小事業 05 日向・東臼杵いじめ問題再調査事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 90
0801 費用弁償 18
1001 消耗品費 7

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
115 115 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
92 23

主な財源 日向・東臼杵いじめ問題再調査委員会負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　教育委員会主管「日向・東臼杵いじめ問題対策専門委員会」での調査結果や報告に対し
て、関係者間で不調になった場合や今後の重大事態を防止するために、首長部局の「いじ
め問題再調査委員会」で再調査を行うことにより、事実関係を明らかにするとともに、い
じめの防止を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　いじめに関する重大事態が発生した場合、市長が、教育委員会主管「日向・東臼杵いじ
め問題対策専門委員会」から調査結果の報告を受け、必要と認めた場合には「日向・東臼
杵いじめ問題再調査委員会」を開催し、いじめ問題の再調査を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0003 保育係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 03 子育て支援制度の充実

小事業 08 保育所等整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1853042 認定こども園事業費補助金 891

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
891 193,993 △ 193,102

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
594 297

主な財源 認定こども園整備事業費補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　老朽化による保育環境整備（施設整備）に要する費用の一部を補助することにより、安
全確保と保育の継続確保ができる。

事
　
業
　
内
　
容

　国の交付金を活用し、私立保育園等の新設、修理、改造、整備を実施する際に、設置者
負担の軽減を図るために、費用の一部を助成する。

〇実施主体
　学校法人宮崎カトリック学園　認定こども園日向カトリック幼稚園
　・ブロック塀改修

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0003 保育係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 03 子育て支援制度の充実

小事業 15 一時預かり事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 20,300

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
20,300 20,300 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,216 6,216 2,240 5,628

主な財源
子ども・子育て支援交付金（国・県）、ふるさと日向市応援寄附金基金
繰入金、一時預かり事業負担金（法人）

財源内訳

目
的
・
効
果

　常日頃、保育所を利用していない家庭における一時的な保育の需要に対応することで、
安心して子育てができる環境を整備し、児童の福祉の向上を図る。
　また、一時預かり事業を行うことで、保護者の多様なニーズに対応し、安心して子育て
ができる環境を整備し、児童の福祉の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○一般型
　保護者の就労や傷病、その他私的な理由により、一時的に家庭で保育が困難な場合に保
育園で一時的に預かる。
　【利用期間】
　・就労や職業訓練等による定期的な利用は、週3日以内
　・病気や冠婚葬祭等による緊急の利用は、月14日以内
　・育児に伴う心理的・身体的負担等を解消するための利用は、月14日以内
　【利用料金】
　・1日（4時間超8時間以内）　3歳未満児：2,000円、3歳以上児：1,500円
　・半日（4時間以内）　　　　3歳未満児：1,000円、3歳以上児：　750円

○幼稚園型
　幼稚園等に在籍する満3歳以上の幼児で、教育時間の前後又は長期休業
日等に当該幼稚園等において一時的に預かる。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0003 保育係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 03 子育て支援制度の充実

小事業 16 施設型給付事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 2,727,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,727,000 2,700,000 27,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,325,335 628,785 111,540 661,340

主な財源
施設型給付費保護者負担金、施設型給付負担金（国・県）、施設型給付費地
方単独費用補助金、ふるさと日向市応援寄附金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　子どもの年齢や親の就労状況などに応じ、教育・保育を行うことで、児童の心身の健全
な発達を図り、子育て環境の充実を図る。

事
　
業
　
内
　
容

◯法人立の認可保育園（14園）に運営委託を行う。
◯法人立の認定こども園（10園）、幼稚園（1園）へ施設型給付を行う。

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0003 保育係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 03 子育て支援制度の充実

小事業 17 障がい児保育事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 6,223

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,223 6,223 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,200 23

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　集団保育が受けられることにより、障がい児の福祉の増進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　軽度の心身障がいを有する児童及び特別児童扶養手当支給対象となっている障がい児を
保育所に受け入れ、集団保育を行う。

〇受入実績
　令和3年度　該当児童　9人（8園）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0003 保育係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 03 子育て支援制度の充実

小事業 19 保育の質の向上のための幼保合同研修等推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 30
1103 手数料 50

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
80 80 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
40 40

主な財源 子ども・子育て支援体制整備総合事業費補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　保育に携わる保育士、教諭等を対象に講演会等を開催することで、保育の質の向上を図
り、より充実した保育を実施することができる。

事
　
業
　
内
　
容

　認可保育所、幼稚園、認定こども園、認可外保育施設の保育士・教諭等を対象に、保育
の質の向上を目的とした研修を行う。

【令和3年度実績】
　演題　　「災害時における安全確保対策」
　会場　　WEB研修
　講師　　あいおいニッセイ同和損害保険会社　堀江　健　氏
　参加者　参加申込み　24園

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0003 保育係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 03 子育て支援制度の充実

小事業 25 子育てのための施設等利用給付事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1890016 施設等利用給付金 27,200

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
27,200 29,000 △ 1,800

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
13,600 6,800 6,800

主な財源 子育てのための施設等利用給付交付金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　支給要件を満たした子どもが対象施設等を利用した際に要する費用を支給することで、
幼児教育・保育の無償化の適正な事務が執行される。

事
　
業
　
内
　
容

　幼児教育・保育の無償化に伴い創設された「子育てのための施設等利用給付」により、
対象児童に施設等利用費を支給する。

〇主な対象施設等
　・預かり保育事業（幼稚園及び認定こども園の在園児の預かり保育）
　・認可外保育施設

〇支給要件
　　次のいずれかに該当する子どもで、保育の必要性の認定を受けたもの
　・3歳から5歳までの子ども
　・0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子ども

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0003 保育係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 04 子育てと仕事の両立支援

小事業 02 延長保育促進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 11,400

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
11,400 11,400 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,800 3,800 3,800

主な財源 子ども・子育て支援交付金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　保護者の就労形態の多様化に対応することで、安心して子育てができる環境を整備し、
児童の福祉の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　開所時間11時間を超えて30分以上の延長保育を行う。平成27年度の「子ども・子育て支
援制度」の施行に伴い、法人立認可保育園に加え、認定こども園についても委託を行って
いる。

○実施園（令和3年度）
・開園時間前又は後30分　　　　　　　10園
・開園時間前30分及び開所時間後30分　14園

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0003 保育係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 04 子育てと仕事の両立支援

小事業 03 病児・病後児保育事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 40,925

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
40,925 39,009 1,916

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
13,641 13,641 13,643

主な財源 子ども・子育て支援交付金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　保護者の子育てと就労の両立を支援し、安心して子育てができる環境を整備し、児童の
福祉の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　児童が、病気にかかっている状態又は回復期にあり、かつ、集団保育が困難な期間にお
いて、当該児童を保育園等の専用スペースで一時的に保育する。

◯病後児保育事業
　・対象児童　0歳（生後3か月以上）からおおむね10歳未満
　・必要書類　医師からの現症連絡書
　・利用料金　2号認定・3号認定の児童　　　　　　　　　　無料（給食費500円）
　　　　　　　1号認定・その他の児童　　0～2歳　　2,000円／日（給食費500円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3歳～　　 1,500円／日（給食費500円）

◯病児保育事業
　・対象児童　0歳（生後3か月以上）からおおむね10歳未満
　・必要書類　医師からの現症連絡書
　・利用料金　市内児童　1,000円／日
　　　　　　　市外児童　2,000円／日

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0003 保育係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 04 子育てと仕事の両立支援

小事業 04 認可外保育施設支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1853024 乳幼児すこやか健康管理事業補助金 250
1853039 認可外保育施設の衛生・安全対策事業補助金 51

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
301 305 △ 4

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
159 142

主な財源
乳幼児すこやか健康管理事業補助金、
認可外保育施設の職員健康診断費助成事業補助金

財源内訳

目
的
・
効
果

　入所児童に対する定期的な健康診断の実施を推進することにより、乳幼児の健康管理の
一層の向上を図る。
　また、職員に対する健康診断を実施することにより、認可外保育施設における衛生・安
全対策を行い、児童福祉の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○乳幼児すこやか健康管理事業
　認可外保育施設に嘱託医を置き、入所児童に対して年2回健康診断を実施する。
　・令和3年度　3園　延べ148人

○認可外保育施設の衛生・安全対策事業
　認可外保育施設に従事する職員に対して健康診断を実施する。
　・令和3年度　2園　　6人

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0003 保育係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 03 子育て支援制度の充実

小事業 25 子育てのための施設等利用給付事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1890016 施設等利用給付金 27,200

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
27,200 29,000 △ 1,800

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
13,600 6,800 6,800

主な財源 子育てのための施設等利用給付交付金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　支給要件を満たした子どもが対象施設等を利用した際に要する費用を支給することで、
幼児教育・保育の無償化の適正な事務が執行される。

事
　
業
　
内
　
容

　幼児教育・保育の無償化に伴い創設された「子育てのための施設等利用給付」により、
対象児童に施設等利用費を支給する。

〇主な対象施設等
　・預かり保育事業（幼稚園及び認定こども園の在園児の預かり保育）
　・認可外保育施設

〇支給要件
　　次のいずれかに該当する子どもで、保育の必要性の認定を受けたもの
　・3歳から5歳までの子ども
　・0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子ども

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0003 保育係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 04 子育てと仕事の両立支援

小事業 02 延長保育促進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 11,400

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
11,400 11,400 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,800 3,800 3,800

主な財源 子ども・子育て支援交付金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　保護者の就労形態の多様化に対応することで、安心して子育てができる環境を整備し、
児童の福祉の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　開所時間11時間を超えて30分以上の延長保育を行う。平成27年度の「子ども・子育て支
援制度」の施行に伴い、法人立認可保育園に加え、認定こども園についても委託を行って
いる。

○実施園（令和3年度）
・開園時間前又は後30分　　　　　　　10園
・開園時間前30分及び開所時間後30分　14園

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0003 保育係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 04 子育てと仕事の両立支援

小事業 03 病児・病後児保育事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 40,925

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
40,925 39,009 1,916

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
13,641 13,641 13,643

主な財源 子ども・子育て支援交付金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　保護者の子育てと就労の両立を支援し、安心して子育てができる環境を整備し、児童の
福祉の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　児童が、病気にかかっている状態又は回復期にあり、かつ、集団保育が困難な期間にお
いて、当該児童を保育園等の専用スペースで一時的に保育する。

◯病後児保育事業
　・対象児童　0歳（生後3か月以上）からおおむね10歳未満
　・必要書類　医師からの現症連絡書
　・利用料金　2号認定・3号認定の児童　　　　　　　　　　無料（給食費500円）
　　　　　　　1号認定・その他の児童　　0～2歳　　2,000円／日（給食費500円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3歳～　　 1,500円／日（給食費500円）

◯病児保育事業
　・対象児童　0歳（生後3か月以上）からおおむね10歳未満
　・必要書類　医師からの現症連絡書
　・利用料金　市内児童　1,000円／日
　　　　　　　市外児童　2,000円／日

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0003 保育係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 04 子育てと仕事の両立支援

小事業 04 認可外保育施設支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1853024 乳幼児すこやか健康管理事業補助金 250
1853039 認可外保育施設の衛生・安全対策事業補助金 51

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
301 305 △ 4

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
159 142

主な財源
乳幼児すこやか健康管理事業補助金、
認可外保育施設の職員健康診断費助成事業補助金

財源内訳

目
的
・
効
果

　入所児童に対する定期的な健康診断の実施を推進することにより、乳幼児の健康管理の
一層の向上を図る。
　また、職員に対する健康診断を実施することにより、認可外保育施設における衛生・安
全対策を行い、児童福祉の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○乳幼児すこやか健康管理事業
　認可外保育施設に嘱託医を置き、入所児童に対して年2回健康診断を実施する。
　・令和3年度　3園　延べ148人

○認可外保育施設の衛生・安全対策事業
　認可外保育施設に従事する職員に対して健康診断を実施する。
　・令和3年度　2園　　6人

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0003 保育係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 05 家庭・地域の子育て力の充実

小事業 01 子育て家庭支援推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 300

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
300 291 9

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
300

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　イベントの開催を通じて、地域の子育て家庭への育児支援が図られる。

事
　
業
　
内
　
容

　子育て支援事業として実施する「こどもおまつり広場」を開催する。

〇委託予定先　日向市保育協議会

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0003 保育係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 03 民生一般事務費

小事業 10 保育事業一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525
0301 職員手当 305
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335
0801 費用弁償 51
0802 普通旅費 13
1001 消耗品費 32
1006 印刷製本費 181
1101 通信運搬費 31
1103 手数料 160
1825002 研修会負担金 35

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,668 2,044 624

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,668

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　保育係の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

〇印刷製本費（保育所入所案内印刷等）
〇手数料（口座振替手数料等）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0004 母子保健係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 03 子育て支援制度の充実

小事業 13 発達障がい児相談員設置事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 2,031
0301 職員手当 407
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 439
0801 費用弁償 57

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,934 3,008 △ 74

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,934

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　発達障がい等の疑いがある児童の保護者等に対して、相談しやすい環境をつくること
で、発達障がい等の早期発見・早期支援を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　発達障がい児相談員を配置し、乳幼児期等における発達障がいのある児童(疑いを含む)
や保護者の相談を受けたり訪問等で支援を行うことにより、関係機関と連携しながら適切
な支援ができる体制の充実を図る。

○保育園等全園訪問事業
○各乳幼児健診および健診事後教室における相談事業

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0004 母子保健係
04 衛生費 01 保健衛生費 01 保健衛生総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 01 妊娠・出産環境の充実

小事業 04 不妊検査費助成事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1951 衛生扶助費（県単補助） 1,500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,500 0 1,500

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
750 750

主な財源 不妊検査費助成事業費補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　子どもを授かることを望む夫婦や不妊の悩みを抱える夫婦の、不妊検査にかかる費用の
助成を行うことにより、経済的負担の軽減を図るとともに、不妊症の早期発見や適切な治
療開始を促し、安心して子どもを生み育てられる環境づくりを推進する。

事
　
業
　
内
　
容

　 子どもを望む夫婦がともに不妊の原因を調べる検査を受けた場合、検査費用の助成を行
う。

○助成内容
  ・助成対象となる検査
    不妊原因を調べるための検査
  ・対象者
　  夫婦の両方又は一方が日向市に住民登録があり、検査開始時の妻の年齢が43歳未満
  ・助成金額
　　夫婦1組につき上限3万円
　・助成回数
　　夫婦1組につき1回限り

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0003 保育係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 05 家庭・地域の子育て力の充実

小事業 01 子育て家庭支援推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 300

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
300 291 9

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
300

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　イベントの開催を通じて、地域の子育て家庭への育児支援が図られる。

事
　
業
　
内
　
容

　子育て支援事業として実施する「こどもおまつり広場」を開催する。

〇委託予定先　日向市保育協議会

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0003 保育係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 03 民生一般事務費

小事業 10 保育事業一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525
0301 職員手当 305
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335
0801 費用弁償 51
0802 普通旅費 13
1001 消耗品費 32
1006 印刷製本費 181
1101 通信運搬費 31
1103 手数料 160
1825002 研修会負担金 35

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,668 2,044 624

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,668

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　保育係の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

〇印刷製本費（保育所入所案内印刷等）
〇手数料（口座振替手数料等）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0004 母子保健係
03 民生費 02 児童福祉費 01 児童福祉総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 03 子育て支援制度の充実

小事業 13 発達障がい児相談員設置事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 2,031
0301 職員手当 407
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 439
0801 費用弁償 57

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,934 3,008 △ 74

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,934

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　発達障がい等の疑いがある児童の保護者等に対して、相談しやすい環境をつくること
で、発達障がい等の早期発見・早期支援を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　発達障がい児相談員を配置し、乳幼児期等における発達障がいのある児童(疑いを含む)
や保護者の相談を受けたり訪問等で支援を行うことにより、関係機関と連携しながら適切
な支援ができる体制の充実を図る。

○保育園等全園訪問事業
○各乳幼児健診および健診事後教室における相談事業

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0004 母子保健係
04 衛生費 01 保健衛生費 01 保健衛生総務費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 01 妊娠・出産環境の充実

小事業 04 不妊検査費助成事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1951 衛生扶助費（県単補助） 1,500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,500 0 1,500

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
750 750

主な財源 不妊検査費助成事業費補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　子どもを授かることを望む夫婦や不妊の悩みを抱える夫婦の、不妊検査にかかる費用の
助成を行うことにより、経済的負担の軽減を図るとともに、不妊症の早期発見や適切な治
療開始を促し、安心して子どもを生み育てられる環境づくりを推進する。

事
　
業
　
内
　
容

　 子どもを望む夫婦がともに不妊の原因を調べる検査を受けた場合、検査費用の助成を行
う。

○助成内容
  ・助成対象となる検査
    不妊原因を調べるための検査
  ・対象者
　  夫婦の両方又は一方が日向市に住民登録があり、検査開始時の妻の年齢が43歳未満
  ・助成金額
　　夫婦1組につき上限3万円
　・助成回数
　　夫婦1組につき1回限り

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0004 母子保健係
04 衛生費 01 保健衛生費 02 予防費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 02 乳幼児の健康・育児に対する支援の充実

小事業 01 ヘルシースタート事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 4,062 1203 事業委託料 56,941
0301 職員手当 814 1301 使用料及び賃借料 120
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 878 1952 衛生扶助費（市単独） 700
0701 講師謝金 32
0714 その他の役務提供等に対する報償金 981
0801 費用弁償 108
0802 普通旅費 43
1001 消耗品費 583
1006 印刷製本費 211
1101 通信運搬費 334
1103 手数料 442
1108 その他の保険料 109

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
66,358 108,811 △ 42,453

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
5,623 799 50,000 9,936

主な財源
ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金、子ども・子育て支援交付金（国・県）、
重層的支援体制整備事業交付金（国・県）、母子保健衛生費国庫補助金

財源内訳

目
的
・
効
果

　全ての子どもが幸せな人生のスタートができるよう妊娠期から出産後の新生児期、乳幼
児期等のライフステージごとに、切れ目なく医療や保健福祉サービスの支援を実施するこ
とにより、安心して生み育てる社会づくりを推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○子育て世代包括支援センターの設置
　医療、保健、福祉、教育の連携で切れ目ない支援を行う関係機関の連携を図る拠点
○乳幼児健診・健診事後教室
　子どもの心身の発達の節目に乳幼児健診を実施。3才児健診では弱視の早期発見・早期
  治療につなげるために屈折検査を受診者全員に拡充して実施
○産前産後サポート事業
　家庭や地域での妊産婦等の孤立感や育児不安の解消、家族の精神的・身体的負担
  の軽減を図るための子育てサロンやNPプログラムを実施
○妊産婦健診助成事業
　産婦の身体面や精神面の状況を確認するため産後2週間と産後1か月に健診を実施
○産後ケア事業
　心理的体調不良の産婦を対象に、助産師等による心身のケアを実施
○新生児聴覚検査助成
　聴覚障がいの早期発見・治療につなげるため聴覚検査費用の一部を助成
○乳幼児家庭全戸訪問事業
　概ね生後4ヶ月未満の乳児がいる家庭に、市の保健師等が訪問し、
  子育ての不安や悩みを聞き、子育てに関する情報提供を実施

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0004 母子保健係
04 衛生費 01 保健衛生費 02 予防費

大事業 12 健康に暮らせるまちづくり
中事業 01 保健体制の充実

小事業 05 小児予防接種事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0714 その他の役務提供等に対する報償金 228
0802 普通旅費 30
1001 消耗品費 137
1006 印刷製本費 83
1101 通信運搬費 169
1108 その他の保険料 199
1203 事業委託料 136,000
1921 児童福祉扶助費（県単補助） 3,132
1950 衛生扶助費（国直接・間接補助） 1,079

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
141,057 144,624 △ 3,567

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,256 139,801

主な財源
予防接種事故対策県費負担金、愛の予防接種助成事業補助金、
ポリオ生ワクチン2次感染対策事業費補助金

財源内訳

目
的
・
効
果

　伝染の恐れがある疾病の発生及びまん延を予防することにより、公衆衛生の向上が図ら
れ、市民の安心、安全で快適な生活を実現する。
　また、ポリオ生ワクチン2次感染者、ＢＣＧ予防接種健康被害者に対して、適切な医療を
提供することにより、対象者や家族の精神的・経済的不安等を軽減する。

事
　
業
　
内
　
容

 各種予防接種等の実施により、感染症の予防を行うことで、感染症のまん延や病気の重症
化防止を図る。

○おたふくかぜ任意予防接種及び三種混合任意予防接種に対して助成を行う。

○骨髄移植等による免疫喪失者の任意予防接種に対して助成を行う。

○ポリオ生ワクチン2次感染者、ＢＣＧ予防接種健康被害者に対して、国が医療費及び医療
手当の給付対象として認定したことにより、給付を行う。また、ポリオ生ワクチン2次感染
者に対して、補装具及び補装具用シューズの給付に係る利用者負担増が発生した場合には
市独自の給付を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0011 上町保育所
03 民生費 02 児童福祉費 03 児童福祉施設費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 04 子育てと仕事の両立支援

小事業 06 保育事業（上町保育所）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 10,019 1011 医薬材料費 79
0301 職員手当 1,514 1103 手数料 315
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 1,733 1108 その他の保険料 42
0701 講師謝金 10 1301 使用料及び賃借料 30
0714 その他の役務提供等に対する報償金 100 1701 庁用器具費（一般的事務用） 100
0716 記念品料 43 1825002 研修会負担金 16
0801 費用弁償 371
0802 普通旅費 55
1001 消耗品費 775
1003 消耗品費被服 50
1004 燃料費 385
1009 賄材料費 6,300

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
21,937 26,801 △ 4,864

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,167 15,770

主な財源
保護者負担金、一時預かり事業負担金、公立保育所給食費負担金、
公立保育所副食費負担金、延長保育負担金

財源内訳

目
的
・
効
果

　就労をする保護者の増加に伴い多様化していくニーズに応えながら、保護者が安心して
働き、こども達が心身ともに健やかに育つよう支援を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○保育一般（0歳～6歳）
○延長保育(午前7時～7時30分、午後6時30分～午後7時）
○障がい児保育
○一時預かり保育
○園開放事業
○行政や他の関係機関との連携
　・発達についての相談やケース会議
　・ドレミ教室・ソラシド教室（乳幼児健診事後教室）
　・ファミリーサポート会員養成研修受け入れ
○地域活動
　・地域の高齢者交流（高齢者施設・公民館訪問）
　・地域との交流（駅前イルミネーション点灯式参加）
　・異年齢交流（小学校交流授業・中高生体験学習）
　・地域へ情報発信

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0011 上町保育所
03 民生費 02 児童福祉費 03 児童福祉施設費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 03 民生施設管理運営費

小事業 05 上町保育所施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 26
1004 燃料費 2
1007 光熱水費 1,386
1008 修繕料 280
1101 通信運搬費 70
1103 手数料 209
1106 火災保険料 11
1201 施設維持管理委託料 263
1501 原材料費 30
1701 庁用器具費（一般的事務用） 67
1702 機械器具費（事業執行用） 1,193

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,537 7,928 △ 4,391

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,100 2,437

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　乳幼児の健全な心身の発達を図るとともに、保護者が安心して仕事や子育てができるよ
うに保育の環境を整える。

事
　
業
　
内
　
容

○施設設備の維持管理
○入所児の安全管理
　　防災設備、災害備蓄
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0004 母子保健係
04 衛生費 01 保健衛生費 02 予防費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 02 乳幼児の健康・育児に対する支援の充実

小事業 01 ヘルシースタート事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 4,062 1203 事業委託料 56,941
0301 職員手当 814 1301 使用料及び賃借料 120
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 878 1952 衛生扶助費（市単独） 700
0701 講師謝金 32
0714 その他の役務提供等に対する報償金 981
0801 費用弁償 108
0802 普通旅費 43
1001 消耗品費 583
1006 印刷製本費 211
1101 通信運搬費 334
1103 手数料 442
1108 その他の保険料 109

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
66,358 108,811 △ 42,453

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
5,623 799 50,000 9,936

主な財源
ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金、子ども・子育て支援交付金（国・県）、
重層的支援体制整備事業交付金（国・県）、母子保健衛生費国庫補助金

財源内訳

目
的
・
効
果

　全ての子どもが幸せな人生のスタートができるよう妊娠期から出産後の新生児期、乳幼
児期等のライフステージごとに、切れ目なく医療や保健福祉サービスの支援を実施するこ
とにより、安心して生み育てる社会づくりを推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○子育て世代包括支援センターの設置
　医療、保健、福祉、教育の連携で切れ目ない支援を行う関係機関の連携を図る拠点
○乳幼児健診・健診事後教室
　子どもの心身の発達の節目に乳幼児健診を実施。3才児健診では弱視の早期発見・早期
  治療につなげるために屈折検査を受診者全員に拡充して実施
○産前産後サポート事業
　家庭や地域での妊産婦等の孤立感や育児不安の解消、家族の精神的・身体的負担
  の軽減を図るための子育てサロンやNPプログラムを実施
○妊産婦健診助成事業
　産婦の身体面や精神面の状況を確認するため産後2週間と産後1か月に健診を実施
○産後ケア事業
　心理的体調不良の産婦を対象に、助産師等による心身のケアを実施
○新生児聴覚検査助成
　聴覚障がいの早期発見・治療につなげるため聴覚検査費用の一部を助成
○乳幼児家庭全戸訪問事業
　概ね生後4ヶ月未満の乳児がいる家庭に、市の保健師等が訪問し、
  子育ての不安や悩みを聞き、子育てに関する情報提供を実施

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0004 母子保健係
04 衛生費 01 保健衛生費 02 予防費

大事業 12 健康に暮らせるまちづくり
中事業 01 保健体制の充実

小事業 05 小児予防接種事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0714 その他の役務提供等に対する報償金 228
0802 普通旅費 30
1001 消耗品費 137
1006 印刷製本費 83
1101 通信運搬費 169
1108 その他の保険料 199
1203 事業委託料 136,000
1921 児童福祉扶助費（県単補助） 3,132
1950 衛生扶助費（国直接・間接補助） 1,079

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
141,057 144,624 △ 3,567

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,256 139,801

主な財源
予防接種事故対策県費負担金、愛の予防接種助成事業補助金、
ポリオ生ワクチン2次感染対策事業費補助金

財源内訳

目
的
・
効
果

　伝染の恐れがある疾病の発生及びまん延を予防することにより、公衆衛生の向上が図ら
れ、市民の安心、安全で快適な生活を実現する。
　また、ポリオ生ワクチン2次感染者、ＢＣＧ予防接種健康被害者に対して、適切な医療を
提供することにより、対象者や家族の精神的・経済的不安等を軽減する。

事
　
業
　
内
　
容

 各種予防接種等の実施により、感染症の予防を行うことで、感染症のまん延や病気の重症
化防止を図る。

○おたふくかぜ任意予防接種及び三種混合任意予防接種に対して助成を行う。

○骨髄移植等による免疫喪失者の任意予防接種に対して助成を行う。

○ポリオ生ワクチン2次感染者、ＢＣＧ予防接種健康被害者に対して、国が医療費及び医療
手当の給付対象として認定したことにより、給付を行う。また、ポリオ生ワクチン2次感染
者に対して、補装具及び補装具用シューズの給付に係る利用者負担増が発生した場合には
市独自の給付を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0011 上町保育所
03 民生費 02 児童福祉費 03 児童福祉施設費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 04 子育てと仕事の両立支援

小事業 06 保育事業（上町保育所）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 10,019 1011 医薬材料費 79
0301 職員手当 1,514 1103 手数料 315
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 1,733 1108 その他の保険料 42
0701 講師謝金 10 1301 使用料及び賃借料 30
0714 その他の役務提供等に対する報償金 100 1701 庁用器具費（一般的事務用） 100
0716 記念品料 43 1825002 研修会負担金 16
0801 費用弁償 371
0802 普通旅費 55
1001 消耗品費 775
1003 消耗品費被服 50
1004 燃料費 385
1009 賄材料費 6,300

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
21,937 26,801 △ 4,864

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,167 15,770

主な財源
保護者負担金、一時預かり事業負担金、公立保育所給食費負担金、
公立保育所副食費負担金、延長保育負担金

財源内訳

目
的
・
効
果

　就労をする保護者の増加に伴い多様化していくニーズに応えながら、保護者が安心して
働き、こども達が心身ともに健やかに育つよう支援を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○保育一般（0歳～6歳）
○延長保育(午前7時～7時30分、午後6時30分～午後7時）
○障がい児保育
○一時預かり保育
○園開放事業
○行政や他の関係機関との連携
　・発達についての相談やケース会議
　・ドレミ教室・ソラシド教室（乳幼児健診事後教室）
　・ファミリーサポート会員養成研修受け入れ
○地域活動
　・地域の高齢者交流（高齢者施設・公民館訪問）
　・地域との交流（駅前イルミネーション点灯式参加）
　・異年齢交流（小学校交流授業・中高生体験学習）
　・地域へ情報発信

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0011 上町保育所
03 民生費 02 児童福祉費 03 児童福祉施設費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 03 民生施設管理運営費

小事業 05 上町保育所施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 26
1004 燃料費 2
1007 光熱水費 1,386
1008 修繕料 280
1101 通信運搬費 70
1103 手数料 209
1106 火災保険料 11
1201 施設維持管理委託料 263
1501 原材料費 30
1701 庁用器具費（一般的事務用） 67
1702 機械器具費（事業執行用） 1,193

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,537 7,928 △ 4,391

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,100 2,437

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　乳幼児の健全な心身の発達を図るとともに、保護者が安心して仕事や子育てができるよ
うに保育の環境を整える。

事
　
業
　
内
　
容

○施設設備の維持管理
○入所児の安全管理
　　防災設備、災害備蓄
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0011 上町保育所
03 民生費 02 児童福祉費 03 児童福祉施設費

大事業 47 一般事務費
中事業 03 民生一般事務費

小事業 04 上町保育所一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 12
1001 消耗品費 60
1004 燃料費 24
1107 自動車損害保険料 24
1108 その他の保険料 8
1809001 日向市社会福祉施設等連絡会負担金 4
1809010 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 24
1825013 保育事業費負担金 35

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
191 188 3

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
16 175

主な財源 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　上町保育所の事務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○保育所運営に関する事業
　・各保険及び旅費、研修負担金

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0012 細島保育所
03 民生費 02 児童福祉費 03 児童福祉施設費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 04 子育てと仕事の両立支援

小事業 07 保育事業（細島保育所）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 11,744 1011 医薬材料費 79
0301 職員手当 1,910 1103 手数料 362
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 2,175 1108 その他の保険料 41
0701 講師謝金 40 1301 使用料及び賃借料 30
0714 その他の役務提供等に対する報償金 100 1701 庁用器具費（一般的事務用） 100
0716 記念品料 30 1825002 研修会負担金 16
0801 費用弁償 393
0802 普通旅費 68
1001 消耗品費 775
1003 消耗品費被服 50
1004 燃料費 375
1009 賄材料費 6,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
24,288 21,720 2,568

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,167 18,121

主な財源
保護者負担金、一時預かり事業負担金、公立保育所給食費負担金、
公立保育所副食費負担金、延長保育負担金

財源内訳

目
的
・
効
果

 就労をする保護者の増加に伴い多様化していくニーズに応えながら、保護者が安心して働
き、こども達が心身ともに健やかに育つよう支援を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○保育一般（0歳から6歳）
○延長保育（午前7時から午前7時30分、午後6時30分から午後7時）
○障がい児保育
○一時預かり保育
○園開放事業
○行政や他の関係機関との連携
　・発達についての相談やケース会議
　・ドレミ教室・ソラシド教室（乳幼児健診事後教室）
　・ファミリーサポート会員養成研修受け入れ
○地域活動
　・お散歩見守り隊（在宅高齢者交流）
　・地域との交流（避難訓練・みなと祭り・もちつき等）
　・異年齢交流（小学校交流授業・中高生体験学習・障がい児園交流）
　・地域へ情報発信（保育所地域便り等）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0012 細島保育所
03 民生費 02 児童福祉費 03 児童福祉施設費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 03 民生施設管理運営費

小事業 06 細島保育所施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 30
1007 光熱水費 1,566
1008 修繕料 200
1101 通信運搬費 80
1103 手数料 216
1106 火災保険料 5
1201 施設維持管理委託料 236
1401 建設工事費 1,500
1501 原材料費 30
1701 庁用器具費（一般的事務用） 134

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,997 2,265 1,732

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1 3,996

主な財源 電柱使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　乳幼児の健全な心身の発達を図るとともに、保護者が安心して仕事や子育てができるよ
うに保育の環境を整える。

事
　
業
　
内
　
容

○施設設備の維持管理
　・大人用トイレの増設工事
○入所児の安全管理
　・防災設備、災害備蓄

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0012 細島保育所
03 民生費 02 児童福祉費 03 児童福祉施設費

大事業 47 一般事務費
中事業 03 民生一般事務費

小事業 05 細島保育所一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 87
1001 消耗品費 70
1107 自動車損害保険料 14
1108 その他の保険料 9
1809001 日向市社会福祉施設等連絡会負担金 4
1809010 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 25
1825013 保育事業費負担金 35

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
244 230 14

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
16 228

主な財源 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　細島保育所の事務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○保育所運営に関する事業
　・各保険及び旅費、研修負担金
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0011 上町保育所
03 民生費 02 児童福祉費 03 児童福祉施設費

大事業 47 一般事務費
中事業 03 民生一般事務費

小事業 04 上町保育所一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 12
1001 消耗品費 60
1004 燃料費 24
1107 自動車損害保険料 24
1108 その他の保険料 8
1809001 日向市社会福祉施設等連絡会負担金 4
1809010 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 24
1825013 保育事業費負担金 35

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
191 188 3

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
16 175

主な財源 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　上町保育所の事務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○保育所運営に関する事業
　・各保険及び旅費、研修負担金

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0012 細島保育所
03 民生費 02 児童福祉費 03 児童福祉施設費

大事業 11 安心して子どもを生み育てられる環境づくり
中事業 04 子育てと仕事の両立支援

小事業 07 保育事業（細島保育所）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 11,744 1011 医薬材料費 79
0301 職員手当 1,910 1103 手数料 362
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 2,175 1108 その他の保険料 41
0701 講師謝金 40 1301 使用料及び賃借料 30
0714 その他の役務提供等に対する報償金 100 1701 庁用器具費（一般的事務用） 100
0716 記念品料 30 1825002 研修会負担金 16
0801 費用弁償 393
0802 普通旅費 68
1001 消耗品費 775
1003 消耗品費被服 50
1004 燃料費 375
1009 賄材料費 6,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
24,288 21,720 2,568

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,167 18,121

主な財源
保護者負担金、一時預かり事業負担金、公立保育所給食費負担金、
公立保育所副食費負担金、延長保育負担金

財源内訳

目
的
・
効
果

 就労をする保護者の増加に伴い多様化していくニーズに応えながら、保護者が安心して働
き、こども達が心身ともに健やかに育つよう支援を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○保育一般（0歳から6歳）
○延長保育（午前7時から午前7時30分、午後6時30分から午後7時）
○障がい児保育
○一時預かり保育
○園開放事業
○行政や他の関係機関との連携
　・発達についての相談やケース会議
　・ドレミ教室・ソラシド教室（乳幼児健診事後教室）
　・ファミリーサポート会員養成研修受け入れ
○地域活動
　・お散歩見守り隊（在宅高齢者交流）
　・地域との交流（避難訓練・みなと祭り・もちつき等）
　・異年齢交流（小学校交流授業・中高生体験学習・障がい児園交流）
　・地域へ情報発信（保育所地域便り等）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0012 細島保育所
03 民生費 02 児童福祉費 03 児童福祉施設費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 03 民生施設管理運営費

小事業 06 細島保育所施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 30
1007 光熱水費 1,566
1008 修繕料 200
1101 通信運搬費 80
1103 手数料 216
1106 火災保険料 5
1201 施設維持管理委託料 236
1401 建設工事費 1,500
1501 原材料費 30
1701 庁用器具費（一般的事務用） 134

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,997 2,265 1,732

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1 3,996

主な財源 電柱使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　乳幼児の健全な心身の発達を図るとともに、保護者が安心して仕事や子育てができるよ
うに保育の環境を整える。

事
　
業
　
内
　
容

○施設設備の維持管理
　・大人用トイレの増設工事
○入所児の安全管理
　・防災設備、災害備蓄

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 23 福祉部 所管課 02 こども課 0012 細島保育所
03 民生費 02 児童福祉費 03 児童福祉施設費

大事業 47 一般事務費
中事業 03 民生一般事務費

小事業 05 細島保育所一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 87
1001 消耗品費 70
1107 自動車損害保険料 14
1108 その他の保険料 9
1809001 日向市社会福祉施設等連絡会負担金 4
1809010 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 25
1825013 保育事業費負担金 35

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
244 230 14

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
16 228

主な財源 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　細島保育所の事務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○保育所運営に関する事業
　・各保険及び旅費、研修負担金
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0001 高齢者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費

大事業 13 高齢者福祉の充実
中事業 01 高齢者の社会参加と生きがいづくり

小事業 01 敬老事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0715 報奨金 6,230
1001 消耗品費 36

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,266 6,810 △ 544

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,200 66

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　高齢者に対し敬老の意を表し、その長寿を祝福するために日向市長寿祝金を支給するこ
とで、市民の敬老に対する意識向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○日向市長寿祝金
　基準日（毎年9月1日現在）の属する年度において、本市の住民基本台帳に記録されてい
る以下の該当支給年齢に到達する者に対して、長寿祝金を毎年9月に支給する。ただし、
100歳の者は当該年齢到達時に支給する。

（１）88歳の者　　　　年額10,000円　433人
（２）100歳の者　 　　年額50,000円　 37人
（３）最高年齢者　　　年額50,000円　　1人

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0001 高齢者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費

大事業 13 高齢者福祉の充実
中事業 01 高齢者の社会参加と生きがいづくり

小事業 02 高齢者社会参加・交流促進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 50
1106 火災保険料 49
1402 維持補修工事 1,820
1833006 単位高齢者クラブ補助金 958
1833007 高齢者クラブ連合会運営補助金 750
1853008 高齢者クラブいきいきバス補助金 325
1853012 高齢者外出利用バス補助金 978

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,930 3,637 1,293

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
888 3 4,039

主な財源 高齢者クラブ補助金、土地貸付収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　高齢者クラブに対する助成、公共交通機関を利用する個人への支援や、高齢者がスポー
ツを楽しむ機会の確保のための運動施設の提供を通じて、高齢者の生きがいづくりや健康
づくりを支援するとともに、地域における高齢者の社会参加と交流の促進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　高齢者の社会参加を促し、交流を促進するために各種事業を行う。

○高齢者をはじめとする地域住民の交流及び健康増進を図るため、四半的道場・卓球場・
屋根付運動広場などのスポーツ施設の提供を行う。

○高齢者の福祉と地域社会の発展に寄与している高齢者クラブ活動の活性化を図るため、
単位高齢者クラブと日向市高齢者クラブ連合会に対して、運営費の一部として補助金を交
付する。

〇維持補修工事
　屋根付運動広場休憩所解体工事

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0001 高齢者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費

大事業 13 高齢者福祉の充実
中事業 01 高齢者の社会参加と生きがいづくり

小事業 03 シルバー人材センター支援に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1106 火災保険料 11
1809006 全国シルバー人材センタ協会賛助会負担金 50
1833008 シルバー人材センター運営補助金 10,300

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
10,361 10,360 1

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
10,361

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　働く意欲と能力を持った高齢者に、ライフスタイルに合わせた「臨時的かつ短期的また
はその他の軽易な就業」を提供するとともに、ボランティア活動をはじめとする様々な社
会参加を通じて、高齢者の健康で生きがいのある生活の実現と地域社会の福祉の向上、活
性化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　おおむね60歳以上の高齢者に、豊富な人生経験や技術を活かしながら、健康維持や生き
がいを持たせるとともに、就業機会の確保を図るため、公益社団法人日向市シルバー人材
センターに運営費の一部として補助金を交付する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0001 高齢者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費

大事業 13 高齢者福祉の充実
中事業 02 地域で暮らし続けるための支援の充実

小事業 04 養護老人ホームへの措置に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525
0301 職員手当 305
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335
0709 各種審議会委員(規程・要綱等）報償金　厚生 75
0801 費用弁償 51
1103 手数料 20
1912 高齢者福祉扶助費(市単独） 227,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
229,311 228,230 1,081

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
40,000 189,311

主な財源 養護老人ホーム入所者負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　養護老人ホームで生活することにより、食事や入浴など日常生活の援助のほか、文化教
室やレクリエーション行事などが行われることによって、高齢者の生活の質を向上させ、
文化的な生活を維持する。

事
　
業
　
内
　
容

　常時介護の必要はないが、身体的・精神的な理由をはじめ、居住環境、経済的な理由や
家庭環境などによって、自宅で生活が困難と判断されるおおむね65歳以上の高齢者を老人
福祉法第11条第1項に規定する養護老人ホームに入所措置を行い養護する。

○養護老人ホーム入所判定委員会の委員報奨金
○入所負担金の口座振替・窓口収納の手数料
○養護老人ホームの措置費
【入所措置者数　100人（令和5年1月1日現在）】
（内訳）　・ひまわり寮　48人
　　　　　・鈴峰園　　　28人
　　　　　・市外施設　  24人

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0001 高齢者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費

大事業 13 高齢者福祉の充実
中事業 01 高齢者の社会参加と生きがいづくり

小事業 01 敬老事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0715 報奨金 6,230
1001 消耗品費 36

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,266 6,810 △ 544

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,200 66

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　高齢者に対し敬老の意を表し、その長寿を祝福するために日向市長寿祝金を支給するこ
とで、市民の敬老に対する意識向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○日向市長寿祝金
　基準日（毎年9月1日現在）の属する年度において、本市の住民基本台帳に記録されてい
る以下の該当支給年齢に到達する者に対して、長寿祝金を毎年9月に支給する。ただし、
100歳の者は当該年齢到達時に支給する。

（１）88歳の者　　　　年額10,000円　433人
（２）100歳の者　 　　年額50,000円　 37人
（３）最高年齢者　　　年額50,000円　　1人

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0001 高齢者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費

大事業 13 高齢者福祉の充実
中事業 01 高齢者の社会参加と生きがいづくり

小事業 02 高齢者社会参加・交流促進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 50
1106 火災保険料 49
1402 維持補修工事 1,820
1833006 単位高齢者クラブ補助金 958
1833007 高齢者クラブ連合会運営補助金 750
1853008 高齢者クラブいきいきバス補助金 325
1853012 高齢者外出利用バス補助金 978

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,930 3,637 1,293

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
888 3 4,039

主な財源 高齢者クラブ補助金、土地貸付収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　高齢者クラブに対する助成、公共交通機関を利用する個人への支援や、高齢者がスポー
ツを楽しむ機会の確保のための運動施設の提供を通じて、高齢者の生きがいづくりや健康
づくりを支援するとともに、地域における高齢者の社会参加と交流の促進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　高齢者の社会参加を促し、交流を促進するために各種事業を行う。

○高齢者をはじめとする地域住民の交流及び健康増進を図るため、四半的道場・卓球場・
屋根付運動広場などのスポーツ施設の提供を行う。

○高齢者の福祉と地域社会の発展に寄与している高齢者クラブ活動の活性化を図るため、
単位高齢者クラブと日向市高齢者クラブ連合会に対して、運営費の一部として補助金を交
付する。

〇維持補修工事
　屋根付運動広場休憩所解体工事

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0001 高齢者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費

大事業 13 高齢者福祉の充実
中事業 01 高齢者の社会参加と生きがいづくり

小事業 03 シルバー人材センター支援に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1106 火災保険料 11
1809006 全国シルバー人材センタ協会賛助会負担金 50
1833008 シルバー人材センター運営補助金 10,300

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
10,361 10,360 1

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
10,361

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　働く意欲と能力を持った高齢者に、ライフスタイルに合わせた「臨時的かつ短期的また
はその他の軽易な就業」を提供するとともに、ボランティア活動をはじめとする様々な社
会参加を通じて、高齢者の健康で生きがいのある生活の実現と地域社会の福祉の向上、活
性化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　おおむね60歳以上の高齢者に、豊富な人生経験や技術を活かしながら、健康維持や生き
がいを持たせるとともに、就業機会の確保を図るため、公益社団法人日向市シルバー人材
センターに運営費の一部として補助金を交付する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0001 高齢者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費

大事業 13 高齢者福祉の充実
中事業 02 地域で暮らし続けるための支援の充実

小事業 04 養護老人ホームへの措置に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525
0301 職員手当 305
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335
0709 各種審議会委員(規程・要綱等）報償金　厚生 75
0801 費用弁償 51
1103 手数料 20
1912 高齢者福祉扶助費(市単独） 227,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
229,311 228,230 1,081

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
40,000 189,311

主な財源 養護老人ホーム入所者負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　養護老人ホームで生活することにより、食事や入浴など日常生活の援助のほか、文化教
室やレクリエーション行事などが行われることによって、高齢者の生活の質を向上させ、
文化的な生活を維持する。

事
　
業
　
内
　
容

　常時介護の必要はないが、身体的・精神的な理由をはじめ、居住環境、経済的な理由や
家庭環境などによって、自宅で生活が困難と判断されるおおむね65歳以上の高齢者を老人
福祉法第11条第1項に規定する養護老人ホームに入所措置を行い養護する。

○養護老人ホーム入所判定委員会の委員報奨金
○入所負担金の口座振替・窓口収納の手数料
○養護老人ホームの措置費
【入所措置者数　100人（令和5年1月1日現在）】
（内訳）　・ひまわり寮　48人
　　　　　・鈴峰園　　　28人
　　　　　・市外施設　  24人

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0001 高齢者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費

大事業 13 高齢者福祉の充実
中事業 02 地域で暮らし続けるための支援の充実

小事業 12 成年後見制度利用促進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525
0301 職員手当 305
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335
0701 講師謝金 100
0801 費用弁償 61
1001 消耗品費 6
1853061 法人後見体制整備支援事業補助金 3,600

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,932 0 5,932

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
116 5,816

主な財源 宮崎県成年後見制度利用促進事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　認知症高齢者等がその判断能力に応じて必要な介護や生活支援サービスを受けながら日
常生活を過ごすことができるよう、介護保険サービスの利用援助や日常生活上の金銭管理
等の支援、成年後見制度の利用に至るまでの支援が、切れ目なく一体的に確保されるよう
「中核機関」を設置し、認知症高齢者等の権利擁護に関する取組を推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○中核機関設置
　所管課に中核機関を直営で設置し、成年後見等の申立て支援、関係機関からの相談対
応、制度の普及啓発及び後見人サポートを行う。

○専門職等講師による研修会
 権利擁護に精通している弁護士等の専門職を講師として招き、研修会を開催する。

○法人後見体制整備支援事業
　後見等を受任する弁護士や社会福祉士等の専門職後見人の不足を解決するため、「社会
福祉法人日向市社会福祉協議会」に対し助成を行い法人後見体制の整備を促進する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0001 高齢者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 03 民生施設管理運営費

小事業 07 老人福祉センター（春原）管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 100
1106 火災保険料 5
1207 指定管理者委託料 6,500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,605 10,474 △ 3,869

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
10 6,595

主な財源 老人福祉センター使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　高齢者の健康づくり、生きがいづくりを促進し、閉じこもりを防止するとともに、高齢
者相互や世代間の親睦、交流を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　高齢者に対して、各種の相談に応ずるとともに健康の増進、教養の向上及びレクレー
ションのための便宜を総合的に供与する施設運営を民間事業者に委託して行う。

○指定管理者委託料
　・指定管理者：社会福祉法人日向市社会福祉協議会
　・指定期間　：令和元年度から令和5年度まで
○修繕料
○火災保険料

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0001 高齢者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 03 民生施設管理運営費

小事業 08 美々津老人福祉センター管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 100
1106 火災保険料 9
1207 指定管理者委託料 2,410

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,519 2,519 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
10 2,509

主な財源 美々津老人福祉センター使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　高齢者の健康づくり、生きがいづくりを促進し、閉じこもりを防止するとともに、高齢
者相互や世代間の親睦、交流を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　高齢者に対して、各種の相談に応ずるとともに健康の増進、教養の向上及びレクレー
ションのための便宜を総合的に供与する施設の管理運営を民間事業者に委託して行う。

○指定管理者委託料
　・指定管理者：石並区自治会
　・指定期間　：令和元年度から令和5年度まで
○修繕料
○火災保険料

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0001 高齢者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 03 民生施設管理運営費

小事業 09 平岩ふれあい館管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 326
1106 火災保険料 31
1207 指定管理者委託料 6,101
1402 維持補修工事 1,300

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
7,758 6,231 1,527

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
14 7,744

主な財源 平岩ふれあい館使用料、土地貸付収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　高齢者の健康づくり、生きがいづくりを促進し、閉じこもりを防止するとともに、高齢
者相互や世代間の親睦、交流を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　高齢者に対し、介護予防事業や健康増進事業を進めるとともに、介護知識や介護方法の
普及を図る事業や、高齢者に適した事業を実施していく施設の管理運営を民間事業者に委
託して行う。

○指定管理者委託料
　・指定管理者：社会福祉法人立縫会
　・指定期間　：令和元年度から令和5年度まで
○修繕料
○火災保険料
〇維持補修工事　空調機取替工事（和室）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0001 高齢者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費

大事業 13 高齢者福祉の充実
中事業 02 地域で暮らし続けるための支援の充実

小事業 12 成年後見制度利用促進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525
0301 職員手当 305
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335
0701 講師謝金 100
0801 費用弁償 61
1001 消耗品費 6
1853061 法人後見体制整備支援事業補助金 3,600

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,932 0 5,932

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
116 5,816

主な財源 宮崎県成年後見制度利用促進事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　認知症高齢者等がその判断能力に応じて必要な介護や生活支援サービスを受けながら日
常生活を過ごすことができるよう、介護保険サービスの利用援助や日常生活上の金銭管理
等の支援、成年後見制度の利用に至るまでの支援が、切れ目なく一体的に確保されるよう
「中核機関」を設置し、認知症高齢者等の権利擁護に関する取組を推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○中核機関設置
　所管課に中核機関を直営で設置し、成年後見等の申立て支援、関係機関からの相談対
応、制度の普及啓発及び後見人サポートを行う。

○専門職等講師による研修会
 権利擁護に精通している弁護士等の専門職を講師として招き、研修会を開催する。

○法人後見体制整備支援事業
　後見等を受任する弁護士や社会福祉士等の専門職後見人の不足を解決するため、「社会
福祉法人日向市社会福祉協議会」に対し助成を行い法人後見体制の整備を促進する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0001 高齢者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 03 民生施設管理運営費

小事業 07 老人福祉センター（春原）管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 100
1106 火災保険料 5
1207 指定管理者委託料 6,500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,605 10,474 △ 3,869

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
10 6,595

主な財源 老人福祉センター使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　高齢者の健康づくり、生きがいづくりを促進し、閉じこもりを防止するとともに、高齢
者相互や世代間の親睦、交流を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　高齢者に対して、各種の相談に応ずるとともに健康の増進、教養の向上及びレクレー
ションのための便宜を総合的に供与する施設運営を民間事業者に委託して行う。

○指定管理者委託料
　・指定管理者：社会福祉法人日向市社会福祉協議会
　・指定期間　：令和元年度から令和5年度まで
○修繕料
○火災保険料

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0001 高齢者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 03 民生施設管理運営費

小事業 08 美々津老人福祉センター管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 100
1106 火災保険料 9
1207 指定管理者委託料 2,410

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,519 2,519 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
10 2,509

主な財源 美々津老人福祉センター使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　高齢者の健康づくり、生きがいづくりを促進し、閉じこもりを防止するとともに、高齢
者相互や世代間の親睦、交流を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　高齢者に対して、各種の相談に応ずるとともに健康の増進、教養の向上及びレクレー
ションのための便宜を総合的に供与する施設の管理運営を民間事業者に委託して行う。

○指定管理者委託料
　・指定管理者：石並区自治会
　・指定期間　：令和元年度から令和5年度まで
○修繕料
○火災保険料

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0001 高齢者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 03 民生施設管理運営費

小事業 09 平岩ふれあい館管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 326
1106 火災保険料 31
1207 指定管理者委託料 6,101
1402 維持補修工事 1,300

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
7,758 6,231 1,527

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
14 7,744

主な財源 平岩ふれあい館使用料、土地貸付収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　高齢者の健康づくり、生きがいづくりを促進し、閉じこもりを防止するとともに、高齢
者相互や世代間の親睦、交流を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　高齢者に対し、介護予防事業や健康増進事業を進めるとともに、介護知識や介護方法の
普及を図る事業や、高齢者に適した事業を実施していく施設の管理運営を民間事業者に委
託して行う。

○指定管理者委託料
　・指定管理者：社会福祉法人立縫会
　・指定期間　：令和元年度から令和5年度まで
○修繕料
○火災保険料
〇維持補修工事　空調機取替工事（和室）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0001 高齢者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 03 民生施設管理運営費

小事業 10 ひまわり寮施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 100
1106 火災保険料 16
1207 指定管理者委託料 7,639
1402 維持補修工事 5,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
12,755 12,253 502

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6 12,749

主な財源 土地貸付収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームの管理を民間に委託することにより、効
率的な運営ができる。

事
　
業
　
内
　
容

　在宅での生活が困難な高齢者を施設に入所させて養護する、養護老人ホーム「ひまわり
寮」の管理運営を、民間事業者に委託して行う。

○指定管理者委託料
　・指定管理者：社会福祉法人清風会
　・指定期間　：令和元年度から令和5年度まで
○修繕料
○火災保険料
○維持補修工事　排水設備改修工事

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0001 高齢者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 03 民生施設管理運営費

小事業 11 鈴峰園管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 100
1106 火災保険料 21
1207 指定管理者委託料 3,769

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,890 3,887 3

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6 3,884

主な財源 土地貸付収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームの管理を民間に委託することにより、効
率的な運営ができる。

事
　
業
　
内
　
容

　在宅での生活が困難な高齢者を施設に入所させて養護する、養護老人ホーム「鈴峰園」
の管理運営を、民間事業者に委託して行う。

○指定管理者委託料
　・指定管理者：社会福祉法人南郷会
　・指定期間　：令和元年度から令和5年度まで
○修繕料
○火災保険料

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0002 介護給付係
03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費

大事業 49 会計・基金繰出金
中事業 01 会計繰出に要する経費

小事業 10 介護保険事業特別会計（保険事業勘定）への繰出金
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

2701 一般会計からの繰出金 960,989

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
960,989 922,503 38,486

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
52,723 26,362 881,904

主な財源 低所得者保険料軽減負担金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　介護保険サービス給付費の市負担分や介護保険事務費を支出し、介護保険事業特別会計
（保険事業勘定）の適正な運営に努める。

事
　
業
　
内
　
容

　介護保険事業特別会計（保険事業勘定）へ、市負担分の繰出を行う。

〇介護給付費繰出金（給付費の12.5％）
〇介護予防・日常生活支援総合事業費繰出金（事業費の12.5％）
〇介護予防・日常生活支援総合事業費以外の繰出金（事業費の19.25％）
〇職員給与費繰出金
〇事務費繰出金
○低所得者保険料軽減負担金繰出金

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0004 地域包括ケア推進係

03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費
大事業 13 高齢者福祉の充実
中事業 01 高齢者の社会参加と生きがいづくり

小事業 04 高齢者保健福祉計画に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 420
1001 消耗品費 15
1101 通信運搬費 20
1204 調査・計画策定委託料 2,600

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,055 769 2,286

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,055

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　「第8期日向市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」（令和3年度～5年度）の進捗状
況の検証を行い、令和6年度を始期とする「第9期日向市高齢者保健福祉計画・介護保険事
業計画」を策定することにより、高齢者施策全般及び介護保険について、総合的な評価を
行うことが出来る。

事
　
業
　
内
　
容

　学識者、保健・医療・福祉関係者、介護保険被保険者、介護サービス事業者などから構
成する保健福祉計画等推進委員会を開催し、「第8期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計
画」の進捗を検証し、「第9期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」（令和6年度～8年
度）の策定を行う。

○出会謝金　策定委員会（全4回開催予定）　
○消耗品費　
○通信運搬費
○調査・計画策定委託料　事業計画策定支援業務委託費

関連するＳＤＧｓ



－ 123 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0001 高齢者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 03 民生施設管理運営費

小事業 10 ひまわり寮施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 100
1106 火災保険料 16
1207 指定管理者委託料 7,639
1402 維持補修工事 5,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
12,755 12,253 502

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6 12,749

主な財源 土地貸付収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームの管理を民間に委託することにより、効
率的な運営ができる。

事
　
業
　
内
　
容

　在宅での生活が困難な高齢者を施設に入所させて養護する、養護老人ホーム「ひまわり
寮」の管理運営を、民間事業者に委託して行う。

○指定管理者委託料
　・指定管理者：社会福祉法人清風会
　・指定期間　：令和元年度から令和5年度まで
○修繕料
○火災保険料
○維持補修工事　排水設備改修工事

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0001 高齢者支援係
03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 03 民生施設管理運営費

小事業 11 鈴峰園管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 100
1106 火災保険料 21
1207 指定管理者委託料 3,769

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,890 3,887 3

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6 3,884

主な財源 土地貸付収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームの管理を民間に委託することにより、効
率的な運営ができる。

事
　
業
　
内
　
容

　在宅での生活が困難な高齢者を施設に入所させて養護する、養護老人ホーム「鈴峰園」
の管理運営を、民間事業者に委託して行う。

○指定管理者委託料
　・指定管理者：社会福祉法人南郷会
　・指定期間　：令和元年度から令和5年度まで
○修繕料
○火災保険料

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0002 介護給付係
03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費

大事業 49 会計・基金繰出金
中事業 01 会計繰出に要する経費

小事業 10 介護保険事業特別会計（保険事業勘定）への繰出金
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

2701 一般会計からの繰出金 960,989

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
960,989 922,503 38,486

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
52,723 26,362 881,904

主な財源 低所得者保険料軽減負担金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　介護保険サービス給付費の市負担分や介護保険事務費を支出し、介護保険事業特別会計
（保険事業勘定）の適正な運営に努める。

事
　
業
　
内
　
容

　介護保険事業特別会計（保険事業勘定）へ、市負担分の繰出を行う。

〇介護給付費繰出金（給付費の12.5％）
〇介護予防・日常生活支援総合事業費繰出金（事業費の12.5％）
〇介護予防・日常生活支援総合事業費以外の繰出金（事業費の19.25％）
〇職員給与費繰出金
〇事務費繰出金
○低所得者保険料軽減負担金繰出金

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0004 地域包括ケア推進係

03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費
大事業 13 高齢者福祉の充実
中事業 01 高齢者の社会参加と生きがいづくり

小事業 04 高齢者保健福祉計画に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 420
1001 消耗品費 15
1101 通信運搬費 20
1204 調査・計画策定委託料 2,600

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,055 769 2,286

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,055

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　「第8期日向市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」（令和3年度～5年度）の進捗状
況の検証を行い、令和6年度を始期とする「第9期日向市高齢者保健福祉計画・介護保険事
業計画」を策定することにより、高齢者施策全般及び介護保険について、総合的な評価を
行うことが出来る。

事
　
業
　
内
　
容

　学識者、保健・医療・福祉関係者、介護保険被保険者、介護サービス事業者などから構
成する保健福祉計画等推進委員会を開催し、「第8期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計
画」の進捗を検証し、「第9期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」（令和6年度～8年
度）の策定を行う。

○出会謝金　策定委員会（全4回開催予定）　
○消耗品費　
○通信運搬費
○調査・計画策定委託料　事業計画策定支援業務委託費

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0004 地域包括ケア推進係

03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費
大事業 13 高齢者福祉の充実
中事業 01 高齢者の社会参加と生きがいづくり

小事業 06 生活支援体制整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 5
1001 消耗品費 45
1101 通信運搬費 30
1206 その他の委託料 25,500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
25,580 25,586 △ 6

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
9,848 4,924 10,808

主な財源 重層的支援体制整備事業交付金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　高齢化の進行に伴い、ボランティア等の多様な主体が生活支援を提供することが必要で
あることから、生活支援サービス体制構築等推進事業において、利用者が多様な生活支援
を利用できる地域の支援体制の充実・強化を推進する。

事
　
業
　
内
　
容

　生活支援コーディネーターを日常生活圏域（6圏域）に配置し、サービスの担い手の育
成、関係者間の情報共有、地域の支援ニーズとサービス提供主体のマッチング等により、
生活支援の提供体制の構築に向けたコーディネートを行う。

○その他の委託料
　・生活支援サービス体制構築等推進事業

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0004 地域包括ケア推進係

03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費
大事業 13 高齢者福祉の充実
中事業 02 地域で暮らし続けるための支援の充実

小事業 05 在宅高齢者支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 80
1001 消耗品費 38
1101 通信運搬費 106
1106 火災保険料 22
1108 その他の保険料 37
1203 事業委託料 17,906
1206 その他の委託料 595
1301 使用料及び賃借料 30
1911 高齢者福祉扶助費(県単補助） 2,000
1912 高齢者福祉扶助費(市単独） 366

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
21,180 26,039 △ 4,859

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,500 1 19,679

主な財源
介護保険利用者負担軽減対策事業費補助金、
安心システム事業費用負担金

財源内訳

目
的
・
効
果

　在宅高齢者に対して、介護保険制度外サービスを提供することにより、安心して住み慣
れた地域で可能な限り自立した生活を続けることができるよう支援する。

事
　
業
　
内
　
容

○配食サービス事業
○寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業
○生活管理指導短期宿泊
○在宅高齢者等安心システム事業
○介護保険利用者負担額軽減対策費
○被虐待者施設入所措置費

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0004 地域包括ケア推進係

03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費
大事業 13 高齢者福祉の充実
中事業 03 介護サービスの充実と持続可能な制度運営

小事業 69 包括的支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 145,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
145,000 144,438 562

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
55,825 27,912 61,263

主な財源 重層的支援体制整備交付金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　地域包括支援センター（5か所）が、高齢者の心身の健康の保持及び生活の安定のため
に必要な援助を行い、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することで、高齢者
が住み慣れた地域でできる限り自分らしく生活することができるよう、サービスの提供が
図られる。

事
　
業
　
内
　
容

　地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援業務、権利擁
護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務を一体的に実施し、在宅医療・介護連
携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業、地域ケア会議の推進とも密接
に関係し、高齢者の適切な支援を実施する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0004 地域包括ケア推進係

03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費
大事業 13 高齢者福祉の充実
中事業 03 介護サービスの充実と持続可能な制度運営

小事業 70 一般介護予防事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 50
1001 消耗品費 400
1006 印刷製本費 44
1103 手数料 70
1203 事業委託料 11,510
1701 庁用器具費（一般的事務用） 56

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
12,130 8,080 4,050

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,032 1,516 7,582

主な財源 重層的支援体制整備交付金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　住民主体の通いの場等を充実させ、参加者や通いの場が継続的に拡大することで、高齢
者が生きがい・役割を持って生活できる地域の構築と介護予防を推進する。

事
　
業
　
内
　
容

　高齢者の生活機能の維持・向上を図るため、介護予防に資する「いきいき百歳体操」等
の活動を支援する。

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0004 地域包括ケア推進係

03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費
大事業 13 高齢者福祉の充実
中事業 01 高齢者の社会参加と生きがいづくり

小事業 06 生活支援体制整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 5
1001 消耗品費 45
1101 通信運搬費 30
1206 その他の委託料 25,500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
25,580 25,586 △ 6

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
9,848 4,924 10,808

主な財源 重層的支援体制整備事業交付金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　高齢化の進行に伴い、ボランティア等の多様な主体が生活支援を提供することが必要で
あることから、生活支援サービス体制構築等推進事業において、利用者が多様な生活支援
を利用できる地域の支援体制の充実・強化を推進する。

事
　
業
　
内
　
容

　生活支援コーディネーターを日常生活圏域（6圏域）に配置し、サービスの担い手の育
成、関係者間の情報共有、地域の支援ニーズとサービス提供主体のマッチング等により、
生活支援の提供体制の構築に向けたコーディネートを行う。

○その他の委託料
　・生活支援サービス体制構築等推進事業

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0004 地域包括ケア推進係

03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費
大事業 13 高齢者福祉の充実
中事業 02 地域で暮らし続けるための支援の充実

小事業 05 在宅高齢者支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 80
1001 消耗品費 38
1101 通信運搬費 106
1106 火災保険料 22
1108 その他の保険料 37
1203 事業委託料 17,906
1206 その他の委託料 595
1301 使用料及び賃借料 30
1911 高齢者福祉扶助費(県単補助） 2,000
1912 高齢者福祉扶助費(市単独） 366

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
21,180 26,039 △ 4,859

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,500 1 19,679

主な財源
介護保険利用者負担軽減対策事業費補助金、
安心システム事業費用負担金

財源内訳

目
的
・
効
果

　在宅高齢者に対して、介護保険制度外サービスを提供することにより、安心して住み慣
れた地域で可能な限り自立した生活を続けることができるよう支援する。

事
　
業
　
内
　
容

○配食サービス事業
○寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業
○生活管理指導短期宿泊
○在宅高齢者等安心システム事業
○介護保険利用者負担額軽減対策費
○被虐待者施設入所措置費

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0004 地域包括ケア推進係

03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費
大事業 13 高齢者福祉の充実
中事業 03 介護サービスの充実と持続可能な制度運営

小事業 69 包括的支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 145,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
145,000 144,438 562

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
55,825 27,912 61,263

主な財源 重層的支援体制整備交付金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　地域包括支援センター（5か所）が、高齢者の心身の健康の保持及び生活の安定のため
に必要な援助を行い、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することで、高齢者
が住み慣れた地域でできる限り自分らしく生活することができるよう、サービスの提供が
図られる。

事
　
業
　
内
　
容

　地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援業務、権利擁
護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務を一体的に実施し、在宅医療・介護連
携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業、地域ケア会議の推進とも密接
に関係し、高齢者の適切な支援を実施する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0004 地域包括ケア推進係

03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費
大事業 13 高齢者福祉の充実
中事業 03 介護サービスの充実と持続可能な制度運営

小事業 70 一般介護予防事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 50
1001 消耗品費 400
1006 印刷製本費 44
1103 手数料 70
1203 事業委託料 11,510
1701 庁用器具費（一般的事務用） 56

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
12,130 8,080 4,050

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,032 1,516 7,582

主な財源 重層的支援体制整備交付金（国・県）
財源内訳

目
的
・
効
果

　住民主体の通いの場等を充実させ、参加者や通いの場が継続的に拡大することで、高齢
者が生きがい・役割を持って生活できる地域の構築と介護予防を推進する。

事
　
業
　
内
　
容

　高齢者の生活機能の維持・向上を図るため、介護予防に資する「いきいき百歳体操」等
の活動を支援する。

関連するＳＤＧｓ



－ 126 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0004 地域包括ケア推進係

03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費
大事業 47 一般事務費
中事業 03 民生一般事務費

小事業 06 高齢者福祉一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 3,556 1912 高齢者福祉扶助費(市単独） 600
0301 職員手当 712 2201 償還金 2
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 774
0801 費用弁償 102
0802 普通旅費 63
0803 特別旅費 114
1001 消耗品費 121
1007 光熱水費 106
1101 通信運搬費 170
1301 使用料及び賃借料 143
1810007 日向市社会福祉施設等連絡会負担金 5
1825002 研修会負担金 89

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,557 5,696 861

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
600 5,957

主な財源 埋葬等取扱費返還金
財源内訳

目
的
・
効
果

　高齢者あんしん課の業務に係る一般事務費

事
　
業
　
内
　
容

○報酬・保険料（会計年度任用職員）
○旅費・研修参加負担金（会議出席または研修）
○消耗品費（一般事務費及びＰＰＣ）
○電話料・有料道路通行料・駐車料

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0004 地域包括ケア推進係

04 衛生費 01 保健衛生費 02 予防費
大事業 49 会計・基金繰出金
中事業 01 会計繰出に要する経費

小事業 25 国民健康保険東郷診療所特別会計(訪問看護事業)への繰出金
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

2701 一般会計からの繰出金 21,200

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
21,200 21,000 200

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
21,200

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　東郷診療所において、主治医の指示による訪問看護サービスを提供することで、病気や
障がいがあっても、住み慣れた地域で生活することができるように支援する。

事
　
業
　
内
　
容

　東郷診療所で実施する訪問看護事業に要する経費のうち、利用料等で不足する額につい
て、一般会計から国民健康保険東郷診療所特別会計へ繰り出しするもの。

○一般会計繰出金　21,200千円

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 02 健康増進課 0001 健康づくり係
04 衛生費 01 保健衛生費 01 保健衛生総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 04 衛生一般事務費

小事業 02 健康増進一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 3,050 1825009 保健事業費負担金 6,429
0301 職員手当 610 2201 償還金 2
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 670
0716 記念品料 17
0801 費用弁償 102
0802 普通旅費 137
1001 消耗品費 187
1005 食糧費 8
1101 通信運搬費 43
1108 その他の保険料 135
1805037 宮崎県市町村保健活動連絡協議会負担金 21
1825002 研修会負担金 5

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
11,416 8,666 2,750

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
11,416

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　健康増進課の業務遂行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

　健康増進課全般の一般事務費
○保健事業費負担金
　・国保保健指導事業
　・保健福祉総合施設管理費
○その他、消耗品等の一般的な事務経費

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 02 健康増進課 0001 健康づくり係
04 衛生費 01 保健衛生費 02 予防費

大事業 12 健康に暮らせるまちづくり
中事業 01 保健体制の充実

小事業 01 食生活改善推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 8
1001 消耗品費 11
1101 通信運搬費 10
1203 事業委託料 289

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
318 321 △ 3

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
318

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　食生活改善推進員及び市民が研修会・講習会等を通して、食事の見直しや改善の方法を
学ぶことにより、地域、家庭での健康づくりを実現することができる。

事
　
業
　
内
　
容

○食生活改善推進員の研修の開催
　研修を実施することにより、地域における一次予防の健康づくりを実践する推進員のス
キルアップを図り活動を支援する。
　・定例会（研修会）の開催
　・食生活改善推進員養成研修の開催　
　・親子料理教室、地区食生活改善教室等の実施

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0004 地域包括ケア推進係

03 民生費 01 社会福祉費 04 高齢者福祉費
大事業 47 一般事務費
中事業 03 民生一般事務費

小事業 06 高齢者福祉一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 3,556 1912 高齢者福祉扶助費(市単独） 600
0301 職員手当 712 2201 償還金 2
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 774
0801 費用弁償 102
0802 普通旅費 63
0803 特別旅費 114
1001 消耗品費 121
1007 光熱水費 106
1101 通信運搬費 170
1301 使用料及び賃借料 143
1810007 日向市社会福祉施設等連絡会負担金 5
1825002 研修会負担金 89

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,557 5,696 861

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
600 5,957

主な財源 埋葬等取扱費返還金
財源内訳

目
的
・
効
果

　高齢者あんしん課の業務に係る一般事務費

事
　
業
　
内
　
容

○報酬・保険料（会計年度任用職員）
○旅費・研修参加負担金（会議出席または研修）
○消耗品費（一般事務費及びＰＰＣ）
○電話料・有料道路通行料・駐車料

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 01 高齢者あんしん課 0004 地域包括ケア推進係

04 衛生費 01 保健衛生費 02 予防費
大事業 49 会計・基金繰出金
中事業 01 会計繰出に要する経費

小事業 25 国民健康保険東郷診療所特別会計(訪問看護事業)への繰出金
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

2701 一般会計からの繰出金 21,200

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
21,200 21,000 200

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
21,200

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　東郷診療所において、主治医の指示による訪問看護サービスを提供することで、病気や
障がいがあっても、住み慣れた地域で生活することができるように支援する。

事
　
業
　
内
　
容

　東郷診療所で実施する訪問看護事業に要する経費のうち、利用料等で不足する額につい
て、一般会計から国民健康保険東郷診療所特別会計へ繰り出しするもの。

○一般会計繰出金　21,200千円

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 02 健康増進課 0001 健康づくり係
04 衛生費 01 保健衛生費 01 保健衛生総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 04 衛生一般事務費

小事業 02 健康増進一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 3,050 1825009 保健事業費負担金 6,429
0301 職員手当 610 2201 償還金 2
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 670
0716 記念品料 17
0801 費用弁償 102
0802 普通旅費 137
1001 消耗品費 187
1005 食糧費 8
1101 通信運搬費 43
1108 その他の保険料 135
1805037 宮崎県市町村保健活動連絡協議会負担金 21
1825002 研修会負担金 5

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
11,416 8,666 2,750

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
11,416

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　健康増進課の業務遂行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

　健康増進課全般の一般事務費
○保健事業費負担金
　・国保保健指導事業
　・保健福祉総合施設管理費
○その他、消耗品等の一般的な事務経費

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 02 健康増進課 0001 健康づくり係
04 衛生費 01 保健衛生費 02 予防費

大事業 12 健康に暮らせるまちづくり
中事業 01 保健体制の充実

小事業 01 食生活改善推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 8
1001 消耗品費 11
1101 通信運搬費 10
1203 事業委託料 289

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
318 321 △ 3

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
318

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　食生活改善推進員及び市民が研修会・講習会等を通して、食事の見直しや改善の方法を
学ぶことにより、地域、家庭での健康づくりを実現することができる。

事
　
業
　
内
　
容

○食生活改善推進員の研修の開催
　研修を実施することにより、地域における一次予防の健康づくりを実践する推進員のス
キルアップを図り活動を支援する。
　・定例会（研修会）の開催
　・食生活改善推進員養成研修の開催　
　・親子料理教室、地区食生活改善教室等の実施

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 02 健康増進課 0001 健康づくり係
04 衛生費 01 保健衛生費 02 予防費

大事業 12 健康に暮らせるまちづくり
中事業 01 保健体制の充実

小事業 03 「健康ひゅうが21計画」推進会議の運営に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 20
0702 出会謝金 120
1001 消耗品費 3
1101 通信運搬費 12

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
155 165 △ 10

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
155

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　「健康ひゅうが21計画（第2次）」に基づき、関係機関・団体と連携を図り、市民の主体
的な健康づくり活動を推進することにより、健康に対する意識の向上や病気の予防を図
る。

事
　
業
　
内
　
容

　「健康ひゅうが21計画（第2次）」（平成26年度（2014年度）～令和5年度（2023年
度））を推進するため、関係機関・団体と連携を図りながら、市民の主体的な健康づくり
に向けて計画の進捗状況の検証に取り組む。
　国の「第2次健康日本21」の計画終期が令和5年度まで１年間延長されたことに伴い、市
の計画についても終期を令和6年度まで延長し、当該期間内は従前から設定している目標の
達成に向けた取組を継続する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 02 健康増進課 0001 健康づくり係
04 衛生費 01 保健衛生費 02 予防費

大事業 12 健康に暮らせるまちづくり
中事業 01 保健体制の充実

小事業 08 健康増進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 61
1001 消耗品費 23
1005 食糧費 1
1006 印刷製本費 121
1101 通信運搬費 213
1203 事業委託料 3,605

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,024 4,130 △ 106

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,229 1,795

主な財源 健康増進事業県負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　健康教育や健康相談、若年者健診等を実施することにより、市民の健康の保持増進を図
る。

事
　
業
　
内
　
容

○健（検）診の実施
　・肝炎ウイルス検診
　・若年者（19歳～39歳）の健診
　・生活保護受給者（40歳以上）の健診
　・歯周疾患等検診
○健康教育（個別・集団）、健康相談
○ラジオ体操講習会

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 02 健康増進課 0001 健康づくり係
04 衛生費 01 保健衛生費 02 予防費

大事業 12 健康に暮らせるまちづくり
中事業 01 保健体制の充実

小事業 10 がん検診推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 70
0802 普通旅費 6
1001 消耗品費 64
1006 印刷製本費 785
1101 通信運搬費 800
1203 事業委託料 48,000
1301 使用料及び賃借料 3
2201 償還金 7

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
49,735 49,532 203

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
268 24,000 25,467

主な財源 がん検診推進事業補助金、ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　がん検診を実施することにより、市民の疾病の早期発見、早期治療につながる。
　また、無料クーポン券対象者に対しクーポン券を送付し、検診受診の意識付けと検診を
受けやすい体制づくりを図る。

事
　
業
　
内
　
容

○各種がん検診の実施
　個別検診及び集団検診による肺がん・胃がん・大腸がん・子宮がん・乳がん・前立腺が
ん検診の実施
○無料クーポン券の発行
　（対象）
　・子宮がん検診　31歳
　・大腸がん検診　41歳
　・乳がん検診　　41歳

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 02 健康増進課 0001 健康づくり係
04 衛生費 01 保健衛生費 02 予防費

大事業 12 健康に暮らせるまちづくり
中事業 01 保健体制の充実

小事業 11 感染症対策に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 16
1006 印刷製本費 396
1011 医薬材料費 44
1101 通信運搬費 1,999
1103 手数料 186
1203 事業委託料 46,600
1702 機械器具費（事業執行用） 62

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
49,303 47,814 1,489

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,971 47,332

主な財源 緊急風しん抗体検査等事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　伝染の恐れがある疾病の発生及びまん延を予防することにより、公衆衛生の向上が図ら
れ、市民が安心して安全で快適な生活を送ることができる。

事
　
業
　
内
　
容

○感染予防・まん延防止を図るため、予防接種等を実施する。
　（対象）
　・結核健診　　　　　　　65歳以上
　・高齢者肺炎球菌　　　　65、70、75、80、85、90、95、100歳
　・高齢者インフルエンザ　65歳以上
○風しんの抗体検査及び風しんの第5期の定期接種
　（対象）　　昭和37年（1962年）4月2日～昭和54年（1979年）4月1日生まれの男性
　（実施期間）令和元年度～令和6年度

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 02 健康増進課 0001 健康づくり係
04 衛生費 01 保健衛生費 02 予防費

大事業 12 健康に暮らせるまちづくり
中事業 01 保健体制の充実

小事業 03 「健康ひゅうが21計画」推進会議の運営に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 20
0702 出会謝金 120
1001 消耗品費 3
1101 通信運搬費 12

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
155 165 △ 10

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
155

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　「健康ひゅうが21計画（第2次）」に基づき、関係機関・団体と連携を図り、市民の主体
的な健康づくり活動を推進することにより、健康に対する意識の向上や病気の予防を図
る。

事
　
業
　
内
　
容

　「健康ひゅうが21計画（第2次）」（平成26年度（2014年度）～令和5年度（2023年
度））を推進するため、関係機関・団体と連携を図りながら、市民の主体的な健康づくり
に向けて計画の進捗状況の検証に取り組む。
　国の「第2次健康日本21」の計画終期が令和5年度まで１年間延長されたことに伴い、市
の計画についても終期を令和6年度まで延長し、当該期間内は従前から設定している目標の
達成に向けた取組を継続する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 02 健康増進課 0001 健康づくり係
04 衛生費 01 保健衛生費 02 予防費

大事業 12 健康に暮らせるまちづくり
中事業 01 保健体制の充実

小事業 08 健康増進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 61
1001 消耗品費 23
1005 食糧費 1
1006 印刷製本費 121
1101 通信運搬費 213
1203 事業委託料 3,605

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,024 4,130 △ 106

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,229 1,795

主な財源 健康増進事業県負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　健康教育や健康相談、若年者健診等を実施することにより、市民の健康の保持増進を図
る。

事
　
業
　
内
　
容

○健（検）診の実施
　・肝炎ウイルス検診
　・若年者（19歳～39歳）の健診
　・生活保護受給者（40歳以上）の健診
　・歯周疾患等検診
○健康教育（個別・集団）、健康相談
○ラジオ体操講習会

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 02 健康増進課 0001 健康づくり係
04 衛生費 01 保健衛生費 02 予防費

大事業 12 健康に暮らせるまちづくり
中事業 01 保健体制の充実

小事業 10 がん検診推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 70
0802 普通旅費 6
1001 消耗品費 64
1006 印刷製本費 785
1101 通信運搬費 800
1203 事業委託料 48,000
1301 使用料及び賃借料 3
2201 償還金 7

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
49,735 49,532 203

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
268 24,000 25,467

主な財源 がん検診推進事業補助金、ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　がん検診を実施することにより、市民の疾病の早期発見、早期治療につながる。
　また、無料クーポン券対象者に対しクーポン券を送付し、検診受診の意識付けと検診を
受けやすい体制づくりを図る。

事
　
業
　
内
　
容

○各種がん検診の実施
　個別検診及び集団検診による肺がん・胃がん・大腸がん・子宮がん・乳がん・前立腺が
ん検診の実施
○無料クーポン券の発行
　（対象）
　・子宮がん検診　31歳
　・大腸がん検診　41歳
　・乳がん検診　　41歳

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 02 健康増進課 0001 健康づくり係
04 衛生費 01 保健衛生費 02 予防費

大事業 12 健康に暮らせるまちづくり
中事業 01 保健体制の充実

小事業 11 感染症対策に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 16
1006 印刷製本費 396
1011 医薬材料費 44
1101 通信運搬費 1,999
1103 手数料 186
1203 事業委託料 46,600
1702 機械器具費（事業執行用） 62

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
49,303 47,814 1,489

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,971 47,332

主な財源 緊急風しん抗体検査等事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　伝染の恐れがある疾病の発生及びまん延を予防することにより、公衆衛生の向上が図ら
れ、市民が安心して安全で快適な生活を送ることができる。

事
　
業
　
内
　
容

○感染予防・まん延防止を図るため、予防接種等を実施する。
　（対象）
　・結核健診　　　　　　　65歳以上
　・高齢者肺炎球菌　　　　65、70、75、80、85、90、95、100歳
　・高齢者インフルエンザ　65歳以上
○風しんの抗体検査及び風しんの第5期の定期接種
　（対象）　　昭和37年（1962年）4月2日～昭和54年（1979年）4月1日生まれの男性
　（実施期間）令和元年度～令和6年度

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 02 健康増進課 0001 健康づくり係
04 衛生費 01 保健衛生費 02 予防費

大事業 12 健康に暮らせるまちづくり
中事業 01 保健体制の充実

小事業 13 自殺対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 140
0702 出会謝金 300
0802 普通旅費 6
1001 消耗品費 67
1005 食糧費 1
1006 印刷製本費 640
1101 通信運搬費 51
1203 事業委託料 3,734
1825002 研修会負担金 5

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,944 1,039 3,905

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,064 2,880

主な財源 地域自殺対策強化事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　深い悩みを抱えている人に気づき、自殺を未然に防ぐことができるよう、相談・支援体
制の充実を図る。
　また、こころの健康についての知識の普及・啓発や地域における実践的な取組を中心と
する自殺対策を進めるため、「第2期日向市自殺対策行動計画」（令和6年度～令和10年
度）を策定する。

事
　
業
　
内
　
容

　「日向市自殺対策行動計画」（令和元年度～令和5年度）を推進するため、関係機関・団
体との連携を図りながら、自殺対策事業を行う。

〇自殺対策事業対面型相談支援業務委託
〇自殺予防啓発活動
〇「第2期日向市自殺対策行動計画」の策定

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 02 健康増進課 0002 地域医療推進係
04 衛生費 01 保健衛生費 01 保健衛生総務費

大事業 12 健康に暮らせるまちづくり
中事業 02 医療体制の確保

小事業 02 救急医療体制整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 20
1006 印刷製本費 84
1108 その他の保険料 938
1203 事業委託料 14,882
1301 使用料及び賃借料 910
1805081 宮崎県救急医療行政連絡協議会負担金 354
1806024 医師会立日向市看護高等専修学校負担金 664
1806074 日向地区救急医療対策協議会負担金 119
1810011 延岡市夜間急病センター負担金（小児診療） 11,645
1834004 二次救急医療体制整備補助金 111,099
1834010 日向市救急勤務医支援事業補助金 24,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
164,715 167,790 △ 3,075

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
33,017 131,698

主な財源 在宅当番医制整備事業負担金、日向地区二次救急医療体制整備負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　救急医療施設や関係団体に対し補助金の交付又は運営費を負担することにより、初期救
急及び二次救急医療体制の医療環境を維持するとともに、医師・看護師等の医療人材の安
定確保に努め、市民の安全で安心な暮らしを確保する。

事
　
業
　
内
　
容

○日曜・祝日在宅当番医事業
　日曜・祝日に軽症患者を受入れるための体制構築
○日曜在宅歯科当番医事業
　日曜日に歯科患者を受入れるための体制構築
○二次救急医療体制整備事業
　二次救急医療の体制を整備するために日向入郷医療圏域の民間二次救急医療施設に対し
　補助金を交付
○日向市救急勤務医支援事業
　二次救急を担う救急勤務医を確保するために圏域の民間二次救急医療施設に対し救急勤
　務医手当を対象とする補助金を交付
○その他
　・医師会立日向看護高等専修学校の運営費負担
　・県北市町村で運営する延岡小児夜間急病センターの運営費負担

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 02 健康増進課 0002 地域医療推進係
04 衛生費 01 保健衛生費 01 保健衛生総務費

大事業 12 健康に暮らせるまちづくり
中事業 02 医療体制の確保

小事業 05 地域医療体制整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 170
0802 普通旅費 170
1001 消耗品費 60
1005 食糧費 130
1006 印刷製本費 95
1103 手数料 22
1301 使用料及び賃借料 61
1810013 宮崎県医師確保対策推進協議会負担金 300
1833022 日向市の地域医療を考える会運営補助金 760
1867046 骨髄等移植ドナー助成事業補助金 210

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,978 1,758 220

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
485 1,493

主な財源
救急医療利用適正化推進事業補助金、骨髄等移植ドナー助成支援事業費
補助金

財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市東臼杵郡医師会等との連携の下、医療関係者との関係構築を図りながら医療提供
体制の確保に努め、安全で安心な医療環境の実現を目指す。
　また、オピニオンリーダーの育成や講演会などを通じ、本市の医療を取り巻く厳しい現
状について市民の理解を促進するとともに、長引くコロナ禍の中にあって限られた医療資
源を大切にしていこうという市民の意識醸成を図る。
　新たに、骨髄ドナーの負担軽減と職場の理解を促進し、ドナー登録者の拡大と骨髄等を
提供しやすい環境整備に努める。

事
　
業
　
内
　
容

○医師確保対策
　・地域医療の確保に向けた大学等への要請活動、医療学術学会でのＰＲ活動
　・本市出身及びゆかりのある医師、看護師、医学生等との意見交換の開催
○市民意識の醸成
　・救急医療施設の適正利用に関するリーフレット配布による啓発
　・「日向市の地域医療を考える会」の活動支援によるオピニオンリーダーの育成
　・地域医療講演会の開催
○骨髄等の移植の推進
　・骨髄ドナー本人や勤務事業所に対し奨励金を交付
　［奨励金の額は、ドナー2万円／日、事業所1万円／日（いずれも7日を上限）］
○地域医療の推進に係る一般事務経費

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 02 健康増進課 0002 地域医療推進係
04 衛生費 01 保健衛生費 06 診療所費

大事業 12 健康に暮らせるまちづくり
中事業 02 医療体制の確保

小事業 03 初期救急診療所事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 6,078 1203 事業委託料 18,800
0301 職員手当 305 1205 システム開発等委託料 412
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 357 1301 使用料及び賃借料 1,842
0801 費用弁償 201
1001 消耗品費 211
1003 消耗品費被服 31
1004 燃料費 33
1007 光熱水費 448
1011 医薬材料費 1,050
1101 通信運搬費 164
1103 手数料 301
1108 その他の保険料 645

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
30,878 30,132 746

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
7,669 23,209

主な財源
初期救急診療所運営負担金、一部負担金収入、健康保険診療収入、証明
手数料、自動販売機電気料収入

財源内訳

目
的
・
効
果

　夜間、時間外に軽症救急患者の応急診療を行うことにより、安全で安心な医療を確保す
るとともに、二次救急医療機関の負担軽減を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○診療体制
　・診 療 科　内科・外科
　・診 療 日　月曜日から金曜日まで（祝日、年末年始を除く）
　・診療時間　午後7時30分から午後9時30分まで
　・人員体制　医師2名、薬剤師1名、看護師2名、事務員1名

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 02 健康増進課 0001 健康づくり係
04 衛生費 01 保健衛生費 02 予防費

大事業 12 健康に暮らせるまちづくり
中事業 01 保健体制の充実

小事業 13 自殺対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 140
0702 出会謝金 300
0802 普通旅費 6
1001 消耗品費 67
1005 食糧費 1
1006 印刷製本費 640
1101 通信運搬費 51
1203 事業委託料 3,734
1825002 研修会負担金 5

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,944 1,039 3,905

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,064 2,880

主な財源 地域自殺対策強化事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　深い悩みを抱えている人に気づき、自殺を未然に防ぐことができるよう、相談・支援体
制の充実を図る。
　また、こころの健康についての知識の普及・啓発や地域における実践的な取組を中心と
する自殺対策を進めるため、「第2期日向市自殺対策行動計画」（令和6年度～令和10年
度）を策定する。

事
　
業
　
内
　
容

　「日向市自殺対策行動計画」（令和元年度～令和5年度）を推進するため、関係機関・団
体との連携を図りながら、自殺対策事業を行う。

〇自殺対策事業対面型相談支援業務委託
〇自殺予防啓発活動
〇「第2期日向市自殺対策行動計画」の策定

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 02 健康増進課 0002 地域医療推進係
04 衛生費 01 保健衛生費 01 保健衛生総務費

大事業 12 健康に暮らせるまちづくり
中事業 02 医療体制の確保

小事業 02 救急医療体制整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 20
1006 印刷製本費 84
1108 その他の保険料 938
1203 事業委託料 14,882
1301 使用料及び賃借料 910
1805081 宮崎県救急医療行政連絡協議会負担金 354
1806024 医師会立日向市看護高等専修学校負担金 664
1806074 日向地区救急医療対策協議会負担金 119
1810011 延岡市夜間急病センター負担金（小児診療） 11,645
1834004 二次救急医療体制整備補助金 111,099
1834010 日向市救急勤務医支援事業補助金 24,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
164,715 167,790 △ 3,075

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
33,017 131,698

主な財源 在宅当番医制整備事業負担金、日向地区二次救急医療体制整備負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　救急医療施設や関係団体に対し補助金の交付又は運営費を負担することにより、初期救
急及び二次救急医療体制の医療環境を維持するとともに、医師・看護師等の医療人材の安
定確保に努め、市民の安全で安心な暮らしを確保する。

事
　
業
　
内
　
容

○日曜・祝日在宅当番医事業
　日曜・祝日に軽症患者を受入れるための体制構築
○日曜在宅歯科当番医事業
　日曜日に歯科患者を受入れるための体制構築
○二次救急医療体制整備事業
　二次救急医療の体制を整備するために日向入郷医療圏域の民間二次救急医療施設に対し
　補助金を交付
○日向市救急勤務医支援事業
　二次救急を担う救急勤務医を確保するために圏域の民間二次救急医療施設に対し救急勤
　務医手当を対象とする補助金を交付
○その他
　・医師会立日向看護高等専修学校の運営費負担
　・県北市町村で運営する延岡小児夜間急病センターの運営費負担

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 02 健康増進課 0002 地域医療推進係
04 衛生費 01 保健衛生費 01 保健衛生総務費

大事業 12 健康に暮らせるまちづくり
中事業 02 医療体制の確保

小事業 05 地域医療体制整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 170
0802 普通旅費 170
1001 消耗品費 60
1005 食糧費 130
1006 印刷製本費 95
1103 手数料 22
1301 使用料及び賃借料 61
1810013 宮崎県医師確保対策推進協議会負担金 300
1833022 日向市の地域医療を考える会運営補助金 760
1867046 骨髄等移植ドナー助成事業補助金 210

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,978 1,758 220

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
485 1,493

主な財源
救急医療利用適正化推進事業補助金、骨髄等移植ドナー助成支援事業費
補助金

財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市東臼杵郡医師会等との連携の下、医療関係者との関係構築を図りながら医療提供
体制の確保に努め、安全で安心な医療環境の実現を目指す。
　また、オピニオンリーダーの育成や講演会などを通じ、本市の医療を取り巻く厳しい現
状について市民の理解を促進するとともに、長引くコロナ禍の中にあって限られた医療資
源を大切にしていこうという市民の意識醸成を図る。
　新たに、骨髄ドナーの負担軽減と職場の理解を促進し、ドナー登録者の拡大と骨髄等を
提供しやすい環境整備に努める。

事
　
業
　
内
　
容

○医師確保対策
　・地域医療の確保に向けた大学等への要請活動、医療学術学会でのＰＲ活動
　・本市出身及びゆかりのある医師、看護師、医学生等との意見交換の開催
○市民意識の醸成
　・救急医療施設の適正利用に関するリーフレット配布による啓発
　・「日向市の地域医療を考える会」の活動支援によるオピニオンリーダーの育成
　・地域医療講演会の開催
○骨髄等の移植の推進
　・骨髄ドナー本人や勤務事業所に対し奨励金を交付
　［奨励金の額は、ドナー2万円／日、事業所1万円／日（いずれも7日を上限）］
○地域医療の推進に係る一般事務経費

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 02 健康増進課 0002 地域医療推進係
04 衛生費 01 保健衛生費 06 診療所費

大事業 12 健康に暮らせるまちづくり
中事業 02 医療体制の確保

小事業 03 初期救急診療所事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 6,078 1203 事業委託料 18,800
0301 職員手当 305 1205 システム開発等委託料 412
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 357 1301 使用料及び賃借料 1,842
0801 費用弁償 201
1001 消耗品費 211
1003 消耗品費被服 31
1004 燃料費 33
1007 光熱水費 448
1011 医薬材料費 1,050
1101 通信運搬費 164
1103 手数料 301
1108 その他の保険料 645

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
30,878 30,132 746

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
7,669 23,209

主な財源
初期救急診療所運営負担金、一部負担金収入、健康保険診療収入、証明
手数料、自動販売機電気料収入

財源内訳

目
的
・
効
果

　夜間、時間外に軽症救急患者の応急診療を行うことにより、安全で安心な医療を確保す
るとともに、二次救急医療機関の負担軽減を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○診療体制
　・診 療 科　内科・外科
　・診 療 日　月曜日から金曜日まで（祝日、年末年始を除く）
　・診療時間　午後7時30分から午後9時30分まで
　・人員体制　医師2名、薬剤師1名、看護師2名、事務員1名

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 02 健康増進課 0002 地域医療推進係
04 衛生費 01 保健衛生費 06 診療所費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 04 衛生施設管理運営費

小事業 06 初期救急診療所管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 5
1106 火災保険料 21
1201 施設維持管理委託料 661

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
687 647 40

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
110 577

主な財源 初期救急診療所運営負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市初期救急診療所を円滑に運営するために必要な施設の維持管理を行い、住民が安
心して診療を受けることができる環境を整備する。

事
　
業
　
内
　
容

○施設の維持管理に要する経費
　・清掃業務委託
　・機械警備業務委託
　・空調装置保守点検業務委託
　・消防用設備保守点検業務委託
　・建物総合損害共済

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
05 労働費 01 労働諸費 02 労働諸費

大事業 21 雇用の確保と創出
中事業 01 就業の場の確保と雇用の創出

小事業 06 日向市地域雇用創造協議会に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 50
0802 普通旅費 6
1001 消耗品費 7
1005 食糧費 2
1101 通信運搬費 17
1203 事業委託料 49
2001 貸付金 8,500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,631 8,660 △ 29

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
8,500 131

主な財源 地域雇用創造協議会運営資金貸付金収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　厚生労働省の「地域雇用活性化推進事業」を受託する日向市地域雇用創造協議会が行
う、求職者に対するスキルアップセミナーや事業者への事業拡大を支援するセミナー、就
職説明会等のマッチングを支援し、市内における雇用の維持・確保の取組をより効果的に
推進する。

事
　
業
　
内
　
容

　国から受託する事業費の対象外である以下の項目について支出を行う。

○出会謝金（税理士報酬）
○旅費（宮崎労働局等との打ち合わせ、厚生労働省主催の研修参加）
○一般事務費（消耗品費、食糧費）
○通信運搬費（携帯電話に関する費用）
○事業委託料（日向市地域雇用創造協議会事務室の警備委託料）
○貸付金（日向市地域雇用創造協議会運営資金貸付金）
　同協議会が委託料収入を受けるまでの間、事業費の一部を貸付

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
05 労働費 01 労働諸費 02 労働諸費

大事業 21 雇用の確保と創出
中事業 01 就業の場の確保と雇用の創出

小事業 07 就業支援に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 25
1203 事業委託料 496

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
521 514 7

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
521

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　高校生への就職準備セミナー等を通じ、地元定着の促進や早期離職の防止を図る。
　就職支援情報サイト「ひゅうがＪＯＢナビ」において、就職及び市内企業の情報を一元
的に提供することにより、就労機会の拡大や日向市への移住・定住に必要な情報の発信を
行う。

事
　
業
　
内
　
容

○講師謝金
　（高校2年生を対象とした就職準備セミナー講師謝金）

○事業委託料
　（就職支援情報サイト「ひゅうがＪＯＢナビ」の運営・管理に要する費用）

「ひゅうがＪＯＢナビ」掲載情報
　・市内企業情報、求人情報、各種セミナー情報、企業ＰＲ動画など

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
05 労働費 01 労働諸費 02 労働諸費

大事業 21 雇用の確保と創出
中事業 01 就業の場の確保と雇用の創出

小事業 13 中小企業魅力発信支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1006 印刷製本費 100
1104 広告料 100
1206 その他の委託料 7,500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
7,700 0 7,700

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
7,500 200

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　コロナ禍により対面での就職説明会や職場体験の場が制限される中、人手不足が深刻化
する市内中小企業等の魅力を新規学卒者、ＵＩＪターン希望者、求職者に効果的に発信す
ることにより、若者・女性の定着及び雇用の確保につなげる。

事
　
業
　
内
　
容

　人手不足が深刻な市内企業の魅力や求人等の情報発信を支援する。

○その他委託料　
　・企業のＰＲ動画制作及びＳＮＳ等を活用した情報発信（15社予定）
　・動画ＤＶＤを管内高校、県内大学、専門学校に配布、併せて日向管内の高校生を
　　対象に企業面談会を開催するなど、市内就職を促進

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 24 健康長寿部 所管課 02 健康増進課 0002 地域医療推進係
04 衛生費 01 保健衛生費 06 診療所費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 04 衛生施設管理運営費

小事業 06 初期救急診療所管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 5
1106 火災保険料 21
1201 施設維持管理委託料 661

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
687 647 40

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
110 577

主な財源 初期救急診療所運営負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市初期救急診療所を円滑に運営するために必要な施設の維持管理を行い、住民が安
心して診療を受けることができる環境を整備する。

事
　
業
　
内
　
容

○施設の維持管理に要する経費
　・清掃業務委託
　・機械警備業務委託
　・空調装置保守点検業務委託
　・消防用設備保守点検業務委託
　・建物総合損害共済

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
05 労働費 01 労働諸費 02 労働諸費

大事業 21 雇用の確保と創出
中事業 01 就業の場の確保と雇用の創出

小事業 06 日向市地域雇用創造協議会に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 50
0802 普通旅費 6
1001 消耗品費 7
1005 食糧費 2
1101 通信運搬費 17
1203 事業委託料 49
2001 貸付金 8,500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,631 8,660 △ 29

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
8,500 131

主な財源 地域雇用創造協議会運営資金貸付金収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　厚生労働省の「地域雇用活性化推進事業」を受託する日向市地域雇用創造協議会が行
う、求職者に対するスキルアップセミナーや事業者への事業拡大を支援するセミナー、就
職説明会等のマッチングを支援し、市内における雇用の維持・確保の取組をより効果的に
推進する。

事
　
業
　
内
　
容

　国から受託する事業費の対象外である以下の項目について支出を行う。

○出会謝金（税理士報酬）
○旅費（宮崎労働局等との打ち合わせ、厚生労働省主催の研修参加）
○一般事務費（消耗品費、食糧費）
○通信運搬費（携帯電話に関する費用）
○事業委託料（日向市地域雇用創造協議会事務室の警備委託料）
○貸付金（日向市地域雇用創造協議会運営資金貸付金）
　同協議会が委託料収入を受けるまでの間、事業費の一部を貸付

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
05 労働費 01 労働諸費 02 労働諸費

大事業 21 雇用の確保と創出
中事業 01 就業の場の確保と雇用の創出

小事業 07 就業支援に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 25
1203 事業委託料 496

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
521 514 7

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
521

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　高校生への就職準備セミナー等を通じ、地元定着の促進や早期離職の防止を図る。
　就職支援情報サイト「ひゅうがＪＯＢナビ」において、就職及び市内企業の情報を一元
的に提供することにより、就労機会の拡大や日向市への移住・定住に必要な情報の発信を
行う。

事
　
業
　
内
　
容

○講師謝金
　（高校2年生を対象とした就職準備セミナー講師謝金）

○事業委託料
　（就職支援情報サイト「ひゅうがＪＯＢナビ」の運営・管理に要する費用）

「ひゅうがＪＯＢナビ」掲載情報
　・市内企業情報、求人情報、各種セミナー情報、企業ＰＲ動画など

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
05 労働費 01 労働諸費 02 労働諸費

大事業 21 雇用の確保と創出
中事業 01 就業の場の確保と雇用の創出

小事業 13 中小企業魅力発信支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1006 印刷製本費 100
1104 広告料 100
1206 その他の委託料 7,500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
7,700 0 7,700

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
7,500 200

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　コロナ禍により対面での就職説明会や職場体験の場が制限される中、人手不足が深刻化
する市内中小企業等の魅力を新規学卒者、ＵＩＪターン希望者、求職者に効果的に発信す
ることにより、若者・女性の定着及び雇用の確保につなげる。

事
　
業
　
内
　
容

　人手不足が深刻な市内企業の魅力や求人等の情報発信を支援する。

○その他委託料　
　・企業のＰＲ動画制作及びＳＮＳ等を活用した情報発信（15社予定）
　・動画ＤＶＤを管内高校、県内大学、専門学校に配布、併せて日向管内の高校生を
　　対象に企業面談会を開催するなど、市内就職を促進

関連するＳＤＧｓ



－ 134 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
07 商工費 01 商工費 01 商工総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 07 商工一般事務費

小事業 04 商工業振興一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 89 1813010 宮崎県工業会賛助会会費負担金 100
1001 消耗品費 141 1813012 金曜会負担金 24
1005 食糧費 18
1101 通信運搬費 160
1301 使用料及び賃借料 89
1805029 宮崎県産業振興機構負担金 44
1805040 宮崎県中小企業団体中央会負担金 30
1805043 宮崎県物産貿易振興センター負担金 20
1805080 日本貿易振興機構宮崎貿易情報センター負担金 262
1805093 中小企業団体九州大会負担金 43
1806013 日向地区職業訓練会負担金 223
1813006 宮崎県発明協会負担金 15

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,258 1,421 △ 163

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,258

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　商工業振興における一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○旅費
○需用費（消耗品費、食糧費）
○役務費（通信運搬費）
○使用料及び賃借料
○関係団体への負担金
　・宮崎県産業振興機構
　・宮崎県中小企業団体中央会
　・宮崎県物産貿易振興センター
　・日本貿易振興機構宮崎貿易情報センター（ジェトロ）
　・日向地区職業訓練会
　・宮崎県発明協会
　・宮崎県工業会
　・金曜会

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 20 商工業の振興
中事業 01 活力ある商業の振興

小事業 02 商工会議所等運営補助事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1837003 日向商工会議所活性化事業補助金 1,630
1837013 東郷町商工会活性化事業補助金 1,466
1837018 市民交流プラザ運営補助金 1,800
1837021 東郷町商工会事務局体制強化事業補助金 3,171
1857004 小規模事業者経営改善普及事業補助金 6,868

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
14,935 14,906 29

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,585 1,500 11,850

主な財源 商工会事務局体制強化事業補助金、過疎地域振興基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　商工業者に対し、経営相談や融資、事業計画作成のサポート等を行い、地域活性化事業
の担い手としても重要な役割を担っている日向商工会議所、東郷町商工会を支援すること
で、市内商工業者の経営の向上及び発展並びに地域振興を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○商工団体等活性化事業補助金
　・日向商工会議所活性化事業補助金
　・東郷町商工会活性化事業補助金

○市民交流プラザ運営補助金
　商工会館が有する機能「市民交流プラザ」の利用促進と円滑な運営を支援するため、
　維持管理経費の一部を補助

○東郷町商工会事務局体制強化事業補助金
　地域経済の活性化及び地域振興を推進するため、商工会が行う地域振興
　コーディネーターの設置に係る経費を県と連携し補助
　（県：1／2、市：1／2）

○小規模事業者経営改善普及事業補助金（中小企業相談所運営等）
　商工会議所及び商工会に設置してある中小企業相談所が行う
　経営指導等の業務を支援するため、県補助金「小規模事業経営
　支援事業費補助金」の15／100の額を補助

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 20 商工業の振興
中事業 01 活力ある商業の振興

小事業 12 中小企業特別融資事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1867018 中小企業特別融資制度保証料補助金 16,000
2001 貸付金 335,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
351,000 351,000 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
335,001 15,999

主な財源 商工業振興貸付金収入、中小企業特別融資制度保証料返還金
財源内訳

目
的
・
効
果

　市内の中小企業等の運転・設備資金の調達を円滑にすることで、経営の安定や地域産業
の育成振興を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市と市内金融機関が一定の資金を出し合い、金融機関が、市の定める融資条件をもと
に、宮崎県信用保証協会の保証を付けて市内の中小企業等に融資する。
（保証料は市が全額負担）

○中小企業特別融資制度保証料補助金
　債務保証を行う宮崎県信用保証協会に対し、当該債務保証残高の年間平均額に
　信用保証料率を乗じて得た額を補助
　・日向市中小企業特別融資制度　（保証料率：年0.45％～1.90％）
　・日向市小規模企業特別融資制度（保証料率：年0.50％～2.20％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　※保証料率は令和4年度（2022年度）実績

○貸付金
　制度運用のため、金融機関に対して、融資に係る原資を預託　

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 20 商工業の振興
中事業 01 活力ある商業の振興

小事業 19 商工業振興事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 90
0716 記念品料 94
0802 普通旅費 99
1001 消耗品費 50
1005 食糧費 39
1857034 技能まつり補助金 250
1867026 中小企業退職金共済加入促進事業補助金 1,050

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,672 1,623 49

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,672

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　中小企業振興やものづくり人材育成の重要性の啓発、各種事業の企画立案及び実施を推
進することにより、商工業者の経営安定や従業員の勤労意欲の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○中小企業振興会議の開催

○商工業優良従業員の表彰及び「社員が輝く！先進企業」の認定
　市内企業で長年業務に精励する従業員や優れた技能を持って活躍する技能者の表彰、
　社員がいきいきと働くことができる職場環境づくりに取り組む事業所等の認定を実施

○「日向マイスター」「日向ヤングマイスター」の認定
　日向市内の商工業に従事する極めて優れた技術技能を持つ方を認定

○技能まつり補助金
　ものづくりや技能者への理解を深める技能まつりの開催を支援

○中小企業退職金共済加入促進事業補助金
　中小企業で働く人の福利厚生と雇用安定を図るため、国が推奨する
　退職金共済制度に従業員等を新規・追加加入させた事業主に対し、
　掛金の一部を補助（上限：一人あたり5,000円）

関連するＳＤＧｓ



－ 135 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
07 商工費 01 商工費 01 商工総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 07 商工一般事務費

小事業 04 商工業振興一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 89 1813010 宮崎県工業会賛助会会費負担金 100
1001 消耗品費 141 1813012 金曜会負担金 24
1005 食糧費 18
1101 通信運搬費 160
1301 使用料及び賃借料 89
1805029 宮崎県産業振興機構負担金 44
1805040 宮崎県中小企業団体中央会負担金 30
1805043 宮崎県物産貿易振興センター負担金 20
1805080 日本貿易振興機構宮崎貿易情報センター負担金 262
1805093 中小企業団体九州大会負担金 43
1806013 日向地区職業訓練会負担金 223
1813006 宮崎県発明協会負担金 15

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,258 1,421 △ 163

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,258

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　商工業振興における一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○旅費
○需用費（消耗品費、食糧費）
○役務費（通信運搬費）
○使用料及び賃借料
○関係団体への負担金
　・宮崎県産業振興機構
　・宮崎県中小企業団体中央会
　・宮崎県物産貿易振興センター
　・日本貿易振興機構宮崎貿易情報センター（ジェトロ）
　・日向地区職業訓練会
　・宮崎県発明協会
　・宮崎県工業会
　・金曜会

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 20 商工業の振興
中事業 01 活力ある商業の振興

小事業 02 商工会議所等運営補助事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1837003 日向商工会議所活性化事業補助金 1,630
1837013 東郷町商工会活性化事業補助金 1,466
1837018 市民交流プラザ運営補助金 1,800
1837021 東郷町商工会事務局体制強化事業補助金 3,171
1857004 小規模事業者経営改善普及事業補助金 6,868

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
14,935 14,906 29

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,585 1,500 11,850

主な財源 商工会事務局体制強化事業補助金、過疎地域振興基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　商工業者に対し、経営相談や融資、事業計画作成のサポート等を行い、地域活性化事業
の担い手としても重要な役割を担っている日向商工会議所、東郷町商工会を支援すること
で、市内商工業者の経営の向上及び発展並びに地域振興を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○商工団体等活性化事業補助金
　・日向商工会議所活性化事業補助金
　・東郷町商工会活性化事業補助金

○市民交流プラザ運営補助金
　商工会館が有する機能「市民交流プラザ」の利用促進と円滑な運営を支援するため、
　維持管理経費の一部を補助

○東郷町商工会事務局体制強化事業補助金
　地域経済の活性化及び地域振興を推進するため、商工会が行う地域振興
　コーディネーターの設置に係る経費を県と連携し補助
　（県：1／2、市：1／2）

○小規模事業者経営改善普及事業補助金（中小企業相談所運営等）
　商工会議所及び商工会に設置してある中小企業相談所が行う
　経営指導等の業務を支援するため、県補助金「小規模事業経営
　支援事業費補助金」の15／100の額を補助

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 20 商工業の振興
中事業 01 活力ある商業の振興

小事業 12 中小企業特別融資事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1867018 中小企業特別融資制度保証料補助金 16,000
2001 貸付金 335,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
351,000 351,000 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
335,001 15,999

主な財源 商工業振興貸付金収入、中小企業特別融資制度保証料返還金
財源内訳

目
的
・
効
果

　市内の中小企業等の運転・設備資金の調達を円滑にすることで、経営の安定や地域産業
の育成振興を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市と市内金融機関が一定の資金を出し合い、金融機関が、市の定める融資条件をもと
に、宮崎県信用保証協会の保証を付けて市内の中小企業等に融資する。
（保証料は市が全額負担）

○中小企業特別融資制度保証料補助金
　債務保証を行う宮崎県信用保証協会に対し、当該債務保証残高の年間平均額に
　信用保証料率を乗じて得た額を補助
　・日向市中小企業特別融資制度　（保証料率：年0.45％～1.90％）
　・日向市小規模企業特別融資制度（保証料率：年0.50％～2.20％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　※保証料率は令和4年度（2022年度）実績

○貸付金
　制度運用のため、金融機関に対して、融資に係る原資を預託　

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 20 商工業の振興
中事業 01 活力ある商業の振興

小事業 19 商工業振興事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 90
0716 記念品料 94
0802 普通旅費 99
1001 消耗品費 50
1005 食糧費 39
1857034 技能まつり補助金 250
1867026 中小企業退職金共済加入促進事業補助金 1,050

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,672 1,623 49

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,672

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　中小企業振興やものづくり人材育成の重要性の啓発、各種事業の企画立案及び実施を推
進することにより、商工業者の経営安定や従業員の勤労意欲の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○中小企業振興会議の開催

○商工業優良従業員の表彰及び「社員が輝く！先進企業」の認定
　市内企業で長年業務に精励する従業員や優れた技能を持って活躍する技能者の表彰、
　社員がいきいきと働くことができる職場環境づくりに取り組む事業所等の認定を実施

○「日向マイスター」「日向ヤングマイスター」の認定
　日向市内の商工業に従事する極めて優れた技術技能を持つ方を認定

○技能まつり補助金
　ものづくりや技能者への理解を深める技能まつりの開催を支援

○中小企業退職金共済加入促進事業補助金
　中小企業で働く人の福利厚生と雇用安定を図るため、国が推奨する
　退職金共済制度に従業員等を新規・追加加入させた事業主に対し、
　掛金の一部を補助（上限：一人あたり5,000円）

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 20 商工業の振興
中事業 01 活力ある商業の振興

小事業 26 中小企業等各種資金利子補給事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1867041 新型コロナウィルス貸付利子補給補助金 14,500
1867043 原油・原材料高対策特別貸付利子補給補助金 13,905
1867044 経営支援・災害対策貸付等利子補給補助金 536
1867045 みやざき再生支援特別貸付利子補給補助金 40,052

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
68,993 30,957 38,036

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
43,000 25,993

主な財源
新型コロナウイルス感染症対策貸付利子補給基金繰入金、原油・原材料高対策特別貸付利子補給
基金繰入金、みやざき再生支援特別貸付利子補給基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　各種融資制度への利子補給を行うことによって、コロナ禍及びエネルギー価格・物価高
騰、災害等によって経営に影響を受けた市内中小企業等の資金繰りを支援し、経営安定及
び雇用の維持を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　コロナ禍及びエネルギー価格・物価高騰、災害等に対応した県の融資制度の貸付を受け
た市内中小企業等に対し、利子補給補助金を交付する。

○対象融資制度
（1）新型コロナウイルス感染症対策貸付（令和2年度貸付分）
（2）原油・原材料高対策特別貸付　　　（令和4年度貸付分）
（3）経営支援・災害対策貸付　　　　　（令和4年度貸付分）
（4）みやざき再生支援特別貸付　　　　（令和4年度貸付分）
○利子補給期間　
　いずれも3年間
○対象者
　対象融資制度の融資を受けた市内の中小企業等

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 20 商工業の振興
中事業 01 活力ある商業の振興

小事業 27 住宅・店舗等リフォーム促進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 20
1006 印刷製本費 80
1101 通信運搬費 30
1104 広告料 70
1857079 住宅・店舗等リフォーム促進事業補助金 10,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
10,200 0 10,200

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
10,000 200

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　住宅及び店舗のリフォーム工事を促進することにより、市内小規模登録事業者への受注
機会の促進及び住環境の整備による市民生活の向上、雇用環境の向上等を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市内小規模登録事業者等を利用し、市内の住宅及び店舗等をリフォームする際の工事費
の一部を補助する。

○補助の内容
（１）住宅リフォーム
　　工事費20万円以上に対し、補助対象工事の10％で最高10万円を助成
（２）店舗等リフォーム
　　工事費20万円以上に対し、補助対象工事の20％で最高20万円を助成

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 20 商工業の振興
中事業 01 活力ある商業の振興

小事業 28 応援消費プレミアム付商品券発行事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525
0301 職員手当 305
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335
0801 費用弁償 51
1001 消耗品費 195
1006 印刷製本費 1,050
1101 通信運搬費 2,800
1104 広告料 300
1206 その他の委託料 84,639

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
91,200 0 91,200

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
45,600 36,400 9,200

主な財源
ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金、
県・市町村連携プレミアム付商品券等発行事業費補助金

財源内訳

目
的
・
効
果

　コロナ禍に加えエネルギー価格・物価高騰の影響による景気悪化に対し、市内店舗等で
利用できるプレミアム付商品券を発行することで、消費需要を喚起し、市内経済の回復を
図る。

事
　
業
　
内
　
容

　県と連携しプレミアム付商品券を発行する。

○内容
　発行総額：2億7,950万円（うちプレミアム分6,450万円）
　プレミアム率：30％（前回と同）
　発行冊数：43,000冊（前回40,000冊）
　　　　　　500円券×13枚を5,000円で販売（1世帯当たり4冊まで）
　販売時期：令和5年（2023年）8月（予定）
　利用期間：令和5年（2023年）8月～令和5年（2023年）11月末（予定）

主な予算の内容
○人件費（会計年度任用職員報酬、職員手当、保険料、費用弁償）
○消耗品費（発行通知用消耗品代）
○印刷製本費（商品券印刷代）
○通信運搬費（発行通知用郵便料）　
○広告料（発行周知広告料）
○その他の委託料（コールセンター運営、販売、換金、利用店舗募集等）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 20 商工業の振興
中事業 01 活力ある商業の振興

小事業 37 商工業団体・組合等消費喚起事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1006 印刷製本費 100
1104 広告料 100
1857096 商工業団体・組合等消費喚起事業補助金 10,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
10,200 0 10,200

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
10,000 200

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　物産の拠点となる市内観光4駅の受注機会を創出することで消費を喚起し、コロナ禍等に
より長期にわたり低迷が続いている市内地場産業の振興を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市内観光4駅（道の駅ひゅうが、道の駅とうごう、まちの駅とみたか、海の駅ほそしま）
が行う送料無料キャンペーン等に対し、補助金を交付する。

○補助率　　　10／10
○補助上限　　300万円／駅
○補助内容　　観光4駅で購入した規定金額以上の商品を市外へ配送する際の送料を
　　　　　　　無料とするサービスを行う場合の経費を補助
　　　　　　　※令和4年度の規定金額は1口2,500円

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 20 商工業の振興
中事業 01 活力ある商業の振興

小事業 26 中小企業等各種資金利子補給事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1867041 新型コロナウィルス貸付利子補給補助金 14,500
1867043 原油・原材料高対策特別貸付利子補給補助金 13,905
1867044 経営支援・災害対策貸付等利子補給補助金 536
1867045 みやざき再生支援特別貸付利子補給補助金 40,052

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
68,993 30,957 38,036

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
43,000 25,993

主な財源
新型コロナウイルス感染症対策貸付利子補給基金繰入金、原油・原材料高対策特別貸付利子補給
基金繰入金、みやざき再生支援特別貸付利子補給基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　各種融資制度への利子補給を行うことによって、コロナ禍及びエネルギー価格・物価高
騰、災害等によって経営に影響を受けた市内中小企業等の資金繰りを支援し、経営安定及
び雇用の維持を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　コロナ禍及びエネルギー価格・物価高騰、災害等に対応した県の融資制度の貸付を受け
た市内中小企業等に対し、利子補給補助金を交付する。

○対象融資制度
（1）新型コロナウイルス感染症対策貸付（令和2年度貸付分）
（2）原油・原材料高対策特別貸付　　　（令和4年度貸付分）
（3）経営支援・災害対策貸付　　　　　（令和4年度貸付分）
（4）みやざき再生支援特別貸付　　　　（令和4年度貸付分）
○利子補給期間　
　いずれも3年間
○対象者
　対象融資制度の融資を受けた市内の中小企業等

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 20 商工業の振興
中事業 01 活力ある商業の振興

小事業 27 住宅・店舗等リフォーム促進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 20
1006 印刷製本費 80
1101 通信運搬費 30
1104 広告料 70
1857079 住宅・店舗等リフォーム促進事業補助金 10,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
10,200 0 10,200

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
10,000 200

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　住宅及び店舗のリフォーム工事を促進することにより、市内小規模登録事業者への受注
機会の促進及び住環境の整備による市民生活の向上、雇用環境の向上等を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市内小規模登録事業者等を利用し、市内の住宅及び店舗等をリフォームする際の工事費
の一部を補助する。

○補助の内容
（１）住宅リフォーム
　　工事費20万円以上に対し、補助対象工事の10％で最高10万円を助成
（２）店舗等リフォーム
　　工事費20万円以上に対し、補助対象工事の20％で最高20万円を助成

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 20 商工業の振興
中事業 01 活力ある商業の振興

小事業 28 応援消費プレミアム付商品券発行事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525
0301 職員手当 305
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335
0801 費用弁償 51
1001 消耗品費 195
1006 印刷製本費 1,050
1101 通信運搬費 2,800
1104 広告料 300
1206 その他の委託料 84,639

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
91,200 0 91,200

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
45,600 36,400 9,200

主な財源
ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金、
県・市町村連携プレミアム付商品券等発行事業費補助金

財源内訳

目
的
・
効
果

　コロナ禍に加えエネルギー価格・物価高騰の影響による景気悪化に対し、市内店舗等で
利用できるプレミアム付商品券を発行することで、消費需要を喚起し、市内経済の回復を
図る。

事
　
業
　
内
　
容

　県と連携しプレミアム付商品券を発行する。

○内容
　発行総額：2億7,950万円（うちプレミアム分6,450万円）
　プレミアム率：30％（前回と同）
　発行冊数：43,000冊（前回40,000冊）
　　　　　　500円券×13枚を5,000円で販売（1世帯当たり4冊まで）
　販売時期：令和5年（2023年）8月（予定）
　利用期間：令和5年（2023年）8月～令和5年（2023年）11月末（予定）

主な予算の内容
○人件費（会計年度任用職員報酬、職員手当、保険料、費用弁償）
○消耗品費（発行通知用消耗品代）
○印刷製本費（商品券印刷代）
○通信運搬費（発行通知用郵便料）　
○広告料（発行周知広告料）
○その他の委託料（コールセンター運営、販売、換金、利用店舗募集等）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 20 商工業の振興
中事業 01 活力ある商業の振興

小事業 37 商工業団体・組合等消費喚起事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1006 印刷製本費 100
1104 広告料 100
1857096 商工業団体・組合等消費喚起事業補助金 10,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
10,200 0 10,200

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
10,000 200

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　物産の拠点となる市内観光4駅の受注機会を創出することで消費を喚起し、コロナ禍等に
より長期にわたり低迷が続いている市内地場産業の振興を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市内観光4駅（道の駅ひゅうが、道の駅とうごう、まちの駅とみたか、海の駅ほそしま）
が行う送料無料キャンペーン等に対し、補助金を交付する。

○補助率　　　10／10
○補助上限　　300万円／駅
○補助内容　　観光4駅で購入した規定金額以上の商品を市外へ配送する際の送料を
　　　　　　　無料とするサービスを行う場合の経費を補助
　　　　　　　※令和4年度の規定金額は1口2,500円

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 20 商工業の振興
中事業 01 活力ある商業の振興

小事業 39 中小企業事業承継支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1006 印刷製本費 50
1857097 中小企業等事業引継ぎ応援事業補助金 1,200

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,250 1,250 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
600 600 50

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金、事業引継ぎ応援事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　中小企業等の事業承継への取組を支援することで、廃業を防ぎ、安定的な雇用の場を確
保することにより、将来にわたって活力が維持される地域の創出を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市内において事業承継に取り組む中小企業等に対し、補助金を交付する。

○対象となる事業承継　親族承継、役員・従業員承継、第三者承継
○補助率　　　　　　　2／3（うち1／3は県補助）
○補助上限　　　　　　600千円／件
○対象経費
　・マッチングコーディネーター等との委託契約に係る経費
　・企業価値評価に要する経費
　・その他承継時に必要だと認められる経費

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 20 商工業の振興
中事業 01 活力ある商業の振興

小事業 41 中小企業等デジタル化支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 30
1006 印刷製本費 70
1857026 中小企業等デジタル化支援事業補助金 6,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,100 0 6,100

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,000 100

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　市内中小企業等の自社ホームページの制作・改修を支援することにより、現在のデジタ
ル化に対応した情報発信力を高め、受注機会の創出や雇用の確保、経営の安定化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　コロナ禍等により来店や受注機会が減っている市内中小企業等に対して、自社のホーム
ページを制作・改修する場合に、その経費の一部を補助する。

○補助率　　　2／3
○補助上限　　200千円／件
○対象経費　　ホームページの制作・改修費用

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 20 商工業の振興
中事業 01 活力ある商業の振興

小事業 43 中小企業等創業支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 30
1006 印刷製本費 70
1857103 中小企業等創業支援事業補助金 3,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,100 0 3,100

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,000 100

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　創業に必要な初期投資に係る費用の一部を補助することで、市内における新規創業を支
援し、コロナ禍に加えエネルギー価格・物価高騰等によって長期にわたり低迷する地域経
済の新たな活力の創出を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　日向市創業支援計画に基づき特定創業支援等事業の支援を受けた新規創業者に対し、創
業に要する費用の一部を補助する。

○補助対象者　特定創業支援等事業の支援を受け、市内で新たに創業した中小企業等
○補助率　　　2／3
○補助上限　　150千円／社
○対象経費　　謝金、広告宣伝費、手数料、委託費、設備費等

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 20 商工業の振興
中事業 02 高度な技術力を生かした工業の振興

小事業 02 地場産業振興事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 205
1301 使用料及び賃借料 61
1813033 耳川流域地場産業振興対策協議会負担金 20
1857007 日向市地場産業振興対策補助金 584
1857009 はまぐり碁石まつり実行委員会補助金 2,500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,370 3,339 31

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,500 870

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　地場産品の展示即売やイベントの開催を支援することで、販路拡大や地場産業の振興を
図る。
　また、全国唯一のはまぐり碁石の産地として、碁石産業の活性化と囲碁文化の普及拡大
を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○普通旅費（各種物産展等への参加）

○使用料及び賃借料（各種物産展等参加の際の経費）

○耳川流域地場産業振興対策協議会負担金
　耳川流域の町村や商工団体で構成する協議会への負担金

○日向市地場産業振興対策補助金
　日向物産振興協会への物産展や研修会等開催に対する補助金

○はまぐり碁石まつり実行委員会補助金
　はまぐり碁石まつりの運営及び囲碁の普及拡大に対する補助金

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 20 商工業の振興
中事業 01 活力ある商業の振興

小事業 39 中小企業事業承継支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1006 印刷製本費 50
1857097 中小企業等事業引継ぎ応援事業補助金 1,200

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,250 1,250 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
600 600 50

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金、事業引継ぎ応援事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　中小企業等の事業承継への取組を支援することで、廃業を防ぎ、安定的な雇用の場を確
保することにより、将来にわたって活力が維持される地域の創出を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市内において事業承継に取り組む中小企業等に対し、補助金を交付する。

○対象となる事業承継　親族承継、役員・従業員承継、第三者承継
○補助率　　　　　　　2／3（うち1／3は県補助）
○補助上限　　　　　　600千円／件
○対象経費
　・マッチングコーディネーター等との委託契約に係る経費
　・企業価値評価に要する経費
　・その他承継時に必要だと認められる経費

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 20 商工業の振興
中事業 01 活力ある商業の振興

小事業 41 中小企業等デジタル化支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 30
1006 印刷製本費 70
1857026 中小企業等デジタル化支援事業補助金 6,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,100 0 6,100

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,000 100

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　市内中小企業等の自社ホームページの制作・改修を支援することにより、現在のデジタ
ル化に対応した情報発信力を高め、受注機会の創出や雇用の確保、経営の安定化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　コロナ禍等により来店や受注機会が減っている市内中小企業等に対して、自社のホーム
ページを制作・改修する場合に、その経費の一部を補助する。

○補助率　　　2／3
○補助上限　　200千円／件
○対象経費　　ホームページの制作・改修費用

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 20 商工業の振興
中事業 01 活力ある商業の振興

小事業 43 中小企業等創業支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 30
1006 印刷製本費 70
1857103 中小企業等創業支援事業補助金 3,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,100 0 3,100

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,000 100

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　創業に必要な初期投資に係る費用の一部を補助することで、市内における新規創業を支
援し、コロナ禍に加えエネルギー価格・物価高騰等によって長期にわたり低迷する地域経
済の新たな活力の創出を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　日向市創業支援計画に基づき特定創業支援等事業の支援を受けた新規創業者に対し、創
業に要する費用の一部を補助する。

○補助対象者　特定創業支援等事業の支援を受け、市内で新たに創業した中小企業等
○補助率　　　2／3
○補助上限　　150千円／社
○対象経費　　謝金、広告宣伝費、手数料、委託費、設備費等

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 20 商工業の振興
中事業 02 高度な技術力を生かした工業の振興

小事業 02 地場産業振興事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 205
1301 使用料及び賃借料 61
1813033 耳川流域地場産業振興対策協議会負担金 20
1857007 日向市地場産業振興対策補助金 584
1857009 はまぐり碁石まつり実行委員会補助金 2,500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,370 3,339 31

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,500 870

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　地場産品の展示即売やイベントの開催を支援することで、販路拡大や地場産業の振興を
図る。
　また、全国唯一のはまぐり碁石の産地として、碁石産業の活性化と囲碁文化の普及拡大
を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○普通旅費（各種物産展等への参加）

○使用料及び賃借料（各種物産展等参加の際の経費）

○耳川流域地場産業振興対策協議会負担金
　耳川流域の町村や商工団体で構成する協議会への負担金

○日向市地場産業振興対策補助金
　日向物産振興協会への物産展や研修会等開催に対する補助金

○はまぐり碁石まつり実行委員会補助金
　はまぐり碁石まつりの運営及び囲碁の普及拡大に対する補助金

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 22 企業誘致と次世代産業の育成
中事業 02 新たな産業の育成支援

小事業 01 ひむか－Ｂｉｚ運営事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 17
1007 光熱水費 765
1101 通信運搬費 27
1203 事業委託料 20,400

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
21,209 20,684 525

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
20,400 809

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　中小企業振興に係る高いビジネススキルを有する専任コーディネーターによる伴走型支
援により、新商品開発や販路拡大、若者や女性の新規創業等を支援する。
　また、日向市しごと創生拠点を運営し、コワーキングスペースやビジネススペースを提
供するとともに、経営力向上に資するセミナーやイベント等を開催する。

事
　
業
　
内
　
容

　専任コーディネーターを配置し、商工団体、関係機関と連携し、中小企業等の売上アッ
プや新商品開発、新規創業等を伴走型で支援する。また、セミナーや交流会等を開催し、
中小企業等のマッチングや新規創業者等のネットワークの構築を図る。　

○普通旅費（視察研修等旅費）
○光熱水費（電気料）
○通信運搬費（電信電話料）
○事業委託料（ひむか－Ｂｉｚの管理運営に係る業務委託）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 07 商工施設管理運営費

小事業 01 日向地区ひとものづくりセンター管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 100
1106 火災保険料 35
1203 事業委託料 7,100
1301 使用料及び賃借料 129
1402 維持補修工事 980

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,344 9,198 △ 854

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
616 7,728

主な財源 日向地区ひとものづくりセンター施設貸付収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向地区ひとものづくりセンターを運営することで、日向入郷地域における中小企業の
優秀な人材育成や、技術・技能の向上を支援し、産業の振興と地域経済の活性化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　人材育成や技術・技能の向上に係る講座や資格取得研修等が行われる、中小企業やもの
づくり人材育成の核となる施設である日向ひとものづくりセンターの管理・運営を行う。

○修繕料（施設修繕料）
○火災保険料（施設火災保険料）
○事業委託料（施設の管理運営に係る業務委託）
○使用料及び賃借料（パソコンリース料）
○維持補修工事（自動火災受信機取替、避難用ハシゴ設置等）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0003 港湾・企業立地係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 20 商工業の振興
中事業 01 活力ある商業の振興

小事業 17 ふるさと融資事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1857075 ふるさと融資物流等支援事業補助金 2,740

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,740 3,000 △ 260

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,740

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　定期航路に使用される新造船に係る導入負担（保証料）の軽減を通し、安定した物流体
制の構築、細島港の利便性の向上を図ることで、取扱貨物量の増加や物流コストの削減に
つなげる。

事
　
業
　
内
　
容

○ふるさと融資物流等支援事業補助金
　・保証料　5,484千円
　・補助率　1／2

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0003 港湾・企業立地係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 22 企業誘致と次世代産業の育成
中事業 01 企業誘致の推進

小事業 01 企業誘致推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 39 1813054 医療関連産業成長戦略事業負担金 2,288
0802 普通旅費 1,092 1825002 研修会負担金 14
1001 消耗品費 72 1867002 企業立地奨励金 114,920
1005 食糧費 47 1867003 雇用促進奨励金 21,500
1006 印刷製本費 27
1101 通信運搬費 21
1203 事業委託料 810
1204 調査・計画策定委託料 10,000
1206 その他の委託料 2,000
1301 使用料及び賃借料 23
1808076 Ｍｇ循環社会構想推進協議会負担金 110
1813009 日向・細島地区企業立地促進協議会負担金 650

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
153,613 72,019 81,594

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
10,000 143,613

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　新規企業の誘致や既存企業の増設、新たな雇用に対し奨励措置を講じることにより、本
市の産業振興と雇用の場の創出を図る。また、新たな成長産業等の誘致に向けた活動や産
業活動を支える人財を災害から守るための整備を進める。
　さらに、今後の企業誘致のための工業用地確保に向け、新工業団地の適地調査を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○事業委託料（企業防災推進事業業務委託）
  ・避難路の除草作業、登坂難所の改良・舗装等

○調査・計画策定委託料（新工業団地適地調査業務委託）
　・工業用地確保に向けた新工業団地の適地調査

○その他の委託料（誘致対象企業リサーチ業務委託）
　・情報サービス産業関連企業誘致に向けた企業抽出、企業マッチング等の実施

○企業立地奨励金
　・工場等用地取得助成金
　・工場等用地賃借料助成金　外

関連するＳＤＧｓ



－ 141 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 22 企業誘致と次世代産業の育成
中事業 02 新たな産業の育成支援

小事業 01 ひむか－Ｂｉｚ運営事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 17
1007 光熱水費 765
1101 通信運搬費 27
1203 事業委託料 20,400

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
21,209 20,684 525

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
20,400 809

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　中小企業振興に係る高いビジネススキルを有する専任コーディネーターによる伴走型支
援により、新商品開発や販路拡大、若者や女性の新規創業等を支援する。
　また、日向市しごと創生拠点を運営し、コワーキングスペースやビジネススペースを提
供するとともに、経営力向上に資するセミナーやイベント等を開催する。

事
　
業
　
内
　
容

　専任コーディネーターを配置し、商工団体、関係機関と連携し、中小企業等の売上アッ
プや新商品開発、新規創業等を伴走型で支援する。また、セミナーや交流会等を開催し、
中小企業等のマッチングや新規創業者等のネットワークの構築を図る。　

○普通旅費（視察研修等旅費）
○光熱水費（電気料）
○通信運搬費（電信電話料）
○事業委託料（ひむか－Ｂｉｚの管理運営に係る業務委託）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0001 中小企業振興係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 07 商工施設管理運営費

小事業 01 日向地区ひとものづくりセンター管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 100
1106 火災保険料 35
1203 事業委託料 7,100
1301 使用料及び賃借料 129
1402 維持補修工事 980

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,344 9,198 △ 854

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
616 7,728

主な財源 日向地区ひとものづくりセンター施設貸付収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向地区ひとものづくりセンターを運営することで、日向入郷地域における中小企業の
優秀な人材育成や、技術・技能の向上を支援し、産業の振興と地域経済の活性化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　人材育成や技術・技能の向上に係る講座や資格取得研修等が行われる、中小企業やもの
づくり人材育成の核となる施設である日向ひとものづくりセンターの管理・運営を行う。

○修繕料（施設修繕料）
○火災保険料（施設火災保険料）
○事業委託料（施設の管理運営に係る業務委託）
○使用料及び賃借料（パソコンリース料）
○維持補修工事（自動火災受信機取替、避難用ハシゴ設置等）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0003 港湾・企業立地係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 20 商工業の振興
中事業 01 活力ある商業の振興

小事業 17 ふるさと融資事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1857075 ふるさと融資物流等支援事業補助金 2,740

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,740 3,000 △ 260

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,740

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　定期航路に使用される新造船に係る導入負担（保証料）の軽減を通し、安定した物流体
制の構築、細島港の利便性の向上を図ることで、取扱貨物量の増加や物流コストの削減に
つなげる。

事
　
業
　
内
　
容

○ふるさと融資物流等支援事業補助金
　・保証料　5,484千円
　・補助率　1／2

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0003 港湾・企業立地係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 22 企業誘致と次世代産業の育成
中事業 01 企業誘致の推進

小事業 01 企業誘致推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 39 1813054 医療関連産業成長戦略事業負担金 2,288
0802 普通旅費 1,092 1825002 研修会負担金 14
1001 消耗品費 72 1867002 企業立地奨励金 114,920
1005 食糧費 47 1867003 雇用促進奨励金 21,500
1006 印刷製本費 27
1101 通信運搬費 21
1203 事業委託料 810
1204 調査・計画策定委託料 10,000
1206 その他の委託料 2,000
1301 使用料及び賃借料 23
1808076 Ｍｇ循環社会構想推進協議会負担金 110
1813009 日向・細島地区企業立地促進協議会負担金 650

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
153,613 72,019 81,594

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
10,000 143,613

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　新規企業の誘致や既存企業の増設、新たな雇用に対し奨励措置を講じることにより、本
市の産業振興と雇用の場の創出を図る。また、新たな成長産業等の誘致に向けた活動や産
業活動を支える人財を災害から守るための整備を進める。
　さらに、今後の企業誘致のための工業用地確保に向け、新工業団地の適地調査を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○事業委託料（企業防災推進事業業務委託）
  ・避難路の除草作業、登坂難所の改良・舗装等

○調査・計画策定委託料（新工業団地適地調査業務委託）
　・工業用地確保に向けた新工業団地の適地調査

○その他の委託料（誘致対象企業リサーチ業務委託）
　・情報サービス産業関連企業誘致に向けた企業抽出、企業マッチング等の実施

○企業立地奨励金
　・工場等用地取得助成金
　・工場等用地賃借料助成金　外

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0003 港湾・企業立地係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 22 企業誘致と次世代産業の育成
中事業 01 企業誘致の推進

小事業 09 ワーケーション推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 300
1206 その他の委託料 7,132
1813047 地域活性化起業人負担金 7,000
1837022 ワーケーション中間支援組織活動補助金 2,000
1857100 日向市ワーケーション利用促進事業補助金 1,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
17,432 10,000 7,432

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,500 5,500 7,432

主な財源 デジタル田園都市国家構想交付金、ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　本市の魅力的な観光コンテンツ等の強みを活かした「ワーケーション」事業の推進によ
り、交流・関係人口の増加と都市部からの移住及び企業誘致を促進する。
　全国的にも注目される本市のワーケーション事業を積極的に推進するため、地域活性化
起業人制度を活用し、事業の最適化・高付加価値化を図る。また、市内でのワーケーショ
ンの定着を目的として、中間支援組織への活動支援を行うとともに、利用促進に向けた旅
費・滞在費用の一部助成を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○その他の委託料
　・プロモーション業務委託
　・ホームページ保守・メンテナンス業務委託

○地域活性化起業人負担金
　・総務省「地域活性化起業人制度」の活用

○ワーケーション中間支援組織活動補助金
　・「日向市ワーケーション推進会議（仮称）」の活動支援

○ワーケーション利用促進事業補助金
　・航空賃（上限4万円）・市内宿泊費（上限5,000円）に対する助成
　　※令和4年度補正予算事業と同額

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0003 港湾・企業立地係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 07 商工施設管理運営費

小事業 02 企業誘致関連施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1007 光熱水費 4,224
1008 修繕料 900
1106 火災保険料 34
1201 施設維持管理委託料 2,222
1402 維持補修工事 10,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
17,380 5,258 12,122

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
14,344 3,036

主な財源
日向市ＩＴセンター貸付収入、電気使用料、旧幸脇小学校貸付収入、
土地建物貸付収入

財源内訳

目
的
・
効
果

　市が所有する「日向市ＩＴセンター」及び「旧幸脇小学校」の維持管理委託及び設備の
更新、修繕等を計画的に行うことにより、施設の適切な管理運用や長寿命化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○修繕料
　・照明不良個所交換 等

○施設維持管理委託
　・自家用電気工作物保安業務委託
　・エレベーターメンテナンス委託
　・消防設備点検委託
　・清掃植栽管理委託
　・施設警備委託
　・自動ドア点検委託
　・事業所廃棄物等収集運搬業務

○維持補修工事
　・ＩＴセンター屋上防水塗装工事

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0003 港湾・企業立地係
08 土木費 04 港湾費 01 港湾費

大事業 36 港湾機能の充実と活用
中事業 01 港湾の整備

小事業 01 重要港湾等整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1802007 港湾整備県営事業負担金 220,000
1814013 県港湾協会特別負担金 873

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
220,873 212,143 8,730

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
198,000 22,873

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　九州の扇の要に位置する重要港湾細島港の外郭施設（南・北沖防波堤）及び港湾施設
（新たな岸壁やふ頭用地）の整備を促進することにより、東九州における物流拠点として
利便性を向上し、地域産業の振興と経済の活性化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○令和5年度事業概要
　・南沖防波堤整備事業
　・19号岸壁整備事業
　・16号岸壁整備事業

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0003 港湾・企業立地係
08 土木費 04 港湾費 01 港湾費

大事業 36 港湾機能の充実と活用
中事業 02 物流体制とポートセールスの強化

小事業 01 物流等対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 25
0802 普通旅費 193
1006 印刷製本費 19
1813030 船舶給水料金負担金 3,000
1814015 宮崎県ポートセールス協議会負担金 1,200
1857031 貨物集荷奨励事業補助金 15,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
19,437 19,439 △ 2

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
15,000 4,437

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　ポートセールス活動を通じて細島港の利用を促進することにより、定期航路の維持や地
域産業の振興、経済の活性化を図る。
　また、高速道路の開通をはじめとした陸上アクセス性の向上や、国際コンテナ定期航路
と内航ＲＯＲＯ航路の利便性の高さなど、細島臨海工業団地の立地条件の良さをＰＲする
ことにより、港湾活用型の企業立地を促進するとともに、細島港の振興につなげる。

事
　
業
　
内
　
容

○宮崎県ポートセールス協議会負担金
　国際貿易の拠点港として、現行航路のなお一層の充実・拡大と細島港の利用促進を図る
　ため、県ポートセールス協議会、同細島委員会、細島港運協会等関係機関と連携して
　ポートセールス活動を推進する。

○船舶給水料金負担金
　細島港を利用する船舶に対する給水料金について、競争力強化のための減額措置分を
　負担する。

○貨物集荷奨励事業補助金
　県内に立地している企業の貨物が大量に流出している県外の他港に
　対抗するため、細島港の国際航路利用のコンテナ貨物や高速道路
　利用の陸上輸送等への奨励措置を行う。

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0003 港湾・企業立地係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 22 企業誘致と次世代産業の育成
中事業 01 企業誘致の推進

小事業 09 ワーケーション推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 300
1206 その他の委託料 7,132
1813047 地域活性化起業人負担金 7,000
1837022 ワーケーション中間支援組織活動補助金 2,000
1857100 日向市ワーケーション利用促進事業補助金 1,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
17,432 10,000 7,432

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,500 5,500 7,432

主な財源 デジタル田園都市国家構想交付金、ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　本市の魅力的な観光コンテンツ等の強みを活かした「ワーケーション」事業の推進によ
り、交流・関係人口の増加と都市部からの移住及び企業誘致を促進する。
　全国的にも注目される本市のワーケーション事業を積極的に推進するため、地域活性化
起業人制度を活用し、事業の最適化・高付加価値化を図る。また、市内でのワーケーショ
ンの定着を目的として、中間支援組織への活動支援を行うとともに、利用促進に向けた旅
費・滞在費用の一部助成を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○その他の委託料
　・プロモーション業務委託
　・ホームページ保守・メンテナンス業務委託

○地域活性化起業人負担金
　・総務省「地域活性化起業人制度」の活用

○ワーケーション中間支援組織活動補助金
　・「日向市ワーケーション推進会議（仮称）」の活動支援

○ワーケーション利用促進事業補助金
　・航空賃（上限4万円）・市内宿泊費（上限5,000円）に対する助成
　　※令和4年度補正予算事業と同額

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0003 港湾・企業立地係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 07 商工施設管理運営費

小事業 02 企業誘致関連施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1007 光熱水費 4,224
1008 修繕料 900
1106 火災保険料 34
1201 施設維持管理委託料 2,222
1402 維持補修工事 10,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
17,380 5,258 12,122

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
14,344 3,036

主な財源
日向市ＩＴセンター貸付収入、電気使用料、旧幸脇小学校貸付収入、
土地建物貸付収入

財源内訳

目
的
・
効
果

　市が所有する「日向市ＩＴセンター」及び「旧幸脇小学校」の維持管理委託及び設備の
更新、修繕等を計画的に行うことにより、施設の適切な管理運用や長寿命化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○修繕料
　・照明不良個所交換 等

○施設維持管理委託
　・自家用電気工作物保安業務委託
　・エレベーターメンテナンス委託
　・消防設備点検委託
　・清掃植栽管理委託
　・施設警備委託
　・自動ドア点検委託
　・事業所廃棄物等収集運搬業務

○維持補修工事
　・ＩＴセンター屋上防水塗装工事

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0003 港湾・企業立地係
08 土木費 04 港湾費 01 港湾費

大事業 36 港湾機能の充実と活用
中事業 01 港湾の整備

小事業 01 重要港湾等整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1802007 港湾整備県営事業負担金 220,000
1814013 県港湾協会特別負担金 873

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
220,873 212,143 8,730

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
198,000 22,873

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　九州の扇の要に位置する重要港湾細島港の外郭施設（南・北沖防波堤）及び港湾施設
（新たな岸壁やふ頭用地）の整備を促進することにより、東九州における物流拠点として
利便性を向上し、地域産業の振興と経済の活性化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○令和5年度事業概要
　・南沖防波堤整備事業
　・19号岸壁整備事業
　・16号岸壁整備事業

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0003 港湾・企業立地係
08 土木費 04 港湾費 01 港湾費

大事業 36 港湾機能の充実と活用
中事業 02 物流体制とポートセールスの強化

小事業 01 物流等対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 25
0802 普通旅費 193
1006 印刷製本費 19
1813030 船舶給水料金負担金 3,000
1814015 宮崎県ポートセールス協議会負担金 1,200
1857031 貨物集荷奨励事業補助金 15,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
19,437 19,439 △ 2

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
15,000 4,437

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　ポートセールス活動を通じて細島港の利用を促進することにより、定期航路の維持や地
域産業の振興、経済の活性化を図る。
　また、高速道路の開通をはじめとした陸上アクセス性の向上や、国際コンテナ定期航路
と内航ＲＯＲＯ航路の利便性の高さなど、細島臨海工業団地の立地条件の良さをＰＲする
ことにより、港湾活用型の企業立地を促進するとともに、細島港の振興につなげる。

事
　
業
　
内
　
容

○宮崎県ポートセールス協議会負担金
　国際貿易の拠点港として、現行航路のなお一層の充実・拡大と細島港の利用促進を図る
　ため、県ポートセールス協議会、同細島委員会、細島港運協会等関係機関と連携して
　ポートセールス活動を推進する。

○船舶給水料金負担金
　細島港を利用する船舶に対する給水料金について、競争力強化のための減額措置分を
　負担する。

○貨物集荷奨励事業補助金
　県内に立地している企業の貨物が大量に流出している県外の他港に
　対抗するため、細島港の国際航路利用のコンテナ貨物や高速道路
　利用の陸上輸送等への奨励措置を行う。

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0003 港湾・企業立地係
08 土木費 04 港湾費 01 港湾費

大事業 36 港湾機能の充実と活用
中事業 02 物流体制とポートセールスの強化

小事業 05 みなとオアシス推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 50
1857071 みなとオアシスほそしま協議会運営補助金 187

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
237 247 △ 10

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
237

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　みなとオアシスほそしま協議会の取組を支援することで、商業港地区を中心とした交
流・賑いづくりを推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○みなとオアシスほそしま協議会運営補助金　
　みなとオアシスを拠点とした地域住民の交流等を通じた賑わいの創出や、他のみなとオ
アシスとの情報交換など、地域活性化に資する「みなと」を核としたまちづくりに対する
助成を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0003 港湾・企業立地係
08 土木費 04 港湾費 01 港湾費

大事業 47 一般事務費
中事業 08 土木一般事務費

小事業 01 港湾一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 274
1001 消耗品費 17
1005 食糧費 6
1806065 宮崎県北部地区（海の日）協賛会負担金 35
1813002 海上保安協会細島支部負担金 65
1813003 日本関税協会負担金 48
1813004 九州運輸振興センター負担金 30
1814012 港湾都市協議会負担金 13
1814014 細島港振興協会負担金 12

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
500 457 43

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
500

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　港湾業務に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○港湾一般事務費
　・旅費（港湾整備に関する要望活動等）
　・消耗品
　・食糧費
　・各種負担金

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0001 観光推進係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 23 地域を活性化する観光の振興
中事業 01 受入態勢の整備とおもてなしの充実

小事業 03 広域観光ルート推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1806067 日向・東臼杵広域観光推進協議会負担金 1,632

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,632 1,714 △ 82

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,632

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　圏域の観光資源を活用した体験・交流型観光メニュー「ひゅうが奥日向“旅”博覧会
（通称：タビハク）」の開催や新しい生活様式に対応したインフラ・サイクルツーリズム
などを推進し、本圏域における関係交流人口の拡大と地域活性化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　日向市、門川町、美郷町、諸塚村、椎葉村の1市2町2村で組織する「日向・東臼杵広域観
光推進協議会」において、圏域の恵まれた気候風土や自然景観、伝統文化、食などの観光
資源を生かした「体験・交流・滞在型」の観光事業の推進に向け取り組んでいく。

○日向・東臼杵広域観光推進協議会負担金

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0001 観光推進係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 23 地域を活性化する観光の振興
中事業 03 効果的な情報発信とプロモーション

小事業 02 観光客誘致推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 40 1813043 宮崎県教育旅行誘致推進協議会負担金 30
0714 その他の役務提供等に対する報償金 100 1813047 地域活性化起業人負担金 8,400
0716 記念品料 20 1813048 研修会負担金 35
0802 普通旅費 1,500 1813052 自転車活用全国組織負担金 10
1001 消耗品費 77 1857025 観光コンテンツＤＸ推進事業補助金 3,000
1005 食糧費 14 1857099 体験型観光コンテンツ造成支援事業補助金 3,000
1006 印刷製本費 727
1103 手数料 120
1104 広告料 2,000
1108 その他の保険料 3
1206 その他の委託料 7,000
1301 使用料及び賃借料 937

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
27,013 25,811 1,202

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,500 6,500 14,013

主な財源 デジタル田園都市国家構想交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　旅行者の呼び戻しと関係交流人口の拡大を目指し、国内外に向けた差別化したプロモー
ションなどを展開するとともに、既存観光地の磨き上げなどを広く情報発信することで、
さらなる誘客を図り、疲弊した地域経済を回復させる。

事
　
業
　
内
　
容

　令和4年3月に策定した「日向市ポストコロナ観光戦略」の3つの重点的施策 ①観光消費
額拡大に向けた新たな滞在型観光コンテンツの開発、②観光客の誘致に向けた効果的な情
報発信の強化、③時代の潮流に合わせた「日本版持続可能な観光ガイドライン」導入に向
け、観光関連事業者等と連携しながら、観光客の呼び戻しや観光消費額の増加につながる
さまざまな事業に取り組む。

○広告料（各種媒体を利用したイベント告知、観光ＰＲ）
○その他委託料
　日向ファン拡大推進事業（「ヒュー！短歌」を活用したプロモーション事業の展開）
○観光コンテンツＤＸ推進事業補助金
　（デジタル技術を活用した新たな観光サービスの提供を行う団体に
　　対する補助）
○体験型観光コンテンツ造成支援事業補助金
　（新しい生活様式に対応した「体験型観光コンテンツ」等の企画・造成、
　　催行を行う団体への補助）
○地域活性化起業人負担金
　（総務省「地域活性化起業人制度」の活用）

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0003 港湾・企業立地係
08 土木費 04 港湾費 01 港湾費

大事業 36 港湾機能の充実と活用
中事業 02 物流体制とポートセールスの強化

小事業 05 みなとオアシス推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 50
1857071 みなとオアシスほそしま協議会運営補助金 187

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
237 247 △ 10

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
237

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　みなとオアシスほそしま協議会の取組を支援することで、商業港地区を中心とした交
流・賑いづくりを推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○みなとオアシスほそしま協議会運営補助金　
　みなとオアシスを拠点とした地域住民の交流等を通じた賑わいの創出や、他のみなとオ
アシスとの情報交換など、地域活性化に資する「みなと」を核としたまちづくりに対する
助成を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 01 商工港湾課 0003 港湾・企業立地係
08 土木費 04 港湾費 01 港湾費

大事業 47 一般事務費
中事業 08 土木一般事務費

小事業 01 港湾一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 274
1001 消耗品費 17
1005 食糧費 6
1806065 宮崎県北部地区（海の日）協賛会負担金 35
1813002 海上保安協会細島支部負担金 65
1813003 日本関税協会負担金 48
1813004 九州運輸振興センター負担金 30
1814012 港湾都市協議会負担金 13
1814014 細島港振興協会負担金 12

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
500 457 43

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
500

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　港湾業務に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○港湾一般事務費
　・旅費（港湾整備に関する要望活動等）
　・消耗品
　・食糧費
　・各種負担金

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0001 観光推進係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 23 地域を活性化する観光の振興
中事業 01 受入態勢の整備とおもてなしの充実

小事業 03 広域観光ルート推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1806067 日向・東臼杵広域観光推進協議会負担金 1,632

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,632 1,714 △ 82

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,632

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　圏域の観光資源を活用した体験・交流型観光メニュー「ひゅうが奥日向“旅”博覧会
（通称：タビハク）」の開催や新しい生活様式に対応したインフラ・サイクルツーリズム
などを推進し、本圏域における関係交流人口の拡大と地域活性化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　日向市、門川町、美郷町、諸塚村、椎葉村の1市2町2村で組織する「日向・東臼杵広域観
光推進協議会」において、圏域の恵まれた気候風土や自然景観、伝統文化、食などの観光
資源を生かした「体験・交流・滞在型」の観光事業の推進に向け取り組んでいく。

○日向・東臼杵広域観光推進協議会負担金

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0001 観光推進係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 23 地域を活性化する観光の振興
中事業 03 効果的な情報発信とプロモーション

小事業 02 観光客誘致推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 40 1813043 宮崎県教育旅行誘致推進協議会負担金 30
0714 その他の役務提供等に対する報償金 100 1813047 地域活性化起業人負担金 8,400
0716 記念品料 20 1813048 研修会負担金 35
0802 普通旅費 1,500 1813052 自転車活用全国組織負担金 10
1001 消耗品費 77 1857025 観光コンテンツＤＸ推進事業補助金 3,000
1005 食糧費 14 1857099 体験型観光コンテンツ造成支援事業補助金 3,000
1006 印刷製本費 727
1103 手数料 120
1104 広告料 2,000
1108 その他の保険料 3
1206 その他の委託料 7,000
1301 使用料及び賃借料 937

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
27,013 25,811 1,202

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,500 6,500 14,013

主な財源 デジタル田園都市国家構想交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　旅行者の呼び戻しと関係交流人口の拡大を目指し、国内外に向けた差別化したプロモー
ションなどを展開するとともに、既存観光地の磨き上げなどを広く情報発信することで、
さらなる誘客を図り、疲弊した地域経済を回復させる。

事
　
業
　
内
　
容

　令和4年3月に策定した「日向市ポストコロナ観光戦略」の3つの重点的施策 ①観光消費
額拡大に向けた新たな滞在型観光コンテンツの開発、②観光客の誘致に向けた効果的な情
報発信の強化、③時代の潮流に合わせた「日本版持続可能な観光ガイドライン」導入に向
け、観光関連事業者等と連携しながら、観光客の呼び戻しや観光消費額の増加につながる
さまざまな事業に取り組む。

○広告料（各種媒体を利用したイベント告知、観光ＰＲ）
○その他委託料
　日向ファン拡大推進事業（「ヒュー！短歌」を活用したプロモーション事業の展開）
○観光コンテンツＤＸ推進事業補助金
　（デジタル技術を活用した新たな観光サービスの提供を行う団体に
　　対する補助）
○体験型観光コンテンツ造成支援事業補助金
　（新しい生活様式に対応した「体験型観光コンテンツ」等の企画・造成、
　　催行を行う団体への補助）
○地域活性化起業人負担金
　（総務省「地域活性化起業人制度」の活用）

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0001 観光推進係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 23 地域を活性化する観光の振興
中事業 04 観光産業を担う組織や人材育成・強化

小事業 01 観光振興事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 12,000
1857014 ひょっとこ夏祭り補助金 4,400
1857015 十五夜祭り補助金 2,000
1857017 細島みなと祭り補助金 2,000
1857047 細島港船舶寄港受入補助金 900
1857104 日向PRイベント実行委員会補助金 500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
21,800 9,800 12,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
21,800

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　本市地域経済の活性に大きな力となる日向三大祭や、観光イベント等の開催を支援する
ことで、国内外に向け観光地としての情報発信が図られるとともに、滞在型観光を推進す
ることで、交流人口や消費の拡大が期待できる。また、観光地域づくりの主役となる組織
や人材の育成を図る。
　さらに、コロナ禍で行動制限を余儀なくされた市民の笑顔と元気を取り戻すイベントと
して「（仮称）みんなが元気花火大会」を実施する。

事
　
業
　
内
　
容

○支援イベント等
　・日向三大祭（日向ひょっとこ夏祭り、日向十五夜祭り、細島みなと祭り）
　・その他（細島港船舶寄港受入、日向ＰＲイベント）

○事業委託料
　市民の笑顔と元気を取り戻す花火大会を実施

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0001 観光推進係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 23 地域を活性化する観光の振興
中事業 04 観光産業を担う組織や人材育成・強化

小事業 02 日向市観光協会運営補助事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1837006 日向市観光協会運営補助金 22,800

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
22,800 22,300 500

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
22,800

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　一般社団法人日向市観光協会の活動支援を行い、観光振興に対する組織体制の強化と、
観光ＰＲキャンペーンの実施やイベント開催等による情報発信を行い、観光客の誘致と観
光産業の活性化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　一般社団法人日向市観光協会の運営等に係る費用を補助し、本市観光産業の発展を機軸
とする地域づくりや人づくりの活性化を図る。
　また、「観光消費行動の把握とデータの蓄積」「情報発信と旅行者の満足度向上」「二
次交通対策」を柱とする観光ＤＸ事業の取組を支援する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0001 観光推進係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 47 一般事務費
中事業 07 商工一般事務費

小事業 03 観光振興一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 37
1001 消耗品費 109
1003 消耗品費被服 95
1006 印刷製本費 60
1101 通信運搬費 100
1103 手数料 43
1805048 宮崎県観光協会負担金 305

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
749 756 △ 7

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
749

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　観光振興における一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○消耗品費（一般事務用品ほか）
○消耗品費被服
○印刷製本費
○通信運搬費
○手数料
○宮崎県観光協会負担金

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0002 観光施設係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 23 地域を活性化する観光の振興
中事業 01 受入態勢の整備とおもてなしの充実

小事業 13 地域・観光情報拠点施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 7
1007 光熱水費 4,843
1101 通信運搬費 58
1103 手数料 10
1106 火災保険料 77
1201 施設維持管理委託料 4,370

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
9,365 7,506 1,859

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
628 8,737

主な財源 自動販売機設置料
財源内訳

目
的
・
効
果

　本市の観光拠点である日向岬や日向市駅周辺、伊勢ヶ浜門前町における観光情報の発
信、便益施設等の適正管理により、地域活性化と観光振興を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○施設維持管理委託料
　・管理施設：まちの駅｢とみたか｣、馬ヶ背観光案内所、伊勢ヶ浜門前町トイレ
　・業務形態：施設管理業務委託
　・主な内容：地域情報等の収集・提供、施設の清掃、浄化槽･植栽管理、警備等

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0001 観光推進係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 23 地域を活性化する観光の振興
中事業 04 観光産業を担う組織や人材育成・強化

小事業 01 観光振興事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 12,000
1857014 ひょっとこ夏祭り補助金 4,400
1857015 十五夜祭り補助金 2,000
1857017 細島みなと祭り補助金 2,000
1857047 細島港船舶寄港受入補助金 900
1857104 日向PRイベント実行委員会補助金 500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
21,800 9,800 12,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
21,800

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　本市地域経済の活性に大きな力となる日向三大祭や、観光イベント等の開催を支援する
ことで、国内外に向け観光地としての情報発信が図られるとともに、滞在型観光を推進す
ることで、交流人口や消費の拡大が期待できる。また、観光地域づくりの主役となる組織
や人材の育成を図る。
　さらに、コロナ禍で行動制限を余儀なくされた市民の笑顔と元気を取り戻すイベントと
して「（仮称）みんなが元気花火大会」を実施する。

事
　
業
　
内
　
容

○支援イベント等
　・日向三大祭（日向ひょっとこ夏祭り、日向十五夜祭り、細島みなと祭り）
　・その他（細島港船舶寄港受入、日向ＰＲイベント）

○事業委託料
　市民の笑顔と元気を取り戻す花火大会を実施

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0001 観光推進係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 23 地域を活性化する観光の振興
中事業 04 観光産業を担う組織や人材育成・強化

小事業 02 日向市観光協会運営補助事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1837006 日向市観光協会運営補助金 22,800

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
22,800 22,300 500

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
22,800

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　一般社団法人日向市観光協会の活動支援を行い、観光振興に対する組織体制の強化と、
観光ＰＲキャンペーンの実施やイベント開催等による情報発信を行い、観光客の誘致と観
光産業の活性化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　一般社団法人日向市観光協会の運営等に係る費用を補助し、本市観光産業の発展を機軸
とする地域づくりや人づくりの活性化を図る。
　また、「観光消費行動の把握とデータの蓄積」「情報発信と旅行者の満足度向上」「二
次交通対策」を柱とする観光ＤＸ事業の取組を支援する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0001 観光推進係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 47 一般事務費
中事業 07 商工一般事務費

小事業 03 観光振興一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 37
1001 消耗品費 109
1003 消耗品費被服 95
1006 印刷製本費 60
1101 通信運搬費 100
1103 手数料 43
1805048 宮崎県観光協会負担金 305

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
749 756 △ 7

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
749

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　観光振興における一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○消耗品費（一般事務用品ほか）
○消耗品費被服
○印刷製本費
○通信運搬費
○手数料
○宮崎県観光協会負担金

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0002 観光施設係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 23 地域を活性化する観光の振興
中事業 01 受入態勢の整備とおもてなしの充実

小事業 13 地域・観光情報拠点施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 7
1007 光熱水費 4,843
1101 通信運搬費 58
1103 手数料 10
1106 火災保険料 77
1201 施設維持管理委託料 4,370

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
9,365 7,506 1,859

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
628 8,737

主な財源 自動販売機設置料
財源内訳

目
的
・
効
果

　本市の観光拠点である日向岬や日向市駅周辺、伊勢ヶ浜門前町における観光情報の発
信、便益施設等の適正管理により、地域活性化と観光振興を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○施設維持管理委託料
　・管理施設：まちの駅｢とみたか｣、馬ヶ背観光案内所、伊勢ヶ浜門前町トイレ
　・業務形態：施設管理業務委託
　・主な内容：地域情報等の収集・提供、施設の清掃、浄化槽･植栽管理、警備等

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0002 観光施設係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 07 商工施設管理運営費

小事業 04 日向サンパーク体育施設等管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 69
1106 火災保険料 90
1207 指定管理者委託料 12,222
1301 使用料及び賃借料 166

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
12,547 12,543 4

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
5,854 6,693

主な財源 観光施設貸付金収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　恵まれた自然環境での健康増進を図るとともに、アウトドア・レジャー機能を向上させ
ることで、世代を超えた施設利用を促進する。また、運動、宿泊の一連のサービスを提供
することにより、総合施設としてのスポーツ誘致型観光の実現を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　オートキャンプ場及び各種体育施設の適正な管理を行うとともに、安全で安心できる運
動環境を提供する。

○指定管理者委託料
　・指定管理者：株式会社　日向サンパーク
　・指定期間：令和元年度から令和5年度まで
　・管理施設：｢体育施設｣
　　　　　　　　管理棟・テニスコート（5面）・遊具公園・多目的グラウンド
　　　　　　　｢オートキャンプ場｣　
　　　　　　　　管理棟・コテージ（4棟）・ログハウス（2棟）
　　　　　　　　キャンプサイト（27区画）・炊飯棟（2棟）・ドッグラン
　・業務内容：施設利用に関する許可
              施設の維持管理
　　　　　　　施設利用促進の企画・実施　　　　　　　

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0002 観光施設係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 07 商工施設管理運営費

小事業 05 日向サンパーク温泉管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1007 光熱水費 1,683
1206 その他の委託料 304

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,987 2,000 △ 13

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,987

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　休館している温泉施設において、館内設備の点検業務を行い､未使用中の施設の保全を図
る。

事
　
業
　
内
　
容

○光熱水費（電気代）
○委託料（設備点検等）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0002 観光施設係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 07 商工施設管理運営費

小事業 06 道の駅「日向」管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1007 光熱水費 122
1106 火災保険料 54
1201 施設維持管理委託料 3,699
1301 使用料及び賃借料 53
1813019 九州・沖縄「道の駅」連絡会負担金 70

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,998 3,989 9

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
100 3,898

主な財源 電気自動車急速充電器使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　市南部の観光拠点施設として、観光客及び施設利用者に対し情報発信することにより、
観光誘客の強化を図るほか、市内観光拠点施設との連携により道路利用者が訪れたくなる
休憩基地的な位置づけを確立する。

事
　
業
　
内
　
容

　国道10号に隣接する｢道の駅｣としての機能の充実を図るため、場内施設の適正な維持管
理を行う。

○施設維持管理委託料
　・管理施設：道の駅｢日向｣物産館・トイレ・駐車場ほか
　・管理形態：施設管理業務委託
○負担金（｢道の駅｣連絡会負担金）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0002 観光施設係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 07 商工施設管理運営費

小事業 09 石並川キャンプ場管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1106 火災保険料 19
1207 指定管理者委託料 2,941

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,960 2,959 1

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,960

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　石並川の恵まれた自然環境を活かし、市民及び施設利用者の健康と福祉の増進を図り、
有意義な時間を満喫できる体験型観光拠点施設としての活用を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　キャンプやレクリエーション活動を通じて癒しの空間を提供するため、適正な施設の管
理運営を行う。

○指定管理者委託料
　・指定管理者：株式会社　文化コーポレーション
　・指定期間：令和2年度から令和6年度まで
　・管理施設：管理棟・炊飯棟・サニタリー棟・キャンプサイト（40区画）
　・業務内容：施設利用に関する許可
　　　　　　　施設の維持管理
　　　　　　　施設利用促進の企画・実施
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0002 観光施設係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 07 商工施設管理運営費

小事業 04 日向サンパーク体育施設等管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 69
1106 火災保険料 90
1207 指定管理者委託料 12,222
1301 使用料及び賃借料 166

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
12,547 12,543 4

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
5,854 6,693

主な財源 観光施設貸付金収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　恵まれた自然環境での健康増進を図るとともに、アウトドア・レジャー機能を向上させ
ることで、世代を超えた施設利用を促進する。また、運動、宿泊の一連のサービスを提供
することにより、総合施設としてのスポーツ誘致型観光の実現を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　オートキャンプ場及び各種体育施設の適正な管理を行うとともに、安全で安心できる運
動環境を提供する。

○指定管理者委託料
　・指定管理者：株式会社　日向サンパーク
　・指定期間：令和元年度から令和5年度まで
　・管理施設：｢体育施設｣
　　　　　　　　管理棟・テニスコート（5面）・遊具公園・多目的グラウンド
　　　　　　　｢オートキャンプ場｣　
　　　　　　　　管理棟・コテージ（4棟）・ログハウス（2棟）
　　　　　　　　キャンプサイト（27区画）・炊飯棟（2棟）・ドッグラン
　・業務内容：施設利用に関する許可
              施設の維持管理
　　　　　　　施設利用促進の企画・実施　　　　　　　

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0002 観光施設係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 07 商工施設管理運営費

小事業 05 日向サンパーク温泉管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1007 光熱水費 1,683
1206 その他の委託料 304

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,987 2,000 △ 13

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,987

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　休館している温泉施設において、館内設備の点検業務を行い､未使用中の施設の保全を図
る。

事
　
業
　
内
　
容

○光熱水費（電気代）
○委託料（設備点検等）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0002 観光施設係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 07 商工施設管理運営費

小事業 06 道の駅「日向」管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1007 光熱水費 122
1106 火災保険料 54
1201 施設維持管理委託料 3,699
1301 使用料及び賃借料 53
1813019 九州・沖縄「道の駅」連絡会負担金 70

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,998 3,989 9

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
100 3,898

主な財源 電気自動車急速充電器使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　市南部の観光拠点施設として、観光客及び施設利用者に対し情報発信することにより、
観光誘客の強化を図るほか、市内観光拠点施設との連携により道路利用者が訪れたくなる
休憩基地的な位置づけを確立する。

事
　
業
　
内
　
容

　国道10号に隣接する｢道の駅｣としての機能の充実を図るため、場内施設の適正な維持管
理を行う。

○施設維持管理委託料
　・管理施設：道の駅｢日向｣物産館・トイレ・駐車場ほか
　・管理形態：施設管理業務委託
○負担金（｢道の駅｣連絡会負担金）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0002 観光施設係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 07 商工施設管理運営費

小事業 09 石並川キャンプ場管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1106 火災保険料 19
1207 指定管理者委託料 2,941

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,960 2,959 1

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,960

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　石並川の恵まれた自然環境を活かし、市民及び施設利用者の健康と福祉の増進を図り、
有意義な時間を満喫できる体験型観光拠点施設としての活用を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　キャンプやレクリエーション活動を通じて癒しの空間を提供するため、適正な施設の管
理運営を行う。

○指定管理者委託料
　・指定管理者：株式会社　文化コーポレーション
　・指定期間：令和2年度から令和6年度まで
　・管理施設：管理棟・炊飯棟・サニタリー棟・キャンプサイト（40区画）
　・業務内容：施設利用に関する許可
　　　　　　　施設の維持管理
　　　　　　　施設利用促進の企画・実施
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0002 観光施設係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 07 商工施設管理運営費

小事業 10 日向岬グリーンパーク管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1103 手数料 20
1106 火災保険料 7
1207 指定管理者委託料 10,352

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
10,379 10,175 204

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
100 10,279

主な財源 グリーンパーク使用料、グリーンパーク電気使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向岬の観光スポットの一つとして、日豊海岸国定公園の恵まれた自然環境と大パノラ
マの景観を生かし、来訪者の野外での健康増進と文化の発展を推進する。

事
　
業
　
内
　
容

　多目的に利用できる当該施設において、市民や来訪者が、集える環境を提供できるよう
適正な施設管理を行う。

○指定管理者委託料
　・指定管理者：宮崎県造園協会
　・指定期間　：令和2年度から令和6年度まで　
　・管理施設　：芝生広場・野外ホール・管理棟・駐車場（2箇所）ほか
　・業務内容　：施設使用に関する許可
　　　　　　　　施設の維持管理
　　　　　　　　施設利用促進の企画・実施

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0002 観光施設係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 07 商工施設管理運営費

小事業 11 海水浴場管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0714 その他の役務提供等に対する報償金 918
1001 消耗品費 98
1004 燃料費 480
1007 光熱水費 1,749
1103 手数料 89
1106 火災保険料 72
1108 その他の保険料 18
1201 施設維持管理委託料 6,606
1206 その他の委託料 2,046
1301 使用料及び賃借料 44

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
12,120 12,228 △ 108

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,500 7,620

主な財源
ビーチハウスシャワー使用料、自動販売機電気使用料
ビーチハウス電気使用料

財源内訳

目
的
・
効
果

　サーフィンが盛んなお倉ヶ浜や金ヶ浜、家族連れの利用者が多い伊勢ヶ浜、幼児でも安
全に泳げる御鉾ヶ浦といった特色をもった魅力ある海水浴場を活用し、美化等の環境保全
と観光振興を推進し、観光客及び海水浴者の誘客を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市内4海水浴場において、夏季における海水浴客の利用促進のほか、一年を通じてサー
ファーの誘客を図るため、安全な海水浴場と関連施設の適正管理及び美化等の景観保全を
行う。

○その他の役務提供等に対する報償金（海水浴場監視員）
○手数料（水質検査・浄化槽管理等）
○施設維持管理委託料
　・ごみ収集
　・浄化槽清掃、保守点検
　・海水浴場清掃管理
　　　管理箇所：伊勢ヶ浜・お倉ヶ浜・金ヶ浜・御鉾ヶ浦
○その他の委託料（海水浴場監視業務）　

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0002 観光施設係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 07 商工施設管理運営費

小事業 13 その他の観光施設等管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 37 1501 原材料費 300
1001 消耗品費 130 1701 庁用器具費（一般的事務用） 570
1004 燃料費 14 1825002 研修会負担金 11
1007 光熱水費 934
1008 修繕料 2,500
1103 手数料 170
1106 火災保険料 139
1201 施設維持管理委託料 5,800
1205 システム開発等委託料 99
1206 その他の委託料 1,205
1301 使用料及び賃借料 469
1402 維持補修工事 4,200

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
16,578 15,348 1,230

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,900 2,964 11,714

主な財源
ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金、土地建物貸付収入､土地使用料
自動販売機設置料、自動販売機電気使用料、電源立地地域対策交付金

財源内訳

目
的
・
効
果

　市全体の観光施設の適正な維持管理等を行うことにより、魅力ある観光都市の形成を図
る。また、施設の維持管理等について、地元住民や活動団体に委託することにより、｢地域
がつくりあげる観光資源｣の意識の醸成を図るとともに、施設機能の安定化を図り、観光振
興を推進する。

事
　
業
　
内
　
容

　その他の観光施設及び観光地等の利便施設などの清掃、維持管理業務を適正に行い、美
しい観光地としてのイメージづくりを図る。

○修繕料
○手数料（浄化槽管理・看板作成等）
○施設維持管理委託料（トイレ清掃・浄化槽管理・植栽管理等）
○維持補修工事
○その他の委託料（観光地遊具点検・馬ヶ背遊歩道管理業務・不動産鑑定業務）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0002 観光施設係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 07 商工施設管理運営費

小事業 14 道の駅「とうごう」管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1007 光熱水費 3,841
1106 火災保険料 59
1201 施設維持管理委託料 2,818
1301 使用料及び賃借料 53
1401 建設工事費 15,000
1813019 九州・沖縄「道の駅」連絡会負担金 70

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
21,841 5,968 15,873

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
7,200 2,989 11,652

主な財源
電気自動車急速充電器使用料、自動販売機設置料
電力量料金収入

財源内訳

目
的
・
効
果

　観光客及び施設利用者に対し、広域観光の中核施設として情報発信することにより、日
向・入郷圏域への観光客の誘客を図る。また、地域住民のイベント等の拠点及び、旧東郷
町域の中心的な施設としての機能充実を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　入郷圏域の玄関口に位置している｢道の駅｣としての機能の充実と、旧東郷町域の地域発
展の中核となる当該施設の適正な施設管理を行う。

○施設維持管理委託料
　・芝生・植栽管理棟
　・消防・防災設備保守点検
　・自家用電気工作物保安業務
　・警備業務
　・物産センター施設管理
　　　管理施設：物産施設（事務所）、トイレ、駐車場、休憩施設
○建設工事費
　・物産施設空調改修工事
　・電気自動車急速充電器設置工事　ほか
○負担金（｢道の駅｣連絡会負担金）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0002 観光施設係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 07 商工施設管理運営費

小事業 10 日向岬グリーンパーク管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1103 手数料 20
1106 火災保険料 7
1207 指定管理者委託料 10,352

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
10,379 10,175 204

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
100 10,279

主な財源 グリーンパーク使用料、グリーンパーク電気使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向岬の観光スポットの一つとして、日豊海岸国定公園の恵まれた自然環境と大パノラ
マの景観を生かし、来訪者の野外での健康増進と文化の発展を推進する。

事
　
業
　
内
　
容

　多目的に利用できる当該施設において、市民や来訪者が、集える環境を提供できるよう
適正な施設管理を行う。

○指定管理者委託料
　・指定管理者：宮崎県造園協会
　・指定期間　：令和2年度から令和6年度まで　
　・管理施設　：芝生広場・野外ホール・管理棟・駐車場（2箇所）ほか
　・業務内容　：施設使用に関する許可
　　　　　　　　施設の維持管理
　　　　　　　　施設利用促進の企画・実施

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0002 観光施設係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 07 商工施設管理運営費

小事業 11 海水浴場管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0714 その他の役務提供等に対する報償金 918
1001 消耗品費 98
1004 燃料費 480
1007 光熱水費 1,749
1103 手数料 89
1106 火災保険料 72
1108 その他の保険料 18
1201 施設維持管理委託料 6,606
1206 その他の委託料 2,046
1301 使用料及び賃借料 44

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
12,120 12,228 △ 108

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,500 7,620

主な財源
ビーチハウスシャワー使用料、自動販売機電気使用料
ビーチハウス電気使用料

財源内訳

目
的
・
効
果

　サーフィンが盛んなお倉ヶ浜や金ヶ浜、家族連れの利用者が多い伊勢ヶ浜、幼児でも安
全に泳げる御鉾ヶ浦といった特色をもった魅力ある海水浴場を活用し、美化等の環境保全
と観光振興を推進し、観光客及び海水浴者の誘客を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市内4海水浴場において、夏季における海水浴客の利用促進のほか、一年を通じてサー
ファーの誘客を図るため、安全な海水浴場と関連施設の適正管理及び美化等の景観保全を
行う。

○その他の役務提供等に対する報償金（海水浴場監視員）
○手数料（水質検査・浄化槽管理等）
○施設維持管理委託料
　・ごみ収集
　・浄化槽清掃、保守点検
　・海水浴場清掃管理
　　　管理箇所：伊勢ヶ浜・お倉ヶ浜・金ヶ浜・御鉾ヶ浦
○その他の委託料（海水浴場監視業務）　

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0002 観光施設係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 07 商工施設管理運営費

小事業 13 その他の観光施設等管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 37 1501 原材料費 300
1001 消耗品費 130 1701 庁用器具費（一般的事務用） 570
1004 燃料費 14 1825002 研修会負担金 11
1007 光熱水費 934
1008 修繕料 2,500
1103 手数料 170
1106 火災保険料 139
1201 施設維持管理委託料 5,800
1205 システム開発等委託料 99
1206 その他の委託料 1,205
1301 使用料及び賃借料 469
1402 維持補修工事 4,200

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
16,578 15,348 1,230

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,900 2,964 11,714

主な財源
ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金、土地建物貸付収入､土地使用料
自動販売機設置料、自動販売機電気使用料、電源立地地域対策交付金

財源内訳

目
的
・
効
果

　市全体の観光施設の適正な維持管理等を行うことにより、魅力ある観光都市の形成を図
る。また、施設の維持管理等について、地元住民や活動団体に委託することにより、｢地域
がつくりあげる観光資源｣の意識の醸成を図るとともに、施設機能の安定化を図り、観光振
興を推進する。

事
　
業
　
内
　
容

　その他の観光施設及び観光地等の利便施設などの清掃、維持管理業務を適正に行い、美
しい観光地としてのイメージづくりを図る。

○修繕料
○手数料（浄化槽管理・看板作成等）
○施設維持管理委託料（トイレ清掃・浄化槽管理・植栽管理等）
○維持補修工事
○その他の委託料（観光地遊具点検・馬ヶ背遊歩道管理業務・不動産鑑定業務）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0002 観光施設係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 07 商工施設管理運営費

小事業 14 道の駅「とうごう」管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1007 光熱水費 3,841
1106 火災保険料 59
1201 施設維持管理委託料 2,818
1301 使用料及び賃借料 53
1401 建設工事費 15,000
1813019 九州・沖縄「道の駅」連絡会負担金 70

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
21,841 5,968 15,873

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
7,200 2,989 11,652

主な財源
電気自動車急速充電器使用料、自動販売機設置料
電力量料金収入

財源内訳

目
的
・
効
果

　観光客及び施設利用者に対し、広域観光の中核施設として情報発信することにより、日
向・入郷圏域への観光客の誘客を図る。また、地域住民のイベント等の拠点及び、旧東郷
町域の中心的な施設としての機能充実を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　入郷圏域の玄関口に位置している｢道の駅｣としての機能の充実と、旧東郷町域の地域発
展の中核となる当該施設の適正な施設管理を行う。

○施設維持管理委託料
　・芝生・植栽管理棟
　・消防・防災設備保守点検
　・自家用電気工作物保安業務
　・警備業務
　・物産センター施設管理
　　　管理施設：物産施設（事務所）、トイレ、駐車場、休憩施設
○建設工事費
　・物産施設空調改修工事
　・電気自動車急速充電器設置工事　ほか
○負担金（｢道の駅｣連絡会負担金）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0002 観光施設係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 07 商工施設管理運営費

小事業 15 牧水公園管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1106 火災保険料 190
1206 その他の委託料 692
1207 指定管理者委託料 24,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
24,882 23,804 1,078

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,255 23,627

主な財源 自動販売機設置料、自動販売機電気使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　自然豊かな環境を活かした観光資源の充実や、市民及び施設利用者の健康増進を図る。
また、市民及び施設利用者のニーズにあった施設運営や、運動、宿泊の一連のサービスを
提供することにより、総合施設としてのスポーツ誘致型の実現を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市民及び施設利用者の多目的運動施設として適正な施設管理を行い、総合レジャー施設
としての有効な活用を図る。

○指定管理者委託料
　・指定管理者：株式会社　東郷町ふるさと公社
　・指定期間　：令和5年度から令和7年度まで
　・管理施設　：ふるさとの家・浴場棟・コテージ（10棟）・キャンプ場
　　　　　　　　多目的グランド・テニスコート（5面）ほか
　・業務内容　：施設使用に関する許可
            　　施設の維持管理
            　　施設利用促進の企画・実施

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0002 観光施設係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 07 商工施設管理運営費

小事業 24 観光施設長寿命化事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1402 維持補修工事 35,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
35,000 40,610 △ 5,610

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,600 15,000 17,000 400

主な財源
公共施設整備等資金積立金繰入金
電源立地地域対策交付金

財源内訳

目
的
・
効
果

　本市が所管する観光施設内の建築物等について、令和元年12月に策定した｢日向市公共施
設等総合管理計画｣に基づく｢個別施設計画｣に沿って、老朽度や利用・コストの状況等を総
合的に勘案しながら、優先順位を付し、施設の改修・更新を行うことで施設の長寿命化を
図る。

事
　
業
　
内
　
容

○維持補修工事
　・牧水公園コテージ改修工事
　・牧水公園テニスコート改修工事
　・日向サンパークコテージ改修工事　ほか

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0013 スポーツ・サーフタウン係

07 商工費 01 商工費 03 観光費
大事業 23 地域を活性化する観光の振興
中事業 05 地域資源を活用したスポーツ交流の拡大

小事業 01 サーフタウン日向推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 60
0802 普通旅費 541
1001 消耗品費 115
1005 食糧費 4
1104 広告料 420
1206 その他の委託料 6,489
1301 使用料及び賃借料 358
1857018 日本医科歯科大サーフィン大会補助金 70
1857024 国際プロサーフィン日向カップ大会補助金 5,000
1857030 ビーチのにぎわい創出事業補助金 450
1857074 ビーチスポーツフェス実行委員会補助金 6,000
1857088 ビーチイベント開催事業補助金 1,500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
21,007 17,890 3,117

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
9,143 10,000 1,864

主な財源
デジタル田園都市国家構想交付金、
ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　本市の恵まれたビーチ環境を活かした国内外サーフィン大会の誘致、ビーチイベントの
開催やさまざまなコンテンツを通じた情報発信により、サーフィン関連の関係・交流人口
の拡大による賑わいの創出と観光誘客による地域経済の活性化を図る。
　あわせてサーフィン関連事業者への支援を通じた、観光消費額の増加とサーフィン文化
の拡大を目指す。

事
　
業
　
内
　
容

　本市の国内トップクラスのサーフスポットを活かし、サーフィンを活用した観光振興、
移住促進等を図るため、「ヒュー！日向」のホームページを中心とした情報発信をはじ
め、国内外のサーフィン大会開催の支援やビーチスポーツイベントの開催、地元小中学生
へのサーフィン体験実施団体等への支援を行う。

○その他の委託料
　・リラックス・サーフタウン日向プロモーション業務委託
　　（ホームページの運営管理、各種プロモーション、インスタグラム事業の継続）
　・ビーチの賑わい創出「サーフィン促進キャンペーン」業務委託
　　（市内サーフショップで利用できるクーポン券を発行し、サーフボード等のレンタル
　　　料の一部を助成する）
○補助金
　・全日本医科歯科大サーフィン大会補助金
　・国際プロサーフィン日向カップ大会補助金
　・ビーチのにぎわい創出事業補助金
　・ビーチスポーツフェス実行委員会補助金
　・ビーチイベント開催事業補助金（国際プロサーフィン大会開催関連等）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0013 スポーツ・サーフタウン係

07 商工費 01 商工費 03 観光費
大事業 23 地域を活性化する観光の振興
中事業 05 地域資源を活用したスポーツ交流の拡大

小事業 02 スポーツキャンプ活性化事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0716 記念品料 80
0802 普通旅費 155
1001 消耗品費 147
1005 食糧費 7
1006 印刷製本費 40
1103 手数料 150
1104 広告料 715
1108 その他の保険料 20
1402 維持補修工事 1,700
1701 庁用器具費（一般的事務用） 180
1857066 スポーツキャンプ等誘致推進協議会補助金 760

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,954 6,055 △ 2,101

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,954

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　本市の温暖な気候などの恵まれた自然環境や屋内外の体育施設など、スポーツキャンプ
地としての優位性をアピールし、プロ野球等のスポーツキャンプ誘致を図ることにより、
観光誘客による地域経済の活性化を目指す。

事
　
業
　
内
　
容

　スポーツタウン日向としてのイメージの定着と滞在型観光による地域経済の活性化を図
るため、プロや大学、社会人等の野球を中心としたスポーツキャンプ誘致活動を市内外の
関係団体等と連携しながら実施する。

○広告料（東北楽天ゴールデンイーグルス本拠地バックネットＬＥＤ広告）
○維持補修工事
　（お倉ヶ浜総合公園野球場改修工事に伴うスポーツキャンププレハブ撤去工事）
○補助金（日向市スポーツキャンプ等誘致推進協議会補助金）

関連するＳＤＧｓ



－ 153 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0002 観光施設係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 07 商工施設管理運営費

小事業 15 牧水公園管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1106 火災保険料 190
1206 その他の委託料 692
1207 指定管理者委託料 24,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
24,882 23,804 1,078

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,255 23,627

主な財源 自動販売機設置料、自動販売機電気使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　自然豊かな環境を活かした観光資源の充実や、市民及び施設利用者の健康増進を図る。
また、市民及び施設利用者のニーズにあった施設運営や、運動、宿泊の一連のサービスを
提供することにより、総合施設としてのスポーツ誘致型の実現を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市民及び施設利用者の多目的運動施設として適正な施設管理を行い、総合レジャー施設
としての有効な活用を図る。

○指定管理者委託料
　・指定管理者：株式会社　東郷町ふるさと公社
　・指定期間　：令和5年度から令和7年度まで
　・管理施設　：ふるさとの家・浴場棟・コテージ（10棟）・キャンプ場
　　　　　　　　多目的グランド・テニスコート（5面）ほか
　・業務内容　：施設使用に関する許可
            　　施設の維持管理
            　　施設利用促進の企画・実施

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0002 観光施設係
07 商工費 01 商工費 03 観光費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 07 商工施設管理運営費

小事業 24 観光施設長寿命化事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1402 維持補修工事 35,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
35,000 40,610 △ 5,610

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,600 15,000 17,000 400

主な財源
公共施設整備等資金積立金繰入金
電源立地地域対策交付金

財源内訳

目
的
・
効
果

　本市が所管する観光施設内の建築物等について、令和元年12月に策定した｢日向市公共施
設等総合管理計画｣に基づく｢個別施設計画｣に沿って、老朽度や利用・コストの状況等を総
合的に勘案しながら、優先順位を付し、施設の改修・更新を行うことで施設の長寿命化を
図る。

事
　
業
　
内
　
容

○維持補修工事
　・牧水公園コテージ改修工事
　・牧水公園テニスコート改修工事
　・日向サンパークコテージ改修工事　ほか

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0013 スポーツ・サーフタウン係

07 商工費 01 商工費 03 観光費
大事業 23 地域を活性化する観光の振興
中事業 05 地域資源を活用したスポーツ交流の拡大

小事業 01 サーフタウン日向推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 60
0802 普通旅費 541
1001 消耗品費 115
1005 食糧費 4
1104 広告料 420
1206 その他の委託料 6,489
1301 使用料及び賃借料 358
1857018 日本医科歯科大サーフィン大会補助金 70
1857024 国際プロサーフィン日向カップ大会補助金 5,000
1857030 ビーチのにぎわい創出事業補助金 450
1857074 ビーチスポーツフェス実行委員会補助金 6,000
1857088 ビーチイベント開催事業補助金 1,500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
21,007 17,890 3,117

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
9,143 10,000 1,864

主な財源
デジタル田園都市国家構想交付金、
ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　本市の恵まれたビーチ環境を活かした国内外サーフィン大会の誘致、ビーチイベントの
開催やさまざまなコンテンツを通じた情報発信により、サーフィン関連の関係・交流人口
の拡大による賑わいの創出と観光誘客による地域経済の活性化を図る。
　あわせてサーフィン関連事業者への支援を通じた、観光消費額の増加とサーフィン文化
の拡大を目指す。

事
　
業
　
内
　
容

　本市の国内トップクラスのサーフスポットを活かし、サーフィンを活用した観光振興、
移住促進等を図るため、「ヒュー！日向」のホームページを中心とした情報発信をはじ
め、国内外のサーフィン大会開催の支援やビーチスポーツイベントの開催、地元小中学生
へのサーフィン体験実施団体等への支援を行う。

○その他の委託料
　・リラックス・サーフタウン日向プロモーション業務委託
　　（ホームページの運営管理、各種プロモーション、インスタグラム事業の継続）
　・ビーチの賑わい創出「サーフィン促進キャンペーン」業務委託
　　（市内サーフショップで利用できるクーポン券を発行し、サーフボード等のレンタル
　　　料の一部を助成する）
○補助金
　・全日本医科歯科大サーフィン大会補助金
　・国際プロサーフィン日向カップ大会補助金
　・ビーチのにぎわい創出事業補助金
　・ビーチスポーツフェス実行委員会補助金
　・ビーチイベント開催事業補助金（国際プロサーフィン大会開催関連等）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 21 商工観光部 所管課 02 観光交流課 0013 スポーツ・サーフタウン係

07 商工費 01 商工費 03 観光費
大事業 23 地域を活性化する観光の振興
中事業 05 地域資源を活用したスポーツ交流の拡大

小事業 02 スポーツキャンプ活性化事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0716 記念品料 80
0802 普通旅費 155
1001 消耗品費 147
1005 食糧費 7
1006 印刷製本費 40
1103 手数料 150
1104 広告料 715
1108 その他の保険料 20
1402 維持補修工事 1,700
1701 庁用器具費（一般的事務用） 180
1857066 スポーツキャンプ等誘致推進協議会補助金 760

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,954 6,055 △ 2,101

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,954

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　本市の温暖な気候などの恵まれた自然環境や屋内外の体育施設など、スポーツキャンプ
地としての優位性をアピールし、プロ野球等のスポーツキャンプ誘致を図ることにより、
観光誘客による地域経済の活性化を目指す。

事
　
業
　
内
　
容

　スポーツタウン日向としてのイメージの定着と滞在型観光による地域経済の活性化を図
るため、プロや大学、社会人等の野球を中心としたスポーツキャンプ誘致活動を市内外の
関係団体等と連携しながら実施する。

○広告料（東北楽天ゴールデンイーグルス本拠地バックネットＬＥＤ広告）
○維持補修工事
　（お倉ヶ浜総合公園野球場改修工事に伴うスポーツキャンププレハブ撤去工事）
○補助金（日向市スポーツキャンプ等誘致推進協議会補助金）

関連するＳＤＧｓ



－ 154 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 02 農業総務費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 03 農村公園管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1007 光熱水費 267
1008 修繕料 100
1103 手数料 16
1106 火災保険料 7
1201 施設維持管理委託料 657

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,047 1,051 △ 4

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
16 1,031

主な財源 土地建物貸付収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　農村集落における地域住民の憩いの場を提供し、交流促進や健康増進を図るため、農村
公園の適正な管理運営を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○光熱水費（電気、水道）
○修繕料
○手数料（浄化槽検査手数料）
○火災保険料
○委託料（浄化槽・貯水槽清掃委託料、除草等維持管理委託料）

【対象施設】曙農村公園、籾木農村公園、飯谷農村公園、平岩農村公園
　　　　　　落鹿農村広場、迫野内農村公園、小野田農林公園

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 02 農業総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 06 農林水産一般事務費

小事業 01 農業振興一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 82 1806059 門川高校農林業地域担い手育成協議会負担金 16
1001 消耗品費 53 1812036 宮崎県地域振興対策協議会山村振興部会負担金 65
1003 消耗品費被服 137 2601 国に対する公課費 21
1005 食糧費 20
1008 修繕料 111
1101 通信運搬費 190
1103 手数料 22
1107 自動車損害保険料 64
1301 使用料及び賃借料 89
1805011 宮崎ブラジル親善協会負担金 18
1805034 宮崎県バイオ種苗増殖センター負担金 53
1806036 日向・東臼杵農山村女性会議負担金 24

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
965 866 99

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
965

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　農業振興係の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○普通旅費
○消耗品費
○消耗品費被服
○光熱水費（電気・水道）
○公用車管理費（修繕料、車検代行手数料、自動車損害保険料、自動車重量税等）
○通信運搬費（電話料、郵便料）
○使用料（有料道路通行料・駐車料）
○各種負担金
　・宮崎ブラジル親善協会負担金
　・宮崎県バイオテクノロジー種苗増殖センター負担金
　・日向・東臼杵農山村女性会議負担金
　・宮崎県立門川高等学校農林業地域担い手育成協議会負担金
　・宮崎県地域振興対策協議会山村振興部会負担金

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 01 担い手の育成・確保

小事業 02 認定農業者等担い手育成支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1836004 日向市ＳＡＰ会議活動補助金 27
1856121 新規就農者確保・育成・支援事業補助金 360
1865017 日向市認定農業者等連絡協議会補助金 130

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
517 517 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
517

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市認定農業者連絡協議会及び日向市ＳＡＰ会議が行う研修活動等を支援すること
で、認定農業者等の経営技術向上及び新規就農者など将来の担い手の確保・育成を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○日向市ＳＡＰ会議活動補助金
　農業後継者及び新規就農者の農業経営知識・技術向上を図るため、日向市ＳＡＰ会議
　が実施する農業関係研修などを支援する。

○日向市認定農業者連絡協議会補助金
　地域の中核的な農業の担い手となる農業経営者としての能力の向上を図るため、
　協議会が実施する学習会、講演会などの資質向上を図る事業等を支援する。

○新規就農者確保・育成・支援事業補助金
　「新規就農者経営発展支援事業」等の対象とならない新規就農者を対象にＪＡが行う
　研修事業に対し、経費の一部を助成する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 01 担い手の育成・確保

小事業 11 地域計画策定推進緊急対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 932
0301 職員手当 392
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 206
0702 出会謝金 30
0801 費用弁償 31
1001 消耗品費 62
1004 燃料費 19
1101 通信運搬費 65

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,737 60 1,677

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,737

主な財源 地域計画策定推進緊急支援交付金事業費補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　人・農地プランの実質化と将来の農地利用の姿を示した「目標地図」を含む「地域計
画」を策定し、農地中間管理事業を活用した農地の集積や集約化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　令和4年5月の農業経営基盤強化促進法改正により、これまで「人・農地プラン」の取組
として行ってきた地域の話合い等の取組が法律に基づく取組になり、市町村が策定すべき
「地域計画」と改められ法定化されることから、今後2年間にかけて各地域における「人・
農地プラン」の実質化及び「地域計画」の策定支援を行う。

○事業イメージ
　・協議の場の設置に係る調整
　　（関係機関や参加者との調整、話合いに向けた情報の入手・整理等）
　・協議の実施・内容の取りまとめ
　・地域計画案の取りまとめ（地域計画案の作成、関係者への説明等）
　・地域計画の公告・周知（関係者、地域住民への周知等）

主な予算内容
○会計年度任用職員の任用に要する経費（併任）
　（報酬、手当、保険料、費用弁償）
○日向市地域計画策定会議の開催に要する経費
　（出会謝金、消耗品費、燃料費、通信運搬費）

関連するＳＤＧｓ



－ 155 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 02 農業総務費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 03 農村公園管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1007 光熱水費 267
1008 修繕料 100
1103 手数料 16
1106 火災保険料 7
1201 施設維持管理委託料 657

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,047 1,051 △ 4

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
16 1,031

主な財源 土地建物貸付収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　農村集落における地域住民の憩いの場を提供し、交流促進や健康増進を図るため、農村
公園の適正な管理運営を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○光熱水費（電気、水道）
○修繕料
○手数料（浄化槽検査手数料）
○火災保険料
○委託料（浄化槽・貯水槽清掃委託料、除草等維持管理委託料）

【対象施設】曙農村公園、籾木農村公園、飯谷農村公園、平岩農村公園
　　　　　　落鹿農村広場、迫野内農村公園、小野田農林公園

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 02 農業総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 06 農林水産一般事務費

小事業 01 農業振興一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 82 1806059 門川高校農林業地域担い手育成協議会負担金 16
1001 消耗品費 53 1812036 宮崎県地域振興対策協議会山村振興部会負担金 65
1003 消耗品費被服 137 2601 国に対する公課費 21
1005 食糧費 20
1008 修繕料 111
1101 通信運搬費 190
1103 手数料 22
1107 自動車損害保険料 64
1301 使用料及び賃借料 89
1805011 宮崎ブラジル親善協会負担金 18
1805034 宮崎県バイオ種苗増殖センター負担金 53
1806036 日向・東臼杵農山村女性会議負担金 24

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
965 866 99

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
965

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　農業振興係の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○普通旅費
○消耗品費
○消耗品費被服
○光熱水費（電気・水道）
○公用車管理費（修繕料、車検代行手数料、自動車損害保険料、自動車重量税等）
○通信運搬費（電話料、郵便料）
○使用料（有料道路通行料・駐車料）
○各種負担金
　・宮崎ブラジル親善協会負担金
　・宮崎県バイオテクノロジー種苗増殖センター負担金
　・日向・東臼杵農山村女性会議負担金
　・宮崎県立門川高等学校農林業地域担い手育成協議会負担金
　・宮崎県地域振興対策協議会山村振興部会負担金

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 01 担い手の育成・確保

小事業 02 認定農業者等担い手育成支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1836004 日向市ＳＡＰ会議活動補助金 27
1856121 新規就農者確保・育成・支援事業補助金 360
1865017 日向市認定農業者等連絡協議会補助金 130

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
517 517 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
517

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市認定農業者連絡協議会及び日向市ＳＡＰ会議が行う研修活動等を支援すること
で、認定農業者等の経営技術向上及び新規就農者など将来の担い手の確保・育成を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○日向市ＳＡＰ会議活動補助金
　農業後継者及び新規就農者の農業経営知識・技術向上を図るため、日向市ＳＡＰ会議
　が実施する農業関係研修などを支援する。

○日向市認定農業者連絡協議会補助金
　地域の中核的な農業の担い手となる農業経営者としての能力の向上を図るため、
　協議会が実施する学習会、講演会などの資質向上を図る事業等を支援する。

○新規就農者確保・育成・支援事業補助金
　「新規就農者経営発展支援事業」等の対象とならない新規就農者を対象にＪＡが行う
　研修事業に対し、経費の一部を助成する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 01 担い手の育成・確保

小事業 11 地域計画策定推進緊急対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 932
0301 職員手当 392
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 206
0702 出会謝金 30
0801 費用弁償 31
1001 消耗品費 62
1004 燃料費 19
1101 通信運搬費 65

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,737 60 1,677

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,737

主な財源 地域計画策定推進緊急支援交付金事業費補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　人・農地プランの実質化と将来の農地利用の姿を示した「目標地図」を含む「地域計
画」を策定し、農地中間管理事業を活用した農地の集積や集約化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　令和4年5月の農業経営基盤強化促進法改正により、これまで「人・農地プラン」の取組
として行ってきた地域の話合い等の取組が法律に基づく取組になり、市町村が策定すべき
「地域計画」と改められ法定化されることから、今後2年間にかけて各地域における「人・
農地プラン」の実質化及び「地域計画」の策定支援を行う。

○事業イメージ
　・協議の場の設置に係る調整
　　（関係機関や参加者との調整、話合いに向けた情報の入手・整理等）
　・協議の実施・内容の取りまとめ
　・地域計画案の取りまとめ（地域計画案の作成、関係者への説明等）
　・地域計画の公告・周知（関係者、地域住民への周知等）

主な予算内容
○会計年度任用職員の任用に要する経費（併任）
　（報酬、手当、保険料、費用弁償）
○日向市地域計画策定会議の開催に要する経費
　（出会謝金、消耗品費、燃料費、通信運搬費）

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 01 担い手の育成・確保

小事業 12 新規就農者育成総合対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 4
1004 燃料費 20
1101 通信運搬費 20
1856138 農業次世代人材投資事業費補助金 7,500
1856195 新規就農者経営発展支援事業費補助金 16,500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
24,044 21,794 2,250

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
24,044

主な財源 農業次世代人材投資事業費補助金、新規就農者経営発展支援事業費補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　経営開始直後の新規就農者に対して補助金を交付し、経済的リスクを軽減することで新
規就農者の確保・育成を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○農業次世代人材投資事業費補助金
　令和3年度までに事業計画が採択された認定新規就農者に対して、経営開始資金
　として年間1,500千円（最長5年間。経営開始4～5年目は1,200千円）を上限に
　支援する。

○新規就農者経営発展支援事業費補助金
　令和4年度に事業計画が採択された認定新規就農者に対して、経営開始資金として
　年間1,500千円（最長3年間）を上限に支援するとともに、機械・施設等の導入を
　支援する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 03 経営安定対策の推進

小事業 01 農地中間管理事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 593
0301 職員手当 249
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 129
0801 費用弁償 20
1001 消耗品費 108
1004 燃料費 36
1101 通信運搬費 106
1301 使用料及び賃借料 132

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,373 2,980 △ 1,607

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,373

主な財源 農地中間管理事業委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　農地中間管理機構を受け皿とした事業の実施により、農地の集積・集約を推進すること
で優良農地の確保と担い手の経営規模拡大による生産コスト低減、所得向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　宮崎県農地中間管理機構から農地の集積・集約業務の一部を受託する。

○会計年度任用職員の任用に要する経費（併任）
　（報酬、手当、保険料、費用弁償）
○消耗品費
○燃料費
○通信運搬費
○使用料及び賃借料（システム借上料）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 03 経営安定対策の推進

小事業 04 農業振興事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 43
1004 燃料費 22
1301 使用料及び賃借料 53
1806052 東臼杵南部農業改良普及事業協議会負担金 46
1806079 日向地域農業再生協議会負担金 276

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
440 422 18

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
440

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市町村及び関係機関で組織する協議会において新規就農者の確保・育成や集落営農の推
進、労働力確保等の取組を支援することで、多様な担い手の育成と農業経営の安定化を図
る。

事
　
業
　
内
　
容

○各種農業団体に対する負担金
　・東臼杵南部農業改良普及事業協議会負担金
　・日向地域農業再生協議会負担金

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 03 経営安定対策の推進

小事業 05 農業施設付帯設備設置促進対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1856039 農業施設付帯設備設置促進対策事業補助金 1,500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,500 1,500 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,500

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　ハウス野菜・果樹などの園芸施設の設置に伴う付帯設備（自動開閉装置、防風ネット、
加温装置、換気設備、環境測定器等）の設置費用の一部を助成することで、農業者の収益
性向上による経営安定及び産地強化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○農業施設付帯設備設置促進対策事業補助金
　・補助対象者
　　　市内在住の農業者
　　　日向農業協同組合（市内在住の農業者が対象となるリース事業に限る）
　　　市内に本拠を置く農業生産法人
　・補助対象設備
　　　自動開閉装置、防風ネット、かん水装置、加温装置、換気施設、炭酸ガス発生器、
　　　環境測定器等

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 01 担い手の育成・確保

小事業 12 新規就農者育成総合対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 4
1004 燃料費 20
1101 通信運搬費 20
1856138 農業次世代人材投資事業費補助金 7,500
1856195 新規就農者経営発展支援事業費補助金 16,500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
24,044 21,794 2,250

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
24,044

主な財源 農業次世代人材投資事業費補助金、新規就農者経営発展支援事業費補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　経営開始直後の新規就農者に対して補助金を交付し、経済的リスクを軽減することで新
規就農者の確保・育成を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○農業次世代人材投資事業費補助金
　令和3年度までに事業計画が採択された認定新規就農者に対して、経営開始資金
　として年間1,500千円（最長5年間。経営開始4～5年目は1,200千円）を上限に
　支援する。

○新規就農者経営発展支援事業費補助金
　令和4年度に事業計画が採択された認定新規就農者に対して、経営開始資金として
　年間1,500千円（最長3年間）を上限に支援するとともに、機械・施設等の導入を
　支援する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 03 経営安定対策の推進

小事業 01 農地中間管理事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 593
0301 職員手当 249
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 129
0801 費用弁償 20
1001 消耗品費 108
1004 燃料費 36
1101 通信運搬費 106
1301 使用料及び賃借料 132

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,373 2,980 △ 1,607

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,373

主な財源 農地中間管理事業委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　農地中間管理機構を受け皿とした事業の実施により、農地の集積・集約を推進すること
で優良農地の確保と担い手の経営規模拡大による生産コスト低減、所得向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　宮崎県農地中間管理機構から農地の集積・集約業務の一部を受託する。

○会計年度任用職員の任用に要する経費（併任）
　（報酬、手当、保険料、費用弁償）
○消耗品費
○燃料費
○通信運搬費
○使用料及び賃借料（システム借上料）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 03 経営安定対策の推進

小事業 04 農業振興事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 43
1004 燃料費 22
1301 使用料及び賃借料 53
1806052 東臼杵南部農業改良普及事業協議会負担金 46
1806079 日向地域農業再生協議会負担金 276

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
440 422 18

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
440

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市町村及び関係機関で組織する協議会において新規就農者の確保・育成や集落営農の推
進、労働力確保等の取組を支援することで、多様な担い手の育成と農業経営の安定化を図
る。

事
　
業
　
内
　
容

○各種農業団体に対する負担金
　・東臼杵南部農業改良普及事業協議会負担金
　・日向地域農業再生協議会負担金

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 03 経営安定対策の推進

小事業 05 農業施設付帯設備設置促進対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1856039 農業施設付帯設備設置促進対策事業補助金 1,500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,500 1,500 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,500

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　ハウス野菜・果樹などの園芸施設の設置に伴う付帯設備（自動開閉装置、防風ネット、
加温装置、換気設備、環境測定器等）の設置費用の一部を助成することで、農業者の収益
性向上による経営安定及び産地強化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○農業施設付帯設備設置促進対策事業補助金
　・補助対象者
　　　市内在住の農業者
　　　日向農業協同組合（市内在住の農業者が対象となるリース事業に限る）
　　　市内に本拠を置く農業生産法人
　・補助対象設備
　　　自動開閉装置、防風ネット、かん水装置、加温装置、換気施設、炭酸ガス発生器、
　　　環境測定器等

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 03 経営安定対策の推進

小事業 06 中山間地域等直接支払交付金事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 59
1004 燃料費 40
1101 通信運搬費 20
1869009 中山間地域等直接支払交付金 10,252

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
10,371 10,239 132

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
7,748 2,623

主な財源 中山間地域等直接支払交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　条件不利な中山間地域の農地で農業生産の継続と農地が持つ多面的機能を確保するた
め、水路・農道の維持管理などの共同作業に取り組む集落協定に交付金を交付し、中山間
地域における農業生産の継続と耕作放棄地の発生防止、農業・農村が持つ多面的機能の維
持を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　水路・農道の維持管理などの共同作業に取り組む集落協定に対し交付金を交付する。

○中山間地域等直接支払交付金
　・交付対象集落7集落（八重原、本村、越表3、上松葉山、高森山、本宮、馬込奥）
　・交付対象面積443,663㎡（田151,077㎡、畑292,586㎡）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 03 経営安定対策の推進

小事業 07 圏域物流体制整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1856038 ＪＡ日向圏域物流体制整備事業補助金 1,708

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,708 912 796

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,708

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　ＪＡ日向管内が県内他産地と比較して輸送条件不利地域であることから、管内の市町
村、ＪＡ、生産者の負担により、宮崎市並の輸送コストまで運賃を助成し、農業者の経営
安定や生産面積の拡大、産地競争力強化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○ＪＡ日向圏域物流体制整備事業補助金
　・負担割合　市町村（圏域1市2町2村）1／3、ＪＡ日向1／3、生産者1／3

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 03 経営安定対策の推進

小事業 08 農産物価格安定対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1865005 みやざき特産野菜価格安定事業補助金 725
1865021 野菜構造改革価格安定強化事業補助金 139

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
864 1,006 △ 142

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
864

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　指定野菜（きゅうり、ミニトマト）及び地域特産野菜（なす、にがうり）の系統出荷分
について、県・市町村・経済連・ＪＡ・生産者の負担により基金を造成し、基準価格割れ
を生じた際に補填金を交付することで、農業者の経営安定を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　県の野菜価格安定対策について、県・市町村・経済連・ＪＡ・生産者の負担により造成
する基金の原資として、市負担分の拠出を行う。

○みやざき特産野菜価格安定事業補助金
　県が振興する野菜で国の制度の要件を満たさない産地・品目が対象
　・負担割合（一般産地）　　県1/3、市1/6、経済連1/12、農協1/12、生産者1/3
　・負担割合（中山間産地）　県1/2、市1/4、経済連1/12、農協1/12、生産者1/12

○野菜産地経営安定強化支援事業補助金
　重点推進品目及び戦略品目が対象
　・負担割合　県1/3、市1/6、経済連1/6、農協1/6、生産者1/6

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 03 経営安定対策の推進

小事業 09 各種資金利子補給事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1865013 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 355
1865032 農業近代化資金利子補給補助金 64

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
419 510 △ 91

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
177 242

主な財源 農業経営基盤強化資金利子補給補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　認定農業者が経営改善計画に基づき農業制度資金を借り入れる際に、県・市による利子
補給を行うことで負担を軽減し、規模拡大や施設等の改善を推進して経営向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○農業経営基盤強化資金利子補給補助金
　・対象　6件

○農業近代化資金利子補給補助金
　・対象　2件

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 03 経営安定対策の推進

小事業 06 中山間地域等直接支払交付金事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 59
1004 燃料費 40
1101 通信運搬費 20
1869009 中山間地域等直接支払交付金 10,252

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
10,371 10,239 132

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
7,748 2,623

主な財源 中山間地域等直接支払交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　条件不利な中山間地域の農地で農業生産の継続と農地が持つ多面的機能を確保するた
め、水路・農道の維持管理などの共同作業に取り組む集落協定に交付金を交付し、中山間
地域における農業生産の継続と耕作放棄地の発生防止、農業・農村が持つ多面的機能の維
持を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　水路・農道の維持管理などの共同作業に取り組む集落協定に対し交付金を交付する。

○中山間地域等直接支払交付金
　・交付対象集落7集落（八重原、本村、越表3、上松葉山、高森山、本宮、馬込奥）
　・交付対象面積443,663㎡（田151,077㎡、畑292,586㎡）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 03 経営安定対策の推進

小事業 07 圏域物流体制整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1856038 ＪＡ日向圏域物流体制整備事業補助金 1,708

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,708 912 796

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,708

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　ＪＡ日向管内が県内他産地と比較して輸送条件不利地域であることから、管内の市町
村、ＪＡ、生産者の負担により、宮崎市並の輸送コストまで運賃を助成し、農業者の経営
安定や生産面積の拡大、産地競争力強化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○ＪＡ日向圏域物流体制整備事業補助金
　・負担割合　市町村（圏域1市2町2村）1／3、ＪＡ日向1／3、生産者1／3

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 03 経営安定対策の推進

小事業 08 農産物価格安定対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1865005 みやざき特産野菜価格安定事業補助金 725
1865021 野菜構造改革価格安定強化事業補助金 139

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
864 1,006 △ 142

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
864

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　指定野菜（きゅうり、ミニトマト）及び地域特産野菜（なす、にがうり）の系統出荷分
について、県・市町村・経済連・ＪＡ・生産者の負担により基金を造成し、基準価格割れ
を生じた際に補填金を交付することで、農業者の経営安定を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　県の野菜価格安定対策について、県・市町村・経済連・ＪＡ・生産者の負担により造成
する基金の原資として、市負担分の拠出を行う。

○みやざき特産野菜価格安定事業補助金
　県が振興する野菜で国の制度の要件を満たさない産地・品目が対象
　・負担割合（一般産地）　　県1/3、市1/6、経済連1/12、農協1/12、生産者1/3
　・負担割合（中山間産地）　県1/2、市1/4、経済連1/12、農協1/12、生産者1/12

○野菜産地経営安定強化支援事業補助金
　重点推進品目及び戦略品目が対象
　・負担割合　県1/3、市1/6、経済連1/6、農協1/6、生産者1/6

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 03 経営安定対策の推進

小事業 09 各種資金利子補給事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1865013 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 355
1865032 農業近代化資金利子補給補助金 64

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
419 510 △ 91

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
177 242

主な財源 農業経営基盤強化資金利子補給補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　認定農業者が経営改善計画に基づき農業制度資金を借り入れる際に、県・市による利子
補給を行うことで負担を軽減し、規模拡大や施設等の改善を推進して経営向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○農業経営基盤強化資金利子補給補助金
　・対象　6件

○農業近代化資金利子補給補助金
　・対象　2件

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 03 経営安定対策の推進

小事業 10 経営所得安定対策等推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1856143 経営所得安定対策等推進事業費補助金 6,121

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,121 6,121 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,121

主な財源 経営所得安定対策等推進事業費補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　経営所得安定対策事業を推進するため、東臼杵管内1市2町2村で構成される日向地域農業
再生協議会に運営補助金を交付し、広域的に事業を推進することで農業者の経営安定を図
る。

事
　
業
　
内
　
容

○経営所得安定対策等推進事業費補助金
　・交付先　　日向地域農業再生協議会（事務局：ＪＡ日向）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 03 経営安定対策の推進

小事業 17 農林水産業振興計画策定事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 216
1006 印刷製本費 220

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
436 45 391

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
436

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　農林水産業を取り巻く環境が急激かつ大きく変化し、課題が山積する中、「日向市農林
水産業振興計画」を策定することにより、担い手の確保・育成、農林水産物のブランド化
の推進、生産基盤の整備、環境に配慮した取組の展開など地域資源を活かした持続可能な
農林水産業を目指す。

事
　
業
　
内
　
容

　現行の日向市農林水産業振興計画（計画年度：平成31年度～令和5年度）の計画年度満了
を迎えることから、次期計画の策定を行う。

○会議等出会謝金（計画策定委員会、各専門員会の出会謝金）
○印刷製本費（振興計画冊子印刷）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 02 農業用廃プラスチック適正処理推進対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1856069 農業用廃プラスチック適正処理推進対策事業補助金 20

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
20 20 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
20

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　農業用廃プラスチックの適切処理の啓発及び収集業務を行う日向市農業用廃プラスチッ
ク適正処理対策推進協議会に対して運営費を助成し、農業用廃プラスチックの不正処理の
防止及び農村環境の保全を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○農業用廃プラスチック適正推進処理対策事業補助金
　・交付先　　日向市農業用廃プラスチック適正処理対策推進協議会
　　　　　　　（廃プラスチック収集　年2回実施予定）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 06 環境保全型農業の推進

小事業 01 環境保全型農業直接支援対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 50
0802 普通旅費 10
1001 消耗品費 30
1006 印刷製本費 50
1103 手数料 30
1301 使用料及び賃借料 30
1890009 環境保全型農業直接支払交付金 1,764

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,964 1,286 678

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,323 641

主な財源 環境保全型農業直接支払交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　環境負荷に配慮した農業を推進するため、減農薬・減化学肥料や有機物を主体とした土
づくりなどに取り組む団体に対して交付金を交付し、地球温暖化防止や生物多様性の保全
を図り、環境負荷に配慮した農業を推進する。
　また、国が策定した「みどりの食料システム戦略」の周知や有機農業（オーガニック農
業）・持続的農業生産への理解促進を図る取組を行うことにより、持続可能な食と農を通
じたＳＤＧｓの推進に寄与する。

事
　
業
　
内
　
容

○環境保全型農業直接支払交付金
　・交付先　　日向市環境保全型農業生産者協議会

○講演会開催にかかる経費
　（講師謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、手数料、会場借上料）

関連するＳＤＧｓ



－ 161 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 03 経営安定対策の推進

小事業 10 経営所得安定対策等推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1856143 経営所得安定対策等推進事業費補助金 6,121

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,121 6,121 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,121

主な財源 経営所得安定対策等推進事業費補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　経営所得安定対策事業を推進するため、東臼杵管内1市2町2村で構成される日向地域農業
再生協議会に運営補助金を交付し、広域的に事業を推進することで農業者の経営安定を図
る。

事
　
業
　
内
　
容

○経営所得安定対策等推進事業費補助金
　・交付先　　日向地域農業再生協議会（事務局：ＪＡ日向）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 03 経営安定対策の推進

小事業 17 農林水産業振興計画策定事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 216
1006 印刷製本費 220

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
436 45 391

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
436

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　農林水産業を取り巻く環境が急激かつ大きく変化し、課題が山積する中、「日向市農林
水産業振興計画」を策定することにより、担い手の確保・育成、農林水産物のブランド化
の推進、生産基盤の整備、環境に配慮した取組の展開など地域資源を活かした持続可能な
農林水産業を目指す。

事
　
業
　
内
　
容

　現行の日向市農林水産業振興計画（計画年度：平成31年度～令和5年度）の計画年度満了
を迎えることから、次期計画の策定を行う。

○会議等出会謝金（計画策定委員会、各専門員会の出会謝金）
○印刷製本費（振興計画冊子印刷）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 02 農業用廃プラスチック適正処理推進対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1856069 農業用廃プラスチック適正処理推進対策事業補助金 20

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
20 20 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
20

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　農業用廃プラスチックの適切処理の啓発及び収集業務を行う日向市農業用廃プラスチッ
ク適正処理対策推進協議会に対して運営費を助成し、農業用廃プラスチックの不正処理の
防止及び農村環境の保全を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○農業用廃プラスチック適正推進処理対策事業補助金
　・交付先　　日向市農業用廃プラスチック適正処理対策推進協議会
　　　　　　　（廃プラスチック収集　年2回実施予定）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 06 環境保全型農業の推進

小事業 01 環境保全型農業直接支援対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 50
0802 普通旅費 10
1001 消耗品費 30
1006 印刷製本費 50
1103 手数料 30
1301 使用料及び賃借料 30
1890009 環境保全型農業直接支払交付金 1,764

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,964 1,286 678

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,323 641

主な財源 環境保全型農業直接支払交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　環境負荷に配慮した農業を推進するため、減農薬・減化学肥料や有機物を主体とした土
づくりなどに取り組む団体に対して交付金を交付し、地球温暖化防止や生物多様性の保全
を図り、環境負荷に配慮した農業を推進する。
　また、国が策定した「みどりの食料システム戦略」の周知や有機農業（オーガニック農
業）・持続的農業生産への理解促進を図る取組を行うことにより、持続可能な食と農を通
じたＳＤＧｓの推進に寄与する。

事
　
業
　
内
　
容

○環境保全型農業直接支払交付金
　・交付先　　日向市環境保全型農業生産者協議会

○講演会開催にかかる経費
　（講師謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、手数料、会場借上料）

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 06 農林水産施設管理運営費

小事業 01 農産加工施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1007 光熱水費 2,151
1008 修繕料 100
1106 火災保険料 71
1206 その他の委託料 100
1207 指定管理者委託料 5,000
1401 建設工事費 4,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
11,422 11,255 167

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,151 9,271

主な財源 東郷町農産加工施設電力料金収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　地域資源を活用した農産加工や加工体験を行う東郷町農産加工施設の管理運営を行い、
地産地消の推進、地域の活性化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○建設工事費（廃止した鶴野内農産加工施設の解体工事）
○指定管理者委託料
　・指定管理者：道の駅とうごう出荷者協議会
　・指定期間　：令和5年度から令和9年度まで

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 06 農林水産施設管理運営費

小事業 03 農村交流館・塩見農村公園管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 100
1106 火災保険料 18
1207 指定管理者委託料 3,509

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,627 3,626 1

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
7 3,620

主な財源 土地建物貸付収入、農村交流館電話使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市農村交流館及び塩見農村公園の適正な管理を行い、農村地域の交流の促進、福祉
の向上及び健康増進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○指定管理者委託料
　・指定管理者：塩見まちづくり協議会
　・指定期間　：令和2年度から令和6年度まで

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 09 農業経営対策事業費

大事業 17 農業の振興
中事業 01 担い手の育成・確保

小事業 03 農業経営対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,908
0301 職員手当 382
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 415
0801 費用弁償 51
1004 燃料費 20
1101 通信運搬費 5

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,781 2,707 74

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,781

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　農業経営改善支援センターを設置し、認定農業者等の担い手への指導・助言を行うとと
もに、関係機関と連携し、臨戸訪問を行い、営農に関する相談や補助事業及び制度資金活
用に向けた指導を行うことで認定農業者の経営技術向上及び担い手の確保・育成を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○会計年度任用職員（農業経営改善支援センター専任職員1人）の雇用経費
　（報酬、手当、保険料、費用弁償）

○臨戸訪問に要する経費
　（燃料費、通信運搬費）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0002 畜産振興係
06 農林水産業費 01 農業費 04 畜産業費

大事業 17 農業の振興
中事業 04 畜産業の振興

小事業 01 生産性向上対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0716 記念品料 90
1856081 種豚導入事業補助金 3,750
1856101 日向市和牛改良推進事業補助金 360
1856144 養牛経営基盤強化対策事業補助金 13,300

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
17,500 9,905 7,595

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
17,500

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　優良家畜の導入を支援することで、生産基盤の強化とともに、畜産経営の維持安定を図
る。

事
　
業
　
内
　
容

　市子牛品評会や郡子牛共進会への出品に係る支援を行うとともに、購買者ニーズに即し
た繁殖雌牛、肥育素牛、繁殖雌豚及び種豚の導入・更新に係る経費の一部を支援する。

○日向市和牛改良推進事業
　　市子牛品評会及び郡子牛共進会出品に係る支援

○養牛経営基盤強化対策事業
　　繁殖雌牛導入に係る支援　　　　　120頭

○種豚導入事業
　　繁殖雌豚及び種豚導入に係る支援　150頭

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 06 農林水産施設管理運営費

小事業 01 農産加工施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1007 光熱水費 2,151
1008 修繕料 100
1106 火災保険料 71
1206 その他の委託料 100
1207 指定管理者委託料 5,000
1401 建設工事費 4,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
11,422 11,255 167

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,151 9,271

主な財源 東郷町農産加工施設電力料金収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　地域資源を活用した農産加工や加工体験を行う東郷町農産加工施設の管理運営を行い、
地産地消の推進、地域の活性化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○建設工事費（廃止した鶴野内農産加工施設の解体工事）
○指定管理者委託料
　・指定管理者：道の駅とうごう出荷者協議会
　・指定期間　：令和5年度から令和9年度まで

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 06 農林水産施設管理運営費

小事業 03 農村交流館・塩見農村公園管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 100
1106 火災保険料 18
1207 指定管理者委託料 3,509

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,627 3,626 1

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
7 3,620

主な財源 土地建物貸付収入、農村交流館電話使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市農村交流館及び塩見農村公園の適正な管理を行い、農村地域の交流の促進、福祉
の向上及び健康増進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○指定管理者委託料
　・指定管理者：塩見まちづくり協議会
　・指定期間　：令和2年度から令和6年度まで

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0001 農業振興係
06 農林水産業費 01 農業費 09 農業経営対策事業費

大事業 17 農業の振興
中事業 01 担い手の育成・確保

小事業 03 農業経営対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,908
0301 職員手当 382
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 415
0801 費用弁償 51
1004 燃料費 20
1101 通信運搬費 5

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,781 2,707 74

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,781

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　農業経営改善支援センターを設置し、認定農業者等の担い手への指導・助言を行うとと
もに、関係機関と連携し、臨戸訪問を行い、営農に関する相談や補助事業及び制度資金活
用に向けた指導を行うことで認定農業者の経営技術向上及び担い手の確保・育成を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○会計年度任用職員（農業経営改善支援センター専任職員1人）の雇用経費
　（報酬、手当、保険料、費用弁償）

○臨戸訪問に要する経費
　（燃料費、通信運搬費）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0002 畜産振興係
06 農林水産業費 01 農業費 04 畜産業費

大事業 17 農業の振興
中事業 04 畜産業の振興

小事業 01 生産性向上対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0716 記念品料 90
1856081 種豚導入事業補助金 3,750
1856101 日向市和牛改良推進事業補助金 360
1856144 養牛経営基盤強化対策事業補助金 13,300

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
17,500 9,905 7,595

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
17,500

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　優良家畜の導入を支援することで、生産基盤の強化とともに、畜産経営の維持安定を図
る。

事
　
業
　
内
　
容

　市子牛品評会や郡子牛共進会への出品に係る支援を行うとともに、購買者ニーズに即し
た繁殖雌牛、肥育素牛、繁殖雌豚及び種豚の導入・更新に係る経費の一部を支援する。

○日向市和牛改良推進事業
　　市子牛品評会及び郡子牛共進会出品に係る支援

○養牛経営基盤強化対策事業
　　繁殖雌牛導入に係る支援　　　　　120頭

○種豚導入事業
　　繁殖雌豚及び種豚導入に係る支援　150頭

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0002 畜産振興係
06 農林水産業費 01 農業費 04 畜産業費

大事業 17 農業の振興
中事業 04 畜産業の振興

小事業 02 家畜防疫推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 2,500
1836021 自衛防疫推進協議会補助金 520
1856011 牛異常産四種混合ワクチン予防接種事業補助金 350

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,370 3,412 △ 42

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1 3,369

主な財源 家畜防疫手数料事務委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　消毒用石灰の配布や牛異常産四種混合ワクチン等の予防接種を推進することで、家畜伝
染病等による経済的損失を防止し、畜産経営の安定を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　日向市自衛防疫推進協議会を実施主体として、牛の予防接種や家畜衛生・防疫に係る補
助事業を実施する。また、全ての畜産農場に対し消毒用石灰を配布し、自衛防疫意識の啓
発と畜産経営の安定を図る。

○消毒用石灰の配布　　　　　　　　248農場（養牛114農場、養豚4農場、養鶏130農場）

○牛異常産四種混合ワクチンの接種　700頭

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0002 畜産振興係
06 農林水産業費 01 農業費 04 畜産業費

大事業 17 農業の振興
中事業 04 畜産業の振興

小事業 03 各種資金利子補給（畜産）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1865029 日向市畜産緊急支援資金利子補給補助金 121

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
121 87 34

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
102 19

主な財源 畜産経営維持緊急支援資金融通事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　近年の配合飼料価格の上昇や畜産物価格の低下等により、借入金の償還が困難になった
畜産農家が借り換えた長期かつ低利な畜産特別資金に対し、利子補給を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○日向市畜産緊急支援資金利子補給補助金
　対象農家　：6経営体
　利子補給率：0.13％（県0.11％、市0.02％）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0002 畜産振興係
06 農林水産業費 01 農業費 04 畜産業費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 06 農林水産施設管理運営費

小事業 04 畜産センター管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1004 燃料費 2
1007 光熱水費 111
1008 修繕料 35
1103 手数料 6
1106 火災保険料 5
1201 施設維持管理委託料 105

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
264 230 34

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
264

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　畜産センターの維持管理に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

○光熱水費及び燃料費（電気、水道、混合油代）
○修繕料（小規模修繕など）
○手数料（浄化槽法定検査）
○火災保険料
○維持管理委託（浄化槽清掃・保守点検）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0002 畜産振興係
06 農林水産業費 01 農業費 04 畜産業費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 06 農林水産施設管理運営費

小事業 05 畜産資源リサイクルセンター管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 36
1106 火災保険料 77
1207 指定管理者委託料 4,358
1402 維持補修工事 385

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,856 4,301 555

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,307 3,549

主な財源 畜産資源リサイクルセンター管理運営負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　畜産資源リサイクルセンターの維持管理に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

○修繕料（小規模修繕など）
○火災保険料
○維持補修工事（小規模維持補修工事など）
○指定管理者委託料
　・指定管理者：㈱ＪＡファームひゅうが
　・指定期間　：令和2年度から令和6年度まで
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0002 畜産振興係
06 農林水産業費 01 農業費 04 畜産業費

大事業 17 農業の振興
中事業 04 畜産業の振興

小事業 02 家畜防疫推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 2,500
1836021 自衛防疫推進協議会補助金 520
1856011 牛異常産四種混合ワクチン予防接種事業補助金 350

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,370 3,412 △ 42

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1 3,369

主な財源 家畜防疫手数料事務委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　消毒用石灰の配布や牛異常産四種混合ワクチン等の予防接種を推進することで、家畜伝
染病等による経済的損失を防止し、畜産経営の安定を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　日向市自衛防疫推進協議会を実施主体として、牛の予防接種や家畜衛生・防疫に係る補
助事業を実施する。また、全ての畜産農場に対し消毒用石灰を配布し、自衛防疫意識の啓
発と畜産経営の安定を図る。

○消毒用石灰の配布　　　　　　　　248農場（養牛114農場、養豚4農場、養鶏130農場）

○牛異常産四種混合ワクチンの接種　700頭

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0002 畜産振興係
06 農林水産業費 01 農業費 04 畜産業費

大事業 17 農業の振興
中事業 04 畜産業の振興

小事業 03 各種資金利子補給（畜産）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1865029 日向市畜産緊急支援資金利子補給補助金 121

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
121 87 34

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
102 19

主な財源 畜産経営維持緊急支援資金融通事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　近年の配合飼料価格の上昇や畜産物価格の低下等により、借入金の償還が困難になった
畜産農家が借り換えた長期かつ低利な畜産特別資金に対し、利子補給を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○日向市畜産緊急支援資金利子補給補助金
　対象農家　：6経営体
　利子補給率：0.13％（県0.11％、市0.02％）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0002 畜産振興係
06 農林水産業費 01 農業費 04 畜産業費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 06 農林水産施設管理運営費

小事業 04 畜産センター管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1004 燃料費 2
1007 光熱水費 111
1008 修繕料 35
1103 手数料 6
1106 火災保険料 5
1201 施設維持管理委託料 105

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
264 230 34

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
264

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　畜産センターの維持管理に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

○光熱水費及び燃料費（電気、水道、混合油代）
○修繕料（小規模修繕など）
○手数料（浄化槽法定検査）
○火災保険料
○維持管理委託（浄化槽清掃・保守点検）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0002 畜産振興係
06 農林水産業費 01 農業費 04 畜産業費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 06 農林水産施設管理運営費

小事業 05 畜産資源リサイクルセンター管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 36
1106 火災保険料 77
1207 指定管理者委託料 4,358
1402 維持補修工事 385

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,856 4,301 555

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,307 3,549

主な財源 畜産資源リサイクルセンター管理運営負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　畜産資源リサイクルセンターの維持管理に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

○修繕料（小規模修繕など）
○火災保険料
○維持補修工事（小規模維持補修工事など）
○指定管理者委託料
　・指定管理者：㈱ＪＡファームひゅうが
　・指定期間　：令和2年度から令和6年度まで
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0002 畜産振興係
06 農林水産業費 01 農業費 04 畜産業費

大事業 47 一般事務費
中事業 06 農林水産一般事務費

小事業 02 畜産振興一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 63
1001 消耗品費 79
1003 消耗品費被服 59
1004 燃料費 26
1008 修繕料 20
1101 通信運搬費 45
1107 自動車損害保険料 22
1301 使用料及び賃借料 217
1805035 宮崎県畜産振興協議会負担金 14
1805052 より良き宮崎牛づくり対策協議会負担金 12
1806020 東臼杵郡市肉用牛改良協議会負担金 187
1806053 東臼杵郡市畜産技術員連絡協議会負担金 5

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
749 683 66

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
749

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　畜産振興係の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○旅費
○消耗品費（一般事務用品のほかコピー機に係るものなど）
○使用料及び賃借料（公用車リース）
○各種畜産団体に対する負担金
　・宮崎県畜産振興協議会
　・より良き宮崎牛づくり対策協議会
　・東臼杵郡市肉用牛改良協議会
　・東臼杵郡畜産技術員連絡協議会

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0003 農村整備係
06 農林水産業費 01 農業費 05 農地費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 04 多面的機能支払交付金事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0301 職員手当 500
0802 普通旅費 70
1001 消耗品費 120
1004 燃料費 123
1007 光熱水費 150
1101 通信運搬費 37
1856152 多面的機能支払交付金 33,466

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
34,466 33,326 1,140

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
26,099 8,367

主な財源 多面的機能支払推進交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　地域共同による農地・農業用水等の資源の基礎的な保全管理活動への支援、施設の長寿
命化のための活動や高度な農地・水の保全活動等への支援を行なうことで、集落のコミュ
ニティ機能向上のため、地域に根ざした活動組織を核とした、地域主体の保全管理等の取
組の強化・拡大を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○活動内容及び交付金対象面積
　・農地維持活動　　　　Ｎ＝10組織　Ａ＝506ha
　　（農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持等）

　・資源向上（共同活動）Ｎ＝10組織　Ａ＝503ha
　　（水路、農道等の軽微な補修、景観形成や生態系保全などの農村環境保全活動）

　・資源向上（長寿命化）Ｎ＝ 9組織　Ａ＝344ha
　　（老朽化が進む水路、農道などの長寿命化のための補修・更新等）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0003 農村整備係
06 農林水産業費 01 農業費 05 農地費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 13 農道管理費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 340
1402 維持補修工事 4,000
1501 原材料費 2,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,340 5,340 1,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
585 1,300 2,651 1,804

主な財源
公共施設整備等資金積立基金繰入金、県単土地改良事業補助金
土地建物貸付収入

財源内訳

目
的
・
効
果

　農道の維持管理に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

○修繕料（農道補修など）
○維持管理委託費（農道草刈など）
○維持補修工事（小規模維持補修工事など）
○原材料費（アスファルト、コンクリートなど）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0003 農村整備係
06 農林水産業費 01 農業費 05 農地費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 20 農地耕作条件改善事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1812056 農業公社事業負担金 1,900

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,900 3,400 △ 1,500

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,900

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　農地中間管理事業の重点実施地区において、農地中間管理機構と連携しつつ、担い手へ
の農地集積の推進や高収益作物への転換を図るため、ほ場の基盤整備を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○農業公社事業負担金
　令和5年度事業費　　19,000千円（Ａ＝3.9ha）

【全体事業概要】　坪谷深谷地区（Ａ＝8.3ha）
　事業主体：農業公社
　事業期間：令和4年度から令和6年度
　総事業費：40,000千円

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0002 畜産振興係
06 農林水産業費 01 農業費 04 畜産業費

大事業 47 一般事務費
中事業 06 農林水産一般事務費

小事業 02 畜産振興一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 63
1001 消耗品費 79
1003 消耗品費被服 59
1004 燃料費 26
1008 修繕料 20
1101 通信運搬費 45
1107 自動車損害保険料 22
1301 使用料及び賃借料 217
1805035 宮崎県畜産振興協議会負担金 14
1805052 より良き宮崎牛づくり対策協議会負担金 12
1806020 東臼杵郡市肉用牛改良協議会負担金 187
1806053 東臼杵郡市畜産技術員連絡協議会負担金 5

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
749 683 66

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
749

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　畜産振興係の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○旅費
○消耗品費（一般事務用品のほかコピー機に係るものなど）
○使用料及び賃借料（公用車リース）
○各種畜産団体に対する負担金
　・宮崎県畜産振興協議会
　・より良き宮崎牛づくり対策協議会
　・東臼杵郡市肉用牛改良協議会
　・東臼杵郡畜産技術員連絡協議会

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0003 農村整備係
06 農林水産業費 01 農業費 05 農地費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 04 多面的機能支払交付金事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0301 職員手当 500
0802 普通旅費 70
1001 消耗品費 120
1004 燃料費 123
1007 光熱水費 150
1101 通信運搬費 37
1856152 多面的機能支払交付金 33,466

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
34,466 33,326 1,140

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
26,099 8,367

主な財源 多面的機能支払推進交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　地域共同による農地・農業用水等の資源の基礎的な保全管理活動への支援、施設の長寿
命化のための活動や高度な農地・水の保全活動等への支援を行なうことで、集落のコミュ
ニティ機能向上のため、地域に根ざした活動組織を核とした、地域主体の保全管理等の取
組の強化・拡大を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○活動内容及び交付金対象面積
　・農地維持活動　　　　Ｎ＝10組織　Ａ＝506ha
　　（農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持等）

　・資源向上（共同活動）Ｎ＝10組織　Ａ＝503ha
　　（水路、農道等の軽微な補修、景観形成や生態系保全などの農村環境保全活動）

　・資源向上（長寿命化）Ｎ＝ 9組織　Ａ＝344ha
　　（老朽化が進む水路、農道などの長寿命化のための補修・更新等）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0003 農村整備係
06 農林水産業費 01 農業費 05 農地費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 13 農道管理費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 340
1402 維持補修工事 4,000
1501 原材料費 2,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,340 5,340 1,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
585 1,300 2,651 1,804

主な財源
公共施設整備等資金積立基金繰入金、県単土地改良事業補助金
土地建物貸付収入

財源内訳

目
的
・
効
果

　農道の維持管理に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

○修繕料（農道補修など）
○維持管理委託費（農道草刈など）
○維持補修工事（小規模維持補修工事など）
○原材料費（アスファルト、コンクリートなど）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0003 農村整備係
06 農林水産業費 01 農業費 05 農地費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 20 農地耕作条件改善事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1812056 農業公社事業負担金 1,900

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,900 3,400 △ 1,500

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,900

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　農地中間管理事業の重点実施地区において、農地中間管理機構と連携しつつ、担い手へ
の農地集積の推進や高収益作物への転換を図るため、ほ場の基盤整備を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○農業公社事業負担金
　令和5年度事業費　　19,000千円（Ａ＝3.9ha）

【全体事業概要】　坪谷深谷地区（Ａ＝8.3ha）
　事業主体：農業公社
　事業期間：令和4年度から令和6年度
　総事業費：40,000千円

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0003 農村整備係
06 農林水産業費 01 農業費 05 農地費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 07 商工施設管理運営費

小事業 16 奥野河川プール管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 4
1103 手数料 29
1106 火災保険料 5
1206 その他の委託料 655
1301 使用料及び賃借料 21

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
714 688 26

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
714

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　塩見小原地区にある農業用施設（頭首工）を利用した河川プールで、適切な維持管理や
遊泳の監視を行うことにより、快適な施設の利用促進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○奥野河川プール管理運営費
　・消耗品費（常備薬、トイレットペーパー）
　・手数料（トイレ汲み取り）
　・火災保険料（トイレ更衣室建物火災保険）
　・管理運営業務委託（草刈・清掃・プール監視・水質調査）
　・土地借上料

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0003 農村整備係
06 農林水産業費 01 農業費 05 農地費

大事業 47 一般事務費
中事業 06 農林水産一般事務費

小事業 03 農村整備一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 31 1812016 農村振興技術連盟負担金 18
1003 消耗品費被服 59 1856041 小規模農業施設等整備事業補助金 1,000
1007 光熱水費 35
1101 通信運搬費 24
1103 手数料 5
1201 施設維持管理委託料 1,575
1205 システム開発等委託料 259
1206 その他の委託料 100
1301 使用料及び賃借料 845
1812011 県土地改良連合会負担金 9
1812012 県土地改良連合会特別負担金 269
1812015 農道台帳管理負担金 103

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,332 4,694 △ 362

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3 4,329

主な財源 ふるさと農村活性化基金利子
財源内訳

目
的
・
効
果

　農村整備係の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

〇消耗品費（一般事務用品、被服）
〇光熱水費（農業用施設電気料）
〇手数料（城山公園トイレ汲み取り）
〇委託料（施設維持管理業務委託、システム保守業務委託、登記委託料）
〇使用料及び賃借料（土地借上料、積算システムリース料）
〇負担金補助及び交付金（各種団体への負担金、事業補助）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0003 農村整備係
06 農林水産業費 01 農業費 06 ほ場整備事業費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 08 県営鵜毛・籾木地区基盤整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 4
0714 その他の役務提供等に対する報償金 20
0802 普通旅費 26
1001 消耗品費 25
1004 燃料費 154
1301 使用料及び賃借料 121
1501 原材料費 250
1802008 県営事業負担金 5,250

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,850 8,850 △ 3,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
300 4,800 750

主な財源 土地利用調整事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　本事業の導入により、ほ場の大規模化が実現でき、同時に用排水路や道路の整備によ
り、農作業の効率化や労力の省力化、水管理の縮減化を図るとともに、山間部の農地を守
るための組織づくりや農業機械の集約化が可能となる。また、農村に活気が生まれ、雇用
や後継者（担い手）の育成に寄与できる。

事
　
業
　
内
　
容

○県営事業負担金
　令和5年度事業費　　35,000千円

【全体事業概要】
  事業名：県営農地整備事業（経営体育成型）
　事業期間：平成24（2012）年度から令和5（2023）年度
　総事業費：Ｃ＝1,104,850千円
　受益面積：Ａ＝22.0ha

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0003 農村整備係
06 農林水産業費 01 農業費 08 用排水路整備事業費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 06 県営ため池等整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1802008 県営事業負担金 3,200

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,200 7,080 △ 3,880

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,800 400

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　本施設が決壊すると下流にある施設や民家に甚大な被害を及ぼす恐れがあるため、取水
施設の整備や漏水の防止等の抜本的な対策を行い、農業用水の安定的な確保と災害防止に
努め、活力ある農村の基盤作りを図る。

事
　
業
　
内
　
容

○県営事業負担金
　令和5年度事業費　　32,000千円（長谷ため池　Ｌ＝36.0ｍ）
　（負担割合：国55％・県35％・市10％）

【全体事業概要】
  事 業 名：長谷ため池整備事業
　事業期間：令和3年度から令和6年度
　総事業費：Ｃ＝115,800千円
　受益面積：Ａ＝5.30ha
　受益戸数：21戸

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0003 農村整備係
06 農林水産業費 01 農業費 05 農地費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 07 商工施設管理運営費

小事業 16 奥野河川プール管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 4
1103 手数料 29
1106 火災保険料 5
1206 その他の委託料 655
1301 使用料及び賃借料 21

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
714 688 26

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
714

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　塩見小原地区にある農業用施設（頭首工）を利用した河川プールで、適切な維持管理や
遊泳の監視を行うことにより、快適な施設の利用促進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○奥野河川プール管理運営費
　・消耗品費（常備薬、トイレットペーパー）
　・手数料（トイレ汲み取り）
　・火災保険料（トイレ更衣室建物火災保険）
　・管理運営業務委託（草刈・清掃・プール監視・水質調査）
　・土地借上料

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0003 農村整備係
06 農林水産業費 01 農業費 05 農地費

大事業 47 一般事務費
中事業 06 農林水産一般事務費

小事業 03 農村整備一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 31 1812016 農村振興技術連盟負担金 18
1003 消耗品費被服 59 1856041 小規模農業施設等整備事業補助金 1,000
1007 光熱水費 35
1101 通信運搬費 24
1103 手数料 5
1201 施設維持管理委託料 1,575
1205 システム開発等委託料 259
1206 その他の委託料 100
1301 使用料及び賃借料 845
1812011 県土地改良連合会負担金 9
1812012 県土地改良連合会特別負担金 269
1812015 農道台帳管理負担金 103

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,332 4,694 △ 362

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3 4,329

主な財源 ふるさと農村活性化基金利子
財源内訳

目
的
・
効
果

　農村整備係の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

〇消耗品費（一般事務用品、被服）
〇光熱水費（農業用施設電気料）
〇手数料（城山公園トイレ汲み取り）
〇委託料（施設維持管理業務委託、システム保守業務委託、登記委託料）
〇使用料及び賃借料（土地借上料、積算システムリース料）
〇負担金補助及び交付金（各種団体への負担金、事業補助）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0003 農村整備係
06 農林水産業費 01 農業費 06 ほ場整備事業費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 08 県営鵜毛・籾木地区基盤整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 4
0714 その他の役務提供等に対する報償金 20
0802 普通旅費 26
1001 消耗品費 25
1004 燃料費 154
1301 使用料及び賃借料 121
1501 原材料費 250
1802008 県営事業負担金 5,250

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,850 8,850 △ 3,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
300 4,800 750

主な財源 土地利用調整事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　本事業の導入により、ほ場の大規模化が実現でき、同時に用排水路や道路の整備によ
り、農作業の効率化や労力の省力化、水管理の縮減化を図るとともに、山間部の農地を守
るための組織づくりや農業機械の集約化が可能となる。また、農村に活気が生まれ、雇用
や後継者（担い手）の育成に寄与できる。

事
　
業
　
内
　
容

○県営事業負担金
　令和5年度事業費　　35,000千円

【全体事業概要】
  事業名：県営農地整備事業（経営体育成型）
　事業期間：平成24（2012）年度から令和5（2023）年度
　総事業費：Ｃ＝1,104,850千円
　受益面積：Ａ＝22.0ha

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0003 農村整備係
06 農林水産業費 01 農業費 08 用排水路整備事業費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 06 県営ため池等整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1802008 県営事業負担金 3,200

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,200 7,080 △ 3,880

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,800 400

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　本施設が決壊すると下流にある施設や民家に甚大な被害を及ぼす恐れがあるため、取水
施設の整備や漏水の防止等の抜本的な対策を行い、農業用水の安定的な確保と災害防止に
努め、活力ある農村の基盤作りを図る。

事
　
業
　
内
　
容

○県営事業負担金
　令和5年度事業費　　32,000千円（長谷ため池　Ｌ＝36.0ｍ）
　（負担割合：国55％・県35％・市10％）

【全体事業概要】
  事 業 名：長谷ため池整備事業
　事業期間：令和3年度から令和6年度
　総事業費：Ｃ＝115,800千円
　受益面積：Ａ＝5.30ha
　受益戸数：21戸

関連するＳＤＧｓ



－ 170 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0003 農村整備係
06 農林水産業費 01 農業費 08 用排水路整備事業費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 14 用排水路施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 60
1001 消耗品費 13
1004 燃料費 81
1007 光熱水費 110
1008 修繕料 400
1103 手数料 11
1108 その他の保険料 47
1201 施設維持管理委託料 719
1301 使用料及び賃借料 234
1402 維持補修工事 3,500
1812028 仲野原取水口管理負担金 13,700
2601 国に対する公課費 11

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
18,886 14,344 4,542

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
21 18,865

主な財源 用水路敷占用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　農業用用排水路施設の維持管理に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

〇旅費（事業協議など）
〇消耗品費（設計図書購入など）　
〇印刷製本費（写真プリント、図面印刷など）
〇光熱水費及び燃料費（電気、ガソリン代ほか）
〇修繕料（用排水路修繕など）
〇手数料（車検代行手数料）
〇賠償責任保険料（自賠責保険料、任意保険料）
〇維持管理委託（用排水路草刈、用水施設保守点検）
〇使用料及び賃借料（土地借上料）
〇維持補修工事（小規模維持補修工事など）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0003 農村整備係
06 農林水産業費 01 農業費 08 用排水路整備事業費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 24 県単ため池緊急防災対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1401 建設工事費 5,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,000 5,000 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,500 2,500

主な財源 ため池緊急防災対策事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　農業用ため池の貯水機能を確保することで、農業用水の安定的な確保と災害からの未然
防止を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　県営ため池整備事業における長谷ため池改修工事に合わせ、ため池堤内に堆積している
土砂の浚渫工事を行う。

〇建設工事費
　長谷ため池浚渫工事　一式

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0003 農村整備係
06 農林水産業費 01 農業費 08 用排水路整備事業費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 25 農業水利施設危機管理対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1401 建設工事費 8,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,000 7,000 1,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,080 1,700 200 20

主な財源
農業水利施設危機管理対策事業補助金
公共施設整備等資金積立基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　農村地域の都市化・混住化に伴い農業用水利施設への安全対策をすることで、安全性の
確保と事故の未然防止を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市道に隣接する農業用水路に蓋を設置することで歩道空間を確保し児童の安全を図る。

○建設工事費
　農業用水路蓋設置工事　Ｌ＝150ｍ
　（負担割合：国55％・県21％・市24％）

【全体事業概要】
　計画延長　：294ｍ
　事業期間　：令和4年度から令和5年度
　全体事業費：15,000千円

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0003 農村整備係
06 農林水産業費 01 農業費 08 用排水路整備事業費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 26 農業水路等長寿命化・防災減災事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1202 工事施工を伴う委託料 20,000
1401 建設工事費 15,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
35,000 0 35,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
23,750 10,000 1,200 50

主な財源
公共施設整備等資金積立基金繰入金
農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金

財源内訳

目
的
・
効
果

　防災重点ため池である北の内2号ため池において、堤体からの漏水が確認され破堤の危険
性があるため、早急に改修工事を実施することにより、農業用水の安定供給と農業者及び
地域住民の安全を図る。
　また、浜山地区排水路において、経年劣化による破損や波浪の影響により機能が低下し
ていることから、整備を行うことにより排水路としての機能維持を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　農業生産活動の基盤となる農業水利施設の機能の安定的な発揮に必要な長寿命化対策及
び防災減災対策を行う。

〇北の内2号ため池（負担割合：国55％・県18％・市27％）
　・測量調査設計業務委託料　15,000千円

【全体事業概要】
　事業期間：令和5年度から令和6年度
　総事業費：Ｃ＝75,000千円

〇浜山地区排水路（負担割合：国50％・県14％・市36％）
　・測量設計業務委託料　　 5,000千円
　・建設工事費　　　　　　15,000千円

【全体事業概要】
　事業期間：令和5年度
　総事業費：Ｃ＝20,000千円

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0003 農村整備係
06 農林水産業費 01 農業費 08 用排水路整備事業費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 14 用排水路施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 60
1001 消耗品費 13
1004 燃料費 81
1007 光熱水費 110
1008 修繕料 400
1103 手数料 11
1108 その他の保険料 47
1201 施設維持管理委託料 719
1301 使用料及び賃借料 234
1402 維持補修工事 3,500
1812028 仲野原取水口管理負担金 13,700
2601 国に対する公課費 11

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
18,886 14,344 4,542

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
21 18,865

主な財源 用水路敷占用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　農業用用排水路施設の維持管理に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

〇旅費（事業協議など）
〇消耗品費（設計図書購入など）　
〇印刷製本費（写真プリント、図面印刷など）
〇光熱水費及び燃料費（電気、ガソリン代ほか）
〇修繕料（用排水路修繕など）
〇手数料（車検代行手数料）
〇賠償責任保険料（自賠責保険料、任意保険料）
〇維持管理委託（用排水路草刈、用水施設保守点検）
〇使用料及び賃借料（土地借上料）
〇維持補修工事（小規模維持補修工事など）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0003 農村整備係
06 農林水産業費 01 農業費 08 用排水路整備事業費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 24 県単ため池緊急防災対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1401 建設工事費 5,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,000 5,000 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,500 2,500

主な財源 ため池緊急防災対策事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　農業用ため池の貯水機能を確保することで、農業用水の安定的な確保と災害からの未然
防止を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　県営ため池整備事業における長谷ため池改修工事に合わせ、ため池堤内に堆積している
土砂の浚渫工事を行う。

〇建設工事費
　長谷ため池浚渫工事　一式

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0003 農村整備係
06 農林水産業費 01 農業費 08 用排水路整備事業費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 25 農業水利施設危機管理対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1401 建設工事費 8,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,000 7,000 1,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,080 1,700 200 20

主な財源
農業水利施設危機管理対策事業補助金
公共施設整備等資金積立基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　農村地域の都市化・混住化に伴い農業用水利施設への安全対策をすることで、安全性の
確保と事故の未然防止を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市道に隣接する農業用水路に蓋を設置することで歩道空間を確保し児童の安全を図る。

○建設工事費
　農業用水路蓋設置工事　Ｌ＝150ｍ
　（負担割合：国55％・県21％・市24％）

【全体事業概要】
　計画延長　：294ｍ
　事業期間　：令和4年度から令和5年度
　全体事業費：15,000千円

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0003 農村整備係
06 農林水産業費 01 農業費 08 用排水路整備事業費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 26 農業水路等長寿命化・防災減災事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1202 工事施工を伴う委託料 20,000
1401 建設工事費 15,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
35,000 0 35,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
23,750 10,000 1,200 50

主な財源
公共施設整備等資金積立基金繰入金
農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金

財源内訳

目
的
・
効
果

　防災重点ため池である北の内2号ため池において、堤体からの漏水が確認され破堤の危険
性があるため、早急に改修工事を実施することにより、農業用水の安定供給と農業者及び
地域住民の安全を図る。
　また、浜山地区排水路において、経年劣化による破損や波浪の影響により機能が低下し
ていることから、整備を行うことにより排水路としての機能維持を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　農業生産活動の基盤となる農業水利施設の機能の安定的な発揮に必要な長寿命化対策及
び防災減災対策を行う。

〇北の内2号ため池（負担割合：国55％・県18％・市27％）
　・測量調査設計業務委託料　15,000千円

【全体事業概要】
　事業期間：令和5年度から令和6年度
　総事業費：Ｃ＝75,000千円

〇浜山地区排水路（負担割合：国50％・県14％・市36％）
　・測量設計業務委託料　　 5,000千円
　・建設工事費　　　　　　15,000千円

【全体事業概要】
　事業期間：令和5年度
　総事業費：Ｃ＝20,000千円

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0003 農村整備係
06 農林水産業費 01 農業費 08 用排水路整備事業費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 27 県単土地改良事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1401 建設工事費 1,900

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,900 0 1,900

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
665 1,200 35

主な財源 県単土地改良事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　坪谷仲崎地区にある揚水ポンプが老朽化に伴い故障し、営農（取水）に支障をきたして
いるため、更新工事を行い、農業用水の安定供給、施設管理の効率化及び農作業の省力化
を図る。

事
　
業
　
内
　
容

〇建設工事費
　揚水ポンプ更新工事　一式

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0003 農村整備係
06 農林水産業費 01 農業費 08 用排水路整備事業費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 28 水利施設等保全高度化事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1206 その他の委託料 5,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,000 0 5,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,900 1,200 1,900

主な財源 水利施設等保全高度化事業負担金、水利施設等保全高度化事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　令和6年3月31日までとなっている富島幹線用水路の水利権を更新するとともに、水利使
用量の見直しを行うことで、適正な水利用を図る。

事
　
業
　
内
　
容

〇その他の委託料
・富島幹線用水路水利権更新業務委託　一式
　負担割合：国50％、市50％（うち農業畜産課75.8％、水道課24.2％）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0003 農村整備係
11 災害復旧費 01 農林水産施設災害復旧費 01 農地・農業用施設災害復旧費

大事業 25 防災体制の充実
中事業 02 災害に強いまちづくり

小事業 06 農地・農業用施設災害復旧事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 50
1202 工事施工を伴う委託料 3,000
1206 その他の委託料 100
1401 建設工事費 12,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
15,150 15,150 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,900 7,600 1 3,649

主な財源 農地農業用施設災害復旧費負担金、農地災害復旧事業分担金（現年度）
財源内訳

目
的
・
効
果

　多発する異常気象等による災害に迅速に対応するための経費を計上し、農業経営基盤の
安定化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○委託料
　測量設計業務委託　一式

〇建設工事費
　農地・農業用施設災害復旧工事　一式

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 04 ふるさと物産振興課 0001 ふるさと応援係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 42 未来につなげる財政運営
中事業 02 自主財源の確保

小事業 02 ふるさと日向市応援寄附金事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525 1301 使用料及び賃借料 6,614
0301 職員手当 305 2403 その他特定目的基金積立金 1
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335
0719 返礼品代 300,000
0801 費用弁償 51
0802 普通旅費 497
1001 消耗品費 210
1006 印刷製本費 925
1101 通信運搬費 3,400
1103 手数料 163,953
1104 広告料 9,219
1206 その他の委託料 95,301

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
582,336 378,349 203,987

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
248 582,088

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金利子
財源内訳

目
的
・
効
果

　ふるさと納税制度を活用して寄附を受け入れることで自主財源を確保し、本市の事業推
進を図る。
　地場産品や農産物などを返礼品として取り扱い、ふるさと納税制度を通して本市の物産
を全国に発信し、地域産業の振興を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○寄附証明の発行に関する事務処理

○寄附金税額控除に係る申告（ワンストップ）特例申請に関する事務処理

○寄附額の増加を図るための情報発信

○ふるさと日向市応援寄附金返礼品事業者連絡会の開催

○ふるさと納税業務の外部委託
　主な委託内容
　　・寄附受付業務
　　・返礼品発注、発送管理業務
　　・寄附者問合せ対応
　　・返礼品事業者サポート
　　・返礼品開発業務
　　・返礼品画像の撮影及び編集
　　・ポータルサイト掲載

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0003 農村整備係
06 農林水産業費 01 農業費 08 用排水路整備事業費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 27 県単土地改良事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1401 建設工事費 1,900

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,900 0 1,900

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
665 1,200 35

主な財源 県単土地改良事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　坪谷仲崎地区にある揚水ポンプが老朽化に伴い故障し、営農（取水）に支障をきたして
いるため、更新工事を行い、農業用水の安定供給、施設管理の効率化及び農作業の省力化
を図る。

事
　
業
　
内
　
容

〇建設工事費
　揚水ポンプ更新工事　一式

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0003 農村整備係
06 農林水産業費 01 農業費 08 用排水路整備事業費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 28 水利施設等保全高度化事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1206 その他の委託料 5,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,000 0 5,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,900 1,200 1,900

主な財源 水利施設等保全高度化事業負担金、水利施設等保全高度化事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　令和6年3月31日までとなっている富島幹線用水路の水利権を更新するとともに、水利使
用量の見直しを行うことで、適正な水利用を図る。

事
　
業
　
内
　
容

〇その他の委託料
・富島幹線用水路水利権更新業務委託　一式
　負担割合：国50％、市50％（うち農業畜産課75.8％、水道課24.2％）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 01 農業畜産課 0003 農村整備係
11 災害復旧費 01 農林水産施設災害復旧費 01 農地・農業用施設災害復旧費

大事業 25 防災体制の充実
中事業 02 災害に強いまちづくり

小事業 06 農地・農業用施設災害復旧事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 50
1202 工事施工を伴う委託料 3,000
1206 その他の委託料 100
1401 建設工事費 12,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
15,150 15,150 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,900 7,600 1 3,649

主な財源 農地農業用施設災害復旧費負担金、農地災害復旧事業分担金（現年度）
財源内訳

目
的
・
効
果

　多発する異常気象等による災害に迅速に対応するための経費を計上し、農業経営基盤の
安定化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○委託料
　測量設計業務委託　一式

〇建設工事費
　農地・農業用施設災害復旧工事　一式

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 04 ふるさと物産振興課 0001 ふるさと応援係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 42 未来につなげる財政運営
中事業 02 自主財源の確保

小事業 02 ふるさと日向市応援寄附金事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525 1301 使用料及び賃借料 6,614
0301 職員手当 305 2403 その他特定目的基金積立金 1
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335
0719 返礼品代 300,000
0801 費用弁償 51
0802 普通旅費 497
1001 消耗品費 210
1006 印刷製本費 925
1101 通信運搬費 3,400
1103 手数料 163,953
1104 広告料 9,219
1206 その他の委託料 95,301

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
582,336 378,349 203,987

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
248 582,088

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金利子
財源内訳

目
的
・
効
果

　ふるさと納税制度を活用して寄附を受け入れることで自主財源を確保し、本市の事業推
進を図る。
　地場産品や農産物などを返礼品として取り扱い、ふるさと納税制度を通して本市の物産
を全国に発信し、地域産業の振興を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○寄附証明の発行に関する事務処理

○寄附金税額控除に係る申告（ワンストップ）特例申請に関する事務処理

○寄附額の増加を図るための情報発信

○ふるさと日向市応援寄附金返礼品事業者連絡会の開催

○ふるさと納税業務の外部委託
　主な委託内容
　　・寄附受付業務
　　・返礼品発注、発送管理業務
　　・寄附者問合せ対応
　　・返礼品事業者サポート
　　・返礼品開発業務
　　・返礼品画像の撮影及び編集
　　・ポータルサイト掲載

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 04 ふるさと物産振興課 0002 物産振興係
06 農林水産業費 01 農業費 02 農業総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 06 農林水産一般事務費

小事業 07 物産振興一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 143
1001 消耗品費 60
1003 消耗品費被服 25
1806035 みやざきブランド推進東臼杵地域協議会負担金 13

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
241 241 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
241

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　ふるさと物産振興課の業務に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○消耗品費（一般事務用品ほか）
○消耗品費被服
○普通旅費（本市の特産品のＰＲに係るもの）
○みやざきブランド推進東臼杵地域協議会負担金

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 04 ふるさと物産振興課 0002 物産振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 02 地域資源を生かした特産物の振興

小事業 03 日向地域のブランド確立推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 20
0702 出会謝金 45
0801 費用弁償 259
0802 普通旅費 245
1001 消耗品費 83
1004 燃料費 13
1101 通信運搬費 7
1103 手数料 100
1301 使用料及び賃借料 15
1812059 地域活性化起業人負担金 5,600
1856166 日向市ブランド品目植栽事業補助金 1,782

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,169 1,695 6,474

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,700 6,469

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向地域のブランド品目の苗木購入経費を助成し、作付量の増加により生産量の拡大を
図るほか6次産業化や薬草の販売等を支援することによりブランド確立を推進する。
　また、国の地域活性化起業人制度により、専門的な知見やノウハウを持った人材を活用
し、付加価値の高い地場産品の開発や販路開拓等に取り組み、強みを生かした「稼げる」
産業振興の実現を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○日向市ブランド品目植栽事業補助金
　（苗木購入経費に対し3分の1以内を助成）

○6次産業化の促進
　・取組を希望する事業者への相談対応
　・研修会への参加

○薬草栽培等の支援活動
　（日向市東郷地域薬草栽培振興会の開催、東郷まちづくり協議会等の薬草栽培や
　　普及啓発活動の支援）

○地域活性化起業人負担金
　（総務省「地域活性化起業人制度」の活用）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 04 ふるさと物産振興課 0002 物産振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 02 地域資源を生かした特産物の振興

小事業 05 へべす振興対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1856004 へべす振興対策事業補助金 4,500
1856204 へべすの日関連イベント実行委員会補助金 13,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
17,500 4,500 13,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
17,500

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　県内全域にへべすの栽培が広がる中、「へべす発祥の地」や「9月6日はへべすの日」の
ＰＲを行いながら、県内外での販売促進活動やへべす大使等の発信力や知見を活用したイ
ベントを開催することにより、日向のへべすの認知度向上や消費拡大を図る。
　また、日向のへべすの消費拡大により生産農家の所得向上と経営の安定化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○「日向のへべす消費拡大プロジェクト会議」のへべす販売促進活動等への支援
　・ＳＮＳを活用したへべすの認知度向上
　・都市圏での販売促進活動
　（宮崎県の県外事務所と連携したへべすの販売促進活動の実施）
　・宮崎産業経営大学との連携
　（フェイスブックを活用した情報発信及び各種イベントでの連携）

○「へべすの日」関連イベントの実施
　・へべす大使等が持つ発信力や知見を活用して、へべすをはじめとした
　　本市地場産品の市内外へのＰＲ
　・市内団体等と連携し、市民の笑顔と元気を取り戻す物産振興イベント
　　を実施

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0001 林業振興係
06 農林水産業費 02 林業費 01 林業総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 06 農林水産一般事務費

小事業 04 林業振興一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 8 1890012 市有林売却等交付金 327
1001 消耗品費 356
1003 消耗品費被服 130
1004 燃料費 120
1008 修繕料 50
1101 通信運搬費 50
1106 火災保険料 5
1107 自動車損害保険料 53
1206 その他の委託料 3,668
1301 使用料及び賃借料 363
1805023 宮崎県治山林道協会負担金 156
1812019 林業構造改善協議会負担金 5

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,291 1,965 3,326

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,425 1,866

主な財源 耳川流域木材加工団地事業推進負担金、土地建物貸付収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　森林経営の推進及び林業振興のための事業執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○消耗品費（一般事務用品ほか）
○燃料費（公用車に係るもの）
○修繕費（公用車に係るもの）
○通信運搬費（郵便料）
○火災保険料（林業機械倉庫ほか建物総合損害共済）
○自動車損害保険料（公用車に係るもの）
○その他の委託料（耳川流域木材加工団地維持管理に係るもの）
○使用料及び賃借料（公用車リース料）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 04 ふるさと物産振興課 0002 物産振興係
06 農林水産業費 01 農業費 02 農業総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 06 農林水産一般事務費

小事業 07 物産振興一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 143
1001 消耗品費 60
1003 消耗品費被服 25
1806035 みやざきブランド推進東臼杵地域協議会負担金 13

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
241 241 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
241

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　ふるさと物産振興課の業務に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○消耗品費（一般事務用品ほか）
○消耗品費被服
○普通旅費（本市の特産品のＰＲに係るもの）
○みやざきブランド推進東臼杵地域協議会負担金

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 04 ふるさと物産振興課 0002 物産振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 02 地域資源を生かした特産物の振興

小事業 03 日向地域のブランド確立推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 20
0702 出会謝金 45
0801 費用弁償 259
0802 普通旅費 245
1001 消耗品費 83
1004 燃料費 13
1101 通信運搬費 7
1103 手数料 100
1301 使用料及び賃借料 15
1812059 地域活性化起業人負担金 5,600
1856166 日向市ブランド品目植栽事業補助金 1,782

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,169 1,695 6,474

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,700 6,469

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向地域のブランド品目の苗木購入経費を助成し、作付量の増加により生産量の拡大を
図るほか6次産業化や薬草の販売等を支援することによりブランド確立を推進する。
　また、国の地域活性化起業人制度により、専門的な知見やノウハウを持った人材を活用
し、付加価値の高い地場産品の開発や販路開拓等に取り組み、強みを生かした「稼げる」
産業振興の実現を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○日向市ブランド品目植栽事業補助金
　（苗木購入経費に対し3分の1以内を助成）

○6次産業化の促進
　・取組を希望する事業者への相談対応
　・研修会への参加

○薬草栽培等の支援活動
　（日向市東郷地域薬草栽培振興会の開催、東郷まちづくり協議会等の薬草栽培や
　　普及啓発活動の支援）

○地域活性化起業人負担金
　（総務省「地域活性化起業人制度」の活用）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 04 ふるさと物産振興課 0002 物産振興係
06 農林水産業費 01 農業費 03 農業振興費

大事業 17 農業の振興
中事業 02 地域資源を生かした特産物の振興

小事業 05 へべす振興対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1856004 へべす振興対策事業補助金 4,500
1856204 へべすの日関連イベント実行委員会補助金 13,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
17,500 4,500 13,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
17,500

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　県内全域にへべすの栽培が広がる中、「へべす発祥の地」や「9月6日はへべすの日」の
ＰＲを行いながら、県内外での販売促進活動やへべす大使等の発信力や知見を活用したイ
ベントを開催することにより、日向のへべすの認知度向上や消費拡大を図る。
　また、日向のへべすの消費拡大により生産農家の所得向上と経営の安定化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○「日向のへべす消費拡大プロジェクト会議」のへべす販売促進活動等への支援
　・ＳＮＳを活用したへべすの認知度向上
　・都市圏での販売促進活動
　（宮崎県の県外事務所と連携したへべすの販売促進活動の実施）
　・宮崎産業経営大学との連携
　（フェイスブックを活用した情報発信及び各種イベントでの連携）

○「へべすの日」関連イベントの実施
　・へべす大使等が持つ発信力や知見を活用して、へべすをはじめとした
　　本市地場産品の市内外へのＰＲ
　・市内団体等と連携し、市民の笑顔と元気を取り戻す物産振興イベント
　　を実施

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0001 林業振興係
06 農林水産業費 02 林業費 01 林業総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 06 農林水産一般事務費

小事業 04 林業振興一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 8 1890012 市有林売却等交付金 327
1001 消耗品費 356
1003 消耗品費被服 130
1004 燃料費 120
1008 修繕料 50
1101 通信運搬費 50
1106 火災保険料 5
1107 自動車損害保険料 53
1206 その他の委託料 3,668
1301 使用料及び賃借料 363
1805023 宮崎県治山林道協会負担金 156
1812019 林業構造改善協議会負担金 5

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,291 1,965 3,326

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,425 1,866

主な財源 耳川流域木材加工団地事業推進負担金、土地建物貸付収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　森林経営の推進及び林業振興のための事業執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○消耗品費（一般事務用品ほか）
○燃料費（公用車に係るもの）
○修繕費（公用車に係るもの）
○通信運搬費（郵便料）
○火災保険料（林業機械倉庫ほか建物総合損害共済）
○自動車損害保険料（公用車に係るもの）
○その他の委託料（耳川流域木材加工団地維持管理に係るもの）
○使用料及び賃借料（公用車リース料）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0001 林業振興係
06 農林水産業費 02 林業費 02 林業振興費

大事業 18 林業・木材産業の振興
中事業 02 林業経営の改善

小事業 01 林業振興費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 198
1001 消耗品費 63
1004 燃料費 80
1101 通信運搬費 60
1805042 宮崎県緑化推進機構負担金 23
1805054 宮崎県木材需要拡大推進会議負担金 11
1806029 県林業研究グループ連絡協議会負担金 54
1806050 耳川流域森林・林業活性化センター負担金 135
1812032 生産森林組合活動支援事業負担金 72
1856094 日向市林業研究グループ活動補助金 100
1856098 椎茸種駒購入事業補助金 1,300
1856140 しいたけ等生産体制強化事業補助金 6,286

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,382 9,914 △ 1,532

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,145 6,237

主な財源
林業研究グループ等育成事業補助金、
しいたけ等特用林産物生産体制強化事業補助金

財源内訳

目
的
・
効
果

　林業関係団体、林業担い手の育成・確保及び特用林産物の生産を支援することにより、
林業の振興を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○日向市林業研究グループ活動促進事業補助金
　活動費に対する定額補助（県1／2、市1／2）

○椎茸種駒等購入補助金
　椎茸原木に3万個以上植菌を行う生産者に対して種駒等購入費の一部を補助
　（市1／3以内）

○しいたけ等特用林産物生産体制強化事業補助金
　しいたけ等特用林産物の生産基盤の強化を行う団体等に対しての補助（県市2／3）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0001 林業振興係
06 農林水産業費 02 林業費 02 林業振興費

大事業 18 林業・木材産業の振興
中事業 02 林業経営の改善

小事業 02 有害鳥獣対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 13
1001 消耗品費 27
1108 その他の保険料 571
1856099 有害鳥獣対策推進事業補助金 413
1856125 日向市有害鳥獣捕獲促進事業補助金 6,757
1856165 狩猟免許取得促進事業補助金 268

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,049 7,583 466

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,227 6,822

主な財源 市町村有害鳥獣捕獲促進事業補助金、宮崎県市町村権限移譲交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　有害鳥獣による農林産物の被害が深刻化しているため、地域ぐるみの被害防止活動を推
進し、侵入防護柵の設置や鳥獣を呼び寄せない取組（研修会や地域点検等）を積極的に行
うとともに、猟友会と連携した効率的な捕獲を行うことにより、農林水産物等に係る被害
の軽減を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○有害鳥獣捕獲業務に係る施設賠償責任保険及び傷害保険の保険料

○有害鳥獣捕獲対策事業補助金（市）　　　　　　　　　　　　　
　地域ごとに編成した有害鳥獣捕獲班に対し、捕獲活動に要する経費を補助

○日向市有害鳥獣捕獲促進事業補助金
　・シカ捕獲促進特別対策事業補助金（県＋市）
　・有害鳥獣捕獲班活動支援事業補助金（県＋市）
　・野生猿特別捕獲班活動支援事業補助金（県＋市）
　・鳥獣保護区等周辺被害防止事業補助金（電柵）（県＋市）
　・鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業（国庫上乗せ分）（市）

○狩猟免許取得促進事業補助金（市1／2以内）　　　　　　　　
　新たに狩猟免許を取得するために要した経費に対する補助

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0001 林業振興係
06 農林水産業費 02 林業費 02 林業振興費

大事業 18 林業・木材産業の振興
中事業 02 林業経営の改善

小事業 08 林業・木材産業振興事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 2,475
1825015 林業大学校住宅環境整備負担金 750
1856196 日向市林業担い手対策事業補助金 6,010

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
9,235 0 9,235

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
9,235

主な財源 森林環境譲与税基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　森林環境譲与税を活用し、人材の育成及び確保、普及啓発、木材の利用の促進等の施策
を講じることにより、森林の整備の促進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○事業委託料
　・林業担い手対策教育プログラム事業業務委託
　　小中高生を対象にした森林・林業・木材産業に関する教育プログラムの実施
　・森林環境教育事業業務委託
　　「杉のコサージュ」を活用した森林環境教育の実施

○林業大学校住宅環境整備負担金　　　　　　　　　
　林業大学校研修生住居支援のための市営住宅修繕費

○林業担い手確保支援事業補助金
　高校生を対象とした地域林業啓発イベント等に対する補助

○林業従事者下刈作業特別対策事業補助金
　下刈作業従事者に対する補助（定額）

○林業労働安全装備等整備事業補助金
　造林保育施業に係る安全装備等の購入経費の補助（1／2以内）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0002 林業土木係
06 農林水産業費 02 林業費 01 林業総務費

大事業 18 林業・木材産業の振興
中事業 01 生産基盤の整備

小事業 11 林道管理費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 10 1825002 研修会負担金 32
1001 消耗品費 19
1004 燃料費 210
1008 修繕料 96
1101 通信運搬費 80
1103 手数料 50
1107 自動車損害保険料 18
1206 その他の委託料 1,470
1301 使用料及び賃借料 225
1402 維持補修工事 3,000
1501 原材料費 400
1702 機械器具費（事業執行用） 35

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,645 5,312 333

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
5,645

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　林道の適切な管理を行うことにより、森林施業の円滑化とともに集落間の連絡路確保や
通行の安全性向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○林道維持管理経費
　・燃料費（ガソリン、混合油）
　・修繕料（林道一般修繕など）
　・委託料（伐木、除草等委託）
　・維持補修工事（路面補修、側溝等排水施設土砂撤去、崩土除去など）
　・原材料費（路面・路側等補修材料など）

【林道施設概要】
　・管理路線数　　　35路線
　・管理延長　　　　Ｌ＝126,410ｍ（R4.9.30現在）
　・管理林道橋数　　Ｎ＝25橋
　・管理トンネル数　Ｎ＝1本

関連するＳＤＧｓ



－ 177 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0001 林業振興係
06 農林水産業費 02 林業費 02 林業振興費

大事業 18 林業・木材産業の振興
中事業 02 林業経営の改善

小事業 01 林業振興費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 198
1001 消耗品費 63
1004 燃料費 80
1101 通信運搬費 60
1805042 宮崎県緑化推進機構負担金 23
1805054 宮崎県木材需要拡大推進会議負担金 11
1806029 県林業研究グループ連絡協議会負担金 54
1806050 耳川流域森林・林業活性化センター負担金 135
1812032 生産森林組合活動支援事業負担金 72
1856094 日向市林業研究グループ活動補助金 100
1856098 椎茸種駒購入事業補助金 1,300
1856140 しいたけ等生産体制強化事業補助金 6,286

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,382 9,914 △ 1,532

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,145 6,237

主な財源
林業研究グループ等育成事業補助金、
しいたけ等特用林産物生産体制強化事業補助金

財源内訳

目
的
・
効
果

　林業関係団体、林業担い手の育成・確保及び特用林産物の生産を支援することにより、
林業の振興を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○日向市林業研究グループ活動促進事業補助金
　活動費に対する定額補助（県1／2、市1／2）

○椎茸種駒等購入補助金
　椎茸原木に3万個以上植菌を行う生産者に対して種駒等購入費の一部を補助
　（市1／3以内）

○しいたけ等特用林産物生産体制強化事業補助金
　しいたけ等特用林産物の生産基盤の強化を行う団体等に対しての補助（県市2／3）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0001 林業振興係
06 農林水産業費 02 林業費 02 林業振興費

大事業 18 林業・木材産業の振興
中事業 02 林業経営の改善

小事業 02 有害鳥獣対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 13
1001 消耗品費 27
1108 その他の保険料 571
1856099 有害鳥獣対策推進事業補助金 413
1856125 日向市有害鳥獣捕獲促進事業補助金 6,757
1856165 狩猟免許取得促進事業補助金 268

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,049 7,583 466

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,227 6,822

主な財源 市町村有害鳥獣捕獲促進事業補助金、宮崎県市町村権限移譲交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　有害鳥獣による農林産物の被害が深刻化しているため、地域ぐるみの被害防止活動を推
進し、侵入防護柵の設置や鳥獣を呼び寄せない取組（研修会や地域点検等）を積極的に行
うとともに、猟友会と連携した効率的な捕獲を行うことにより、農林水産物等に係る被害
の軽減を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○有害鳥獣捕獲業務に係る施設賠償責任保険及び傷害保険の保険料

○有害鳥獣捕獲対策事業補助金（市）　　　　　　　　　　　　　
　地域ごとに編成した有害鳥獣捕獲班に対し、捕獲活動に要する経費を補助

○日向市有害鳥獣捕獲促進事業補助金
　・シカ捕獲促進特別対策事業補助金（県＋市）
　・有害鳥獣捕獲班活動支援事業補助金（県＋市）
　・野生猿特別捕獲班活動支援事業補助金（県＋市）
　・鳥獣保護区等周辺被害防止事業補助金（電柵）（県＋市）
　・鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業（国庫上乗せ分）（市）

○狩猟免許取得促進事業補助金（市1／2以内）　　　　　　　　
　新たに狩猟免許を取得するために要した経費に対する補助

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0001 林業振興係
06 農林水産業費 02 林業費 02 林業振興費

大事業 18 林業・木材産業の振興
中事業 02 林業経営の改善

小事業 08 林業・木材産業振興事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 2,475
1825015 林業大学校住宅環境整備負担金 750
1856196 日向市林業担い手対策事業補助金 6,010

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
9,235 0 9,235

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
9,235

主な財源 森林環境譲与税基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　森林環境譲与税を活用し、人材の育成及び確保、普及啓発、木材の利用の促進等の施策
を講じることにより、森林の整備の促進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○事業委託料
　・林業担い手対策教育プログラム事業業務委託
　　小中高生を対象にした森林・林業・木材産業に関する教育プログラムの実施
　・森林環境教育事業業務委託
　　「杉のコサージュ」を活用した森林環境教育の実施

○林業大学校住宅環境整備負担金　　　　　　　　　
　林業大学校研修生住居支援のための市営住宅修繕費

○林業担い手確保支援事業補助金
　高校生を対象とした地域林業啓発イベント等に対する補助

○林業従事者下刈作業特別対策事業補助金
　下刈作業従事者に対する補助（定額）

○林業労働安全装備等整備事業補助金
　造林保育施業に係る安全装備等の購入経費の補助（1／2以内）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0002 林業土木係
06 農林水産業費 02 林業費 01 林業総務費

大事業 18 林業・木材産業の振興
中事業 01 生産基盤の整備

小事業 11 林道管理費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 10 1825002 研修会負担金 32
1001 消耗品費 19
1004 燃料費 210
1008 修繕料 96
1101 通信運搬費 80
1103 手数料 50
1107 自動車損害保険料 18
1206 その他の委託料 1,470
1301 使用料及び賃借料 225
1402 維持補修工事 3,000
1501 原材料費 400
1702 機械器具費（事業執行用） 35

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,645 5,312 333

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
5,645

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　林道の適切な管理を行うことにより、森林施業の円滑化とともに集落間の連絡路確保や
通行の安全性向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○林道維持管理経費
　・燃料費（ガソリン、混合油）
　・修繕料（林道一般修繕など）
　・委託料（伐木、除草等委託）
　・維持補修工事（路面補修、側溝等排水施設土砂撤去、崩土除去など）
　・原材料費（路面・路側等補修材料など）

【林道施設概要】
　・管理路線数　　　35路線
　・管理延長　　　　Ｌ＝126,410ｍ（R4.9.30現在）
　・管理林道橋数　　Ｎ＝25橋
　・管理トンネル数　Ｎ＝1本

関連するＳＤＧｓ



－ 178 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0002 林業土木係
06 農林水産業費 02 林業費 02 林業振興費

大事業 18 林業・木材産業の振興
中事業 01 生産基盤の整備

小事業 05 横瀬・広瀬線（交付金）林道改良事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 90
1001 消耗品費 115
1004 燃料費 300
1401 建設工事費 30,500
1402 維持補修工事 100

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
31,105 26,804 4,301

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
18,605 12,500

主な財源 地域再生林道事業交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　広範囲の利用区域を有する当林道を開設することで、森林施業の円滑化を図るととも
に、集落間連絡の確保や林業・環境基盤の整備を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○建設工事費
　・横瀬・広瀬線林道開設事業　Ｌ＝130ｍ、Ｗ＝4.0ｍ

【全体計画概要】
　・計画延長　　　Ｌ＝4,769.6ｍ　
　・開設済延長　　Ｌ＝4,523.0ｍ（残延長　Ｌ＝246.6ｍ）
　・開設率　　　　94.8％　　　　※R3年度末確定値
　・完了予定年度　R6年度

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0002 林業土木係
06 農林水産業費 02 林業費 02 林業振興費

大事業 18 林業・木材産業の振興
中事業 01 生産基盤の整備

小事業 08 林道等改良事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1856033 県単林道等改良事業補助金 500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
500 500 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
300 200

主な財源 林道等改良事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　林道等の舗装や林道横断暗渠の改修工事を行うことにより、路面の洗堀や大規模な災害
を防止でき、通行の安全の確保、森林施業の円滑化や経費の縮減を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○事業費補助金
　・作業道（路）生コン舗装補助
　・補助率＝規定事業費に対し、県3／10、市2／10
　・計画事業量　1路線（新九郎谷川線　Ｌ＝110ｍ、Ｗ＝3.0ｍ）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0002 林業土木係
06 農林水産業費 02 林業費 02 林業振興費

大事業 18 林業・木材産業の振興
中事業 01 生産基盤の整備

小事業 13 林道施設長寿命化対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1204 調査・計画策定委託料 5,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,000 0 5,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,500 2,500

主な財源 農山漁村地域整備事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　林道施設等の長寿命化と効率的な維持管理・更新等につなげるため、林道橋長寿命化計
画（個別施設計画）に基づく定期点検や補修等を行うことにより、林道施設長寿命化対策
の充実と維持管理にかかるトータルコストの抑制、事業費の平準化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○林道橋梁点検・長寿命化計画変更業務委託
　林道橋梁長寿命化計画に基づき5年毎に林道橋の橋梁点検を行い、随時計画の見直しに
　反映させる。

【林道施設概要】
　・管理林道橋数　Ｎ＝26⇒25橋
　　　※併用林道内橋梁1橋は協議により林野庁管理橋梁に変更

【長寿命化計画】
　・R5　：橋梁点検、修繕計画見直し　Ｎ＝14橋
　　R6　：橋梁点検、修繕計画見直し　Ｎ＝11橋
　　R7～：点検結果に基づく修繕工事

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0002 林業土木係
08 土木費 01 土木管理費 01 土木総務費

大事業 33 生活の質を高める都市基盤の整備
中事業 02 憩いのある公園・緑地の整備

小事業 01 九州自然歩道管理事業（東郷地区）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1201 施設維持管理委託料 400

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
400 400 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
400

主な財源 九州自然歩道管理委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　自然に親しむ場所を提供することにより、市民の健全な心身の育成や自然保護に対する
理解促進に寄与する。

事
　
業
　
内
　
容

○施設維持管理委託料（九州自然歩道受託管理事業）
　・委託者　　　　　　　宮崎県
　・維持管理区間の延長　Ｌ＝9.6ｋｍ（都農町境界～美郷町境界）
　・業務内容　　　　　　草刈、清掃、軽微な補修、巡視等

【九州自然歩道（日向市東郷町）概要】
　・歩道延長　　　　　　約21ｋｍ

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0002 林業土木係
06 農林水産業費 02 林業費 02 林業振興費

大事業 18 林業・木材産業の振興
中事業 01 生産基盤の整備

小事業 05 横瀬・広瀬線（交付金）林道改良事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 90
1001 消耗品費 115
1004 燃料費 300
1401 建設工事費 30,500
1402 維持補修工事 100

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
31,105 26,804 4,301

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
18,605 12,500

主な財源 地域再生林道事業交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　広範囲の利用区域を有する当林道を開設することで、森林施業の円滑化を図るととも
に、集落間連絡の確保や林業・環境基盤の整備を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○建設工事費
　・横瀬・広瀬線林道開設事業　Ｌ＝130ｍ、Ｗ＝4.0ｍ

【全体計画概要】
　・計画延長　　　Ｌ＝4,769.6ｍ　
　・開設済延長　　Ｌ＝4,523.0ｍ（残延長　Ｌ＝246.6ｍ）
　・開設率　　　　94.8％　　　　※R3年度末確定値
　・完了予定年度　R6年度

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0002 林業土木係
06 農林水産業費 02 林業費 02 林業振興費

大事業 18 林業・木材産業の振興
中事業 01 生産基盤の整備

小事業 08 林道等改良事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1856033 県単林道等改良事業補助金 500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
500 500 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
300 200

主な財源 林道等改良事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　林道等の舗装や林道横断暗渠の改修工事を行うことにより、路面の洗堀や大規模な災害
を防止でき、通行の安全の確保、森林施業の円滑化や経費の縮減を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○事業費補助金
　・作業道（路）生コン舗装補助
　・補助率＝規定事業費に対し、県3／10、市2／10
　・計画事業量　1路線（新九郎谷川線　Ｌ＝110ｍ、Ｗ＝3.0ｍ）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0002 林業土木係
06 農林水産業費 02 林業費 02 林業振興費

大事業 18 林業・木材産業の振興
中事業 01 生産基盤の整備

小事業 13 林道施設長寿命化対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1204 調査・計画策定委託料 5,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,000 0 5,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,500 2,500

主な財源 農山漁村地域整備事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　林道施設等の長寿命化と効率的な維持管理・更新等につなげるため、林道橋長寿命化計
画（個別施設計画）に基づく定期点検や補修等を行うことにより、林道施設長寿命化対策
の充実と維持管理にかかるトータルコストの抑制、事業費の平準化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○林道橋梁点検・長寿命化計画変更業務委託
　林道橋梁長寿命化計画に基づき5年毎に林道橋の橋梁点検を行い、随時計画の見直しに
　反映させる。

【林道施設概要】
　・管理林道橋数　Ｎ＝26⇒25橋
　　　※併用林道内橋梁1橋は協議により林野庁管理橋梁に変更

【長寿命化計画】
　・R5　：橋梁点検、修繕計画見直し　Ｎ＝14橋
　　R6　：橋梁点検、修繕計画見直し　Ｎ＝11橋
　　R7～：点検結果に基づく修繕工事

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0002 林業土木係
08 土木費 01 土木管理費 01 土木総務費

大事業 33 生活の質を高める都市基盤の整備
中事業 02 憩いのある公園・緑地の整備

小事業 01 九州自然歩道管理事業（東郷地区）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1201 施設維持管理委託料 400

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
400 400 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
400

主な財源 九州自然歩道管理委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　自然に親しむ場所を提供することにより、市民の健全な心身の育成や自然保護に対する
理解促進に寄与する。

事
　
業
　
内
　
容

○施設維持管理委託料（九州自然歩道受託管理事業）
　・委託者　　　　　　　宮崎県
　・維持管理区間の延長　Ｌ＝9.6ｋｍ（都農町境界～美郷町境界）
　・業務内容　　　　　　草刈、清掃、軽微な補修、巡視等

【九州自然歩道（日向市東郷町）概要】
　・歩道延長　　　　　　約21ｋｍ

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0002 林業土木係
11 災害復旧費 01 農林水産施設災害復旧費 02 林道災害復旧費

大事業 25 防災体制の充実
中事業 02 災害に強いまちづくり

小事業 07 林道災害復旧事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1202 工事施工を伴う委託料 4,000
1402 維持補修工事 10,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
14,000 14,000 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,500 7,600 2,900

主な財源 林道災害復旧費負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　林道災害復旧事業により、林道機能を回復し通行の安全を確保するとともに、森林施業
の安定化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○委託料
　測量設計　一式

○維持補修工事
　林道災害復旧工事　一式

【林道施設概要】
　・管理路線数　　　35路線　　
　・管理延長　　　　Ｌ＝126,410ｍ（R4.9.30現在）
　・管理林道橋数　　Ｎ＝25橋
　・管理トンネル数　Ｎ＝1本

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0003 地籍調査係
06 農林水産業費 01 農業費 05 農地費

大事業 32 秩序ある土地利用と都市空間の形成
中事業 01 計画的な土地利用の推進

小事業 01 地籍調査事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 3,050 1812052 宮崎県国土調査推進協議会負担金 99
0301 職員手当 610 1812058 県地籍調査成果認証・管理システム負担金 10
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 670 1825002 研修会負担金 35
0801 費用弁償 102 2601 国に対する公課費 3
0802 普通旅費 74
1001 消耗品費 140
1003 消耗品費被服 95
1004 燃料費 250
1008 修繕料 30
1101 通信運搬費 350
1203 事業委託料 75,340
1301 使用料及び賃借料 2,165

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
83,023 60,335 22,688

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
60,000 50 22,973

主な財源 地籍調査費補助金、地籍調査成果交付手数料
財源内訳

目
的
・
効
果

　国土調査法に基づく地籍調査を実施することにより、土地の最も基礎的な情報である地
籍を明確化し、土地トラブルの防止と土地取引の円滑化、早期の災害復旧などを図る。
　また、山林部では、リモートセンシング技術（航測法）を活用した調査を実施して、現
地立会や測量作業の負担軽減等により、地籍調査の迅速化と進捗率向上につなげる。

事
　
業
　
内
　
容

○事業委託料（国土調査法に基づく地籍調査）
　1．美々津ⅩⅠ－3（地上法）　ＦⅡ2・Ｇ・Ｈ工程　　　　　　　0.17ｋ㎡
　2．美々津ⅩⅠ－4（地上法）　Ｅ・ＦⅠ・ＦⅡⅠ工程　　　　　 0.35ｋ㎡
　3．幸脇Ⅰ　　　 （地上法）　Ｃ・Ｅ・ＦⅠ・ＦⅡⅠ工程　　　 0.32ｋ㎡
　4．迫野内Ⅹ－2　（地上法）　ＦⅡ2・Ｇ・Ｈ工程　　　　　　　0.92ｋ㎡
　5．八重原Ⅰ　　 （地上法）　Ｃ・Ｅ・ＦⅠ・ＦⅡⅠ工程　　　 0.21ｋ㎡
　6．下三ケⅠ　　 （航測法）　Ｃ・ＲＤ・ＦⅡ2・Ｇ・Ｈ工程　　1.00ｋ㎡　　　　
　7．下三ケⅡ　　 （航測法）　Ｅ・ＲＤ工程　　　　　　　　　 3.00ｋ㎡

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0004 水産振興係
06 農林水産業費 03 水産業費 01 水産業総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 06 農林水産一般事務費

小事業 06 水産振興一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 4
1001 消耗品費 42
1003 消耗品費被服 30
1004 燃料費 100
1101 通信運搬費 111

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
287 335 △ 48

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
12 275

主な財源 宮崎県市町村権限移譲交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　水産業振興のための一般事務費

事
　
業
　
内
　
容

○普通旅費（各種会議出席旅費）
○消耗品費（消耗品費一般、消耗品費被服）
○燃料費（ガソリン代）
○光熱水費（電気代）
○通信運搬費（電信電話料、郵便料）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0004 水産振興係
06 農林水産業費 03 水産業費 02 水産業振興費

大事業 19 水産業の振興
中事業 01 水産資源を守り増やす取組の推進

小事業 01 漁業近代化施設整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1856122 増養殖管理化推進施設整備事業補助金 200

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
200 700 △ 500

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
200

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市漁業協同組合が実施する蓄養施設整備及び栽培用漁礁の設置に対して助成するこ
とにより、生産性や収益性の向上、水産資源の持続的利用を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○増養殖管理化推進施設整備事業補助金
　・餌蓄養施設設置事業
　　マグロ、シイラ延縄漁業の活餌であるイワシ、アジ、サバ等の餌蓄養施設の設置に
　　対する補助
　・栽培用漁礁設置事業
　　甲イカ、水イカ、サバフグの栽培用漁礁設置に対する補助

関連するＳＤＧｓ



－ 181 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0002 林業土木係
11 災害復旧費 01 農林水産施設災害復旧費 02 林道災害復旧費

大事業 25 防災体制の充実
中事業 02 災害に強いまちづくり

小事業 07 林道災害復旧事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1202 工事施工を伴う委託料 4,000
1402 維持補修工事 10,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
14,000 14,000 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,500 7,600 2,900

主な財源 林道災害復旧費負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　林道災害復旧事業により、林道機能を回復し通行の安全を確保するとともに、森林施業
の安定化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○委託料
　測量設計　一式

○維持補修工事
　林道災害復旧工事　一式

【林道施設概要】
　・管理路線数　　　35路線　　
　・管理延長　　　　Ｌ＝126,410ｍ（R4.9.30現在）
　・管理林道橋数　　Ｎ＝25橋
　・管理トンネル数　Ｎ＝1本

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0003 地籍調査係
06 農林水産業費 01 農業費 05 農地費

大事業 32 秩序ある土地利用と都市空間の形成
中事業 01 計画的な土地利用の推進

小事業 01 地籍調査事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 3,050 1812052 宮崎県国土調査推進協議会負担金 99
0301 職員手当 610 1812058 県地籍調査成果認証・管理システム負担金 10
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 670 1825002 研修会負担金 35
0801 費用弁償 102 2601 国に対する公課費 3
0802 普通旅費 74
1001 消耗品費 140
1003 消耗品費被服 95
1004 燃料費 250
1008 修繕料 30
1101 通信運搬費 350
1203 事業委託料 75,340
1301 使用料及び賃借料 2,165

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
83,023 60,335 22,688

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
60,000 50 22,973

主な財源 地籍調査費補助金、地籍調査成果交付手数料
財源内訳

目
的
・
効
果

　国土調査法に基づく地籍調査を実施することにより、土地の最も基礎的な情報である地
籍を明確化し、土地トラブルの防止と土地取引の円滑化、早期の災害復旧などを図る。
　また、山林部では、リモートセンシング技術（航測法）を活用した調査を実施して、現
地立会や測量作業の負担軽減等により、地籍調査の迅速化と進捗率向上につなげる。

事
　
業
　
内
　
容

○事業委託料（国土調査法に基づく地籍調査）
　1．美々津ⅩⅠ－3（地上法）　ＦⅡ2・Ｇ・Ｈ工程　　　　　　　0.17ｋ㎡
　2．美々津ⅩⅠ－4（地上法）　Ｅ・ＦⅠ・ＦⅡⅠ工程　　　　　 0.35ｋ㎡
　3．幸脇Ⅰ　　　 （地上法）　Ｃ・Ｅ・ＦⅠ・ＦⅡⅠ工程　　　 0.32ｋ㎡
　4．迫野内Ⅹ－2　（地上法）　ＦⅡ2・Ｇ・Ｈ工程　　　　　　　0.92ｋ㎡
　5．八重原Ⅰ　　 （地上法）　Ｃ・Ｅ・ＦⅠ・ＦⅡⅠ工程　　　 0.21ｋ㎡
　6．下三ケⅠ　　 （航測法）　Ｃ・ＲＤ・ＦⅡ2・Ｇ・Ｈ工程　　1.00ｋ㎡　　　　
　7．下三ケⅡ　　 （航測法）　Ｅ・ＲＤ工程　　　　　　　　　 3.00ｋ㎡

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0004 水産振興係
06 農林水産業費 03 水産業費 01 水産業総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 06 農林水産一般事務費

小事業 06 水産振興一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 4
1001 消耗品費 42
1003 消耗品費被服 30
1004 燃料費 100
1101 通信運搬費 111

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
287 335 △ 48

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
12 275

主な財源 宮崎県市町村権限移譲交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　水産業振興のための一般事務費

事
　
業
　
内
　
容

○普通旅費（各種会議出席旅費）
○消耗品費（消耗品費一般、消耗品費被服）
○燃料費（ガソリン代）
○光熱水費（電気代）
○通信運搬費（電信電話料、郵便料）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0004 水産振興係
06 農林水産業費 03 水産業費 02 水産業振興費

大事業 19 水産業の振興
中事業 01 水産資源を守り増やす取組の推進

小事業 01 漁業近代化施設整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1856122 増養殖管理化推進施設整備事業補助金 200

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
200 700 △ 500

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
200

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市漁業協同組合が実施する蓄養施設整備及び栽培用漁礁の設置に対して助成するこ
とにより、生産性や収益性の向上、水産資源の持続的利用を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○増養殖管理化推進施設整備事業補助金
　・餌蓄養施設設置事業
　　マグロ、シイラ延縄漁業の活餌であるイワシ、アジ、サバ等の餌蓄養施設の設置に
　　対する補助
　・栽培用漁礁設置事業
　　甲イカ、水イカ、サバフグの栽培用漁礁設置に対する補助

関連するＳＤＧｓ



－ 182 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0004 水産振興係
06 農林水産業費 03 水産業費 02 水産業振興費

大事業 19 水産業の振興
中事業 01 水産資源を守り増やす取組の推進

小事業 02 魚貝類放流事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 6
1856026 魚貝類放流事業補助金 250

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
256 256 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
256

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　県資源管理実践漁業者協議会において決定される県内漁業協同組合及び沿海市町が広域
的に取り組む放流事業に助成し、漁業生産拡大及び水産資源の持続的利用を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○魚貝類放流事業補助金
　日向市漁業協同組合が実施するヒラメ等の稚魚放流事業に係る種苗費に対する補助

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0004 水産振興係
06 農林水産業費 03 水産業費 02 水産業振興費

大事業 19 水産業の振興
中事業 01 水産資源を守り増やす取組の推進

小事業 03 保護水面管理事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0714 その他の役務提供等に対する報償金 140
1203 事業委託料 500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
640 640 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
115 500 25

主な財源 保護水面管理委託金、ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　全国的に漁獲量が低水準で推移し、本市においても激減しているチョウセンハマグリに
ついて、保護水面における密漁を防止し、生息状況等を把握分析することで、資源の保護
を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○保護水面管理報償金
　保護水面における密漁及び不法投棄の監視

○事業委託料
　・ハマグリ生育状況調査委託料
　　保護水面での坪刈りによる稚貝生育状況の調査
　・ハマグリ資源状況調査委託料
　　保護水面において、潜水や貝桁網での資源状況等の調査

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0004 水産振興係
06 農林水産業費 03 水産業費 02 水産業振興費

大事業 19 水産業の振興
中事業 01 水産資源を守り増やす取組の推進

小事業 04 水産多面的機能発揮対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 8
1001 消耗品費 66
1004 燃料費 20
1206 その他の委託料 88
1702 機械器具費（事業執行用） 406
1812045 宮崎県藻場干潟等保全地域協議会事業負担金 127

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
715 226 489

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
94 400 221

主な財源
水産多面的機能発揮対策事業費補助金
ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　海藻の生産力が衰えた平岩港地先において、藻場を再生・保全し、藻場・干潟等の持つ
多面的機能の維持・保全を図る。
　また、他地区においても水中ドローンを活用して藻場の状況を把握し、藻場再生・保全
活動の拡大・啓発を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○調査用水中ドローンの導入に要する経費
　・その他の委託料（初期導入サポート、機体損傷保守）
　・機械器具費（機体購入費用）

○宮崎県藻場干潟等保全地域協議会負担金
　県・沿海市町及び活動組織で構成される宮崎県藻場干潟等保全地域協議会に対し、
　国の交付要綱に基づき、事業費の一部を市負担金として支出する。
　（負担割合：国70％以内、県15％以内、市と県併せて30％以上）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0004 水産振興係
06 農林水産業費 03 水産業費 02 水産業振興費

大事業 19 水産業の振興
中事業 02 漁業の経営基盤強化

小事業 01 漁業振興育成事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 27 1856020 漁業近代化資金利子補給補助金 90
0716 記念品料 100 1856130 外国人実習生事業補助金 250
0802 普通旅費 62 1856155 種子島周辺漁業対策事業補助金 2,410
1001 消耗品費 23 1856181 水産人材投資事業補助金 1,000
1103 手数料 58 1865035 日向市漁協信用事業譲渡資金利子助成金 747
1301 使用料及び賃借料 14
1812024 宮崎県水産振興協会負担金 364
1812048 宮崎県漁港漁場協会負担金 116
1812049 宮崎のさかなビジネス拡大協議会負担金 100
1856014 水産物ブランド販売促進事業補助金 369
1856017 漁船保険育成事業補助金 10,583
1856018 漁獲共済育成事業補助金 1,660

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
17,973 19,175 △ 1,202

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,910 15,063

主な財源 種子島周辺漁業対策事業補助金、水産人材投資事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　「細島いわがき」等のブランド確立と収益性向上を図るとともに、新規就業者に対する
初期助成、漁船保険料及び共済掛金の助成、漁業近代化資金及び日向市漁業協同組合信用
事業譲渡資金に対する利子助成による金利負担の軽減により、漁業経営の安定化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○水産物ブランド販売促進事業補助金
　「細島いわがき」生食用出荷のための自主検査費用及び生産・販売促進経費の一部補助
○漁船保険育成事業補助金
　漁船の不慮の事故に備える漁船保険料の一部補助
○漁獲共済育成事業補助金
　異常事象及び不慮の事故による損失に備える漁獲共済掛金の一部補助
○漁業近代化資金利子補給事業補助金
　漁船新造・機関整備等で融資を受けた近代化資金の利子の一部補助
○外国人実習生事業補助金
　インドネシア漁業実習生の研修に要する経費の一部補助
○種子島周辺漁業対策事業補助金
　日向市漁協が実施する共同利用施設整備に要する経費の一部補助
○水産業人材投資事業
　沿岸漁業等の新規就業者の経営安定に必要な資金の一部補助
○日向市漁業協同組合信用事業譲渡資金利子助成金
　漁協の信漁連への信用事業統合に係る借入金の利子の一部補助

関連するＳＤＧｓ



－ 183 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0004 水産振興係
06 農林水産業費 03 水産業費 02 水産業振興費

大事業 19 水産業の振興
中事業 01 水産資源を守り増やす取組の推進

小事業 02 魚貝類放流事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 6
1856026 魚貝類放流事業補助金 250

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
256 256 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
256

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　県資源管理実践漁業者協議会において決定される県内漁業協同組合及び沿海市町が広域
的に取り組む放流事業に助成し、漁業生産拡大及び水産資源の持続的利用を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○魚貝類放流事業補助金
　日向市漁業協同組合が実施するヒラメ等の稚魚放流事業に係る種苗費に対する補助

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0004 水産振興係
06 農林水産業費 03 水産業費 02 水産業振興費

大事業 19 水産業の振興
中事業 01 水産資源を守り増やす取組の推進

小事業 03 保護水面管理事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0714 その他の役務提供等に対する報償金 140
1203 事業委託料 500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
640 640 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
115 500 25

主な財源 保護水面管理委託金、ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　全国的に漁獲量が低水準で推移し、本市においても激減しているチョウセンハマグリに
ついて、保護水面における密漁を防止し、生息状況等を把握分析することで、資源の保護
を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○保護水面管理報償金
　保護水面における密漁及び不法投棄の監視

○事業委託料
　・ハマグリ生育状況調査委託料
　　保護水面での坪刈りによる稚貝生育状況の調査
　・ハマグリ資源状況調査委託料
　　保護水面において、潜水や貝桁網での資源状況等の調査

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0004 水産振興係
06 農林水産業費 03 水産業費 02 水産業振興費

大事業 19 水産業の振興
中事業 01 水産資源を守り増やす取組の推進

小事業 04 水産多面的機能発揮対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 8
1001 消耗品費 66
1004 燃料費 20
1206 その他の委託料 88
1702 機械器具費（事業執行用） 406
1812045 宮崎県藻場干潟等保全地域協議会事業負担金 127

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
715 226 489

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
94 400 221

主な財源
水産多面的機能発揮対策事業費補助金
ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　海藻の生産力が衰えた平岩港地先において、藻場を再生・保全し、藻場・干潟等の持つ
多面的機能の維持・保全を図る。
　また、他地区においても水中ドローンを活用して藻場の状況を把握し、藻場再生・保全
活動の拡大・啓発を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○調査用水中ドローンの導入に要する経費
　・その他の委託料（初期導入サポート、機体損傷保守）
　・機械器具費（機体購入費用）

○宮崎県藻場干潟等保全地域協議会負担金
　県・沿海市町及び活動組織で構成される宮崎県藻場干潟等保全地域協議会に対し、
　国の交付要綱に基づき、事業費の一部を市負担金として支出する。
　（負担割合：国70％以内、県15％以内、市と県併せて30％以上）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0004 水産振興係
06 農林水産業費 03 水産業費 02 水産業振興費

大事業 19 水産業の振興
中事業 02 漁業の経営基盤強化

小事業 01 漁業振興育成事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 27 1856020 漁業近代化資金利子補給補助金 90
0716 記念品料 100 1856130 外国人実習生事業補助金 250
0802 普通旅費 62 1856155 種子島周辺漁業対策事業補助金 2,410
1001 消耗品費 23 1856181 水産人材投資事業補助金 1,000
1103 手数料 58 1865035 日向市漁協信用事業譲渡資金利子助成金 747
1301 使用料及び賃借料 14
1812024 宮崎県水産振興協会負担金 364
1812048 宮崎県漁港漁場協会負担金 116
1812049 宮崎のさかなビジネス拡大協議会負担金 100
1856014 水産物ブランド販売促進事業補助金 369
1856017 漁船保険育成事業補助金 10,583
1856018 漁獲共済育成事業補助金 1,660

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
17,973 19,175 △ 1,202

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,910 15,063

主な財源 種子島周辺漁業対策事業補助金、水産人材投資事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　「細島いわがき」等のブランド確立と収益性向上を図るとともに、新規就業者に対する
初期助成、漁船保険料及び共済掛金の助成、漁業近代化資金及び日向市漁業協同組合信用
事業譲渡資金に対する利子助成による金利負担の軽減により、漁業経営の安定化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○水産物ブランド販売促進事業補助金
　「細島いわがき」生食用出荷のための自主検査費用及び生産・販売促進経費の一部補助
○漁船保険育成事業補助金
　漁船の不慮の事故に備える漁船保険料の一部補助
○漁獲共済育成事業補助金
　異常事象及び不慮の事故による損失に備える漁獲共済掛金の一部補助
○漁業近代化資金利子補給事業補助金
　漁船新造・機関整備等で融資を受けた近代化資金の利子の一部補助
○外国人実習生事業補助金
　インドネシア漁業実習生の研修に要する経費の一部補助
○種子島周辺漁業対策事業補助金
　日向市漁協が実施する共同利用施設整備に要する経費の一部補助
○水産業人材投資事業
　沿岸漁業等の新規就業者の経営安定に必要な資金の一部補助
○日向市漁業協同組合信用事業譲渡資金利子助成金
　漁協の信漁連への信用事業統合に係る借入金の利子の一部補助

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0004 水産振興係
06 農林水産業費 03 水産業費 02 水産業振興費

大事業 19 水産業の振興
中事業 03 内水面漁業の振興

小事業 03 内水面振興対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1856026 魚貝類放流事業補助金 2,189
1856029 内水面漁場整備事業補助金 378

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,567 2,567 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,567

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　内水面漁業の河川環境の保全維持、水産資源の保護増殖により、内水面漁業の安定、活
性化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○魚貝類放流事業補助金
　市内4内水面漁協（富島河川漁協、美幸内水面漁協、余瀬・飯谷漁協、耳川漁協）、
　耳川水系管理委員会（美幸内水面漁協、余瀬・飯谷漁協、耳川漁協、西郷漁協、
　諸塚漁協、椎葉村漁協の6漁協で構成）及び上小丸川漁協が行う魚貝類放流事業に
　対する補助

○内水面漁場整備事業補助金
　市内3内水面漁協（富島河川漁協、美幸内水面漁協、余瀬・飯谷漁協）が行う漁場整備
　事業（河川清掃・草刈等、アユ産卵場整備）に係る経費に対する補助

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0005 森林経営係
06 農林水産業費 02 林業費 02 林業振興費

大事業 18 林業・木材産業の振興
中事業 04 森林の適正な管理の推進

小事業 05 森林づくり推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 1,824
1856082 国土保全造林事業補助金 2,500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,324 4,710 △ 386

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,824 2,500

主な財源 森林病害虫防除事業委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　再造林を推進するとともに、森林病害虫対策を行うことにより、森林の有する公益的機
能の維持・増進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○事業委託料　森林病害虫（松くい虫）防除業務委託
　（事業面積：15ha　県補助10／10）

○国土保全造林事業補助金　
　国・県の森林整備事業補助金への上乗せ補助
　（補助金額：露地苗100千円／ha以内、コンテナ苗120千円／ha以内）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0005 森林経営係
06 農林水産業費 02 林業費 02 林業振興費

大事業 18 林業・木材産業の振興
中事業 04 森林の適正な管理の推進

小事業 07 公有林等管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 80
1103 手数料 5
1106 火災保険料 1,863
1201 施設維持管理委託料 278

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,226 3,656 △ 1,430

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,226

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市有林や森林公園等の維持管理に要する経費

事
　
業
　
内
　
容

○消耗品費（伐採旗購入費及び冠岳森林公園管理経費）
○火災保険料（市有林の森林保険料：対象面積　427.79ha）
○施設維持管理委託料（上大谷森林公園の草刈等管理業務）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0005 森林経営係
06 農林水産業費 02 林業費 02 林業振興費

大事業 18 林業・木材産業の振興
中事業 04 森林の適正な管理の推進

小事業 08 森林経営管理制度事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 3,556 1205 システム開発等委託料 330
0301 職員手当 712 1301 使用料及び賃借料 23,946
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 809 2403 その他特定目的基金積立金 70,546
0702 出会謝金 48
0801 費用弁償 310
0802 普通旅費 63
1001 消耗品費 100
1004 燃料費 100
1101 通信運搬費 60
1106 火災保険料 235
1107 自動車損害保険料 18
1203 事業委託料 2,450

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
103,283 111,305 △ 8,022

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
29,565 73,718

主な財源 森林環境譲与税基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　森林環境譲与税を活用して、森林経営管理制度に基づき、森林所有者への意向調査や森
林整備を行うことにより、適切な森林管理と森林の有する公益的機能の維持・増進を図
る。

事
　
業
　
内
　
容

○地域林政アドバイザーや会計年度任用職員の任用に係る経費
　（報酬、手当、保険料、費用弁償）
○森林所有者への意向調査や森林の現況調査等に係る経費
　（消耗品費、燃料費、通信運搬費、自動車損害保険料）
○火災保険料
　市が経営管理権を設定する森林の火災保険料
○事業委託料
　市が経営管理権を設定する森林の間伐等に係る委託料
○システム開発等委託料
　林地台帳や地図データ等の更新に係る委託料
○使用料及び賃借料
　森林経営管理制度支援システムや公用車等の賃借料
○その他特定目的基金積立金
　森林環境譲与税基金への積立金

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0004 水産振興係
06 農林水産業費 03 水産業費 02 水産業振興費

大事業 19 水産業の振興
中事業 03 内水面漁業の振興

小事業 03 内水面振興対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1856026 魚貝類放流事業補助金 2,189
1856029 内水面漁場整備事業補助金 378

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,567 2,567 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,567

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　内水面漁業の河川環境の保全維持、水産資源の保護増殖により、内水面漁業の安定、活
性化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○魚貝類放流事業補助金
　市内4内水面漁協（富島河川漁協、美幸内水面漁協、余瀬・飯谷漁協、耳川漁協）、
　耳川水系管理委員会（美幸内水面漁協、余瀬・飯谷漁協、耳川漁協、西郷漁協、
　諸塚漁協、椎葉村漁協の6漁協で構成）及び上小丸川漁協が行う魚貝類放流事業に
　対する補助

○内水面漁場整備事業補助金
　市内3内水面漁協（富島河川漁協、美幸内水面漁協、余瀬・飯谷漁協）が行う漁場整備
　事業（河川清掃・草刈等、アユ産卵場整備）に係る経費に対する補助

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0005 森林経営係
06 農林水産業費 02 林業費 02 林業振興費

大事業 18 林業・木材産業の振興
中事業 04 森林の適正な管理の推進

小事業 05 森林づくり推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1203 事業委託料 1,824
1856082 国土保全造林事業補助金 2,500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,324 4,710 △ 386

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,824 2,500

主な財源 森林病害虫防除事業委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　再造林を推進するとともに、森林病害虫対策を行うことにより、森林の有する公益的機
能の維持・増進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○事業委託料　森林病害虫（松くい虫）防除業務委託
　（事業面積：15ha　県補助10／10）

○国土保全造林事業補助金　
　国・県の森林整備事業補助金への上乗せ補助
　（補助金額：露地苗100千円／ha以内、コンテナ苗120千円／ha以内）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0005 森林経営係
06 農林水産業費 02 林業費 02 林業振興費

大事業 18 林業・木材産業の振興
中事業 04 森林の適正な管理の推進

小事業 07 公有林等管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 80
1103 手数料 5
1106 火災保険料 1,863
1201 施設維持管理委託料 278

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,226 3,656 △ 1,430

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,226

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市有林や森林公園等の維持管理に要する経費

事
　
業
　
内
　
容

○消耗品費（伐採旗購入費及び冠岳森林公園管理経費）
○火災保険料（市有林の森林保険料：対象面積　427.79ha）
○施設維持管理委託料（上大谷森林公園の草刈等管理業務）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0005 森林経営係
06 農林水産業費 02 林業費 02 林業振興費

大事業 18 林業・木材産業の振興
中事業 04 森林の適正な管理の推進

小事業 08 森林経営管理制度事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 3,556 1205 システム開発等委託料 330
0301 職員手当 712 1301 使用料及び賃借料 23,946
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 809 2403 その他特定目的基金積立金 70,546
0702 出会謝金 48
0801 費用弁償 310
0802 普通旅費 63
1001 消耗品費 100
1004 燃料費 100
1101 通信運搬費 60
1106 火災保険料 235
1107 自動車損害保険料 18
1203 事業委託料 2,450

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
103,283 111,305 △ 8,022

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
29,565 73,718

主な財源 森林環境譲与税基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　森林環境譲与税を活用して、森林経営管理制度に基づき、森林所有者への意向調査や森
林整備を行うことにより、適切な森林管理と森林の有する公益的機能の維持・増進を図
る。

事
　
業
　
内
　
容

○地域林政アドバイザーや会計年度任用職員の任用に係る経費
　（報酬、手当、保険料、費用弁償）
○森林所有者への意向調査や森林の現況調査等に係る経費
　（消耗品費、燃料費、通信運搬費、自動車損害保険料）
○火災保険料
　市が経営管理権を設定する森林の火災保険料
○事業委託料
　市が経営管理権を設定する森林の間伐等に係る委託料
○システム開発等委託料
　林地台帳や地図データ等の更新に係る委託料
○使用料及び賃借料
　森林経営管理制度支援システムや公用車等の賃借料
○その他特定目的基金積立金
　森林環境譲与税基金への積立金

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0005 森林経営係
06 農林水産業費 02 林業費 02 林業振興費

大事業 18 林業・木材産業の振興
中事業 04 森林の適正な管理の推進

小事業 10 森林整備推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1201 施設維持管理委託料 1,400
1202 工事施工を伴う委託料 500
1206 その他の委託料 3,600
1401 建設工事費 11,500
1856203 森林整備推進事業補助金 17,500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
34,500 14,000 20,500

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
34,500

主な財源 森林環境譲与税基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　森林環境譲与税を活用し、林道や森林作業道、森林防護柵の整備を推進することによ
り、適切な森林の経営管理を促進する。

事
　
業
　
内
　
容

○委託料
　除間伐に伴う森林整備に利用する既存林道の倒木、落石、支障木等の除去作業及び
　維持管理業務等

○建設工事費
　除間伐等の森林整備に利用する既存の林道改良・補修工事

○森林整備推進事業補助金
　・防護柵設置補助金
　　防護柵設置に対する補助（国県補助への上乗せ）
　・森林整備作業道改良事業補助金
　　保育や除間伐等を行う森林内までの作業道の改良や補修に対する補助
　・森林整備作業道開設事業補助金
　　間伐を行う森林内までの作業道の開設に対する補助
　　（国県補助への上乗せ）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 07 都市政策課 0001 都市総務係
08 土木費 05 都市計画費 01 都市計画総務費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 08 土木施設管理運営費

小事業 02 駅駐車場管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1007 光熱水費 249
1008 修繕料 50
1106 火災保険料 5
1207 指定管理者委託料 5,112
1402 維持補修工事 100
1501 原材料費 20
1702 機械器具費（事業執行用） 152

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,688 5,598 90

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
5,688

主な財源 駐車場使用料、土地貸付収入、駐車場電気料金負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市駅及びその周辺施設の利用者の利便性を高め、駅前広場イベントや周辺商店街へ
の来街者の誘引を促進するとともに、駐車場整備等により利用者の満足度の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　日向市駅東駐車場（121台）の管理運営
○指定管理者委託料
　・指定管理者：社会福祉法人　日向市社会福祉協議会
　・指定期間　：令和元年度から令和5年度まで
○修繕料　
　・外柵などに係る軽微な修繕
○維持補修工事　
　・駐車場路面整備
○機械器具費
　・耐火金庫購入費用

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 07 都市政策課 0001 都市総務係
08 土木費 05 都市計画費 01 都市計画総務費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 08 土木施設管理運営費

小事業 03 駅前広場等管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 10
1007 光熱水費 107
1008 修繕料 50
1103 手数料 6
1201 施設維持管理委託料 4,959
1301 使用料及び賃借料 36

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,168 4,327 841

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,368 3,800

主な財源 駐車場使用料、財光寺駅乗車券販売手数料
財源内訳

目
的
・
効
果

　各ＪＲ駅の利用者及び駅前広場や駅駐輪場の利用者に対する利便性の向上と安全の確保
を図る。（対象駅：日向市駅、財光寺駅、南日向駅、美々津駅）

事
　
業
　
内
　
容

　駅前広場及び駐輪場の維持管理に要する経費
○修繕料
　・施設の軽微な修繕
○施設維持管理委託料
　・財光寺駅前広場管理及び財光寺駅乗車券販売等業務委託
　・美々津駅前広場管理及びトイレ清掃等業務委託
　・撤去自転車の処分業務委託
　　（対象施設：日向市駅・財光寺駅・南日向駅・美々津駅駐輪場）
○使用料及び賃借料
　・美々津駅駐輪場用地の賃借料

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 07 都市政策課 0001 都市総務係
08 土木費 05 都市計画費 01 都市計画総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 08 土木一般事務費

小事業 05 都市計画一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 116 1206 その他の委託料 200
0104 会計年度任用職員報酬 1,525 1301 使用料及び賃借料 736
0301 職員手当 305 1805020 宮崎県道路利用者協議会負担金 47
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335 1805067 宮崎県道路整備促進期成同盟会負担金 66
0801 費用弁償 63 1806072 日向圏域国道5路線整備促進期成同盟会負担金 30
0802 普通旅費 290 1814001 日本道路協会負担金 60
1001 消耗品費 100 1814002 九州国道協会負担金 60
1003 消耗品費被服 96 1814028 人吉・日向間一般国道（388・446号）整備促進期成同盟会負担金 35
1005 食糧費 20 1814037 県道東郷西都線整備促進期成同盟会負担金 25
1006 印刷製本費 100 1825002 研修会負担金 20
1103 手数料 3
1205 システム開発等委託料 2,782

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
7,014 10,473 △ 3,459

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
61 6,953

主な財源
用途地域証明手数料、都市計画図売却代金
土地区画整理事業清算金督促手数料

財源内訳

目
的
・
効
果

　都市計画等で定められた「整備・開発・保全の方針」に基づき、市民生活や都市活動に
係る行為等の規制・誘導を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　都市政策課及び建設部全体の業務執行に係る一般的な事務経費
○委託料
　・システム保守点検業務等
○使用料
　・土木積算システム使用料等
○審議会委員報酬
　・都市計画審議会
○負担金及び補助金
　・道路整備促進期成同盟会等の負担金
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 22 農林水産部 所管課 03 林業水産課 0005 森林経営係
06 農林水産業費 02 林業費 02 林業振興費

大事業 18 林業・木材産業の振興
中事業 04 森林の適正な管理の推進

小事業 10 森林整備推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1201 施設維持管理委託料 1,400
1202 工事施工を伴う委託料 500
1206 その他の委託料 3,600
1401 建設工事費 11,500
1856203 森林整備推進事業補助金 17,500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
34,500 14,000 20,500

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
34,500

主な財源 森林環境譲与税基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　森林環境譲与税を活用し、林道や森林作業道、森林防護柵の整備を推進することによ
り、適切な森林の経営管理を促進する。

事
　
業
　
内
　
容

○委託料
　除間伐に伴う森林整備に利用する既存林道の倒木、落石、支障木等の除去作業及び
　維持管理業務等

○建設工事費
　除間伐等の森林整備に利用する既存の林道改良・補修工事

○森林整備推進事業補助金
　・防護柵設置補助金
　　防護柵設置に対する補助（国県補助への上乗せ）
　・森林整備作業道改良事業補助金
　　保育や除間伐等を行う森林内までの作業道の改良や補修に対する補助
　・森林整備作業道開設事業補助金
　　間伐を行う森林内までの作業道の開設に対する補助
　　（国県補助への上乗せ）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 07 都市政策課 0001 都市総務係
08 土木費 05 都市計画費 01 都市計画総務費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 08 土木施設管理運営費

小事業 02 駅駐車場管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1007 光熱水費 249
1008 修繕料 50
1106 火災保険料 5
1207 指定管理者委託料 5,112
1402 維持補修工事 100
1501 原材料費 20
1702 機械器具費（事業執行用） 152

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,688 5,598 90

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
5,688

主な財源 駐車場使用料、土地貸付収入、駐車場電気料金負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市駅及びその周辺施設の利用者の利便性を高め、駅前広場イベントや周辺商店街へ
の来街者の誘引を促進するとともに、駐車場整備等により利用者の満足度の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　日向市駅東駐車場（121台）の管理運営
○指定管理者委託料
　・指定管理者：社会福祉法人　日向市社会福祉協議会
　・指定期間　：令和元年度から令和5年度まで
○修繕料　
　・外柵などに係る軽微な修繕
○維持補修工事　
　・駐車場路面整備
○機械器具費
　・耐火金庫購入費用

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 07 都市政策課 0001 都市総務係
08 土木費 05 都市計画費 01 都市計画総務費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 08 土木施設管理運営費

小事業 03 駅前広場等管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 10
1007 光熱水費 107
1008 修繕料 50
1103 手数料 6
1201 施設維持管理委託料 4,959
1301 使用料及び賃借料 36

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,168 4,327 841

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,368 3,800

主な財源 駐車場使用料、財光寺駅乗車券販売手数料
財源内訳

目
的
・
効
果

　各ＪＲ駅の利用者及び駅前広場や駅駐輪場の利用者に対する利便性の向上と安全の確保
を図る。（対象駅：日向市駅、財光寺駅、南日向駅、美々津駅）

事
　
業
　
内
　
容

　駅前広場及び駐輪場の維持管理に要する経費
○修繕料
　・施設の軽微な修繕
○施設維持管理委託料
　・財光寺駅前広場管理及び財光寺駅乗車券販売等業務委託
　・美々津駅前広場管理及びトイレ清掃等業務委託
　・撤去自転車の処分業務委託
　　（対象施設：日向市駅・財光寺駅・南日向駅・美々津駅駐輪場）
○使用料及び賃借料
　・美々津駅駐輪場用地の賃借料

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 07 都市政策課 0001 都市総務係
08 土木費 05 都市計画費 01 都市計画総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 08 土木一般事務費

小事業 05 都市計画一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 116 1206 その他の委託料 200
0104 会計年度任用職員報酬 1,525 1301 使用料及び賃借料 736
0301 職員手当 305 1805020 宮崎県道路利用者協議会負担金 47
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335 1805067 宮崎県道路整備促進期成同盟会負担金 66
0801 費用弁償 63 1806072 日向圏域国道5路線整備促進期成同盟会負担金 30
0802 普通旅費 290 1814001 日本道路協会負担金 60
1001 消耗品費 100 1814002 九州国道協会負担金 60
1003 消耗品費被服 96 1814028 人吉・日向間一般国道（388・446号）整備促進期成同盟会負担金 35
1005 食糧費 20 1814037 県道東郷西都線整備促進期成同盟会負担金 25
1006 印刷製本費 100 1825002 研修会負担金 20
1103 手数料 3
1205 システム開発等委託料 2,782

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
7,014 10,473 △ 3,459

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
61 6,953

主な財源
用途地域証明手数料、都市計画図売却代金
土地区画整理事業清算金督促手数料

財源内訳

目
的
・
効
果

　都市計画等で定められた「整備・開発・保全の方針」に基づき、市民生活や都市活動に
係る行為等の規制・誘導を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　都市政策課及び建設部全体の業務執行に係る一般的な事務経費
○委託料
　・システム保守点検業務等
○使用料
　・土木積算システム使用料等
○審議会委員報酬
　・都市計画審議会
○負担金及び補助金
　・道路整備促進期成同盟会等の負担金
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 07 都市政策課 0003 技術調整係
08 土木費 05 都市計画費 01 都市計画総務費

大事業 35 美しい景観の保全と形成
中事業 01 景観まちづくりの推進

小事業 03 景観まちづくり推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 77 1858013 日向市景観形成活動支援補助金 600
0701 講師謝金 133
0702 出会謝金 240
0716 記念品料 70
0801 費用弁償 14
0802 普通旅費 394
1001 消耗品費 35
1005 食糧費 4
1006 印刷製本費 110
1301 使用料及び賃借料 66
1825002 研修会負担金 2
1858008 日向市景観まちづくり推進事業補助金 400

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,145 2,135 10

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
300 1,000 845

主な財源
美しい宮崎づくりステップアップ事業（景観形成活動支援）補助金
ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　景観に対する市民や事業者等の意識向上が必要であることから、景観講演会や景観セミ
ナー、景観表彰等の啓発活動に取り組むとともに、景観アドバイザー制度を活用して建築
計画に対する景観誘導を行いながら、良好な景観形成を図る。
　さらに、景観計画策定地区では、景観に対する誘導や規制を行うとともに、市全域にお
いて景観まちづくり団体等と連携を図りながら、良好な景観の形成を推進して魅力ある街
なみを創出する。

事
　
業
　
内
　
容

○令和5年度（2023年度）事業概要
　・景観講演会、景観セミナー　　3回
　・景観賞選考及び表彰　　　　　1部門
　・景観アドバイザー協議　　　　3回
　・活動団体に対する事業補助　　1式

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0003 土木建設係
08 土木費 01 土木管理費 01 土木総務費

大事業 25 防災体制の充実
中事業 01 災害予防対策の推進

小事業 15 急傾斜地崩壊対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1202 工事施工を伴う委託料 1,000
1401 建設工事費 26,050
1601 土地購入費 550
1802006 急傾斜地崩壊防止県営事業負担金 3,000
2101 補償金 400

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
31,000 37,500 △ 6,500

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
14,000 16,700 300

主な財源 急傾斜地崩壊対策事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　急傾斜地の崩壊を防止することにより、急傾斜地崩壊危険区域内に居住する住民の生
命・財産を保護する。

事
　
業
　
内
　
容

○急傾斜地崩壊防止県営事業負担金
　・岩崎－1地区　　10,000千円×10％＝1,000千円
　・本谷2・3地区 　10,000千円×10％＝1,000千円
　・中村－2地区　　10,000千円×10％＝1,000千円

○急傾斜地崩壊対策事業（市施工）
　・岩崎地区（県営事業の市施工箇所）
　　工事費　　　急傾斜地崩壊防止工事　Ｌ＝33ｍ
　　委託料　　　分筆・所有権移転登記　Ｎ＝5件　
　　土地購入費　　　　　　　　　　　　Ｎ＝5筆
　　補償費　　　立木補償　　　　　　　Ｎ＝4件

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0003 土木建設係
08 土木費 01 土木管理費 01 土木総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 08 土木一般事務費

小事業 02 建設土木一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1003 消耗品費被服 170
1206 その他の委託料 51
1805008 高速自動車国道建設促進県期成会負担金 10
1805033 宮崎県砂防協会負担金 66
1805044 宮崎県高速道路利用促進協議会負担金 39
1805068 宮崎県河川防災協会負担金 107
1814004 東九州縦貫道促進県央北部期成会負担金 50
1814006 全国海岸協会負担金 30
1814038 九州中央自動車道建設促進期成会負担金 151
1814042 耳川フェスティバル負担金 125

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
799 813 △ 14

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
799

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　国及び県並びに関係市町村との連携を図ることにより、社会基盤の整備を促進し、もっ
て市民の福祉の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○その他の委託料
　・草刈作業委託　1式
○負担金　　　　
　・各種協会、期成会への負担金

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0003 土木建設係
08 土木費 02 道路橋りょう費 03 道路新設改良費

大事業 33 生活の質を高める都市基盤の整備
中事業 01 良好な住環境の整備

小事業 01 財光寺南部住環境整備事業（社会資本整備総合交付金）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 11
1001 消耗品費 50
1004 燃料費 39
1007 光熱水費 100
1401 建設工事費 15,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
15,200 0 15,200

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
7,500 6,900 800

主な財源 社会資本整備総合交付金、公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　本事業を実施することにより、防災道路及び生活道路としての機能が強化され、安全性
及び利便性の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○路線名：池4号線（全体計画延長　Ｌ＝394ｍ）
　・令和5年度事業概要
　　工事費　道路改良　Ｌ＝200ｍ

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 07 都市政策課 0003 技術調整係
08 土木費 05 都市計画費 01 都市計画総務費

大事業 35 美しい景観の保全と形成
中事業 01 景観まちづくりの推進

小事業 03 景観まちづくり推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 77 1858013 日向市景観形成活動支援補助金 600
0701 講師謝金 133
0702 出会謝金 240
0716 記念品料 70
0801 費用弁償 14
0802 普通旅費 394
1001 消耗品費 35
1005 食糧費 4
1006 印刷製本費 110
1301 使用料及び賃借料 66
1825002 研修会負担金 2
1858008 日向市景観まちづくり推進事業補助金 400

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,145 2,135 10

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
300 1,000 845

主な財源
美しい宮崎づくりステップアップ事業（景観形成活動支援）補助金
ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　景観に対する市民や事業者等の意識向上が必要であることから、景観講演会や景観セミ
ナー、景観表彰等の啓発活動に取り組むとともに、景観アドバイザー制度を活用して建築
計画に対する景観誘導を行いながら、良好な景観形成を図る。
　さらに、景観計画策定地区では、景観に対する誘導や規制を行うとともに、市全域にお
いて景観まちづくり団体等と連携を図りながら、良好な景観の形成を推進して魅力ある街
なみを創出する。

事
　
業
　
内
　
容

○令和5年度（2023年度）事業概要
　・景観講演会、景観セミナー　　3回
　・景観賞選考及び表彰　　　　　1部門
　・景観アドバイザー協議　　　　3回
　・活動団体に対する事業補助　　1式

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0003 土木建設係
08 土木費 01 土木管理費 01 土木総務費

大事業 25 防災体制の充実
中事業 01 災害予防対策の推進

小事業 15 急傾斜地崩壊対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1202 工事施工を伴う委託料 1,000
1401 建設工事費 26,050
1601 土地購入費 550
1802006 急傾斜地崩壊防止県営事業負担金 3,000
2101 補償金 400

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
31,000 37,500 △ 6,500

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
14,000 16,700 300

主な財源 急傾斜地崩壊対策事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　急傾斜地の崩壊を防止することにより、急傾斜地崩壊危険区域内に居住する住民の生
命・財産を保護する。

事
　
業
　
内
　
容

○急傾斜地崩壊防止県営事業負担金
　・岩崎－1地区　　10,000千円×10％＝1,000千円
　・本谷2・3地区 　10,000千円×10％＝1,000千円
　・中村－2地区　　10,000千円×10％＝1,000千円

○急傾斜地崩壊対策事業（市施工）
　・岩崎地区（県営事業の市施工箇所）
　　工事費　　　急傾斜地崩壊防止工事　Ｌ＝33ｍ
　　委託料　　　分筆・所有権移転登記　Ｎ＝5件　
　　土地購入費　　　　　　　　　　　　Ｎ＝5筆
　　補償費　　　立木補償　　　　　　　Ｎ＝4件

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0003 土木建設係
08 土木費 01 土木管理費 01 土木総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 08 土木一般事務費

小事業 02 建設土木一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1003 消耗品費被服 170
1206 その他の委託料 51
1805008 高速自動車国道建設促進県期成会負担金 10
1805033 宮崎県砂防協会負担金 66
1805044 宮崎県高速道路利用促進協議会負担金 39
1805068 宮崎県河川防災協会負担金 107
1814004 東九州縦貫道促進県央北部期成会負担金 50
1814006 全国海岸協会負担金 30
1814038 九州中央自動車道建設促進期成会負担金 151
1814042 耳川フェスティバル負担金 125

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
799 813 △ 14

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
799

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　国及び県並びに関係市町村との連携を図ることにより、社会基盤の整備を促進し、もっ
て市民の福祉の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○その他の委託料
　・草刈作業委託　1式
○負担金　　　　
　・各種協会、期成会への負担金

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0003 土木建設係
08 土木費 02 道路橋りょう費 03 道路新設改良費

大事業 33 生活の質を高める都市基盤の整備
中事業 01 良好な住環境の整備

小事業 01 財光寺南部住環境整備事業（社会資本整備総合交付金）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 11
1001 消耗品費 50
1004 燃料費 39
1007 光熱水費 100
1401 建設工事費 15,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
15,200 0 15,200

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
7,500 6,900 800

主な財源 社会資本整備総合交付金、公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　本事業を実施することにより、防災道路及び生活道路としての機能が強化され、安全性
及び利便性の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○路線名：池4号線（全体計画延長　Ｌ＝394ｍ）
　・令和5年度事業概要
　　工事費　道路改良　Ｌ＝200ｍ

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0003 土木建設係
08 土木費 02 道路橋りょう費 03 道路新設改良費

大事業 34 利便性の高い道路の整備
中事業 02 市道の整備と維持管理

小事業 01 南日向・日の平線改良事業（辺地）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 16
1001 消耗品費 46
1004 燃料費 50
1007 光熱水費 78
1101 通信運搬費 50
1401 建設工事費 24,760

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
25,000 25,000 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
25,000

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　鵜毛地区と南日向駅や国道10号を結ぶ市道南日向・日の平線の拡幅整備を行うことによ
り、地域間の交流強化と道路交通の安全の確保を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○令和5年度事業概要
　・工事費　道路改良       　Ｌ＝50ｍ

○事業進捗率
　・全体計画延長　　　　　Ｌ＝2,975ｍ
　・令和4年度末　 68.8％（Ｌ＝2,047ｍ）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0003 土木建設係
08 土木費 02 道路橋りょう費 03 道路新設改良費

大事業 34 利便性の高い道路の整備
中事業 02 市道の整備と維持管理

小事業 02 臨時地方道整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1401 建設工事費 14,000
2101 補償金 1,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
15,000 10,000 5,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
13,500 1,500

主な財源 公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　市道における幅員の確保や曲線部の視距確保などの改良を実施することにより、道路の
ネットワーク機能強化や安全性を確保し、市民生活の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

路線名：富高塩見線
○令和5年度事業概要
　・工事費　道路改良　　　　Ｌ＝60ｍ

○事業進捗率
　・全体計画延長　　　　　　Ｌ＝120ｍ
　・令和4年度末    　50.0％（Ｌ＝60ｍ）

路線名：美々津海岸線
○令和5年度事業概要
　・工事費　道路改良　　　　Ｌ＝50ｍ
　・補償費　　　　　　　　　Ｎ＝1件

○事業進捗率
　・全体計画延長　　　　　　Ｌ＝750ｍ
　・令和4年度末　   84.7％（Ｌ＝635ｍ）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0003 土木建設係
08 土木費 02 道路橋りょう費 03 道路新設改良費

大事業 34 利便性の高い道路の整備
中事業 02 市道の整備と維持管理

小事業 03 籾木線道路改良事業（社会資本整備総合交付金）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 11
1001 消耗品費 36
1004 燃料費 120
1006 印刷製本費 30
1007 光熱水費 80
1101 通信運搬費 123
1401 建設工事費 18,000
2101 補償金 2,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
20,400 28,400 △ 8,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
11,000 8,400 1,000

主な財源 社会資本整備総合交付金、公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　平岩金ヶ浜地区と籾木地区を結ぶ幹線道路であり、生活道路、通学路でもある「市道籾
木線」を整備することにより、地域住民の利便性の向上及び被災時における集落の孤立化
解消、並びに、地域活力の向上と道路交通の安全性の確保を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○令和5年度事業概要
　・工事費　道路改良　　　　Ｌ＝80ｍ
　　補償費　　　　　　　　　Ｎ＝2件

○事業進捗率
　・全体計画延長　　　　　　Ｌ＝1,611ｍ
　・令和4年度末　   80.2％（Ｌ＝1,292ｍ）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0003 土木建設係
08 土木費 02 道路橋りょう費 03 道路新設改良費

大事業 34 利便性の高い道路の整備
中事業 02 市道の整備と維持管理

小事業 06 塩見美々津線道路改良事業(社会資本整備総合交付金）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 26
1007 光熱水費 74
1401 建設工事費 28,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
28,100 32,100 △ 4,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
15,400 11,400 1,300

主な財源 社会資本整備総合交付金、公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　「市道塩見美々津線（広域農道）」のうち、日向ひまわり支援学校や日向高等学校、病
院施設が集中し、通学路緊急合同点検において要対策とされた区間の歩道整備を行い、通
学、通院などに利用する歩行者の安全確保や交通の円滑化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○令和5年度事業概要
　・工事費　道路改良　　　　Ｌ＝84ｍ

○事業進捗率
　・全体計画延長　　　　　　Ｌ＝310ｍ
　・令和4年度末　   72.9％（Ｌ＝226ｍ）

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0003 土木建設係
08 土木費 02 道路橋りょう費 03 道路新設改良費

大事業 34 利便性の高い道路の整備
中事業 02 市道の整備と維持管理

小事業 01 南日向・日の平線改良事業（辺地）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 16
1001 消耗品費 46
1004 燃料費 50
1007 光熱水費 78
1101 通信運搬費 50
1401 建設工事費 24,760

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
25,000 25,000 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
25,000

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　鵜毛地区と南日向駅や国道10号を結ぶ市道南日向・日の平線の拡幅整備を行うことによ
り、地域間の交流強化と道路交通の安全の確保を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○令和5年度事業概要
　・工事費　道路改良       　Ｌ＝50ｍ

○事業進捗率
　・全体計画延長　　　　　Ｌ＝2,975ｍ
　・令和4年度末　 68.8％（Ｌ＝2,047ｍ）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0003 土木建設係
08 土木費 02 道路橋りょう費 03 道路新設改良費

大事業 34 利便性の高い道路の整備
中事業 02 市道の整備と維持管理

小事業 02 臨時地方道整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1401 建設工事費 14,000
2101 補償金 1,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
15,000 10,000 5,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
13,500 1,500

主な財源 公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　市道における幅員の確保や曲線部の視距確保などの改良を実施することにより、道路の
ネットワーク機能強化や安全性を確保し、市民生活の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

路線名：富高塩見線
○令和5年度事業概要
　・工事費　道路改良　　　　Ｌ＝60ｍ

○事業進捗率
　・全体計画延長　　　　　　Ｌ＝120ｍ
　・令和4年度末    　50.0％（Ｌ＝60ｍ）

路線名：美々津海岸線
○令和5年度事業概要
　・工事費　道路改良　　　　Ｌ＝50ｍ
　・補償費　　　　　　　　　Ｎ＝1件

○事業進捗率
　・全体計画延長　　　　　　Ｌ＝750ｍ
　・令和4年度末　   84.7％（Ｌ＝635ｍ）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0003 土木建設係
08 土木費 02 道路橋りょう費 03 道路新設改良費

大事業 34 利便性の高い道路の整備
中事業 02 市道の整備と維持管理

小事業 03 籾木線道路改良事業（社会資本整備総合交付金）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 11
1001 消耗品費 36
1004 燃料費 120
1006 印刷製本費 30
1007 光熱水費 80
1101 通信運搬費 123
1401 建設工事費 18,000
2101 補償金 2,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
20,400 28,400 △ 8,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
11,000 8,400 1,000

主な財源 社会資本整備総合交付金、公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　平岩金ヶ浜地区と籾木地区を結ぶ幹線道路であり、生活道路、通学路でもある「市道籾
木線」を整備することにより、地域住民の利便性の向上及び被災時における集落の孤立化
解消、並びに、地域活力の向上と道路交通の安全性の確保を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○令和5年度事業概要
　・工事費　道路改良　　　　Ｌ＝80ｍ
　　補償費　　　　　　　　　Ｎ＝2件

○事業進捗率
　・全体計画延長　　　　　　Ｌ＝1,611ｍ
　・令和4年度末　   80.2％（Ｌ＝1,292ｍ）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0003 土木建設係
08 土木費 02 道路橋りょう費 03 道路新設改良費

大事業 34 利便性の高い道路の整備
中事業 02 市道の整備と維持管理

小事業 06 塩見美々津線道路改良事業(社会資本整備総合交付金）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 26
1007 光熱水費 74
1401 建設工事費 28,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
28,100 32,100 △ 4,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
15,400 11,400 1,300

主な財源 社会資本整備総合交付金、公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　「市道塩見美々津線（広域農道）」のうち、日向ひまわり支援学校や日向高等学校、病
院施設が集中し、通学路緊急合同点検において要対策とされた区間の歩道整備を行い、通
学、通院などに利用する歩行者の安全確保や交通の円滑化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○令和5年度事業概要
　・工事費　道路改良　　　　Ｌ＝84ｍ

○事業進捗率
　・全体計画延長　　　　　　Ｌ＝310ｍ
　・令和4年度末　   72.9％（Ｌ＝226ｍ）

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0003 土木建設係
08 土木費 02 道路橋りょう費 03 道路新設改良費

大事業 34 利便性の高い道路の整備
中事業 02 市道の整備と維持管理

小事業 20 地方創生道整備推進交付金活用事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 30
1007 光熱水費 70
1401 建設工事費 19,000
2101 補償金 2,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
21,100 30,000 △ 8,900

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
10,500 10,600

主な財源 デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生道整備推進交付金）
財源内訳

目
的
・
効
果

　地域再生計画に基づき、市道・林道のネットワーク化を推進し、観光施設への回遊性や
災害時の迂回路機能、道路交通の円滑化を図り、安全安心なまちとしての魅力向上と、地
域力の回復、活性化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

路線名：福士線
○令和5年度事業概要
　・工事費　道路改良　　　　Ｌ＝55ｍ
　・補償費　　　　　　　　　Ｎ＝1件

○事業進捗率
　・全体計画延長　　　　　　Ｌ＝183ｍ
　・令和4年度末　    49.2％（Ｌ＝90ｍ）

路線名：東郷橋田野線
○令和5年度事業概要
　・工事費　道路改良　　　　Ｌ＝45ｍ
　・補償費　　　　　　　　　Ｎ＝1件

○事業進捗率　　
　・全体計画延長　　　　　　Ｌ＝148ｍ
　・令和4年度末    　13.5％（Ｌ＝20ｍ）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0003 土木建設係
08 土木費 02 道路橋りょう費 03 道路新設改良費

大事業 34 利便性の高い道路の整備
中事業 02 市道の整備と維持管理

小事業 21 福瀬大橋架替事業（社会資本整備総合交付金）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1802008 県営事業負担金 16,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
16,000 32,000 △ 16,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
8,000 8,000

主な財源 社会資本整備総合交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　県営大規模特定河川事業による福瀬大橋の架替に伴い、拡幅整備を行うことにより、周
辺地域の通行の利便性や安全性の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○県営事業負担金
　令和5年度事業費　228,267千円
　　　　　 　　　（宮崎県：212,267千円、日向市：16,000千円）
　・工事内容　　橋脚工　Ｎ＝1式

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0003 土木建設係
11 災害復旧費 02 公共土木施設災害復旧費 01 道路河川災害復旧費

大事業 25 防災体制の充実
中事業 02 災害に強いまちづくり

小事業 09 道路河川災害復旧事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 21
1001 消耗品費 39
1201 施設維持管理委託料 240
1202 工事施工を伴う委託料 2,700
1401 建設工事費 17,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
20,000 20,000 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,000 14,000

主な財源 公共土木施設災害復旧費負担金（現年）
財源内訳

目
的
・
効
果

　台風等で被災した公共土木施設の早期復旧を図り、土木施設の機能回復と市民生活の安
全を確保する。

事
　
業
　
内
　
容

○対象施設：道路、河川、急傾斜地崩壊防止施設など

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0004 道路保全係
08 土木費 02 道路橋りょう費 02 道路維持費

大事業 34 利便性の高い道路の整備
中事業 02 市道の整備と維持管理

小事業 09 市道維持管理費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 7 1402 維持補修工事 30,000
1001 消耗品費 388 1501 原材料費 6,500
1003 消耗品費被服 213 1702 機械器具費（事業執行用） 280
1004 燃料費 1,100 1825002 研修会負担金 317
1006 印刷製本費 8 2601 国に対する公課費 45
1008 修繕料 9,500
1103 手数料 406
1107 自動車損害保険料 187
1201 施設維持管理委託料 31,755
1206 その他の委託料 2,669
1301 使用料及び賃借料 979
1401 建設工事費 66,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
150,354 144,642 5,712

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
10,500 81,400 58,400 54

主な財源 社会資本整備総合交付金、公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　市道の適切な維持管理により、円滑で安全な交通網を確保するとともに、道路の安全性
と住民の生活環境の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○修繕料
　・小規模な市道補修、その他管理施設の修繕
○施設維持管理委託料
　・市道除草業務、トンネル保守点検業務、街路樹管理業務、支障木伐採業務など
○その他の委託料
　・雨水排水業務
○建設工事（補助）
　・法面補修、舗装補修
○建設工事（単独）
　・大王町排水対策、道路排水整備、側溝布設替、路側構造物補修など
○維持補修工事（単独）
　・舗装補修
○原材料費
　・道路補修材の購入、地区による里道等整備への材料支給など

関連するＳＤＧｓ



－ 193 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0003 土木建設係
08 土木費 02 道路橋りょう費 03 道路新設改良費

大事業 34 利便性の高い道路の整備
中事業 02 市道の整備と維持管理

小事業 20 地方創生道整備推進交付金活用事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 30
1007 光熱水費 70
1401 建設工事費 19,000
2101 補償金 2,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
21,100 30,000 △ 8,900

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
10,500 10,600

主な財源 デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生道整備推進交付金）
財源内訳

目
的
・
効
果

　地域再生計画に基づき、市道・林道のネットワーク化を推進し、観光施設への回遊性や
災害時の迂回路機能、道路交通の円滑化を図り、安全安心なまちとしての魅力向上と、地
域力の回復、活性化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

路線名：福士線
○令和5年度事業概要
　・工事費　道路改良　　　　Ｌ＝55ｍ
　・補償費　　　　　　　　　Ｎ＝1件

○事業進捗率
　・全体計画延長　　　　　　Ｌ＝183ｍ
　・令和4年度末　    49.2％（Ｌ＝90ｍ）

路線名：東郷橋田野線
○令和5年度事業概要
　・工事費　道路改良　　　　Ｌ＝45ｍ
　・補償費　　　　　　　　　Ｎ＝1件

○事業進捗率　　
　・全体計画延長　　　　　　Ｌ＝148ｍ
　・令和4年度末    　13.5％（Ｌ＝20ｍ）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0003 土木建設係
08 土木費 02 道路橋りょう費 03 道路新設改良費

大事業 34 利便性の高い道路の整備
中事業 02 市道の整備と維持管理

小事業 21 福瀬大橋架替事業（社会資本整備総合交付金）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1802008 県営事業負担金 16,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
16,000 32,000 △ 16,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
8,000 8,000

主な財源 社会資本整備総合交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　県営大規模特定河川事業による福瀬大橋の架替に伴い、拡幅整備を行うことにより、周
辺地域の通行の利便性や安全性の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○県営事業負担金
　令和5年度事業費　228,267千円
　　　　　 　　　（宮崎県：212,267千円、日向市：16,000千円）
　・工事内容　　橋脚工　Ｎ＝1式

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0003 土木建設係
11 災害復旧費 02 公共土木施設災害復旧費 01 道路河川災害復旧費

大事業 25 防災体制の充実
中事業 02 災害に強いまちづくり

小事業 09 道路河川災害復旧事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 21
1001 消耗品費 39
1201 施設維持管理委託料 240
1202 工事施工を伴う委託料 2,700
1401 建設工事費 17,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
20,000 20,000 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,000 14,000

主な財源 公共土木施設災害復旧費負担金（現年）
財源内訳

目
的
・
効
果

　台風等で被災した公共土木施設の早期復旧を図り、土木施設の機能回復と市民生活の安
全を確保する。

事
　
業
　
内
　
容

○対象施設：道路、河川、急傾斜地崩壊防止施設など

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0004 道路保全係
08 土木費 02 道路橋りょう費 02 道路維持費

大事業 34 利便性の高い道路の整備
中事業 02 市道の整備と維持管理

小事業 09 市道維持管理費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 7 1402 維持補修工事 30,000
1001 消耗品費 388 1501 原材料費 6,500
1003 消耗品費被服 213 1702 機械器具費（事業執行用） 280
1004 燃料費 1,100 1825002 研修会負担金 317
1006 印刷製本費 8 2601 国に対する公課費 45
1008 修繕料 9,500
1103 手数料 406
1107 自動車損害保険料 187
1201 施設維持管理委託料 31,755
1206 その他の委託料 2,669
1301 使用料及び賃借料 979
1401 建設工事費 66,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
150,354 144,642 5,712

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
10,500 81,400 58,400 54

主な財源 社会資本整備総合交付金、公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　市道の適切な維持管理により、円滑で安全な交通網を確保するとともに、道路の安全性
と住民の生活環境の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○修繕料
　・小規模な市道補修、その他管理施設の修繕
○施設維持管理委託料
　・市道除草業務、トンネル保守点検業務、街路樹管理業務、支障木伐採業務など
○その他の委託料
　・雨水排水業務
○建設工事（補助）
　・法面補修、舗装補修
○建設工事（単独）
　・大王町排水対策、道路排水整備、側溝布設替、路側構造物補修など
○維持補修工事（単独）
　・舗装補修
○原材料費
　・道路補修材の購入、地区による里道等整備への材料支給など

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0004 道路保全係
08 土木費 02 道路橋りょう費 02 道路維持費

大事業 34 利便性の高い道路の整備
中事業 02 市道の整備と維持管理

小事業 22 トンネル長寿命化事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1202 工事施工を伴う委託料 10,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
10,000 0 10,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
5,225 4,200 500 75

主な財源 道路メンテナンス事業補助金、公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市道路トンネル長寿命化修繕計画に基づき、予防保全型の修繕を計画的に行い、維
持管理における事業費の平準化とトータルコストの抑制を図り、強靭なインフラ施設の確
保を目指す。

事
　
業
　
内
　
容

○管理道路トンネル数　Ｎ＝4本
   （竹ノ野トンネル、鵜毛隧道、本谷トンネル、大池トンネル）

○令和5年度事業概要
　・トンネル点検業務委託　Ｎ＝4本
　・長寿命化修繕計画見直し

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0004 道路保全係
08 土木費 02 道路橋りょう費 03 道路新設改良費

大事業 26 安全・安心な生活環境の確保
中事業 02 交通安全・水難事故防止対策の推進

小事業 01 交通安全施設整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1401 建設工事費 18,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
18,000 17,000 1,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
15,000 3,000

主な財源 交通安全対策特別交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　交通安全施設を整備することにより、交通事故の防止と交通の円滑化を図り、道路利用
者の安全を確保する。

事
　
業
　
内
　
容

○建設工事費
　・道路反射鏡、区画線、防護柵、転落防止柵、道路鋲、視線誘導標等

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0004 道路保全係
08 土木費 02 道路橋りょう費 04 橋りょう維持費

大事業 34 利便性の高い道路の整備
中事業 02 市道の整備と維持管理

小事業 08 橋梁長寿命化事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 56
1001 消耗品費 48
1007 光熱水費 117
1202 工事施工を伴う委託料 34,660
1402 維持補修工事 137,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
171,881 154,938 16,943

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
93,417 70,600 7,700 164

主な財源 道路メンテナンス事業補助金、公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、予防保全型の修繕を計画的に行い、維持管理に
おける事業費の平準化とトータルコストの抑制を図り、強靱なインフラ施設の確保を目指
す。

事
　
業
　
内
　
容

○管理橋梁数　Ｎ＝212橋

○令和5年度事業概要
　・橋梁点検業務委託　　　　　　　  8橋
　・長寿命化修繕計画策定業務委託　212橋
　・補修設計業務委託　　　　　　　　2橋
　　（本村橋、赤岩川4号橋）
　・補修工事等　　　　　　　　　　　6橋
　　（秋留橋、中原橋、和田橋、田の原大橋、東郷橋、平岩跨線橋）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0007 事業調整係
08 土木費 01 土木管理費 01 土木総務費

大事業 34 利便性の高い道路の整備
中事業 01 広域交通網の整備促進

小事業 02 東九州自動車道協力事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 136
1001 消耗品費 19
1004 燃料費 37
1101 通信運搬費 16
1301 使用料及び賃借料 22
1814032 道づくりを考える日向・門川女性の会負担金 263

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
493 5,338 △ 4,845

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
493

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　東九州自動車道及び九州中央自動車道の全線整備に向け、積極的な取組を行うことによ
り、高速道の必要性と整備効果を広くアピールし、関係団体への要望活動による事業推進
を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○国、県、ネクスコ等への提言活動
○推進団体に対する、講演会、研修会、交流会への支援

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0004 道路保全係
08 土木費 02 道路橋りょう費 02 道路維持費

大事業 34 利便性の高い道路の整備
中事業 02 市道の整備と維持管理

小事業 22 トンネル長寿命化事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1202 工事施工を伴う委託料 10,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
10,000 0 10,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
5,225 4,200 500 75

主な財源 道路メンテナンス事業補助金、公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市道路トンネル長寿命化修繕計画に基づき、予防保全型の修繕を計画的に行い、維
持管理における事業費の平準化とトータルコストの抑制を図り、強靭なインフラ施設の確
保を目指す。

事
　
業
　
内
　
容

○管理道路トンネル数　Ｎ＝4本
   （竹ノ野トンネル、鵜毛隧道、本谷トンネル、大池トンネル）

○令和5年度事業概要
　・トンネル点検業務委託　Ｎ＝4本
　・長寿命化修繕計画見直し

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0004 道路保全係
08 土木費 02 道路橋りょう費 03 道路新設改良費

大事業 26 安全・安心な生活環境の確保
中事業 02 交通安全・水難事故防止対策の推進

小事業 01 交通安全施設整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1401 建設工事費 18,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
18,000 17,000 1,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
15,000 3,000

主な財源 交通安全対策特別交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　交通安全施設を整備することにより、交通事故の防止と交通の円滑化を図り、道路利用
者の安全を確保する。

事
　
業
　
内
　
容

○建設工事費
　・道路反射鏡、区画線、防護柵、転落防止柵、道路鋲、視線誘導標等

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0004 道路保全係
08 土木費 02 道路橋りょう費 04 橋りょう維持費

大事業 34 利便性の高い道路の整備
中事業 02 市道の整備と維持管理

小事業 08 橋梁長寿命化事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 56
1001 消耗品費 48
1007 光熱水費 117
1202 工事施工を伴う委託料 34,660
1402 維持補修工事 137,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
171,881 154,938 16,943

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
93,417 70,600 7,700 164

主な財源 道路メンテナンス事業補助金、公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、予防保全型の修繕を計画的に行い、維持管理に
おける事業費の平準化とトータルコストの抑制を図り、強靱なインフラ施設の確保を目指
す。

事
　
業
　
内
　
容

○管理橋梁数　Ｎ＝212橋

○令和5年度事業概要
　・橋梁点検業務委託　　　　　　　  8橋
　・長寿命化修繕計画策定業務委託　212橋
　・補修設計業務委託　　　　　　　　2橋
　　（本村橋、赤岩川4号橋）
　・補修工事等　　　　　　　　　　　6橋
　　（秋留橋、中原橋、和田橋、田の原大橋、東郷橋、平岩跨線橋）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0007 事業調整係
08 土木費 01 土木管理費 01 土木総務費

大事業 34 利便性の高い道路の整備
中事業 01 広域交通網の整備促進

小事業 02 東九州自動車道協力事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 136
1001 消耗品費 19
1004 燃料費 37
1101 通信運搬費 16
1301 使用料及び賃借料 22
1814032 道づくりを考える日向・門川女性の会負担金 263

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
493 5,338 △ 4,845

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
493

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　東九州自動車道及び九州中央自動車道の全線整備に向け、積極的な取組を行うことによ
り、高速道の必要性と整備効果を広くアピールし、関係団体への要望活動による事業推進
を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○国、県、ネクスコ等への提言活動
○推進団体に対する、講演会、研修会、交流会への支援

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0009 道路管理係
08 土木費 02 道路橋りょう費 01 道路橋りょう総務費

大事業 34 利便性の高い道路の整備
中事業 02 市道の整備と維持管理

小事業 10 道路橋梁総務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525 1205 システム開発等委託料 2,100
0301 職員手当 305 1301 使用料及び賃借料 705
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335 1701 庁用器具費（一般的事務用） 27
0801 費用弁償 51 1814043 大池トンネル電気料負担金 277
0802 普通旅費 42
1001 消耗品費 191
1003 消耗品費被服 106
1007 光熱水費 2,884
1106 火災保険料 25
1108 その他の保険料 440
1201 施設維持管理委託料 3,600
1202 工事施工を伴う委託料 1,650

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
14,263 12,883 1,380

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
34 14,229

主な財源
工事履行証明手数料、不動産売払収入、行政財産使用料、
資料コピー料金、細島東部住宅エレベーター電気料

財源内訳

目
的
・
効
果

  市道及び法定外公共物の適正な財産管理を行うとともに、道路法等の法令に基づく適切
な事務処理を執行する。

事
　
業
　
内
　
容

○会計年度任用職員の雇用に係る経費：報酬外
○光熱水費　　　　　　　　　　　　：道路照明施設等の電気料ほか
○その他の保険料　　　　　　　　　：道路賠償責任保険料
○施設維持管理委託料　　　　　　　：道路平面図作成(修正)委託料
○工事施行を伴う委託料　　　　　　：登記委託料外
○システム開発等委託料　　　　　　：GISｼｽﾃﾑのﾃﾞｰﾀ更新・道路管理ｼｽﾃﾑの更新
○使用料及び賃借料　　　　　　　　：国有林の市道用地借上料

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0009 道路管理係
08 土木費 03 河川費 01 河川総務費

大事業 25 防災体制の充実
中事業 01 災害予防対策の推進

小事業 18 耳川河川改修関連支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 3
1001 消耗品費 59
1007 光熱水費 36
1008 修繕料 300
1103 手数料 23
1106 火災保険料 15
1201 施設維持管理委託料 559
1301 使用料及び賃借料 1,273

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,268 2,499 △ 231

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,268

主な財源 耳川河川改修事業関連仮設住宅等補償金
財源内訳

目
的
・
効
果

　宮崎県が施行する耳川河川改修事業に伴い、宅地嵩上げ及び移転となる地権者を対象と
して設置している仮設住宅6棟の適正な維持管理と必要な維持補修を行い、事業の円滑な推
進に寄与する。

事
　
業
　
内
　
容

○修繕料　　　　　：仮設住宅6棟の修繕費用
〇手数料　　　　　：浄化槽検査手数料
○委託料　　　　　：施設維持管理委託（浄化槽清掃委託、場内除草委託ほか）
○使用料及び賃借料：仮設住宅敷地の賃借料

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0009 道路管理係
08 土木費 03 河川費 01 河川総務費

大事業 25 防災体制の充実
中事業 01 災害予防対策の推進

小事業 19 河川水門管理費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 29
1004 燃料費 25
1007 光熱水費 41
1201 施設維持管理委託料 3,344

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,439 3,336 103

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,323 116

主な財源 水門管理委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　宮崎県が管理する塩見川、耳川などの河川及び海岸において、水害防止を目的として設
置されている水門、陸閘等の適正な維持管理を県（日向土木事務所・北部港湾事務所）か
ら受託するとともに、実際の点検管理業務について、地元消防団をはじめとする自主防災
組織等に委託し、各地域において、浸水等の被害防止を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○自主防災組織等へ委託する施設（水門25箇所・陸閘5箇所：計30箇所）
　・耳川水系　：水門・13基、陸閘・3基
　・塩見川水系：水門：9基
　・赤岩川水系：水門：3基
　・美々津港　：陸閘・2基

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 05 建築住宅課 0001 管理係
08 土木費 06 住宅費 03 住宅対策費

大事業 31 快適な住宅環境の整備
中事業 02 安全で安心な建築物の整備促進

小事業 13 住宅セーフティネット支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 146
1001 消耗品費 20
1101 通信運搬費 20
1825002 研修会負担金 15
1838006 日向市居住支援協議会運営補助金 5,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,201 770 4,431

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
5,201

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　低所得者や高齢者等の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅等への入居支援や、そこに住み
続け自立した生活を行うための生活支援を行う「日向市居住支援協議会」の活動を支援す
ることにより、住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○日向市居住支援協議会運営補助金
　・人件費、旅費、需用費、報償費、委託料、使用料及び賃借料

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0009 道路管理係
08 土木費 02 道路橋りょう費 01 道路橋りょう総務費

大事業 34 利便性の高い道路の整備
中事業 02 市道の整備と維持管理

小事業 10 道路橋梁総務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525 1205 システム開発等委託料 2,100
0301 職員手当 305 1301 使用料及び賃借料 705
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335 1701 庁用器具費（一般的事務用） 27
0801 費用弁償 51 1814043 大池トンネル電気料負担金 277
0802 普通旅費 42
1001 消耗品費 191
1003 消耗品費被服 106
1007 光熱水費 2,884
1106 火災保険料 25
1108 その他の保険料 440
1201 施設維持管理委託料 3,600
1202 工事施工を伴う委託料 1,650

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
14,263 12,883 1,380

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
34 14,229

主な財源
工事履行証明手数料、不動産売払収入、行政財産使用料、
資料コピー料金、細島東部住宅エレベーター電気料

財源内訳

目
的
・
効
果

  市道及び法定外公共物の適正な財産管理を行うとともに、道路法等の法令に基づく適切
な事務処理を執行する。

事
　
業
　
内
　
容

○会計年度任用職員の雇用に係る経費：報酬外
○光熱水費　　　　　　　　　　　　：道路照明施設等の電気料ほか
○その他の保険料　　　　　　　　　：道路賠償責任保険料
○施設維持管理委託料　　　　　　　：道路平面図作成(修正)委託料
○工事施行を伴う委託料　　　　　　：登記委託料外
○システム開発等委託料　　　　　　：GISｼｽﾃﾑのﾃﾞｰﾀ更新・道路管理ｼｽﾃﾑの更新
○使用料及び賃借料　　　　　　　　：国有林の市道用地借上料

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0009 道路管理係
08 土木費 03 河川費 01 河川総務費

大事業 25 防災体制の充実
中事業 01 災害予防対策の推進

小事業 18 耳川河川改修関連支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 3
1001 消耗品費 59
1007 光熱水費 36
1008 修繕料 300
1103 手数料 23
1106 火災保険料 15
1201 施設維持管理委託料 559
1301 使用料及び賃借料 1,273

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,268 2,499 △ 231

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,268

主な財源 耳川河川改修事業関連仮設住宅等補償金
財源内訳

目
的
・
効
果

　宮崎県が施行する耳川河川改修事業に伴い、宅地嵩上げ及び移転となる地権者を対象と
して設置している仮設住宅6棟の適正な維持管理と必要な維持補修を行い、事業の円滑な推
進に寄与する。

事
　
業
　
内
　
容

○修繕料　　　　　：仮設住宅6棟の修繕費用
〇手数料　　　　　：浄化槽検査手数料
○委託料　　　　　：施設維持管理委託（浄化槽清掃委託、場内除草委託ほか）
○使用料及び賃借料：仮設住宅敷地の賃借料

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 02 建設課 0009 道路管理係
08 土木費 03 河川費 01 河川総務費

大事業 25 防災体制の充実
中事業 01 災害予防対策の推進

小事業 19 河川水門管理費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 29
1004 燃料費 25
1007 光熱水費 41
1201 施設維持管理委託料 3,344

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,439 3,336 103

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,323 116

主な財源 水門管理委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　宮崎県が管理する塩見川、耳川などの河川及び海岸において、水害防止を目的として設
置されている水門、陸閘等の適正な維持管理を県（日向土木事務所・北部港湾事務所）か
ら受託するとともに、実際の点検管理業務について、地元消防団をはじめとする自主防災
組織等に委託し、各地域において、浸水等の被害防止を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○自主防災組織等へ委託する施設（水門25箇所・陸閘5箇所：計30箇所）
　・耳川水系　：水門・13基、陸閘・3基
　・塩見川水系：水門：9基
　・赤岩川水系：水門：3基
　・美々津港　：陸閘・2基

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 05 建築住宅課 0001 管理係
08 土木費 06 住宅費 03 住宅対策費

大事業 31 快適な住宅環境の整備
中事業 02 安全で安心な建築物の整備促進

小事業 13 住宅セーフティネット支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 146
1001 消耗品費 20
1101 通信運搬費 20
1825002 研修会負担金 15
1838006 日向市居住支援協議会運営補助金 5,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,201 770 4,431

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
5,201

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　低所得者や高齢者等の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅等への入居支援や、そこに住み
続け自立した生活を行うための生活支援を行う「日向市居住支援協議会」の活動を支援す
ることにより、住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○日向市居住支援協議会運営補助金
　・人件費、旅費、需用費、報償費、委託料、使用料及び賃借料

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 05 建築住宅課 0003 指導係
08 土木費 01 土木管理費 02 建築指導費

大事業 31 快適な住宅環境の整備
中事業 02 安全で安心な建築物の整備促進

小事業 01 建築指導費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 90 1101 通信運搬費 43
0104 会計年度任用職員報酬 4,062 1108 その他の保険料 206
0301 職員手当 814 1206 その他の委託料 200
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 883 1301 使用料及び賃借料 955
0714 その他の役務提供等に対する報償金 40 1814008 全国建築審査会協議会負担金 48
0801 費用弁償 202 1814009 宮崎県建築連絡協議会負担金 50
0802 普通旅費 257 1814010 日本建築行政会議負担金 100
1001 消耗品費 200 1825002 研修会負担金 148
1002 消耗品費追録 82
1003 消耗品費被服 189
1005 食糧費 13
1006 印刷製本費 15

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,597 8,517 80

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
948 5,539 2,110

主な財源 宮崎県市町村権限移譲交付金、建築指導手数料、開発行為等許可申請手数料

財源内訳

目
的
・
効
果

　「宮崎県建築行政マネジメント計画」に基づき、建築行政における円滑かつ適確な業務
の執行を図り、建築物の安全性、利便性、快適性などの性能を確保し、良好な状態で長期
にわたって保つことを推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○建築審査会
　・2回
○会計年度任用職員
　・指定道路台帳整備業務・建築確認検査業務
○その他の委託料
　・開発行為及び道路位置指定による道路等寄附採納登記
○使用料
　・建築行政共用データベースシステム
○負担金
　・各会議、建築基準関係法令研修会

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 05 建築住宅課 0003 指導係
08 土木費 01 土木管理費 02 建築指導費

大事業 31 快適な住宅環境の整備
中事業 02 安全で安心な建築物の整備促進

小事業 02 建築行為等に係る道路拡幅整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1206 その他の委託料 2,700
1402 維持補修工事 1,314
2101 補償金 600

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,614 4,650 △ 36

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,207 2,407

主な財源
社会資本整備総合交付金、建築指導手数料、開発行為等許可申請手数
料、工事届済証明手数料、情報開示請求に係る公文書の写し手数料

財源内訳

目
的
・
効
果

　建築基準法第42条第2項により、建築物を幅員4ｍ未満の狭い道路（みなし道路）に接し
て建築する場合は、みなし道路の中心から2ｍ後退(セットバック）しなければならない。
　建築に伴うセットバックを円滑かつ確実に進めることにより、将来的に4ｍの道路幅員を
確保し、防災性に優れた安全な住宅市街地の形成と居住環境の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○その他の委託料
　・道路用地寄附採納委託（測量、分筆、登記委託）
○維持補修工事
　・道路後退用地の整備費（舗装、側溝等）
○補償金
　・工作物等損失補償金

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 05 建築住宅課 0003 指導係
08 土木費 01 土木管理費 02 建築指導費

大事業 31 快適な住宅環境の整備
中事業 02 安全で安心な建築物の整備促進

小事業 05 日向市木造住宅耐震化促進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1206 その他の委託料 60
1858002 日向市木造住宅耐震診断促進事業補助金 7,672

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
7,732 5,906 1,826

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,770 1,587 2,295 80

主な財源
社会資本整備総合交付金、宮崎県木造建築物等地震対策加速化支援事業
費補助金、建築指導手数料、ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　旧耐震基準である昭和56年（1981年）5月以前に建築された木造住宅の耐震性の向上を図
るため、木造住宅耐震診断アドバイザーの派遣や耐震診断、耐震改修に要する費用の一部
補助を行い、災害に強いまちづくりを推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○耐震診断アドバイザー派遣業務委託　15件
　・所有者等の耐震相談、戸別訪問、自治会等での普及・啓発活動等
○耐震診断補助金　8件
　・最大84千円／件　※加えて、一般財団法人宮崎県建築住宅センターが6千円を補助
○耐震改修補助金　7件
　・改修工事費用の8割（最大1,000千円／件）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 05 建築住宅課 0003 指導係
08 土木費 01 土木管理費 02 建築指導費

大事業 31 快適な住宅環境の整備
中事業 02 安全で安心な建築物の整備促進

小事業 10 日向市危険ブロック塀等除却推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1858014 日向市危険ブロック塀等除却推進事業補助金 1,040

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,040 1,040 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
520 208 312

主な財源
社会資本整備総合交付金、宮崎県木造建築物等地震対策加速化支援事業
費補助金、建築指導手数料

財源内訳

目
的
・
効
果

　小学校から概ね半径500ｍの範囲の沿道における倒壊の危険性の高いブロック塀等の除却
を促進することにより、通学児童の安全性の確保を図るとともに、地震時の倒壊を防止
し、災害に強いまちづくりを推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○危険ブロック塀等除却推進事業補助金　10件
　・除却工事費用の2／3（最大104千円／件）

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 05 建築住宅課 0003 指導係
08 土木費 01 土木管理費 02 建築指導費

大事業 31 快適な住宅環境の整備
中事業 02 安全で安心な建築物の整備促進

小事業 01 建築指導費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 90 1101 通信運搬費 43
0104 会計年度任用職員報酬 4,062 1108 その他の保険料 206
0301 職員手当 814 1206 その他の委託料 200
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 883 1301 使用料及び賃借料 955
0714 その他の役務提供等に対する報償金 40 1814008 全国建築審査会協議会負担金 48
0801 費用弁償 202 1814009 宮崎県建築連絡協議会負担金 50
0802 普通旅費 257 1814010 日本建築行政会議負担金 100
1001 消耗品費 200 1825002 研修会負担金 148
1002 消耗品費追録 82
1003 消耗品費被服 189
1005 食糧費 13
1006 印刷製本費 15

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,597 8,517 80

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
948 5,539 2,110

主な財源 宮崎県市町村権限移譲交付金、建築指導手数料、開発行為等許可申請手数料

財源内訳

目
的
・
効
果

　「宮崎県建築行政マネジメント計画」に基づき、建築行政における円滑かつ適確な業務
の執行を図り、建築物の安全性、利便性、快適性などの性能を確保し、良好な状態で長期
にわたって保つことを推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○建築審査会
　・2回
○会計年度任用職員
　・指定道路台帳整備業務・建築確認検査業務
○その他の委託料
　・開発行為及び道路位置指定による道路等寄附採納登記
○使用料
　・建築行政共用データベースシステム
○負担金
　・各会議、建築基準関係法令研修会

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 05 建築住宅課 0003 指導係
08 土木費 01 土木管理費 02 建築指導費

大事業 31 快適な住宅環境の整備
中事業 02 安全で安心な建築物の整備促進

小事業 02 建築行為等に係る道路拡幅整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1206 その他の委託料 2,700
1402 維持補修工事 1,314
2101 補償金 600

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,614 4,650 △ 36

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,207 2,407

主な財源
社会資本整備総合交付金、建築指導手数料、開発行為等許可申請手数
料、工事届済証明手数料、情報開示請求に係る公文書の写し手数料

財源内訳

目
的
・
効
果

　建築基準法第42条第2項により、建築物を幅員4ｍ未満の狭い道路（みなし道路）に接し
て建築する場合は、みなし道路の中心から2ｍ後退(セットバック）しなければならない。
　建築に伴うセットバックを円滑かつ確実に進めることにより、将来的に4ｍの道路幅員を
確保し、防災性に優れた安全な住宅市街地の形成と居住環境の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○その他の委託料
　・道路用地寄附採納委託（測量、分筆、登記委託）
○維持補修工事
　・道路後退用地の整備費（舗装、側溝等）
○補償金
　・工作物等損失補償金

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 05 建築住宅課 0003 指導係
08 土木費 01 土木管理費 02 建築指導費

大事業 31 快適な住宅環境の整備
中事業 02 安全で安心な建築物の整備促進

小事業 05 日向市木造住宅耐震化促進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1206 その他の委託料 60
1858002 日向市木造住宅耐震診断促進事業補助金 7,672

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
7,732 5,906 1,826

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,770 1,587 2,295 80

主な財源
社会資本整備総合交付金、宮崎県木造建築物等地震対策加速化支援事業
費補助金、建築指導手数料、ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　旧耐震基準である昭和56年（1981年）5月以前に建築された木造住宅の耐震性の向上を図
るため、木造住宅耐震診断アドバイザーの派遣や耐震診断、耐震改修に要する費用の一部
補助を行い、災害に強いまちづくりを推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○耐震診断アドバイザー派遣業務委託　15件
　・所有者等の耐震相談、戸別訪問、自治会等での普及・啓発活動等
○耐震診断補助金　8件
　・最大84千円／件　※加えて、一般財団法人宮崎県建築住宅センターが6千円を補助
○耐震改修補助金　7件
　・改修工事費用の8割（最大1,000千円／件）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 05 建築住宅課 0003 指導係
08 土木費 01 土木管理費 02 建築指導費

大事業 31 快適な住宅環境の整備
中事業 02 安全で安心な建築物の整備促進

小事業 10 日向市危険ブロック塀等除却推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1858014 日向市危険ブロック塀等除却推進事業補助金 1,040

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,040 1,040 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
520 208 312

主な財源
社会資本整備総合交付金、宮崎県木造建築物等地震対策加速化支援事業
費補助金、建築指導手数料

財源内訳

目
的
・
効
果

　小学校から概ね半径500ｍの範囲の沿道における倒壊の危険性の高いブロック塀等の除却
を促進することにより、通学児童の安全性の確保を図るとともに、地震時の倒壊を防止
し、災害に強いまちづくりを推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○危険ブロック塀等除却推進事業補助金　10件
　・除却工事費用の2／3（最大104千円／件）

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 05 建築住宅課 0003 指導係
08 土木費 01 土木管理費 02 建築指導費

大事業 31 快適な住宅環境の整備
中事業 02 安全で安心な建築物の整備促進

小事業 12 日向市屋根耐風診断・改修促進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1858017 日向市屋根耐風診断・改修促進事業補助金 1,761

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,761 1,761 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
880 881

主な財源 社会資本整備総合交付金、建築指導手数料
財源内訳

目
的
・
効
果

　人口集中地区（ＤＩＤ地区）において、瓦屋根の耐風診断及び、脱落の危険性がある瓦
屋根の改修に対する一部補助を行うことにより、災害に強いまちづくりを推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○耐風診断　5件
　・補助対象限度額　31.5千円×2／3＝最大21千円／件　　
○耐風改修　3件
　・補助対象限度額　2,400千円×23％＝最大552千円／件

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 05 建築住宅課 0011 空家対策推進係
08 土木費 01 土木管理費 02 建築指導費

大事業 31 快適な住宅環境の整備
中事業 03 空き家の適正管理と活用の促進

小事業 01 日向市空家等対策推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 192 1206 その他の委託料 6,131
0104 会計年度任用職員報酬 1,525 1825002 研修会負担金 51
0301 職員手当 305 1858010 日向市空家等対策推進事業補助金 4,000
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335 1858015 日向市空き家利活用促進事業補助金 1,800
0714 その他の役務提供等に対する報償金 238
0801 費用弁償 58
0802 普通旅費 126
1001 消耗品費 54
1005 食糧費 3
1006 印刷製本費 112
1101 通信運搬費 165
1106 火災保険料 5

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
15,100 10,012 5,088

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,250 1,707 1,690 7,453

主な財源
空き家対策総合支援事業補助金、移住者向け空き家利活用促進支援事業補助金、空き
家サブリース施設使用料、移住等促進支援事業補助金、過疎地域振興基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　空き家の所有者等へ助言・指導や支援を実施することにより、適正管理、利活用及び除
却を促進し、地域住民の生活環境の保全を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○報償金
　・空き家等情報バンク登録謝礼金　20件
○その他の委託料
　・緊急安全措置業務委託
　・空き家サブリース（転貸）に伴う業務委託
　・空き家等情報バンク支援業務委託
○日向市空家等対策推進事業補助金
　・危険空家の除却費用を補助　　所得制限あり　上限800千円　4件
　・除却後の跡地を防災上有効な空地にすることを条件に、細島地区の
　　未接道空き家の除却費用を補助　　　　　　　上限800千円　1件
○日向市空き家利活用促進事業補助金
　・移住者が利活用する空き家バンク登録物件の改修、修繕費用を補助
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上限800千円　2件
　・空き家バンク登録又は登録見込み物件の家財道具処分、樹木剪定
　　費用等を補助　　　　　　　　　　　　　　　上限100千円　2件

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 03 市街地整備課 0001 区画整理係
08 土木費 05 都市計画費 01 都市計画総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 08 土木一般事務費

小事業 03 市街地整備一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 180
1001 消耗品費 55
1003 消耗品費被服 121
1008 修繕料 50
1106 火災保険料 5
1814016 日本土地区画整理協会負担金 113
1814017 全国都市公園整備促進協議会負担金 42
1814018 日本公園緑地協会負担金 38
1814020 街路事業促進協議会負担金 10

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
614 567 47

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
187 50 377

主な財源 宮崎県市町村権限移譲交付金、換地図面閲覧等手数料
財源内訳

目
的
・
効
果

　都市基盤整備事業（区画整理、街路、公園等）の推進に関する全国自治体、関係機関が
加入する協会等への負担金補助及び交付金、一般事務費であり、事業の推進に関する要望
活動、並びに専門技術及び最新情報の取得を目的とする。

事
　
業
　
内
　
容

○一般事務費
○非常勤特別職員報酬（土地区画整理審議会委員報酬　14人×2回）
○負担金
・都市計画事業（土地区画整理事業、都市公園事業、街路事業）等に関する各種協会への
負担金

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 03 市街地整備課 0001 区画整理係
08 土木費 05 都市計画費 02 土地区画整理事業費

大事業 33 生活の質を高める都市基盤の整備
中事業 01 良好な住環境の整備

小事業 05 土地区画整理（その他）事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1202 工事施工を伴う委託料 200
1401 建設工事費 200
2101 補償金 200

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
600 600 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
600

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　土地区画整理事業完了地区において、市の関与が必要な調査及び工事、補償等が生じた
場合に必要な経費を計上し、迅速な事務処理を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○工事施工を伴う委託料
　測量調査費　1式
○建設工事費
　建設工事費　1式
○補償金
　補償金（損失補償）　1式

関連するＳＤＧｓ



－ 201 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 05 建築住宅課 0003 指導係
08 土木費 01 土木管理費 02 建築指導費

大事業 31 快適な住宅環境の整備
中事業 02 安全で安心な建築物の整備促進

小事業 12 日向市屋根耐風診断・改修促進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1858017 日向市屋根耐風診断・改修促進事業補助金 1,761

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,761 1,761 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
880 881

主な財源 社会資本整備総合交付金、建築指導手数料
財源内訳

目
的
・
効
果

　人口集中地区（ＤＩＤ地区）において、瓦屋根の耐風診断及び、脱落の危険性がある瓦
屋根の改修に対する一部補助を行うことにより、災害に強いまちづくりを推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○耐風診断　5件
　・補助対象限度額　31.5千円×2／3＝最大21千円／件　　
○耐風改修　3件
　・補助対象限度額　2,400千円×23％＝最大552千円／件

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 05 建築住宅課 0011 空家対策推進係
08 土木費 01 土木管理費 02 建築指導費

大事業 31 快適な住宅環境の整備
中事業 03 空き家の適正管理と活用の促進

小事業 01 日向市空家等対策推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 192 1206 その他の委託料 6,131
0104 会計年度任用職員報酬 1,525 1825002 研修会負担金 51
0301 職員手当 305 1858010 日向市空家等対策推進事業補助金 4,000
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335 1858015 日向市空き家利活用促進事業補助金 1,800
0714 その他の役務提供等に対する報償金 238
0801 費用弁償 58
0802 普通旅費 126
1001 消耗品費 54
1005 食糧費 3
1006 印刷製本費 112
1101 通信運搬費 165
1106 火災保険料 5

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
15,100 10,012 5,088

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,250 1,707 1,690 7,453

主な財源
空き家対策総合支援事業補助金、移住者向け空き家利活用促進支援事業補助金、空き
家サブリース施設使用料、移住等促進支援事業補助金、過疎地域振興基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　空き家の所有者等へ助言・指導や支援を実施することにより、適正管理、利活用及び除
却を促進し、地域住民の生活環境の保全を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○報償金
　・空き家等情報バンク登録謝礼金　20件
○その他の委託料
　・緊急安全措置業務委託
　・空き家サブリース（転貸）に伴う業務委託
　・空き家等情報バンク支援業務委託
○日向市空家等対策推進事業補助金
　・危険空家の除却費用を補助　　所得制限あり　上限800千円　4件
　・除却後の跡地を防災上有効な空地にすることを条件に、細島地区の
　　未接道空き家の除却費用を補助　　　　　　　上限800千円　1件
○日向市空き家利活用促進事業補助金
　・移住者が利活用する空き家バンク登録物件の改修、修繕費用を補助
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上限800千円　2件
　・空き家バンク登録又は登録見込み物件の家財道具処分、樹木剪定
　　費用等を補助　　　　　　　　　　　　　　　上限100千円　2件

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 03 市街地整備課 0001 区画整理係
08 土木費 05 都市計画費 01 都市計画総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 08 土木一般事務費

小事業 03 市街地整備一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 180
1001 消耗品費 55
1003 消耗品費被服 121
1008 修繕料 50
1106 火災保険料 5
1814016 日本土地区画整理協会負担金 113
1814017 全国都市公園整備促進協議会負担金 42
1814018 日本公園緑地協会負担金 38
1814020 街路事業促進協議会負担金 10

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
614 567 47

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
187 50 377

主な財源 宮崎県市町村権限移譲交付金、換地図面閲覧等手数料
財源内訳

目
的
・
効
果

　都市基盤整備事業（区画整理、街路、公園等）の推進に関する全国自治体、関係機関が
加入する協会等への負担金補助及び交付金、一般事務費であり、事業の推進に関する要望
活動、並びに専門技術及び最新情報の取得を目的とする。

事
　
業
　
内
　
容

○一般事務費
○非常勤特別職員報酬（土地区画整理審議会委員報酬　14人×2回）
○負担金
・都市計画事業（土地区画整理事業、都市公園事業、街路事業）等に関する各種協会への
負担金

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 03 市街地整備課 0001 区画整理係
08 土木費 05 都市計画費 02 土地区画整理事業費

大事業 33 生活の質を高める都市基盤の整備
中事業 01 良好な住環境の整備

小事業 05 土地区画整理（その他）事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1202 工事施工を伴う委託料 200
1401 建設工事費 200
2101 補償金 200

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
600 600 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
600

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　土地区画整理事業完了地区において、市の関与が必要な調査及び工事、補償等が生じた
場合に必要な経費を計上し、迅速な事務処理を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○工事施工を伴う委託料
　測量調査費　1式
○建設工事費
　建設工事費　1式
○補償金
　補償金（損失補償）　1式

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 03 市街地整備課 0001 区画整理係
08 土木費 05 都市計画費 02 土地区画整理事業費

大事業 33 生活の質を高める都市基盤の整備
中事業 01 良好な住環境の整備

小事業 06 財光寺南土地区画整理事業（社会資本整備総合交付金）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0203 一般職給料 1,700 2101 補償金 87,000
0802 普通旅費 281
1001 消耗品費 614
1003 消耗品費被服 279
1006 印刷製本費 50
1007 光熱水費 526
1008 修繕料 50
1101 通信運搬費 340
1103 手数料 30
1301 使用料及び賃借料 30
1401 建設工事費 63,000
1825002 研修会負担金 100

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
154,000 154,000 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
75,000 71,100 7,900

主な財源 社会資本整備総合交付金、公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　本地区は、宮崎県北地方拠点都市地域において「財光寺居住拠点地区」に位置付けられ
ており、本市発展の一翼を担う地区として公共・公益施設の体系的な整備改善を行う。
　あわせて民有空間との一体的な景観形成等の取組により、安全・安心で良好な居住環境
の形成を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○建設工事費
　・道路築造　　Ｌ=　300ｍ
　・車道舗装工　Ａ=2,300㎡
　・歩道舗装工　Ａ=1,400㎡
○建物移転補償金
　・建物移転　1戸5棟

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 03 市街地整備課 0001 区画整理係
08 土木費 05 都市計画費 02 土地区画整理事業費

大事業 33 生活の質を高める都市基盤の整備
中事業 01 良好な住環境の整備

小事業 08 財光寺南土地区画整理事業（都市再生区画整理事業）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0203 一般職給料 7,700
0301 職員手当 900
1004 燃料費 400
1007 光熱水費 400
1202 工事施工を伴う委託料 100,000
1401 建設工事費 310,600
2101 補償金 346,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
766,000 756,000 10,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
378,300 348,900 38,800

主な財源 社会資本整備総合交付金、公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　本地区は、宮崎県北地方拠点都市地域において「財光寺居住拠点地区」に位置付けられ
ており、本市発展の一翼を担う地区として公共・公益施設の体系的な整備改善を行う。
　あわせて民有空間との一体的な景観形成等の取組により、安全・安心で良好な居住環境
の形成を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○工事施工に伴う委託料
・換地変更・画地測設　Ｎ＝1式
・事業計画変更　　　　Ｎ＝1式
・建物調査算定　　　　6戸13棟
・道路詳細設計　　　　Ｌ＝2,700ｍ
○建設工事費
・車道舗装工　　　　　Ａ＝5,600㎡　
・雨水補助幹線布設工　Ｌ＝185ｍ　
・宅地造成工　　　　　Ａ＝33,000㎡
○補償金
・建物移転　　　　　　8戸25棟
・電柱移転　　　　　　Ｎ＝1式

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 03 市街地整備課 0003 街なか整備係
08 土木費 05 都市計画費 02 土地区画整理事業費

大事業 33 生活の質を高める都市基盤の整備
中事業 01 良好な住環境の整備

小事業 10 駅周辺土地区画整理事業（社会資本整備総合交付金）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0203 一般職給料 3,200
0301 職員手当 500
1004 燃料費 150
1006 印刷製本費 130
1007 光熱水費 400
1101 通信運搬費 277
1202 工事施工を伴う委託料 310
1301 使用料及び賃借料 33
1401 建設工事費 50,000
2101 補償金 117,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
172,000 198,000 △ 26,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
83,500 79,600 8,900

主な財源 社会資本整備総合交付金、公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市駅を中心とする中心市街地は、宮崎県北地方拠点都市地域において「日向市生
活・文化交流拠点地区」に位置づけられ、人・もの・情報の集発散拠点となる「地域の
顔」「圏域の顔」としての役割を担うことから、公共施設等の整備改善と併せて土地の高
度利用の促進、商店街の再構築を行い、賑わいのある中心市街地の創出を図る。

事
　
業
　
内
　
容

〇建設工事費
　・草場細島通線築造　Ｌ＝90ｍ
　・天神山通線築造　　Ｌ＝80ｍ
○補償金
　・建物移転　2戸2棟
　・営業補償　Ｎ＝1件
　・工作物　　Ｎ＝1件

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 03 市街地整備課 0003 街なか整備係
08 土木費 05 都市計画費 02 土地区画整理事業費

大事業 33 生活の質を高める都市基盤の整備
中事業 01 良好な住環境の整備

小事業 11 駅周辺土地区画整理事業（都市再生区画整理事業）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1401 建設工事費 63,000
2101 補償金 87,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
150,000 100,000 50,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
75,000 67,500 7,500

主な財源 社会資本整備総合交付金、公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市駅を中心とする中心市街地は、宮崎県北地方拠点都市地域において「日向市生
活・文化交流拠点地区」に位置づけられ、人・もの・情報の集発散拠点となる「地域の
顔」「圏域の顔」としての役割を担うことから、公共施設等の整備改善と併せて土地の高
度利用の促進、商店街の再構築を行い、賑わいのある中心市街地の創出を図る。

事
　
業
　
内
　
容

〇建設工事費
　・区画街路築造　Ｌ＝110ｍ
　・区画街路舗装　Ａ＝250㎡
○補償金　　
　・建物移転　3戸3棟
　・営業補償　Ｎ＝2件

関連するＳＤＧｓ



－ 203 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 03 市街地整備課 0001 区画整理係
08 土木費 05 都市計画費 02 土地区画整理事業費

大事業 33 生活の質を高める都市基盤の整備
中事業 01 良好な住環境の整備

小事業 06 財光寺南土地区画整理事業（社会資本整備総合交付金）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0203 一般職給料 1,700 2101 補償金 87,000
0802 普通旅費 281
1001 消耗品費 614
1003 消耗品費被服 279
1006 印刷製本費 50
1007 光熱水費 526
1008 修繕料 50
1101 通信運搬費 340
1103 手数料 30
1301 使用料及び賃借料 30
1401 建設工事費 63,000
1825002 研修会負担金 100

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
154,000 154,000 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
75,000 71,100 7,900

主な財源 社会資本整備総合交付金、公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　本地区は、宮崎県北地方拠点都市地域において「財光寺居住拠点地区」に位置付けられ
ており、本市発展の一翼を担う地区として公共・公益施設の体系的な整備改善を行う。
　あわせて民有空間との一体的な景観形成等の取組により、安全・安心で良好な居住環境
の形成を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○建設工事費
　・道路築造　　Ｌ=　300ｍ
　・車道舗装工　Ａ=2,300㎡
　・歩道舗装工　Ａ=1,400㎡
○建物移転補償金
　・建物移転　1戸5棟

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 03 市街地整備課 0001 区画整理係
08 土木費 05 都市計画費 02 土地区画整理事業費

大事業 33 生活の質を高める都市基盤の整備
中事業 01 良好な住環境の整備

小事業 08 財光寺南土地区画整理事業（都市再生区画整理事業）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0203 一般職給料 7,700
0301 職員手当 900
1004 燃料費 400
1007 光熱水費 400
1202 工事施工を伴う委託料 100,000
1401 建設工事費 310,600
2101 補償金 346,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
766,000 756,000 10,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
378,300 348,900 38,800

主な財源 社会資本整備総合交付金、公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　本地区は、宮崎県北地方拠点都市地域において「財光寺居住拠点地区」に位置付けられ
ており、本市発展の一翼を担う地区として公共・公益施設の体系的な整備改善を行う。
　あわせて民有空間との一体的な景観形成等の取組により、安全・安心で良好な居住環境
の形成を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○工事施工に伴う委託料
・換地変更・画地測設　Ｎ＝1式
・事業計画変更　　　　Ｎ＝1式
・建物調査算定　　　　6戸13棟
・道路詳細設計　　　　Ｌ＝2,700ｍ
○建設工事費
・車道舗装工　　　　　Ａ＝5,600㎡　
・雨水補助幹線布設工　Ｌ＝185ｍ　
・宅地造成工　　　　　Ａ＝33,000㎡
○補償金
・建物移転　　　　　　8戸25棟
・電柱移転　　　　　　Ｎ＝1式

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 03 市街地整備課 0003 街なか整備係
08 土木費 05 都市計画費 02 土地区画整理事業費

大事業 33 生活の質を高める都市基盤の整備
中事業 01 良好な住環境の整備

小事業 10 駅周辺土地区画整理事業（社会資本整備総合交付金）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0203 一般職給料 3,200
0301 職員手当 500
1004 燃料費 150
1006 印刷製本費 130
1007 光熱水費 400
1101 通信運搬費 277
1202 工事施工を伴う委託料 310
1301 使用料及び賃借料 33
1401 建設工事費 50,000
2101 補償金 117,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
172,000 198,000 △ 26,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
83,500 79,600 8,900

主な財源 社会資本整備総合交付金、公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市駅を中心とする中心市街地は、宮崎県北地方拠点都市地域において「日向市生
活・文化交流拠点地区」に位置づけられ、人・もの・情報の集発散拠点となる「地域の
顔」「圏域の顔」としての役割を担うことから、公共施設等の整備改善と併せて土地の高
度利用の促進、商店街の再構築を行い、賑わいのある中心市街地の創出を図る。

事
　
業
　
内
　
容

〇建設工事費
　・草場細島通線築造　Ｌ＝90ｍ
　・天神山通線築造　　Ｌ＝80ｍ
○補償金
　・建物移転　2戸2棟
　・営業補償　Ｎ＝1件
　・工作物　　Ｎ＝1件

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 03 市街地整備課 0003 街なか整備係
08 土木費 05 都市計画費 02 土地区画整理事業費

大事業 33 生活の質を高める都市基盤の整備
中事業 01 良好な住環境の整備

小事業 11 駅周辺土地区画整理事業（都市再生区画整理事業）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1401 建設工事費 63,000
2101 補償金 87,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
150,000 100,000 50,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
75,000 67,500 7,500

主な財源 社会資本整備総合交付金、公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市駅を中心とする中心市街地は、宮崎県北地方拠点都市地域において「日向市生
活・文化交流拠点地区」に位置づけられ、人・もの・情報の集発散拠点となる「地域の
顔」「圏域の顔」としての役割を担うことから、公共施設等の整備改善と併せて土地の高
度利用の促進、商店街の再構築を行い、賑わいのある中心市街地の創出を図る。

事
　
業
　
内
　
容

〇建設工事費
　・区画街路築造　Ｌ＝110ｍ
　・区画街路舗装　Ａ＝250㎡
○補償金　　
　・建物移転　3戸3棟
　・営業補償　Ｎ＝2件

関連するＳＤＧｓ



－ 204 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 03 市街地整備課 0003 街なか整備係
08 土木費 05 都市計画費 02 土地区画整理事業費

大事業 33 生活の質を高める都市基盤の整備
中事業 01 良好な住環境の整備

小事業 12 駅周辺土地区画整理事業（単独）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 128
0802 普通旅費 250
1005 食糧費 5
1008 修繕料 451
1108 その他の保険料 100
1201 施設維持管理委託料 140
1202 工事施工を伴う委託料 100
1401 建設工事費 518
1501 原材料費 50
1825002 研修会負担金 71
2101 補償金 53,687

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
55,500 2,000 53,500

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
28,032 27,468

主な財源
駅周辺土地区画整理事業目的外使用に係る駐車場使用料、土地区画整理
清算金

財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市駅を中心とする中心市街地は、宮崎県北地方拠点都市地域において「日向市生
活・文化交流拠点地区」に位置づけられ、人・もの・情報の集発散拠点となる「地域の
顔」「圏域の顔」としての役割を担うことから、公共施設等の整備改善と併せて土地の高
度利用の促進、商店街の再構築を行い、賑わいのある中心市街地の創出を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○施設維持管理委託料
　・駐車場管理委託　18台
○建設工事費
　・仮舗装　Ａ＝200㎡　

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 03 市街地整備課 0003 街なか整備係
08 土木費 05 都市計画費 02 土地区画整理事業費

大事業 33 生活の質を高める都市基盤の整備
中事業 01 良好な住環境の整備

小事業 13 駅周辺土地区画整理事業（防災・安全交付金）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0203 一般職給料 5,000
0802 普通旅費 43
1001 消耗品費 200
1101 通信運搬費 55
1201 施設維持管理委託料 502
1401 建設工事費 11,700

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
17,500 100,000 △ 82,500

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,435 9,900 1,100 65

主な財源 社会資本整備総合交付金、公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市駅を中心とする中心市街地は、宮崎県北地方拠点都市地域において「日向市生
活・文化交流拠点地区」に位置づけられ、人・もの・情報の集発散拠点となる「地域の
顔」「圏域の顔」としての役割を担うことから、公共施設等の整備改善と併せて土地の高
度利用の促進、商店街の再構築を行い、賑わいのある中心市街地の創出を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○施設維持管理委託料
　・管理地除草業務　Ａ＝8,140㎡
○建設工事費　　
　・富高財光寺通線築造　Ｌ＝70ｍ

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 03 市街地整備課 0004 公園街路係
03 民生費 02 児童福祉費 04 児童遊園費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 03 民生施設管理運営費

小事業 01 児童遊園施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 24
1007 光熱水費 125
1008 修繕料 180
1103 手数料 4
1201 施設維持管理委託料 412
1206 その他の委託料 131
1402 維持補修工事 800
1501 原材料費 100

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,776 1,483 293

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,776

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　「憩いの場」である児童遊園の適切な維持管理を行うことで、安全で安心して利用でき
る「施設環境」の保全を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○施設維持管理委託料
　・区公園管理　Ｎ＝5箇所
　・トイレ管理　Ｎ＝3箇所
　・遊具点検　　Ｎ＝6箇所
〇維持補修工事
　・本町児童遊園防護柵設置工事　Ｌ＝54ｍ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 03 市街地整備課 0004 公園街路係
08 土木費 05 都市計画費 01 都市計画総務費

大事業 35 美しい景観の保全と形成
中事業 02 緑花あふれる美しい風景づくり

小事業 03 全市緑花推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 33
0802 普通旅費 26
1001 消耗品費 2,500
1005 食糧費 10
1006 印刷製本費 50
1007 光熱水費 160
1201 施設維持管理委託料 5,500
1401 建設工事費 1,500
1501 原材料費 30
1825004 水道新設負担金 36
1838005 全市緑花推進協議会補助金 2,180
1858011 全市公園化事業補助金 180

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
12,205 12,095 110

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
12,012 193

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金、みどりのまちづくり基金利子
財源内訳

目
的
・
効
果

　本市の自然、歴史、文化等の地域資源を生かして、市全域が緑や花の豊かな美しい憩い
の場となる「全市緑花」を目指し、行政・市民・企業とのパートナーシップのもと、緑や
花のあふれるまちづくりを推進する。

〇公園化拠点ゾーン4拠点（日向サンパーク周辺、牧水公園周辺、米の山周辺、中心市街地
周辺）
〇沿道修景軸5景軸

事
　
業
　
内
　
容

○建設工事費
　・中央通線樹木保全工事
　・公共花壇土壌改良工事
　・緑景修景工事
○施設維持管理委託料
　・公共花壇管理業務委託
　・日向岬周辺草刈等管理業務委託
　・県道日知屋財光寺線植栽業務委託
○全市緑花推進協議会補助金（市民啓発活動、花づくりイベント）　
　・ひまわり絵画展（幼稚園児、保育園児）　
　・秋のコンテナガーデン展
　・まちかど花フェア（一般家庭、学校、自治公民館、事業所及び団体、
　　　　　　　　　　　スモールガーデン、写真部門）
　・花苗、花種の支給

関連するＳＤＧｓ



－ 205 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 03 市街地整備課 0003 街なか整備係
08 土木費 05 都市計画費 02 土地区画整理事業費

大事業 33 生活の質を高める都市基盤の整備
中事業 01 良好な住環境の整備

小事業 12 駅周辺土地区画整理事業（単独）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 128
0802 普通旅費 250
1005 食糧費 5
1008 修繕料 451
1108 その他の保険料 100
1201 施設維持管理委託料 140
1202 工事施工を伴う委託料 100
1401 建設工事費 518
1501 原材料費 50
1825002 研修会負担金 71
2101 補償金 53,687

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
55,500 2,000 53,500

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
28,032 27,468

主な財源
駅周辺土地区画整理事業目的外使用に係る駐車場使用料、土地区画整理
清算金

財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市駅を中心とする中心市街地は、宮崎県北地方拠点都市地域において「日向市生
活・文化交流拠点地区」に位置づけられ、人・もの・情報の集発散拠点となる「地域の
顔」「圏域の顔」としての役割を担うことから、公共施設等の整備改善と併せて土地の高
度利用の促進、商店街の再構築を行い、賑わいのある中心市街地の創出を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○施設維持管理委託料
　・駐車場管理委託　18台
○建設工事費
　・仮舗装　Ａ＝200㎡　

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 03 市街地整備課 0003 街なか整備係
08 土木費 05 都市計画費 02 土地区画整理事業費

大事業 33 生活の質を高める都市基盤の整備
中事業 01 良好な住環境の整備

小事業 13 駅周辺土地区画整理事業（防災・安全交付金）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0203 一般職給料 5,000
0802 普通旅費 43
1001 消耗品費 200
1101 通信運搬費 55
1201 施設維持管理委託料 502
1401 建設工事費 11,700

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
17,500 100,000 △ 82,500

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
6,435 9,900 1,100 65

主な財源 社会資本整備総合交付金、公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市駅を中心とする中心市街地は、宮崎県北地方拠点都市地域において「日向市生
活・文化交流拠点地区」に位置づけられ、人・もの・情報の集発散拠点となる「地域の
顔」「圏域の顔」としての役割を担うことから、公共施設等の整備改善と併せて土地の高
度利用の促進、商店街の再構築を行い、賑わいのある中心市街地の創出を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○施設維持管理委託料
　・管理地除草業務　Ａ＝8,140㎡
○建設工事費　　
　・富高財光寺通線築造　Ｌ＝70ｍ

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 03 市街地整備課 0004 公園街路係
03 民生費 02 児童福祉費 04 児童遊園費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 03 民生施設管理運営費

小事業 01 児童遊園施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 24
1007 光熱水費 125
1008 修繕料 180
1103 手数料 4
1201 施設維持管理委託料 412
1206 その他の委託料 131
1402 維持補修工事 800
1501 原材料費 100

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,776 1,483 293

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,776

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　「憩いの場」である児童遊園の適切な維持管理を行うことで、安全で安心して利用でき
る「施設環境」の保全を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○施設維持管理委託料
　・区公園管理　Ｎ＝5箇所
　・トイレ管理　Ｎ＝3箇所
　・遊具点検　　Ｎ＝6箇所
〇維持補修工事
　・本町児童遊園防護柵設置工事　Ｌ＝54ｍ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 03 市街地整備課 0004 公園街路係
08 土木費 05 都市計画費 01 都市計画総務費

大事業 35 美しい景観の保全と形成
中事業 02 緑花あふれる美しい風景づくり

小事業 03 全市緑花推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 33
0802 普通旅費 26
1001 消耗品費 2,500
1005 食糧費 10
1006 印刷製本費 50
1007 光熱水費 160
1201 施設維持管理委託料 5,500
1401 建設工事費 1,500
1501 原材料費 30
1825004 水道新設負担金 36
1838005 全市緑花推進協議会補助金 2,180
1858011 全市公園化事業補助金 180

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
12,205 12,095 110

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
12,012 193

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金、みどりのまちづくり基金利子
財源内訳

目
的
・
効
果

　本市の自然、歴史、文化等の地域資源を生かして、市全域が緑や花の豊かな美しい憩い
の場となる「全市緑花」を目指し、行政・市民・企業とのパートナーシップのもと、緑や
花のあふれるまちづくりを推進する。

〇公園化拠点ゾーン4拠点（日向サンパーク周辺、牧水公園周辺、米の山周辺、中心市街地
周辺）
〇沿道修景軸5景軸

事
　
業
　
内
　
容

○建設工事費
　・中央通線樹木保全工事
　・公共花壇土壌改良工事
　・緑景修景工事
○施設維持管理委託料
　・公共花壇管理業務委託
　・日向岬周辺草刈等管理業務委託
　・県道日知屋財光寺線植栽業務委託
○全市緑花推進協議会補助金（市民啓発活動、花づくりイベント）　
　・ひまわり絵画展（幼稚園児、保育園児）　
　・秋のコンテナガーデン展
　・まちかど花フェア（一般家庭、学校、自治公民館、事業所及び団体、
　　　　　　　　　　　スモールガーデン、写真部門）
　・花苗、花種の支給

関連するＳＤＧｓ



－ 206 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 03 市街地整備課 0004 公園街路係
08 土木費 05 都市計画費 07 公園費

大事業 33 生活の質を高める都市基盤の整備
中事業 02 憩いのある公園・緑地の整備

小事業 02 お倉ヶ浜総合公園整備事業（社会資本整備総合交付金）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 400
1202 工事施工を伴う委託料 9,200
1301 使用料及び賃借料 5
1401 建設工事費 895,620

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
905,225 64,000 841,225

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
452,410 227,500 200,000 25,315

主な財源 社会資本整備総合交付金、公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民スポーツの振興と健康増進、並びにスポーツキャンプ等の拠点として期待の高まる
「野球場」については、施設全般の老朽化に加えスコアボードの改修等が長年の課題と
なっていた。
　今回、野球場の改修を行うことで、市民利用及び各種大会等において、安全で安心して
利用できる施設環境の整備を目指す。

事
　
業
　
内
　
容

〇工事施工を伴う委託料
　・工事監理業務委託　Ｎ＝1式　
〇建設工事費
　・解体工事（本部棟・投球練習場・防球ネット・照明灯等）　Ｎ＝1式
　・本部棟建築工事（建築・電気・衛生・給排水衛生設備等）　Ａ＝1,850㎡
　・両翼拡張工事（擁壁・衝撃吸収材・フェンス等）　　　　　Ｌ＝185ｍ
　・投球練習場建築工事（建築・電気・給排水設備等）　　　　Ａ＝750㎡
　・スコアボード建築工事（建築・電気設備等）　　　　　　　Ｎ＝1基
　・防球ネット設置工事　　　　　　　　　　　　　　　　　  Ｌ＝240ｍ

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 03 市街地整備課 0004 公園街路係
08 土木費 05 都市計画費 07 公園費

大事業 33 生活の質を高める都市基盤の整備
中事業 02 憩いのある公園・緑地の整備

小事業 05 都市公園管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 64 1825002 研修会負担金 44
1001 消耗品費 310
1004 燃料費 144
1007 光熱水費 3,763
1008 修繕料 1,800
1103 手数料 80
1106 火災保険料 47
1107 自動車損害保険料 33
1201 施設維持管理委託料 19,043
1301 使用料及び賃借料 388
1402 維持補修工事 19,000
1501 原材料費 200

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
44,916 28,636 16,280

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,400 42,516

主な財源 公園使用料、土地建物貸付収入、自動販売機電気料
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民の「憩いの場」である都市公園の適切な維持管理を行い、安全で安心して利用でき
る「施設環境」の保全を図る。

事
　
業
　
内
　
容

〇施設維持管理委託料
　・区公園管理　Ｎ＝59箇所
　・トイレ管理　Ｎ＝51箇所
　・遊具点検　　Ｎ＝62箇所
〇維持補修工事
　・石櫃山法面伐採工事　Ｎ＝1箇所
　・健康遊具設置工事　　Ｎ＝1箇所
　・大王谷野球場グラウンド整備改善工事　Ａ＝3,340㎡

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 03 市街地整備課 0004 公園街路係
08 土木費 05 都市計画費 07 公園費

大事業 33 生活の質を高める都市基盤の整備
中事業 02 憩いのある公園・緑地の整備

小事業 06 公園施設長寿命化計画策定事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1202 工事施工を伴う委託料 11,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
11,000 10,000 1,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
11,000

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民の憩いの場である公園は、老朽化による機能低下に対して計画的な補修・更新を図
る必要があることから、「公園施設長寿命化計画」を策定し、計画的な「予防保全」を行
うことで、施設の安全性の確保を図るとともに「ライフサイクルコスト」の縮減を図る。

事
　
業
　
内
　
容

〇工事施工を伴う委託料（お倉ヶ浜総合公園・大王谷運動公園）
　・健全度調査、緊急度判定（公園内施設、その他工作物）
　・長寿命化計画の改定　Ｎ＝1式

　※令和4年度（2022年度）実績　
　　・野球場施設（お倉ヶ浜総合公園・大王谷運動公園）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 03 市街地整備課 0005 街なか活性化係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 32 秩序ある土地利用と都市空間の形成
中事業 02 コンパクトな拠点の整備

小事業 01 中心市街地活性化対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 15
1001 消耗品費 68
1006 印刷製本費 82
1101 通信運搬費 271
1825002 研修会負担金 2
1837015 中心市街地活性化協議会運営補助金 380
1857012 空き店舗対策事業補助金 2,444

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,262 2,895 367

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,262

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市駅を中心とする中心市街地を圏域の顔として「賑わい創出」と「交流人口」、及
び「定住人口」の増加を目指す。

事
　
業
　
内
　
容

○印刷製本費
○通信運搬費
　・中心市街地活性化についてのアンケート調査等

○中心市街地活性化協議会運営補助金（事務局：商工会議所）
　・通行量調査、各種事業の推進等

○空き店舗対策事業補助金（継続店舗3件、新規店舗3件見込）
　・中心市街地の空き店舗に出店する事業者への家賃補助

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 03 市街地整備課 0004 公園街路係
08 土木費 05 都市計画費 07 公園費

大事業 33 生活の質を高める都市基盤の整備
中事業 02 憩いのある公園・緑地の整備

小事業 02 お倉ヶ浜総合公園整備事業（社会資本整備総合交付金）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 400
1202 工事施工を伴う委託料 9,200
1301 使用料及び賃借料 5
1401 建設工事費 895,620

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
905,225 64,000 841,225

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
452,410 227,500 200,000 25,315

主な財源 社会資本整備総合交付金、公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民スポーツの振興と健康増進、並びにスポーツキャンプ等の拠点として期待の高まる
「野球場」については、施設全般の老朽化に加えスコアボードの改修等が長年の課題と
なっていた。
　今回、野球場の改修を行うことで、市民利用及び各種大会等において、安全で安心して
利用できる施設環境の整備を目指す。

事
　
業
　
内
　
容

〇工事施工を伴う委託料
　・工事監理業務委託　Ｎ＝1式　
〇建設工事費
　・解体工事（本部棟・投球練習場・防球ネット・照明灯等）　Ｎ＝1式
　・本部棟建築工事（建築・電気・衛生・給排水衛生設備等）　Ａ＝1,850㎡
　・両翼拡張工事（擁壁・衝撃吸収材・フェンス等）　　　　　Ｌ＝185ｍ
　・投球練習場建築工事（建築・電気・給排水設備等）　　　　Ａ＝750㎡
　・スコアボード建築工事（建築・電気設備等）　　　　　　　Ｎ＝1基
　・防球ネット設置工事　　　　　　　　　　　　　　　　　  Ｌ＝240ｍ

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 03 市街地整備課 0004 公園街路係
08 土木費 05 都市計画費 07 公園費

大事業 33 生活の質を高める都市基盤の整備
中事業 02 憩いのある公園・緑地の整備

小事業 05 都市公園管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 64 1825002 研修会負担金 44
1001 消耗品費 310
1004 燃料費 144
1007 光熱水費 3,763
1008 修繕料 1,800
1103 手数料 80
1106 火災保険料 47
1107 自動車損害保険料 33
1201 施設維持管理委託料 19,043
1301 使用料及び賃借料 388
1402 維持補修工事 19,000
1501 原材料費 200

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
44,916 28,636 16,280

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,400 42,516

主な財源 公園使用料、土地建物貸付収入、自動販売機電気料
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民の「憩いの場」である都市公園の適切な維持管理を行い、安全で安心して利用でき
る「施設環境」の保全を図る。

事
　
業
　
内
　
容

〇施設維持管理委託料
　・区公園管理　Ｎ＝59箇所
　・トイレ管理　Ｎ＝51箇所
　・遊具点検　　Ｎ＝62箇所
〇維持補修工事
　・石櫃山法面伐採工事　Ｎ＝1箇所
　・健康遊具設置工事　　Ｎ＝1箇所
　・大王谷野球場グラウンド整備改善工事　Ａ＝3,340㎡

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 03 市街地整備課 0004 公園街路係
08 土木費 05 都市計画費 07 公園費

大事業 33 生活の質を高める都市基盤の整備
中事業 02 憩いのある公園・緑地の整備

小事業 06 公園施設長寿命化計画策定事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1202 工事施工を伴う委託料 11,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
11,000 10,000 1,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
11,000

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民の憩いの場である公園は、老朽化による機能低下に対して計画的な補修・更新を図
る必要があることから、「公園施設長寿命化計画」を策定し、計画的な「予防保全」を行
うことで、施設の安全性の確保を図るとともに「ライフサイクルコスト」の縮減を図る。

事
　
業
　
内
　
容

〇工事施工を伴う委託料（お倉ヶ浜総合公園・大王谷運動公園）
　・健全度調査、緊急度判定（公園内施設、その他工作物）
　・長寿命化計画の改定　Ｎ＝1式

　※令和4年度（2022年度）実績　
　　・野球場施設（お倉ヶ浜総合公園・大王谷運動公園）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 03 市街地整備課 0005 街なか活性化係
07 商工費 01 商工費 02 商工業振興費

大事業 32 秩序ある土地利用と都市空間の形成
中事業 02 コンパクトな拠点の整備

小事業 01 中心市街地活性化対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 15
1001 消耗品費 68
1006 印刷製本費 82
1101 通信運搬費 271
1825002 研修会負担金 2
1837015 中心市街地活性化協議会運営補助金 380
1857012 空き店舗対策事業補助金 2,444

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,262 2,895 367

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,262

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市駅を中心とする中心市街地を圏域の顔として「賑わい創出」と「交流人口」、及
び「定住人口」の増加を目指す。

事
　
業
　
内
　
容

○印刷製本費
○通信運搬費
　・中心市街地活性化についてのアンケート調査等

○中心市街地活性化協議会運営補助金（事務局：商工会議所）
　・通行量調査、各種事業の推進等

○空き店舗対策事業補助金（継続店舗3件、新規店舗3件見込）
　・中心市街地の空き店舗に出店する事業者への家賃補助

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 16 建設部 所管課 03 市街地整備課 0005 街なか活性化係
08 土木費 05 都市計画費 01 都市計画総務費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 08 土木施設管理運営費

小事業 01 日向市駅周辺交流拠点施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 384
1007 光熱水費 2,753
1008 修繕料 712
1103 手数料 10
1106 火災保険料 139
1201 施設維持管理委託料 5,653
1301 使用料及び賃借料 5,878
1402 維持補修工事 4,860

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
20,389 14,663 5,726

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,300 7,019 10,070

主な財源
日向市駅前交流広場使用料、日向市駅前広場使用料、高架下駐車場使用
料、駅西口駅前広場の管理運営費ＪＲ負担金、ネーミングライツ事業命名権料

財源内訳

目
的
・
効
果

　日向圏域の玄関口である「日向市駅周辺」の交流拠点施設を適切に管理運営することに
より、中心市街地の活性化、圏域の顔づくりに寄与する。

事
　
業
　
内
　
容

○芝生、植栽等管理委託
　・駅前広場、11街区公園植栽管理業務
○機械等保守管理委託
　・「あくがれ広場」水景用設備保守点検業務
○自家用電気工作物保安業務委託
　・電気工作物保安管理業務、自動火災報知設備点検業務
○その他の施設維持管理委託
　・「あくがれ広場」ステージ吊物設備点検業務
　・駅周辺公共施設清掃等維持管理業務
　・日向市駅公共トイレ清掃業務
　・日向市駅高架下施設天井等点検業務
○維持補修工事
　・「あくがれ広場」ステージ屋根メンテナンス工事
　・「あくがれ広場」周辺街灯改修工事

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 31 東郷総合支所 所管課 01 東郷地域振興課 0004 地域振興係
02 総務費 01 総務管理費 06 財産管理費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 02 総務施設管理運営費

小事業 04 東郷総合支所管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1004 燃料費 53
1007 光熱水費 2,824
1008 修繕料 330
1101 通信運搬費 1,350
1103 手数料 126
1106 火災保険料 28
1201 施設維持管理委託料 7,094
1206 その他の委託料 47
1301 使用料及び賃借料 29
1701 庁用器具費（一般的事務用） 8

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
11,889 11,706 183

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
246 11,643

主な財源
土地建物貸付収入、公衆電話料等使用料、
自動販売機電気料（東郷総合支所）

財源内訳

目
的
・
効
果

　東郷総合支所の維持管理に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

○燃料費（灯油）
○光熱水費（電気、水道）
○修繕料（小規模修繕）
○通信運搬費（電話料、郵便料）
○手数料（産業廃棄物処理等）
○火災保険料（建物総合損害共済基金分担金）
○委託料
　清掃・樹木管理業務、空調装置保守点検業務、消防・防災設備保守点検業務、
　自家用電気工作物保守点検業務、庁舎警備業務、ミュージックチャイム保守点検業務、
　一般廃棄物収集運搬業務
○使用料及び賃借料（テレビ受信料）
○庁用器具費（消火器）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 31 東郷総合支所 所管課 01 東郷地域振興課 0004 地域振興係
02 総務費 01 総務管理費 06 財産管理費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 32 公用車集中管理に要する経費（東郷地区）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 5
1004 燃料費 160
1008 修繕料 30
1107 自動車損害保険料 48
1301 使用料及び賃借料 505

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
748 739 9

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
748

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　公用車の維持管理に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

○軽貨物及び軽トラック（リース）3台

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 31 東郷総合支所 所管課 01 東郷地域振興課 0004 地域振興係
02 総務費 01 総務管理費 07 企画費

大事業 39 中山間地域の活性化と移住の促進
中事業 01 中山間地域の活性化

小事業 01 中山間地域振興事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 450
0702 出会謝金 135
0802 普通旅費 204
1004 燃料費 10
1005 食糧費 4
1301 使用料及び賃借料 16
1808065 過疎地域振興協議会負担金 10
1808068 全国過疎地域連盟負担金 59
1852021 過疎地域振興基金事業補助金 5,000
1857033 牧水の里のつつじ祭り補助金 612
2403 その他特定目的基金積立金 21,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
27,500 27,688 △ 188

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
21,000 6,431 69

主な財源 過疎地域振興基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　著しい人口減少及び高齢化の進行によって、地域社会の活力低下が危惧される中山間地
域の自立活動を促進し、住民が安心して住み続けられる地域環境の形成を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　人口減少や少子高齢化の進行が著しい過疎地域の活性化を図るため「日向市東郷地域振
興計画」に基づいた各種プロジェクトや今後の地域づくりを担う人材育成など、過疎地域
振興に必要な各種事業を行う。

○　過疎地域振興基金事業補助金
　　過疎地域において、地域住民や市民活動団体等が自ら主体となって行う
　　地域の自立促進に資する事業に対し補助を行う。
　　・見込事業数　7事業

○　過疎地域振興基金積立金(うち過疎債10／10)
 　 過疎地域の活性化等を目的としたソフト事業を実施するため、
　　過疎地域振興基金造成事業債を活用し、過疎地域振興基金への
　　積立を行う。

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 31 東郷総合支所 所管課 01 東郷地域振興課 0004 地域振興係
02 総務費 01 総務管理費 09 総合支所費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 31 東郷総合支所一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,779
0301 職員手当 356
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 395
0801 費用弁償 86
0802 普通旅費 27
1001 消耗品費 273
1003 消耗品費被服 44
1301 使用料及び賃借料 23
1808066 宮崎県地域振興対策協議会発電振興部会負担金 19
1808067 宮崎県電源地域連絡協議会負担金 11

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,013 2,626 387

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,013

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　東郷総合支所（東郷地域振興課）の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○会計年度任用職員報酬
（住民票等証明書の発行業務及び市税等の収納業務等の補助）
○普通旅費
○消耗品費（コピー料金、コピー用紙、一般事務用品等）
○消耗品費被服
○使用料及び賃借料（有料道路通行料・駐車料）
○各種協議会負担金

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 29 会計課 所管課 01 会計課 0001 出納係
02 総務費 01 総務管理費 05 会計管理費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 30 会計一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 35
1001 消耗品費 126
1002 消耗品費追録 380
1006 印刷製本費 840
1101 通信運搬費 54
1103 手数料 2,453
1108 その他の保険料 118
1301 使用料及び賃借料 1,383
1825002 研修会負担金 35

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,424 4,831 593

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
183 5,241

主な財源 公金総合保険負担金、公金事務取扱手数料負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　公金の収納、支出に関する審査事務を適正かつ迅速に行い、決算書を作成するとともに
公金管理運用を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　出納及び決算事務に要する経費

○消耗品費（一般事務用品ほか）
○印刷製本費（決算書印刷ほか）
○手数料
　・指定金融機関派出事務手数料
　・指定金融機関事務取扱手数料
　・窓口収納手数料

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 01 消防本部総務課 0001 庶務係
09 消防費 01 消防費 01 常備消防費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 09 消防施設管理運営費

小事業 01 消防庁舎管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 110
1004 燃料費 727
1007 光熱水費 4,771
1008 修繕料 500
1103 手数料 341
1106 火災保険料 30
1201 施設維持管理委託料 2,266

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,745 8,123 622

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,998 5,747

主な財源 広域消防負担金、土地建物貸付収入、自動販売機電気料
財源内訳

目
的
・
効
果

　消防業務を行う上での良好な環境整備を図るため、日向市消防本部の拠点施設である本
部庁舎の維持管理を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○空調、電気設備、貯水槽、通信指令機器、消防用設備等の保守点検業務及び
　植栽管理の委託
○庁舎及び付帯設備の修繕
○庁舎及び付帯設備の保険加入
○庁舎関連消耗品の購入
○光熱水費の支出

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 01 消防本部総務課 0001 庶務係
09 消防費 01 消防費 01 常備消防費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 09 消防施設管理運営費

小事業 02 南分遣所管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 10
1004 燃料費 177
1007 光熱水費 802
1008 修繕料 20
1103 手数料 4
1106 火災保険料 29
1201 施設維持管理委託料 111

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,153 1,276 △ 123

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
261 892

主な財源 広域消防負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　消防業務を行う上での良好な環境整備を図るため、日向市南部区域を管轄する南分遣所
の適正な維持管理を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○空調、電気設備、消防用設備等の保守点検業務
○庁舎及び付帯設備の修繕
○庁舎及び付帯設備の保険加入
○庁舎関連消耗品の購入
○光熱水費の支出
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 31 東郷総合支所 所管課 01 東郷地域振興課 0004 地域振興係
02 総務費 01 総務管理費 09 総合支所費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 31 東郷総合支所一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,779
0301 職員手当 356
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 395
0801 費用弁償 86
0802 普通旅費 27
1001 消耗品費 273
1003 消耗品費被服 44
1301 使用料及び賃借料 23
1808066 宮崎県地域振興対策協議会発電振興部会負担金 19
1808067 宮崎県電源地域連絡協議会負担金 11

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,013 2,626 387

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,013

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　東郷総合支所（東郷地域振興課）の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○会計年度任用職員報酬
（住民票等証明書の発行業務及び市税等の収納業務等の補助）
○普通旅費
○消耗品費（コピー料金、コピー用紙、一般事務用品等）
○消耗品費被服
○使用料及び賃借料（有料道路通行料・駐車料）
○各種協議会負担金

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 29 会計課 所管課 01 会計課 0001 出納係
02 総務費 01 総務管理費 05 会計管理費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 30 会計一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 35
1001 消耗品費 126
1002 消耗品費追録 380
1006 印刷製本費 840
1101 通信運搬費 54
1103 手数料 2,453
1108 その他の保険料 118
1301 使用料及び賃借料 1,383
1825002 研修会負担金 35

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,424 4,831 593

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
183 5,241

主な財源 公金総合保険負担金、公金事務取扱手数料負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　公金の収納、支出に関する審査事務を適正かつ迅速に行い、決算書を作成するとともに
公金管理運用を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　出納及び決算事務に要する経費

○消耗品費（一般事務用品ほか）
○印刷製本費（決算書印刷ほか）
○手数料
　・指定金融機関派出事務手数料
　・指定金融機関事務取扱手数料
　・窓口収納手数料

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 01 消防本部総務課 0001 庶務係
09 消防費 01 消防費 01 常備消防費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 09 消防施設管理運営費

小事業 01 消防庁舎管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 110
1004 燃料費 727
1007 光熱水費 4,771
1008 修繕料 500
1103 手数料 341
1106 火災保険料 30
1201 施設維持管理委託料 2,266

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,745 8,123 622

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,998 5,747

主な財源 広域消防負担金、土地建物貸付収入、自動販売機電気料
財源内訳

目
的
・
効
果

　消防業務を行う上での良好な環境整備を図るため、日向市消防本部の拠点施設である本
部庁舎の維持管理を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○空調、電気設備、貯水槽、通信指令機器、消防用設備等の保守点検業務及び
　植栽管理の委託
○庁舎及び付帯設備の修繕
○庁舎及び付帯設備の保険加入
○庁舎関連消耗品の購入
○光熱水費の支出

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 01 消防本部総務課 0001 庶務係
09 消防費 01 消防費 01 常備消防費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 09 消防施設管理運営費

小事業 02 南分遣所管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 10
1004 燃料費 177
1007 光熱水費 802
1008 修繕料 20
1103 手数料 4
1106 火災保険料 29
1201 施設維持管理委託料 111

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,153 1,276 △ 123

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
261 892

主な財源 広域消防負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　消防業務を行う上での良好な環境整備を図るため、日向市南部区域を管轄する南分遣所
の適正な維持管理を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○空調、電気設備、消防用設備等の保守点検業務
○庁舎及び付帯設備の修繕
○庁舎及び付帯設備の保険加入
○庁舎関連消耗品の購入
○光熱水費の支出
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 01 消防本部総務課 0001 庶務係
09 消防費 01 消防費 01 常備消防費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 09 消防施設管理運営費

小事業 03 消防訓練広場管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1007 光熱水費 154
1008 修繕料 50
1103 手数料 6
1106 火災保険料 9
1201 施設維持管理委託料 115

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
334 330 4

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
75 259

主な財源 広域消防負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　消防業務を行う上での良好な環境整備を図るため、常備・非常備消防の訓練施設である
消防訓練広場の維持管理を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○トイレ浄化槽の法定検査及び保守点検業務の委託
○トイレ及び倉庫の火災保険加入
○光熱水費の支出
○設備の修繕

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 01 消防本部総務課 0001 庶務係
09 消防費 01 消防費 01 常備消防費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 09 消防施設管理運営費

小事業 04 東郷分遣所管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 9
1004 燃料費 125
1007 光熱水費 628
1008 修繕料 20
1106 火災保険料 24
1206 その他の委託料 20

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
826 563 263

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
187 639

主な財源 広域消防負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　消防業務を行う上での良好な環境整備を図るため、日向市西部区域を管轄する東郷分遣
所の適正な維持管理を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○空調、電気設備、消防用設備等の保守点検業務
○庁舎及び付帯設備の修繕
○庁舎及び付帯設備の保険加入
○庁舎関連消耗品の購入
○光熱水費の支出

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 01 消防本部総務課 0001 庶務係
09 消防費 01 消防費 01 常備消防費

大事業 47 一般事務費
中事業 09 消防一般事務費

小事業 01 常備消防一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525 1815001 全国消防長会負担金 164
0301 職員手当 305 1815002 県消防長会負担金 83
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335 1815003 日向地区安全運転管理者等協議会負担金 10
0714 その他の役務提供等に対する報償金 8 1815005 全国消防協会負担金 52
0801 費用弁償 51 1815006 防火防災訓練災害補償共済掛金 59
0802 普通旅費 803 1815014 宮崎県市町村防災行政無線負担金 360
0803 特別旅費 2,018 1815017 宮崎県多言語コールセンター事業負担金 216
10 消耗品費等 10,334 1825002 研修会負担金 936
11 通信運搬費等 11,664 2403002 消防事務財政調整積立基金積立金 5,435
1201 施設維持管理委託料 7,087
1206 その他の委託料 1,348
1301 使用料及び賃借料 3,957

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
46,750 68,290 △ 21,540

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
22,049 24,701

主な財源
広域消防負担金、入郷3町村119番転送業務受託料、高速道路救急業務支弁金、
危険物施設検査手数料、罹災証明手数料、煙火消費許可申請手数料、消防費寄附金

財源内訳

目
的
・
効
果

　消防全般の健全かつ円滑な業務執行を図るため、消防職員の教養・資質の向上や健康管
理を行うとともに、被服・装備の充実や通信機器・各事務機器の維持管理、基金の積立、
消防関係団体との良好な協力関係の維持など、消防業務の遂行に必要な運営管理を適切に
実施する。

事
　
業
　
内
　
容

○各種会議や研修等への職員派遣
　消防長会、署長会議、各種担当者会議、消防学校主催各種研修等
○指令センター保守、大型免許取得、廃棄物処理等の業務委託
○職員用寝具、事務機器等の借上げ
○事務機器及び消耗品等の購入
○消防関係団体への各種負担金の支出
○消防事務財政調整積立基金への積立

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 01 消防本部総務課 0002 消防団係
09 消防費 01 消防費 02 非常備消防費

大事業 24 消防体制の充実
中事業 02 消防団体制の充実

小事業 01 消防団活性化の推進に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0105 消防団員報酬 47,878
0714 その他の役務提供等に対する報償金 17,800
0716 記念品料 100
0801 費用弁償 441
1001 消耗品費 48
1005 食糧費 5
1301 使用料及び賃借料 5
1825002 研修会負担金 19
1839001 消防団分団運営補助金 180
1839002 消防団部運営補助金 1,188
1839003 消防団本部運営補助金 3,450

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
71,114 72,441 △ 1,327

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
16,000 55,114

主な財源 消防団員退職報償金
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民の生命・財産を守るため、地域防災の中核的役割を担う消防団員への報酬支給や消
防団への運営支援など、消防団活動環境の整備や団員の処遇改善を行うことにより、団員
の確保や組織の活性化が図られ、各地域における消防力の充実強化につながる。

事
　
業
　
内
　
容

○団員への年額報酬、出動報酬の支給
○退職団員への退職報奨金・家族功労金の支給
○団員を対象とした会議及び各種研修会への派遣
○消防団本部、分団、部への各運営補助金

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 01 消防本部総務課 0001 庶務係
09 消防費 01 消防費 01 常備消防費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 09 消防施設管理運営費

小事業 03 消防訓練広場管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1007 光熱水費 154
1008 修繕料 50
1103 手数料 6
1106 火災保険料 9
1201 施設維持管理委託料 115

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
334 330 4

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
75 259

主な財源 広域消防負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　消防業務を行う上での良好な環境整備を図るため、常備・非常備消防の訓練施設である
消防訓練広場の維持管理を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○トイレ浄化槽の法定検査及び保守点検業務の委託
○トイレ及び倉庫の火災保険加入
○光熱水費の支出
○設備の修繕

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 01 消防本部総務課 0001 庶務係
09 消防費 01 消防費 01 常備消防費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 09 消防施設管理運営費

小事業 04 東郷分遣所管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 9
1004 燃料費 125
1007 光熱水費 628
1008 修繕料 20
1106 火災保険料 24
1206 その他の委託料 20

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
826 563 263

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
187 639

主な財源 広域消防負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　消防業務を行う上での良好な環境整備を図るため、日向市西部区域を管轄する東郷分遣
所の適正な維持管理を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○空調、電気設備、消防用設備等の保守点検業務
○庁舎及び付帯設備の修繕
○庁舎及び付帯設備の保険加入
○庁舎関連消耗品の購入
○光熱水費の支出

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 01 消防本部総務課 0001 庶務係
09 消防費 01 消防費 01 常備消防費

大事業 47 一般事務費
中事業 09 消防一般事務費

小事業 01 常備消防一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525 1815001 全国消防長会負担金 164
0301 職員手当 305 1815002 県消防長会負担金 83
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335 1815003 日向地区安全運転管理者等協議会負担金 10
0714 その他の役務提供等に対する報償金 8 1815005 全国消防協会負担金 52
0801 費用弁償 51 1815006 防火防災訓練災害補償共済掛金 59
0802 普通旅費 803 1815014 宮崎県市町村防災行政無線負担金 360
0803 特別旅費 2,018 1815017 宮崎県多言語コールセンター事業負担金 216
10 消耗品費等 10,334 1825002 研修会負担金 936
11 通信運搬費等 11,664 2403002 消防事務財政調整積立基金積立金 5,435
1201 施設維持管理委託料 7,087
1206 その他の委託料 1,348
1301 使用料及び賃借料 3,957

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
46,750 68,290 △ 21,540

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
22,049 24,701

主な財源
広域消防負担金、入郷3町村119番転送業務受託料、高速道路救急業務支弁金、
危険物施設検査手数料、罹災証明手数料、煙火消費許可申請手数料、消防費寄附金

財源内訳

目
的
・
効
果

　消防全般の健全かつ円滑な業務執行を図るため、消防職員の教養・資質の向上や健康管
理を行うとともに、被服・装備の充実や通信機器・各事務機器の維持管理、基金の積立、
消防関係団体との良好な協力関係の維持など、消防業務の遂行に必要な運営管理を適切に
実施する。

事
　
業
　
内
　
容

○各種会議や研修等への職員派遣
　消防長会、署長会議、各種担当者会議、消防学校主催各種研修等
○指令センター保守、大型免許取得、廃棄物処理等の業務委託
○職員用寝具、事務機器等の借上げ
○事務機器及び消耗品等の購入
○消防関係団体への各種負担金の支出
○消防事務財政調整積立基金への積立

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 01 消防本部総務課 0002 消防団係
09 消防費 01 消防費 02 非常備消防費

大事業 24 消防体制の充実
中事業 02 消防団体制の充実

小事業 01 消防団活性化の推進に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0105 消防団員報酬 47,878
0714 その他の役務提供等に対する報償金 17,800
0716 記念品料 100
0801 費用弁償 441
1001 消耗品費 48
1005 食糧費 5
1301 使用料及び賃借料 5
1825002 研修会負担金 19
1839001 消防団分団運営補助金 180
1839002 消防団部運営補助金 1,188
1839003 消防団本部運営補助金 3,450

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
71,114 72,441 △ 1,327

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
16,000 55,114

主な財源 消防団員退職報償金
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民の生命・財産を守るため、地域防災の中核的役割を担う消防団員への報酬支給や消
防団への運営支援など、消防団活動環境の整備や団員の処遇改善を行うことにより、団員
の確保や組織の活性化が図られ、各地域における消防力の充実強化につながる。

事
　
業
　
内
　
容

○団員への年額報酬、出動報酬の支給
○退職団員への退職報奨金・家族功労金の支給
○団員を対象とした会議及び各種研修会への派遣
○消防団本部、分団、部への各運営補助金

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 01 消防本部総務課 0002 消防団係
09 消防費 01 消防費 02 非常備消防費

大事業 24 消防体制の充実
中事業 02 消防団体制の充実

小事業 02 非常備消防装備の充実に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 36
1003 消耗品費被服 5,300
1008 修繕料 230
1702 機械器具費（事業執行用） 1,089

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,655 4,606 2,049

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
794 2,000 3,861

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金、地域消防防災活動支援事業費補助金

財源内訳

目
的
・
効
果

　災害活動時における消防団員の対応力の強化や安全確保のために、装備品を計画的に更
新する。

事
　
業
　
内
　
容

○消耗品の購入支給
　小型ポンプ用バッテリー、真空オイル、藤かご等
○活動に必要な装備の購入貸与
　消耗した装備品の更新及び総務省の示す「非常備消防装備の基準」に則り年次的に整備
○活動に必要な資機材の配備

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 01 消防本部総務課 0002 消防団係
09 消防費 01 消防費 02 非常備消防費

大事業 24 消防体制の充実
中事業 02 消防団体制の充実

小事業 03 非常備消防の活動に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0404 消防団員に係る保険料 2,014
0502 非常勤職員災害補償費 800
0801 費用弁償 401
1001 消耗品費 98
1005 食糧費 247
1006 印刷製本費 33
1103 手数料 10
1301 使用料及び賃借料 20
1805001 宮崎県消防協会負担金 286
1806005 宮崎県消防協会日向支部負担金 285
1815010 退職報償金負担金 18,240

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
22,434 22,687 △ 253

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
800 21,634

主な財源 消防団員等公務災害補償費
財源内訳

目
的
・
効
果

　消防団活動を円滑に行うため、公務災害に対する補償の充実や関係団体との良好な協力
関係の維持など非常備消防の環境整備を行うことにより、消防団活動の維持・推進を図
る。

事
　
業
　
内
　
容

○公務災害等補償に係る保険加入（消防団員等公務災害補償等共済基金負担金）
○消防団員の会議や行事等への参加に対する支援
　新旧部長会議、日向支部総会、日向支部育成協議会等
○消防団活動に係る費用の弁償（会議出席等）
○各種負担金の支出
　宮崎県消防協会負担金、日向支部負担金、退職報償金負担金

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 01 消防本部総務課 0002 消防団係
09 消防費 01 消防費 02 非常備消防費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 09 消防施設管理運営費

小事業 05 非常備消防施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 110
1106 火災保険料 107

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
217 213 4

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
217

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　消防団活動の拠点施設である各地区機庫(詰所)の適切な維持管理を行うことにより、活
動の安全性と災害時の対応能力を向上させ、市民の安全・安心を確保する。

事
　
業
　
内
　
容

○機庫の火災保険料加入
○機庫の修繕

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 02 消防本部予防課 0001 予防係
09 消防費 01 消防費 01 常備消防費

大事業 24 消防体制の充実
中事業 01 警防・救急体制の充実

小事業 03 火災予防体制の強化に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 10
0716 記念品料 28
0802 普通旅費 10
0803 特別旅費 86
1001 消耗品費 150
1006 印刷製本費 40
1103 手数料 7
1206 その他の委託料 873
1806014 日向地区危険物安全協会負担金 59

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,263 1,304 △ 41

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
35 1,228

主な財源 宮崎県市町村権限移譲交付金、広域消防負担金、危険物施設検査手数料
財源内訳

目
的
・
効
果

　事業所や住宅及び危険物施設に対し、建築時の指導を強化するとともに予防査察を実施
し、併せて火災原因調査能力を向上させることで火災予防体制の強化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○各種研修会への職員派遣
　火災原因調査講座、危険物保安技術研修等
○小中学生の防火意識高揚に資する啓発活動
　防火ポスター募集及び展示、表彰
○広報用パンフレット等の作成
○高齢者宅への訪問指導
　住宅用火災警報器の設置促進

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 01 消防本部総務課 0002 消防団係
09 消防費 01 消防費 02 非常備消防費

大事業 24 消防体制の充実
中事業 02 消防団体制の充実

小事業 02 非常備消防装備の充実に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 36
1003 消耗品費被服 5,300
1008 修繕料 230
1702 機械器具費（事業執行用） 1,089

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,655 4,606 2,049

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
794 2,000 3,861

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金、地域消防防災活動支援事業費補助金

財源内訳

目
的
・
効
果

　災害活動時における消防団員の対応力の強化や安全確保のために、装備品を計画的に更
新する。

事
　
業
　
内
　
容

○消耗品の購入支給
　小型ポンプ用バッテリー、真空オイル、藤かご等
○活動に必要な装備の購入貸与
　消耗した装備品の更新及び総務省の示す「非常備消防装備の基準」に則り年次的に整備
○活動に必要な資機材の配備

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 01 消防本部総務課 0002 消防団係
09 消防費 01 消防費 02 非常備消防費

大事業 24 消防体制の充実
中事業 02 消防団体制の充実

小事業 03 非常備消防の活動に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0404 消防団員に係る保険料 2,014
0502 非常勤職員災害補償費 800
0801 費用弁償 401
1001 消耗品費 98
1005 食糧費 247
1006 印刷製本費 33
1103 手数料 10
1301 使用料及び賃借料 20
1805001 宮崎県消防協会負担金 286
1806005 宮崎県消防協会日向支部負担金 285
1815010 退職報償金負担金 18,240

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
22,434 22,687 △ 253

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
800 21,634

主な財源 消防団員等公務災害補償費
財源内訳

目
的
・
効
果

　消防団活動を円滑に行うため、公務災害に対する補償の充実や関係団体との良好な協力
関係の維持など非常備消防の環境整備を行うことにより、消防団活動の維持・推進を図
る。

事
　
業
　
内
　
容

○公務災害等補償に係る保険加入（消防団員等公務災害補償等共済基金負担金）
○消防団員の会議や行事等への参加に対する支援
　新旧部長会議、日向支部総会、日向支部育成協議会等
○消防団活動に係る費用の弁償（会議出席等）
○各種負担金の支出
　宮崎県消防協会負担金、日向支部負担金、退職報償金負担金

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 01 消防本部総務課 0002 消防団係
09 消防費 01 消防費 02 非常備消防費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 09 消防施設管理運営費

小事業 05 非常備消防施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 110
1106 火災保険料 107

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
217 213 4

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
217

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　消防団活動の拠点施設である各地区機庫(詰所)の適切な維持管理を行うことにより、活
動の安全性と災害時の対応能力を向上させ、市民の安全・安心を確保する。

事
　
業
　
内
　
容

○機庫の火災保険料加入
○機庫の修繕

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 02 消防本部予防課 0001 予防係
09 消防費 01 消防費 01 常備消防費

大事業 24 消防体制の充実
中事業 01 警防・救急体制の充実

小事業 03 火災予防体制の強化に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 10
0716 記念品料 28
0802 普通旅費 10
0803 特別旅費 86
1001 消耗品費 150
1006 印刷製本費 40
1103 手数料 7
1206 その他の委託料 873
1806014 日向地区危険物安全協会負担金 59

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,263 1,304 △ 41

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
35 1,228

主な財源 宮崎県市町村権限移譲交付金、広域消防負担金、危険物施設検査手数料
財源内訳

目
的
・
効
果

　事業所や住宅及び危険物施設に対し、建築時の指導を強化するとともに予防査察を実施
し、併せて火災原因調査能力を向上させることで火災予防体制の強化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○各種研修会への職員派遣
　火災原因調査講座、危険物保安技術研修等
○小中学生の防火意識高揚に資する啓発活動
　防火ポスター募集及び展示、表彰
○広報用パンフレット等の作成
○高齢者宅への訪問指導
　住宅用火災警報器の設置促進

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 03 消防本部警防課 0001 警防係
09 消防費 01 消防費 01 常備消防費

大事業 24 消防体制の充実
中事業 01 警防・救急体制の充実

小事業 04 救急体制の強化に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 13 1815008 宮崎県救急医学会施設負担金 20
0714 その他の役務提供等に対する報償金 200 1825002 研修会負担金 1,856
0802 普通旅費 239 2601 国に対する公課費 9
0803 特別旅費 644
1001 消耗品費 5,200
1005 食糧費 10
1006 印刷製本費 50
1008 修繕料 330
1103 手数料 1,142
1108 その他の保険料 444
1206 その他の委託料 3,502
1702 機械器具費（事業執行用） 600

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
14,259 10,003 4,256

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,224 11,035

主な財源 広域消防負担金、救急出場証明手数料
財源内訳

目
的
・
効
果

　救急救命士の養成や資質・技術の向上を目的とした研修や訓練に職員を派遣し、救急業
務の高度化や救命率の向上を図る。
　また、救急活動に必要な救急資器材の確保及び維持管理、賠償責任保険への加入を行う
ことで救急隊員の活動環境の整備を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○技術講習・研修・実習への職員派遣
○救急救命士の養成
○救急資器材の購入・保守点検
○賠償責任保険への加入

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 03 消防本部警防課 0001 警防係
09 消防費 01 消防費 01 常備消防費

大事業 24 消防体制の充実
中事業 01 警防・救急体制の充実

小事業 05 救助・警防体制の強化に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 25
0803 特別旅費 416
1001 消耗品費 1,100
1006 印刷製本費 10
1008 修繕料 500
1103 手数料 1,298
1206 その他の委託料 706
1301 使用料及び賃借料 44
1702 機械器具費（事業執行用） 847
1815007 宮崎労働基準協会負担金 19
1825002 研修会負担金 1,132

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,097 6,051 46

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,378 4,719

主な財源 広域消防負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　消防活動に必要な資格や技術の習得などにより隊員の資質の向上を図るとともに、災害
現場活動に必要な資機材を整備をすることにより、安全で的確な現場活動が展開でき、災
害に強い安心・安全なまちづくりに寄与する。

事
　
業
　
内
　
容

○研修・訓練・資格取得講習会等への職員派遣
　潜水器具を使用した救助活動（潜水技術研修、潜水士試験受験）
○救助資機材の購入・修繕・保守点検等

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 03 消防本部警防課 0001 警防係
09 消防費 01 消防費 04 水防費

大事業 24 消防体制の充実
中事業 01 警防・救急体制の充実

小事業 07 水防体制の強化に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 39
0801 費用弁償 4
1001 消耗品費 53
1008 修繕料 20

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
116 120 △ 4

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
116

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　近年頻発する豪雨災害や台風災害に備え、水防現場で迅速かつ的確に活動が行えるよ
う、必要な資機材の点検整備を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○水防施設内（コンテナ式収納倉庫）の水防資機材の整備・点検
○水防協議会の開催、関係機関との連携

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 03 消防本部警防課 0002 施設係
09 消防費 01 消防費 01 常備消防費

大事業 24 消防体制の充実
中事業 01 警防・救急体制の充実

小事業 09 常備消防車両管理費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 41
1004 燃料費 5,900
1008 修繕料 4,800
1103 手数料 752
1107 自動車損害保険料 537
1301 使用料及び賃借料 438
2601 国に対する公課費 1,068

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
13,536 10,605 2,931

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,059 10,477

主な財源 広域消防負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　法定点検や車検等を行い、異常が生じた際に迅速に対応するなど常備消防車両を適正に
維持管理し、安全で迅速な車両の運行を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○消防車両の車検及び法定点検の実施
○自動車損害賠償保険への加入
○オイル、タイヤ等消耗品の交換
○燃料補給や修繕等、車両の維持管理全般

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 03 消防本部警防課 0001 警防係
09 消防費 01 消防費 01 常備消防費

大事業 24 消防体制の充実
中事業 01 警防・救急体制の充実

小事業 04 救急体制の強化に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 13 1815008 宮崎県救急医学会施設負担金 20
0714 その他の役務提供等に対する報償金 200 1825002 研修会負担金 1,856
0802 普通旅費 239 2601 国に対する公課費 9
0803 特別旅費 644
1001 消耗品費 5,200
1005 食糧費 10
1006 印刷製本費 50
1008 修繕料 330
1103 手数料 1,142
1108 その他の保険料 444
1206 その他の委託料 3,502
1702 機械器具費（事業執行用） 600

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
14,259 10,003 4,256

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,224 11,035

主な財源 広域消防負担金、救急出場証明手数料
財源内訳

目
的
・
効
果

　救急救命士の養成や資質・技術の向上を目的とした研修や訓練に職員を派遣し、救急業
務の高度化や救命率の向上を図る。
　また、救急活動に必要な救急資器材の確保及び維持管理、賠償責任保険への加入を行う
ことで救急隊員の活動環境の整備を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○技術講習・研修・実習への職員派遣
○救急救命士の養成
○救急資器材の購入・保守点検
○賠償責任保険への加入

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 03 消防本部警防課 0001 警防係
09 消防費 01 消防費 01 常備消防費

大事業 24 消防体制の充実
中事業 01 警防・救急体制の充実

小事業 05 救助・警防体制の強化に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 25
0803 特別旅費 416
1001 消耗品費 1,100
1006 印刷製本費 10
1008 修繕料 500
1103 手数料 1,298
1206 その他の委託料 706
1301 使用料及び賃借料 44
1702 機械器具費（事業執行用） 847
1815007 宮崎労働基準協会負担金 19
1825002 研修会負担金 1,132

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,097 6,051 46

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,378 4,719

主な財源 広域消防負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　消防活動に必要な資格や技術の習得などにより隊員の資質の向上を図るとともに、災害
現場活動に必要な資機材を整備をすることにより、安全で的確な現場活動が展開でき、災
害に強い安心・安全なまちづくりに寄与する。

事
　
業
　
内
　
容

○研修・訓練・資格取得講習会等への職員派遣
　潜水器具を使用した救助活動（潜水技術研修、潜水士試験受験）
○救助資機材の購入・修繕・保守点検等

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 03 消防本部警防課 0001 警防係
09 消防費 01 消防費 04 水防費

大事業 24 消防体制の充実
中事業 01 警防・救急体制の充実

小事業 07 水防体制の強化に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 39
0801 費用弁償 4
1001 消耗品費 53
1008 修繕料 20

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
116 120 △ 4

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
116

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　近年頻発する豪雨災害や台風災害に備え、水防現場で迅速かつ的確に活動が行えるよ
う、必要な資機材の点検整備を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○水防施設内（コンテナ式収納倉庫）の水防資機材の整備・点検
○水防協議会の開催、関係機関との連携

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 03 消防本部警防課 0002 施設係
09 消防費 01 消防費 01 常備消防費

大事業 24 消防体制の充実
中事業 01 警防・救急体制の充実

小事業 09 常備消防車両管理費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 41
1004 燃料費 5,900
1008 修繕料 4,800
1103 手数料 752
1107 自動車損害保険料 537
1301 使用料及び賃借料 438
2601 国に対する公課費 1,068

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
13,536 10,605 2,931

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,059 10,477

主な財源 広域消防負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　法定点検や車検等を行い、異常が生じた際に迅速に対応するなど常備消防車両を適正に
維持管理し、安全で迅速な車両の運行を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○消防車両の車検及び法定点検の実施
○自動車損害賠償保険への加入
○オイル、タイヤ等消耗品の交換
○燃料補給や修繕等、車両の維持管理全般

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 03 消防本部警防課 0002 施設係
09 消防費 01 消防費 02 非常備消防費

大事業 24 消防体制の充実
中事業 02 消防団体制の充実

小事業 06 非常備消防車両管理費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 28
1004 燃料費 1,036
1008 修繕料 2,350
1103 手数料 704
1107 自動車損害保険料 784
2601 国に対する公課費 729

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,631 5,865 △ 234

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
5,631

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　法定点検や車検等を行い、異常が生じた際に迅速に対応するなど非常備消防車両を適正
に維持管理し、消防団員の安全を確保しながら迅速な車両の運行を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○消防団車両の車検及び法定点検の実施
○自動車損害賠償保険への加入
○オイル、タイヤ等消耗品の交換
○燃料補給や修繕等、車両の維持管理全般

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 03 消防本部警防課 0002 施設係
09 消防費 01 消防費 03 消防施設費

大事業 24 消防体制の充実
中事業 01 警防・救急体制の充実

小事業 08 常備消防施設等の整備に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 13
1006 印刷製本費 4
1008 修繕料 1,000
1103 手数料 286
1202 工事施工を伴う委託料 2,500
1501 原材料費 250
1701 庁用器具費（一般的事務用） 135
1702 機械器具費（事業執行用） 77,190
1815004 防火水槽水代負担金 137
1815013 消火栓新設・移設工事費負担金 11,000
1825002 研修会負担金 43

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
92,558 92,783 △ 225

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
69,300 3,268 19,990

主な財源 広域消防負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　災害発生時に迅速かつ的確に対応するため、常備消防施設（車両含む）の計画的な更新
整備を行い、消防力の充実・強化と地域住民の安全・安心を確保する。

事
　
業
　
内
　
容

○常備消防施設の更新等
　水槽付消防ポンプ自動車（水2型）
○委託料
　女性消防吏員専用施設建設設計業務
○修繕料
　消防水利等の修繕
○消火栓新設・移設工事費負担金
　水道管埋設工事に合わせた消火栓の整備

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 03 消防本部警防課 0002 施設係
09 消防費 01 消防費 03 消防施設費

大事業 24 消防体制の充実
中事業 02 消防団体制の充実

小事業 05 非常備消防施設の充実に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 8
1008 修繕料 170
1103 手数料 77
1107 自動車損害保険料 16
1202 工事施工を伴う委託料 1,650
1401 建設工事費 20,900
1702 機械器具費（事業執行用） 14,535
2601 国に対する公課費 50

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
37,406 22,290 15,116

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
36,900 37 469

主な財源 土地建物貸付収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　消防団活動の拠点施設である消防機庫の修繕や老朽化した消防車両等を更新することに
より、地域防災力の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○非常備消防車両の更新
　小型ポンプ付積載車（第3部）
　積載車（第47部：小型ポンプなし）
○機庫の建設
　第18部（金ヶ浜）機庫
○機庫等の修繕
　機庫・ホース乾燥塔などの修繕

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 52 上下水道局 所管課 01 水道課 0002 経理係
04 衛生費 01 保健衛生費 01 保健衛生総務費

大事業 49 会計・基金繰出金
中事業 01 会計繰出に要する経費

小事業 13 簡易給水施設特別会計への繰出金
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

2701 一般会計からの繰出金 2,243

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,243 2,043 200

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,243

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　簡易給水施設等における管理運営の安定を図るため、繰出金を計上する。

事
　
業
　
内
　
容

○簡易給水施設特別会計への繰出金

＜参考：繰出金決算額＞
　令和元年度　　1,500千円
　令和 2年度　  5,500千円
　令和 3年度  　1,600千円
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 03 消防本部警防課 0002 施設係
09 消防費 01 消防費 02 非常備消防費

大事業 24 消防体制の充実
中事業 02 消防団体制の充実

小事業 06 非常備消防車両管理費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 28
1004 燃料費 1,036
1008 修繕料 2,350
1103 手数料 704
1107 自動車損害保険料 784
2601 国に対する公課費 729

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,631 5,865 △ 234

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
5,631

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　法定点検や車検等を行い、異常が生じた際に迅速に対応するなど非常備消防車両を適正
に維持管理し、消防団員の安全を確保しながら迅速な車両の運行を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○消防団車両の車検及び法定点検の実施
○自動車損害賠償保険への加入
○オイル、タイヤ等消耗品の交換
○燃料補給や修繕等、車両の維持管理全般

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 03 消防本部警防課 0002 施設係
09 消防費 01 消防費 03 消防施設費

大事業 24 消防体制の充実
中事業 01 警防・救急体制の充実

小事業 08 常備消防施設等の整備に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 13
1006 印刷製本費 4
1008 修繕料 1,000
1103 手数料 286
1202 工事施工を伴う委託料 2,500
1501 原材料費 250
1701 庁用器具費（一般的事務用） 135
1702 機械器具費（事業執行用） 77,190
1815004 防火水槽水代負担金 137
1815013 消火栓新設・移設工事費負担金 11,000
1825002 研修会負担金 43

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
92,558 92,783 △ 225

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
69,300 3,268 19,990

主な財源 広域消防負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　災害発生時に迅速かつ的確に対応するため、常備消防施設（車両含む）の計画的な更新
整備を行い、消防力の充実・強化と地域住民の安全・安心を確保する。

事
　
業
　
内
　
容

○常備消防施設の更新等
　水槽付消防ポンプ自動車（水2型）
○委託料
　女性消防吏員専用施設建設設計業務
○修繕料
　消防水利等の修繕
○消火栓新設・移設工事費負担金
　水道管埋設工事に合わせた消火栓の整備

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 41 消防本部 所管課 03 消防本部警防課 0002 施設係
09 消防費 01 消防費 03 消防施設費

大事業 24 消防体制の充実
中事業 02 消防団体制の充実

小事業 05 非常備消防施設の充実に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 8
1008 修繕料 170
1103 手数料 77
1107 自動車損害保険料 16
1202 工事施工を伴う委託料 1,650
1401 建設工事費 20,900
1702 機械器具費（事業執行用） 14,535
2601 国に対する公課費 50

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
37,406 22,290 15,116

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
36,900 37 469

主な財源 土地建物貸付収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　消防団活動の拠点施設である消防機庫の修繕や老朽化した消防車両等を更新することに
より、地域防災力の向上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○非常備消防車両の更新
　小型ポンプ付積載車（第3部）
　積載車（第47部：小型ポンプなし）
○機庫の建設
　第18部（金ヶ浜）機庫
○機庫等の修繕
　機庫・ホース乾燥塔などの修繕

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 52 上下水道局 所管課 01 水道課 0002 経理係
04 衛生費 01 保健衛生費 01 保健衛生総務費

大事業 49 会計・基金繰出金
中事業 01 会計繰出に要する経費

小事業 13 簡易給水施設特別会計への繰出金
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

2701 一般会計からの繰出金 2,243

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,243 2,043 200

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,243

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　簡易給水施設等における管理運営の安定を図るため、繰出金を計上する。

事
　
業
　
内
　
容

○簡易給水施設特別会計への繰出金

＜参考：繰出金決算額＞
　令和元年度　　1,500千円
　令和 2年度　  5,500千円
　令和 3年度  　1,600千円
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 52 上下水道局 所管課 01 水道課 0002 経理係
04 衛生費 01 保健衛生費 01 保健衛生総務費

大事業 49 会計・基金繰出金
中事業 01 会計繰出に要する経費

小事業 14 水道事業会計への繰出金
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1810018 職員手当負担金（児童手当分） 1,924
1810019 水道事業会計負担金（交付税算入分） 792
2301 出資金 2,254

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,970 6,881 △ 1,911

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,970

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　水道事業の健全な経営に資するため、総務省通知「地方公営企業繰出金について」に基
づき、繰出金を計上する。

事
　
業
　
内
　
容

〇水道事業会計への繰出金を計上

＜主な充当先＞
　・企業債償還元金及び利子

＜参考：繰出金決算額＞
　令和元年度　　13,869千円
　令和 2年度　　13,755千円
　令和 3年度　　10,809千円

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 52 上下水道局 所管課 01 水道課 0002 経理係
04 衛生費 01 保健衛生費 01 保健衛生総務費

大事業 49 会計・基金繰出金
中事業 01 会計繰出に要する経費

小事業 22 簡易水道事業会計への繰出金
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1810025 簡易水道事業会計負担金 40,658
2301 出資金 20,842

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
61,500 63,000 △ 1,500

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
61,500

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　総務省通知「地方公営企業繰出金について」に基づく繰出金及び経営安定に資するため
の繰出金を計上する。

事
　
業
　
内
　
容

○簡易水道事業会計への繰出金を計上

＜主な充当先＞
　・企業債償還元金及び利子
　・減価償却費

＜参考：繰出金決算額＞
　令和元年度　　56,000千円
　令和 2年度　　57,400千円
　令和 3年度　　59,500千円

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 52 上下水道局 所管課 02 下水道課 0001 業務係
04 衛生費 01 保健衛生費 03 環境衛生費

大事業 30 生活排水の適切な処理
中事業 03 合併処理浄化槽の普及と適正管理

小事業 02 生活排水対策（浄化槽設置整備事業）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 13
1001 消耗品費 53
1101 通信運搬費 29
1702 機械器具費（事業執行用） 23
1805053 宮崎県浄化槽普及促進協議会負担金 21
1867014 浄化槽設置整備事業補助金 9,184

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
9,323 9,323 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,592 1,468 3,263

主な財源 循環型社会形成推進交付金、宮崎県浄化槽設置整備事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　公共下水道事業・農業集落排水事業の計画区域外において、単独処理浄化槽及びくみ取
り便槽から合併処理浄化槽への転換を促進するため、転換による合併処理浄化槽設置に係
る費用の一部を補助する。

事
　
業
　
内
　
容

　10人槽以下の合併処理浄化槽で、小型合併処理浄化槽機能保証制度により保証登録され
たものについて、日向市浄化槽設置整備補助金交付要綱に基づき補助金を交付する。

＜補助限度額＞
【転換】
　　　　5人槽　332千円
　　 6～7人槽　414千円
　　8～10人槽　548千円
　※転換とは、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の使用を廃止し、新たに合併処理浄化槽
　を設置すること。

【宅内配管】
　　100千円
　※転換に伴い必要となる宅内の配管整備に対する補助

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 52 上下水道局 所管課 02 下水道課 0001 業務係
06 農林水産業費 01 農業費 05 農地費

大事業 49 会計・基金繰出金
中事業 01 会計繰出に要する経費

小事業 23 農業集落排水事業会計への繰出金
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1812054 農業集落排水事業会計負担金 120,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
120,000 130,000 △ 10,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
120,000

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　農業集落排水事業の健全な経営に資するため、総務省通知「地方公営企業繰出金につい
て」に基づき、繰出金を計上する。

事
　
業
　
内
　
容

○農業集落排水事業会計への繰出金を計上

＜主な充当先＞
　・企業債償還元金及び利子
　・農業集落排水事業に要する経費

＜参考：繰出金決算額＞
　令和2年度　　206,000千円
　令和3年度　　160,000千円
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 52 上下水道局 所管課 01 水道課 0002 経理係
04 衛生費 01 保健衛生費 01 保健衛生総務費

大事業 49 会計・基金繰出金
中事業 01 会計繰出に要する経費

小事業 14 水道事業会計への繰出金
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1810018 職員手当負担金（児童手当分） 1,924
1810019 水道事業会計負担金（交付税算入分） 792
2301 出資金 2,254

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,970 6,881 △ 1,911

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,970

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　水道事業の健全な経営に資するため、総務省通知「地方公営企業繰出金について」に基
づき、繰出金を計上する。

事
　
業
　
内
　
容

〇水道事業会計への繰出金を計上

＜主な充当先＞
　・企業債償還元金及び利子

＜参考：繰出金決算額＞
　令和元年度　　13,869千円
　令和 2年度　　13,755千円
　令和 3年度　　10,809千円

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 52 上下水道局 所管課 01 水道課 0002 経理係
04 衛生費 01 保健衛生費 01 保健衛生総務費

大事業 49 会計・基金繰出金
中事業 01 会計繰出に要する経費

小事業 22 簡易水道事業会計への繰出金
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1810025 簡易水道事業会計負担金 40,658
2301 出資金 20,842

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
61,500 63,000 △ 1,500

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
61,500

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　総務省通知「地方公営企業繰出金について」に基づく繰出金及び経営安定に資するため
の繰出金を計上する。

事
　
業
　
内
　
容

○簡易水道事業会計への繰出金を計上

＜主な充当先＞
　・企業債償還元金及び利子
　・減価償却費

＜参考：繰出金決算額＞
　令和元年度　　56,000千円
　令和 2年度　　57,400千円
　令和 3年度　　59,500千円

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 52 上下水道局 所管課 02 下水道課 0001 業務係
04 衛生費 01 保健衛生費 03 環境衛生費

大事業 30 生活排水の適切な処理
中事業 03 合併処理浄化槽の普及と適正管理

小事業 02 生活排水対策（浄化槽設置整備事業）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 13
1001 消耗品費 53
1101 通信運搬費 29
1702 機械器具費（事業執行用） 23
1805053 宮崎県浄化槽普及促進協議会負担金 21
1867014 浄化槽設置整備事業補助金 9,184

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
9,323 9,323 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,592 1,468 3,263

主な財源 循環型社会形成推進交付金、宮崎県浄化槽設置整備事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　公共下水道事業・農業集落排水事業の計画区域外において、単独処理浄化槽及びくみ取
り便槽から合併処理浄化槽への転換を促進するため、転換による合併処理浄化槽設置に係
る費用の一部を補助する。

事
　
業
　
内
　
容

　10人槽以下の合併処理浄化槽で、小型合併処理浄化槽機能保証制度により保証登録され
たものについて、日向市浄化槽設置整備補助金交付要綱に基づき補助金を交付する。

＜補助限度額＞
【転換】
　　　　5人槽　332千円
　　 6～7人槽　414千円
　　8～10人槽　548千円
　※転換とは、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の使用を廃止し、新たに合併処理浄化槽
　を設置すること。

【宅内配管】
　　100千円
　※転換に伴い必要となる宅内の配管整備に対する補助

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 52 上下水道局 所管課 02 下水道課 0001 業務係
06 農林水産業費 01 農業費 05 農地費

大事業 49 会計・基金繰出金
中事業 01 会計繰出に要する経費

小事業 23 農業集落排水事業会計への繰出金
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1812054 農業集落排水事業会計負担金 120,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
120,000 130,000 △ 10,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
120,000

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　農業集落排水事業の健全な経営に資するため、総務省通知「地方公営企業繰出金につい
て」に基づき、繰出金を計上する。

事
　
業
　
内
　
容

○農業集落排水事業会計への繰出金を計上

＜主な充当先＞
　・企業債償還元金及び利子
　・農業集落排水事業に要する経費

＜参考：繰出金決算額＞
　令和2年度　　206,000千円
　令和3年度　　160,000千円
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 52 上下水道局 所管課 02 下水道課 0001 業務係
08 土木費 05 都市計画費 05 公共下水道費

大事業 49 会計・基金繰出金
中事業 01 会計繰出に要する経費

小事業 15 下水道事業会計への繰出金
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1814039 職員手当負担金（児童手当分） 200
1814040 下水道事業会計負担金 572,110
2301 出資金 82,690

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
655,000 650,000 5,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
655,000

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　下水道事業の健全な経営に資するため、総務省通知「地方公営企業繰出金について」に
基づき、繰出金を計上する。

事
　
業
　
内
　
容

○下水道事業会計への繰出金を計上

＜主な充当先＞
　・企業債償還元金及び利子
　・下水道事業に要する経費

＜参考：繰出金決算額＞
　令和元年度　　600,000千円
　令和 2年度　　600,000千円
　令和 3年度　　620,000千円

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 52 上下水道局 所管課 02 下水道課 0002 工務係
08 土木費 05 都市計画費 06 都市下水路費

大事業 25 防災体制の充実
中事業 01 災害予防対策の推進

小事業 20 浸水被害軽減対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1004 燃料費 56
1108 その他の保険料 200
1206 その他の委託料 3,277

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,533 3,359 174

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,533

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　近年の異常気象によるゲリラ豪雨等での市街地の浸水被害に早急に対応するため、排水
用エンジンポンプを設置することで、浸水被害の軽減を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○排水ポンプ設置及び稼働等委託料　Ｃ＝1,820千円
　異常気象による浸水が想定される場合に、高見橋周辺に排水ポンプを設置し必要に応じ
て排水作業を行う。

○樋門点検操作委託料　Ｃ＝982千円
　都市下水流末に設置してある樋門9箇所について点検及び操作を委託する。

○排水エンジンポンプ保守点検委託料　Ｃ＝475千円
　市所有の排水エンジンポンプ4台について保守点検を委託する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 61 議会事務局 所管課 01 議会事務局 0001 庶務調査係
01 議会費 01 議会費 01 議会費

大事業 43 日向市議会
中事業 01 市議会議員報酬

小事業 01 市議会議員報酬
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0101 議員等報酬 86,714
0301 職員手当 28,013
0405 市議会議員共済組合負担金 26,116

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
140,843 135,248 5,595

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
140,843

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　条例に基づき市議会議員に対する報酬等を支給する。

事
　
業
　
内
　
容

　市議会議員に対する報酬等

○報酬月額
　・議　長　433,000円
　・副議長　379,000円
　・議　員　358,000円
○期末手当
　・ 6月　報酬月額×1.65月×1.15
　・12月　報酬月額×1.65月×1.15
　・議員改選に伴う日割分差額
○市議会議員共済会負担金
　・給付費負担金　360,000円(標準報酬月額)×（議員実数）×12月×0.315
　・事務負担金　　 13,000円×20人（議員定数）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 61 議会事務局 所管課 01 議会事務局 0001 庶務調査係
01 議会費 01 議会費 01 議会費

大事業 43 日向市議会
中事業 02 市議会運営に要する経費

小事業 01 市議会だより発行事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1006 印刷製本費 2,664
1206 その他の委託料 1,378

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,042 3,766 276

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,042

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民に議会の活動状況を分かりやすく知らせるため、議会広報誌を通じて、傍聴に来る
ことができない人の利便性の向上や議会の情報発信機能の充実を図り、市民の議会に対す
る理解を深め、市民に開かれた議会を構築する。

事
　
業
　
内
　
容

　市民が議会に対する理解を深めることができるよう、議会広報特別委員会が編集を行い
議会広報誌を発行する。

○経費内容
　・印刷製本費（年4回、17,700部／回）
　・その他委託料（ひゅうが市議会だより編集業務）
○主な誌面の内容
　・議案の審議結果
　・委員会審査における概要
　・一般質問の概要　
　・請願等の審議結果
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 52 上下水道局 所管課 02 下水道課 0001 業務係
08 土木費 05 都市計画費 05 公共下水道費

大事業 49 会計・基金繰出金
中事業 01 会計繰出に要する経費

小事業 15 下水道事業会計への繰出金
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1814039 職員手当負担金（児童手当分） 200
1814040 下水道事業会計負担金 572,110
2301 出資金 82,690

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
655,000 650,000 5,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
655,000

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　下水道事業の健全な経営に資するため、総務省通知「地方公営企業繰出金について」に
基づき、繰出金を計上する。

事
　
業
　
内
　
容

○下水道事業会計への繰出金を計上

＜主な充当先＞
　・企業債償還元金及び利子
　・下水道事業に要する経費

＜参考：繰出金決算額＞
　令和元年度　　600,000千円
　令和 2年度　　600,000千円
　令和 3年度　　620,000千円

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 52 上下水道局 所管課 02 下水道課 0002 工務係
08 土木費 05 都市計画費 06 都市下水路費

大事業 25 防災体制の充実
中事業 01 災害予防対策の推進

小事業 20 浸水被害軽減対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1004 燃料費 56
1108 その他の保険料 200
1206 その他の委託料 3,277

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,533 3,359 174

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,533

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　近年の異常気象によるゲリラ豪雨等での市街地の浸水被害に早急に対応するため、排水
用エンジンポンプを設置することで、浸水被害の軽減を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○排水ポンプ設置及び稼働等委託料　Ｃ＝1,820千円
　異常気象による浸水が想定される場合に、高見橋周辺に排水ポンプを設置し必要に応じ
て排水作業を行う。

○樋門点検操作委託料　Ｃ＝982千円
　都市下水流末に設置してある樋門9箇所について点検及び操作を委託する。

○排水エンジンポンプ保守点検委託料　Ｃ＝475千円
　市所有の排水エンジンポンプ4台について保守点検を委託する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 61 議会事務局 所管課 01 議会事務局 0001 庶務調査係
01 議会費 01 議会費 01 議会費

大事業 43 日向市議会
中事業 01 市議会議員報酬

小事業 01 市議会議員報酬
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0101 議員等報酬 86,714
0301 職員手当 28,013
0405 市議会議員共済組合負担金 26,116

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
140,843 135,248 5,595

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
140,843

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　条例に基づき市議会議員に対する報酬等を支給する。

事
　
業
　
内
　
容

　市議会議員に対する報酬等

○報酬月額
　・議　長　433,000円
　・副議長　379,000円
　・議　員　358,000円
○期末手当
　・ 6月　報酬月額×1.65月×1.15
　・12月　報酬月額×1.65月×1.15
　・議員改選に伴う日割分差額
○市議会議員共済会負担金
　・給付費負担金　360,000円(標準報酬月額)×（議員実数）×12月×0.315
　・事務負担金　　 13,000円×20人（議員定数）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 61 議会事務局 所管課 01 議会事務局 0001 庶務調査係
01 議会費 01 議会費 01 議会費

大事業 43 日向市議会
中事業 02 市議会運営に要する経費

小事業 01 市議会だより発行事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1006 印刷製本費 2,664
1206 その他の委託料 1,378

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,042 3,766 276

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,042

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民に議会の活動状況を分かりやすく知らせるため、議会広報誌を通じて、傍聴に来る
ことができない人の利便性の向上や議会の情報発信機能の充実を図り、市民の議会に対す
る理解を深め、市民に開かれた議会を構築する。

事
　
業
　
内
　
容

　市民が議会に対する理解を深めることができるよう、議会広報特別委員会が編集を行い
議会広報誌を発行する。

○経費内容
　・印刷製本費（年4回、17,700部／回）
　・その他委託料（ひゅうが市議会だより編集業務）
○主な誌面の内容
　・議案の審議結果
　・委員会審査における概要
　・一般質問の概要　
　・請願等の審議結果
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 61 議会事務局 所管課 01 議会事務局 0001 庶務調査係
01 議会費 01 議会費 01 議会費

大事業 43 日向市議会
中事業 02 市議会運営に要する経費

小事業 02 議長の交際に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0902 議長交際費 527

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
527 527 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
527

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市議会として他団体等と円滑な交流を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市議会議長としての他団体等との交際に係る経費

○主な内容
　・意見交換会、懇談会等の会費
　・慶弔、見舞い等に係る経費

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 61 議会事務局 所管課 01 議会事務局 0001 庶務調査係
01 議会費 01 議会費 01 議会費

大事業 43 日向市議会
中事業 02 市議会運営に要する経費

小事業 03 各種市議会議長会に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0716 記念品料 5
0801 費用弁償 380
0802 普通旅費 460
1005 食糧費 78
1301 使用料及び賃借料 33
1806018 日向市・東臼杵郡町村議会議長連絡会負担金 36
1807001 全国市議会議長会負担金 421
1807002 九州市議会議長会負担金 29
1807005 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20
1807008 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18
1825001 会議出席負担金 5
1825002 研修会負担金 17

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,502 1,658 △ 156

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,502

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　他議会等との連携により、広域的な課題の解決や議員及び議会事務局職員の資質向上な
ど、議会活動の充実を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　全国・九州・県内において組織されている各種議長会の会議及び研修会等に要する経費

○記念品料　（永年勤続表彰）
○費用弁償　（会議等に係る旅費）
○普通旅費　（随行、研修会等に係る旅費）
○食糧費　　（意見交換会等に係る負担金）
○使用料及び賃借料　（有料道路通行料）
○負担金　　（各種議長会の負担金、会議等負担金）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 61 議会事務局 所管課 01 議会事務局 0001 庶務調査係
01 議会費 01 議会費 01 議会費

大事業 43 日向市議会
中事業 02 市議会運営に要する経費

小事業 04 市議会議員の活動に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 200
0801 費用弁償 3,200
0802 普通旅費 790
1001 消耗品費 50
1003 消耗品費被服 389
1004 燃料費 50
1006 印刷製本費 17
1107 自動車損害保険料 27
1301 使用料及び賃借料 863
1807007 九州中央自動車道建設促進沿線議会期成会負担金 174
1825001 会議出席負担金 10
1890002 政務活動費交付金 2,975

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,745 7,989 756

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
0 0 0 37 8,708

主な財源 議員研修会負担金、印刷機使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　行政視察や政務活動などの市議会議員活動を通して、住民本位の市政の実現や福祉の向
上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市議会議員としての活動（各種会議及び大会、各種研修会への参加、行政視察、政務活
動）に要する経費

○講師謝金（研修会の講師謝金）
○費用弁償（会議、行政視察、研修・行事等に係る旅費）
○普通旅費（随行に係る旅費）
○消耗品費（図書購入費及び委員会での調査資料購入等）
○使用料及び賃借料（議長車リース、タクシー借上げ、有料道路通行料）
○政務活動費交付金（月額12,500円／人）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 61 議会事務局 所管課 01 議会事務局 0001 庶務調査係
01 議会費 01 議会費 01 議会費

大事業 47 一般事務費
中事業 01 議会一般事務費

小事業 01 議会一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 77
0716 記念品料 31
0802 普通旅費 55
1001 消耗品費 500
1002 消耗品費追録 110
1005 食糧費 20
1006 印刷製本費 230
1101 通信運搬費 151
1103 手数料 213
1104 広告料 22
1301 使用料及び賃借料 31
1825002 研修会負担金 62

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,502 1,691 △ 189

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,502

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　議会事務局の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

　一般事務経費

○消耗品費（書籍、新聞、コピー代、事務用品等）
○印刷製本費（議会傍聴チラシ印刷）
○手数料（給茶機保守点検、議会傍聴案内チラシ折込手数料）
○研修会負担金（オンラインセミナー受講料等）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 61 議会事務局 所管課 01 議会事務局 0001 庶務調査係
01 議会費 01 議会費 01 議会費

大事業 43 日向市議会
中事業 02 市議会運営に要する経費

小事業 02 議長の交際に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0902 議長交際費 527

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
527 527 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
527

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市議会として他団体等と円滑な交流を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市議会議長としての他団体等との交際に係る経費

○主な内容
　・意見交換会、懇談会等の会費
　・慶弔、見舞い等に係る経費

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 61 議会事務局 所管課 01 議会事務局 0001 庶務調査係
01 議会費 01 議会費 01 議会費

大事業 43 日向市議会
中事業 02 市議会運営に要する経費

小事業 03 各種市議会議長会に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0716 記念品料 5
0801 費用弁償 380
0802 普通旅費 460
1005 食糧費 78
1301 使用料及び賃借料 33
1806018 日向市・東臼杵郡町村議会議長連絡会負担金 36
1807001 全国市議会議長会負担金 421
1807002 九州市議会議長会負担金 29
1807005 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20
1807008 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18
1825001 会議出席負担金 5
1825002 研修会負担金 17

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,502 1,658 △ 156

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,502

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　他議会等との連携により、広域的な課題の解決や議員及び議会事務局職員の資質向上な
ど、議会活動の充実を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　全国・九州・県内において組織されている各種議長会の会議及び研修会等に要する経費

○記念品料　（永年勤続表彰）
○費用弁償　（会議等に係る旅費）
○普通旅費　（随行、研修会等に係る旅費）
○食糧費　　（意見交換会等に係る負担金）
○使用料及び賃借料　（有料道路通行料）
○負担金　　（各種議長会の負担金、会議等負担金）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 61 議会事務局 所管課 01 議会事務局 0001 庶務調査係
01 議会費 01 議会費 01 議会費

大事業 43 日向市議会
中事業 02 市議会運営に要する経費

小事業 04 市議会議員の活動に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 200
0801 費用弁償 3,200
0802 普通旅費 790
1001 消耗品費 50
1003 消耗品費被服 389
1004 燃料費 50
1006 印刷製本費 17
1107 自動車損害保険料 27
1301 使用料及び賃借料 863
1807007 九州中央自動車道建設促進沿線議会期成会負担金 174
1825001 会議出席負担金 10
1890002 政務活動費交付金 2,975

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,745 7,989 756

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
0 0 0 37 8,708

主な財源 議員研修会負担金、印刷機使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　行政視察や政務活動などの市議会議員活動を通して、住民本位の市政の実現や福祉の向
上を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市議会議員としての活動（各種会議及び大会、各種研修会への参加、行政視察、政務活
動）に要する経費

○講師謝金（研修会の講師謝金）
○費用弁償（会議、行政視察、研修・行事等に係る旅費）
○普通旅費（随行に係る旅費）
○消耗品費（図書購入費及び委員会での調査資料購入等）
○使用料及び賃借料（議長車リース、タクシー借上げ、有料道路通行料）
○政務活動費交付金（月額12,500円／人）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 61 議会事務局 所管課 01 議会事務局 0001 庶務調査係
01 議会費 01 議会費 01 議会費

大事業 47 一般事務費
中事業 01 議会一般事務費

小事業 01 議会一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 77
0716 記念品料 31
0802 普通旅費 55
1001 消耗品費 500
1002 消耗品費追録 110
1005 食糧費 20
1006 印刷製本費 230
1101 通信運搬費 151
1103 手数料 213
1104 広告料 22
1301 使用料及び賃借料 31
1825002 研修会負担金 62

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,502 1,691 △ 189

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,502

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　議会事務局の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

　一般事務経費

○消耗品費（書籍、新聞、コピー代、事務用品等）
○印刷製本費（議会傍聴チラシ印刷）
○手数料（給茶機保守点検、議会傍聴案内チラシ折込手数料）
○研修会負担金（オンラインセミナー受講料等）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 61 議会事務局 所管課 01 議会事務局 0002 議事係
01 議会費 01 議会費 01 議会費

大事業 43 日向市議会
中事業 02 市議会運営に要する経費

小事業 06 会議録発行事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1006 印刷製本費 920
1206 その他の委託料 1,400
1301 使用料及び賃借料 1,452

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,772 3,697 75

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,772

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　議会本会議の議事内容を録音機器から反訳し、印刷製本及びインターネット上の会議録
検索システムに掲載することで、簿冊及びホームページの会議録検索システムを通して、
市民をはじめ広く議会の審議内容の周知を図る。
　また、委員会等の議事内容を音声認識システムで短時間に文字データ化し、委員長報告
書や委員会会議録を作成することにより、作業の迅速化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　本会議会議録の作成・公開・委員会等の会議録作成に係る音声認識システムの使用に係
る経費

○印刷製本費（本会議会議録）
○その他の委託料
　・会議録調製（反訳）業務
　・会議録検索データ作成（セットアップ）業務
　・ホームページ作成（更新）業務
○使用料及び賃借料
　・音声認識システム使用料、編集ソフト使用料
　・会議録検索システム使用料

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 61 議会事務局 所管課 01 議会事務局 0002 議事係
01 議会費 01 議会費 01 議会費

大事業 43 日向市議会
中事業 02 市議会運営に要する経費

小事業 07 議会中継に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1206 その他の委託料 1,472

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,472 1,789 △ 317

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,472

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　議会本会議の映像を、インターネットでの生中継及び録画配信し、パソコンやスマート
フォンで視聴できるようにすることで、議会の情報発信の機会と傍聴の選択肢を増やし、
市民の議会への関心を高めていく。

事
　
業
　
内
　
容

　議会インターネット映像配信システム（生中継・録画配信）の運用に係る経費

○その他の委託料
　・インターネット映像配信業務、録画映像編集業務

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 61 議会事務局 所管課 01 議会事務局 0002 議事係
01 議会費 01 議会費 01 議会費

大事業 43 日向市議会
中事業 02 市議会運営に要する経費

小事業 09 議会ICT化推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 27
1101 通信運搬費 1,122
1103 手数料 154
1301 使用料及び賃借料 737

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,040 2,418 △ 378

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,000 40

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民に開かれた議会の実現と更なる議会改革を推進するために、タブレット端末及び
ペーパーレス会議システムを活用し、会議のペーパーレス化を図るとともに、議会におけ
るＩＣＴ化を推進することで、効率的で迅速な議会運営、議会審議、情報の共有による議
会の活性化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　タブレット端末の運用に伴う通信費及びペーパーレス会議システム等の各種アプリの利
用に伴う経費

○修繕料
　・タブレット端末故障時の修繕料
○通信運搬費
　・タブレット端末通信費28台分
○手数料
　・ペーパーレス会議システムアプリ講習会の開催
○使用料及び賃借料
　・ペーパーレス会議システムアプリ使用料
　・ビジネスコミュニケーションアプリ使用料

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 61 議会事務局 所管課 01 議会事務局 0002 議事係
01 議会費 01 議会費 01 議会費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 01 議会施設管理運営費

小事業 01 議会施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 30
1103 手数料 96
1201 施設維持管理委託料 1,210
1402 維持補修工事 182
1702 機械器具費（事業執行用） 73

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,591 1,240 351

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,591

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　議場、委員会室、議員会議室等の議会施設及び音響設備の維持管理に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

○議会施設及び設備の維持管理経費
　・手数料（議場内議席標柱の書き換え）
　・施設維持管理委託料（議場及び委員会室の音響設備等の維持管理業務）
　・維持補修工事（会派控室パーテーション設置及び取り外し）
　・機械器具費（ロングマイクロホン購入）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 61 議会事務局 所管課 01 議会事務局 0002 議事係
01 議会費 01 議会費 01 議会費

大事業 43 日向市議会
中事業 02 市議会運営に要する経費

小事業 06 会議録発行事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1006 印刷製本費 920
1206 その他の委託料 1,400
1301 使用料及び賃借料 1,452

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,772 3,697 75

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,772

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　議会本会議の議事内容を録音機器から反訳し、印刷製本及びインターネット上の会議録
検索システムに掲載することで、簿冊及びホームページの会議録検索システムを通して、
市民をはじめ広く議会の審議内容の周知を図る。
　また、委員会等の議事内容を音声認識システムで短時間に文字データ化し、委員長報告
書や委員会会議録を作成することにより、作業の迅速化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　本会議会議録の作成・公開・委員会等の会議録作成に係る音声認識システムの使用に係
る経費

○印刷製本費（本会議会議録）
○その他の委託料
　・会議録調製（反訳）業務
　・会議録検索データ作成（セットアップ）業務
　・ホームページ作成（更新）業務
○使用料及び賃借料
　・音声認識システム使用料、編集ソフト使用料
　・会議録検索システム使用料

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 61 議会事務局 所管課 01 議会事務局 0002 議事係
01 議会費 01 議会費 01 議会費

大事業 43 日向市議会
中事業 02 市議会運営に要する経費

小事業 07 議会中継に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1206 その他の委託料 1,472

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,472 1,789 △ 317

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,472

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　議会本会議の映像を、インターネットでの生中継及び録画配信し、パソコンやスマート
フォンで視聴できるようにすることで、議会の情報発信の機会と傍聴の選択肢を増やし、
市民の議会への関心を高めていく。

事
　
業
　
内
　
容

　議会インターネット映像配信システム（生中継・録画配信）の運用に係る経費

○その他の委託料
　・インターネット映像配信業務、録画映像編集業務

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 61 議会事務局 所管課 01 議会事務局 0002 議事係
01 議会費 01 議会費 01 議会費

大事業 43 日向市議会
中事業 02 市議会運営に要する経費

小事業 09 議会ICT化推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 27
1101 通信運搬費 1,122
1103 手数料 154
1301 使用料及び賃借料 737

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,040 2,418 △ 378

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,000 40

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民に開かれた議会の実現と更なる議会改革を推進するために、タブレット端末及び
ペーパーレス会議システムを活用し、会議のペーパーレス化を図るとともに、議会におけ
るＩＣＴ化を推進することで、効率的で迅速な議会運営、議会審議、情報の共有による議
会の活性化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　タブレット端末の運用に伴う通信費及びペーパーレス会議システム等の各種アプリの利
用に伴う経費

○修繕料
　・タブレット端末故障時の修繕料
○通信運搬費
　・タブレット端末通信費28台分
○手数料
　・ペーパーレス会議システムアプリ講習会の開催
○使用料及び賃借料
　・ペーパーレス会議システムアプリ使用料
　・ビジネスコミュニケーションアプリ使用料

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 61 議会事務局 所管課 01 議会事務局 0002 議事係
01 議会費 01 議会費 01 議会費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 01 議会施設管理運営費

小事業 01 議会施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 30
1103 手数料 96
1201 施設維持管理委託料 1,210
1402 維持補修工事 182
1702 機械器具費（事業執行用） 73

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,591 1,240 351

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,591

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　議場、委員会室、議員会議室等の議会施設及び音響設備の維持管理に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

○議会施設及び設備の維持管理経費
　・手数料（議場内議席標柱の書き換え）
　・施設維持管理委託料（議場及び委員会室の音響設備等の維持管理業務）
　・維持補修工事（会派控室パーテーション設置及び取り外し）
　・機械器具費（ロングマイクロホン購入）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0001 総務企画係
10 教育費 01 教育総務費 01 教育委員会費

大事業 02 魅力ある教育体制や環境の充実
中事業 04 安全で安心な教育環境の充実

小事業 02 教育委員会の運営に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0102 行政委員会委員報酬 2,736
0801 費用弁償 150
1001 消耗品費 17
1005 食糧費 13
1825002 研修会負担金 6

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,922 2,917 5

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,922

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第2条の規定により設置する教育委員会につい
て、本市教育の振興に寄与するため、その円滑な運営を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　教育長と非常勤特別職4人の教育委員で組織される教育委員会の会議運営及び研修会等に
要する経費。
　教育委員会は月1回の定例会のほか、必要に応じ臨時会を開催し、教育行政の重要事項や
基本方針を合議制で決定する。

○主な支出費目
・教育委員報酬
・費用弁償（市町村教育委員会研究協議会ほか）
・消耗品費（教育委員会月報ほか）
・食糧費（各種協議会主催会議に伴う意見交換会負担金）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0001 総務企画係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 04 高校や大学等との連携強化

小事業 02 就学の支援に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

2001 貸付金 42,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
42,000 42,000 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
42,000

主な財源 教育資金融資貸付金収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　教育資金を融資することにより、市民に高等教育を受ける機会を提供する。

事
　
業
　
内
　
容

　市内に居住する者で高等教育に係る教育資金を必要とする者に低金利で融資する。
　(九州労働金庫と提携)

【融資内容】
　融資額1人300万円以内。返済10年以内(据置は正規の修学期間以内）
【融資実績】
　令和元年度：16人　22,800千円
　令和2年度 ： 8人　16,400千円
　令和3年度 ： 2人　 5,000千円

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0001 総務企画係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 08 人権・平和の尊重
中事業 03 平和教育の推進と啓発活動

小事業 02 中学生平和交流事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 912
1108 その他の保険料 11
1301 使用料及び賃借料 226

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,149 1,039 110

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,149

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　将来を担う本市の中学生を、沖縄県南風原町、浦添市、宜野湾市に派遣し、同世代の中
学生や当時学童集団疎開で本市を訪れた人や沖縄戦体験者との交流を図りながら、過去の
歴史を心に刻ませ、戦争の悲惨さや平和の尊さを伝える。また、研修結果について各学校
で報告会を開催することで平和学習を推進する。

事
　
業
　
内
　
容

　学童疎開が縁で交流が行われている沖縄県（南風原町、宜野湾市、浦添市）へ中学生を
派遣し、沖縄戦体験者等との交流や戦跡巡りなどの研修を行う。
　研修後は、報告書を作成し、各学校での報告会を実施する。

○派遣者
　市内中学校7校より派遣　生徒7名、引率3名　　合計10名

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0001 総務企画係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 01 学校教育総務一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 565 1816001 全国都市教育長協議会負担金 21
0702 出会謝金 13 1816002 九州都市教育長協議会負担金 7
0802 普通旅費 300 1816003 宮崎県都市教育長協議会負担金 15
0903 教育長交際費 60 1816005 社会保険協会負担金 10
1001 消耗品費 142 1825002 研修会負担金 121
1005 食糧費 60
1006 印刷製本費 38
1101 通信運搬費 363
1301 使用料及び賃借料 152
1805013 宮崎県市町村教育委員会連合会負担金 30
1806040 宮崎県立延岡青朋高等学校教育振興会負担金 15
1806066 宮崎県立富島高等学校定時制教育振興会 40

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,952 1,922 30

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,952

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　教育総務課の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○共済費　　　　　（会計年度任用職員等の報酬に係る子ども・子育て拠出金）
○出会謝金　　　　（教育委員会の点検評価に係るもの）
○研修会旅費　　　（全国、九州、宮崎県の各都市教育長協議会総会ほか）
○消耗品費　　　　（一般事務用品、コピー用紙、研修用テキスト代等）
○印刷製本費　　　（教育施策に係る公表資料の印刷）
○使用料及び賃借料（教育長住宅借上料ほか）
○負担金　　　　　（各種協議会等及び会議出席に伴うもの、研修等受講料）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0001 総務企画係
10 教育費 01 教育総務費 01 教育委員会費

大事業 02 魅力ある教育体制や環境の充実
中事業 04 安全で安心な教育環境の充実

小事業 02 教育委員会の運営に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0102 行政委員会委員報酬 2,736
0801 費用弁償 150
1001 消耗品費 17
1005 食糧費 13
1825002 研修会負担金 6

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,922 2,917 5

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,922

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第2条の規定により設置する教育委員会につい
て、本市教育の振興に寄与するため、その円滑な運営を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　教育長と非常勤特別職4人の教育委員で組織される教育委員会の会議運営及び研修会等に
要する経費。
　教育委員会は月1回の定例会のほか、必要に応じ臨時会を開催し、教育行政の重要事項や
基本方針を合議制で決定する。

○主な支出費目
・教育委員報酬
・費用弁償（市町村教育委員会研究協議会ほか）
・消耗品費（教育委員会月報ほか）
・食糧費（各種協議会主催会議に伴う意見交換会負担金）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0001 総務企画係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 04 高校や大学等との連携強化

小事業 02 就学の支援に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

2001 貸付金 42,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
42,000 42,000 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
42,000

主な財源 教育資金融資貸付金収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　教育資金を融資することにより、市民に高等教育を受ける機会を提供する。

事
　
業
　
内
　
容

　市内に居住する者で高等教育に係る教育資金を必要とする者に低金利で融資する。
　(九州労働金庫と提携)

【融資内容】
　融資額1人300万円以内。返済10年以内(据置は正規の修学期間以内）
【融資実績】
　令和元年度：16人　22,800千円
　令和2年度 ： 8人　16,400千円
　令和3年度 ： 2人　 5,000千円

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0001 総務企画係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 08 人権・平和の尊重
中事業 03 平和教育の推進と啓発活動

小事業 02 中学生平和交流事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 912
1108 その他の保険料 11
1301 使用料及び賃借料 226

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,149 1,039 110

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,149

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　将来を担う本市の中学生を、沖縄県南風原町、浦添市、宜野湾市に派遣し、同世代の中
学生や当時学童集団疎開で本市を訪れた人や沖縄戦体験者との交流を図りながら、過去の
歴史を心に刻ませ、戦争の悲惨さや平和の尊さを伝える。また、研修結果について各学校
で報告会を開催することで平和学習を推進する。

事
　
業
　
内
　
容

　学童疎開が縁で交流が行われている沖縄県（南風原町、宜野湾市、浦添市）へ中学生を
派遣し、沖縄戦体験者等との交流や戦跡巡りなどの研修を行う。
　研修後は、報告書を作成し、各学校での報告会を実施する。

○派遣者
　市内中学校7校より派遣　生徒7名、引率3名　　合計10名

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0001 総務企画係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 01 学校教育総務一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 565 1816001 全国都市教育長協議会負担金 21
0702 出会謝金 13 1816002 九州都市教育長協議会負担金 7
0802 普通旅費 300 1816003 宮崎県都市教育長協議会負担金 15
0903 教育長交際費 60 1816005 社会保険協会負担金 10
1001 消耗品費 142 1825002 研修会負担金 121
1005 食糧費 60
1006 印刷製本費 38
1101 通信運搬費 363
1301 使用料及び賃借料 152
1805013 宮崎県市町村教育委員会連合会負担金 30
1806040 宮崎県立延岡青朋高等学校教育振興会負担金 15
1806066 宮崎県立富島高等学校定時制教育振興会 40

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,952 1,922 30

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,952

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　教育総務課の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○共済費　　　　　（会計年度任用職員等の報酬に係る子ども・子育て拠出金）
○出会謝金　　　　（教育委員会の点検評価に係るもの）
○研修会旅費　　　（全国、九州、宮崎県の各都市教育長協議会総会ほか）
○消耗品費　　　　（一般事務用品、コピー用紙、研修用テキスト代等）
○印刷製本費　　　（教育施策に係る公表資料の印刷）
○使用料及び賃借料（教育長住宅借上料ほか）
○負担金　　　　　（各種協議会等及び会議出席に伴うもの、研修等受講料）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 02 学校教育施設一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 61
1001 消耗品費 14
1003 消耗品費被服 141
1206 その他の委託料 134
1301 使用料及び賃借料 31
1702 機械器具費（事業執行用） 115
1816004 田の原地区テレビ共聴組合負担金 1
1825001 会議出席負担金 31

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
528 201 327

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
528

主な財源 学校用地貸付使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　施設係の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○消耗品費（被服・書籍の購入に係るもの）
○普通旅費（県教委協議及び技術講習に係るもの）
○委託料　（工事評定システムに係るもの）
○使用料　（同上）
○負担金　（会議負担金に係るもの）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 02 小学校費 01 学校管理費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 03 小学校教職員住宅管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 270
1103 手数料 16
1106 火災保険料 63
1201 施設維持管理委託料 308
1402 維持補修工事 630

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,287 1,561 △ 274

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,287

主な財源 教職員住宅・校長住宅使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　小学校教職員住宅の維持管理に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

〇修繕料　　　　　　（小規模修繕など）
〇手数料　　　　　　（火災保険・浄化槽検査手数料など）
〇施設維持管理委託料（浄化槽維持・清掃、植栽管理など）
〇使用料　　　　　　（難視聴区域受信料）
〇維持補修工事　　　（小規模維持補修工事など）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 02 小学校費 03 学校建設費

大事業 02 魅力ある教育体制や環境の充実
中事業 04 安全で安心な教育環境の充実

小事業 03 小学校　各校整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1402 維持補修工事 10,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
10,000 5,000 5,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,800 7,200

主な財源
公共施設整備等資金積立基金繰入金、
ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　小学校の経年による老朽化の改修・改良を行い、教育環境の改善を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○日向市内の各小学校の整備を行う。
　・学校照明器具改修工事
　・学校エアコン改修工事
　・貯水槽改修（移設）工事
　・遊具改修工事

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 03 中学校費 01 学校管理費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 04 中学校教職員住宅管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 119
1103 手数料 8
1106 火災保険料 16
1201 施設維持管理委託料 154
1402 維持補修工事 342

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
639 715 △ 76

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
639

主な財源 教職員住宅・校長住宅使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　中学校教職員住宅の維持管理に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

○修繕料　　　　　　（小規模修繕など）
○手数料　　　　　　（火災保険・浄化槽検査手数料など）
○施設維持管理委託料（浄化槽維持・清掃、植栽管理など）
○維持補修工事　　　（小規模維持補修工事など）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 02 学校教育施設一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 61
1001 消耗品費 14
1003 消耗品費被服 141
1206 その他の委託料 134
1301 使用料及び賃借料 31
1702 機械器具費（事業執行用） 115
1816004 田の原地区テレビ共聴組合負担金 1
1825001 会議出席負担金 31

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
528 201 327

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
528

主な財源 学校用地貸付使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　施設係の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○消耗品費（被服・書籍の購入に係るもの）
○普通旅費（県教委協議及び技術講習に係るもの）
○委託料　（工事評定システムに係るもの）
○使用料　（同上）
○負担金　（会議負担金に係るもの）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 02 小学校費 01 学校管理費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 03 小学校教職員住宅管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 270
1103 手数料 16
1106 火災保険料 63
1201 施設維持管理委託料 308
1402 維持補修工事 630

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,287 1,561 △ 274

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,287

主な財源 教職員住宅・校長住宅使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　小学校教職員住宅の維持管理に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

〇修繕料　　　　　　（小規模修繕など）
〇手数料　　　　　　（火災保険・浄化槽検査手数料など）
〇施設維持管理委託料（浄化槽維持・清掃、植栽管理など）
〇使用料　　　　　　（難視聴区域受信料）
〇維持補修工事　　　（小規模維持補修工事など）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 02 小学校費 03 学校建設費

大事業 02 魅力ある教育体制や環境の充実
中事業 04 安全で安心な教育環境の充実

小事業 03 小学校　各校整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1402 維持補修工事 10,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
10,000 5,000 5,000

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,800 7,200

主な財源
公共施設整備等資金積立基金繰入金、
ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　小学校の経年による老朽化の改修・改良を行い、教育環境の改善を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○日向市内の各小学校の整備を行う。
　・学校照明器具改修工事
　・学校エアコン改修工事
　・貯水槽改修（移設）工事
　・遊具改修工事

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 03 中学校費 01 学校管理費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 04 中学校教職員住宅管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 119
1103 手数料 8
1106 火災保険料 16
1201 施設維持管理委託料 154
1402 維持補修工事 342

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
639 715 △ 76

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
639

主な財源 教職員住宅・校長住宅使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　中学校教職員住宅の維持管理に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

○修繕料　　　　　　（小規模修繕など）
○手数料　　　　　　（火災保険・浄化槽検査手数料など）
○施設維持管理委託料（浄化槽維持・清掃、植栽管理など）
○維持補修工事　　　（小規模維持補修工事など）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 03 中学校費 03 学校建設費

大事業 02 魅力ある教育体制や環境の充実
中事業 04 安全で安心な教育環境の充実

小事業 14 中学校　各校整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1402 維持補修工事 6,800

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,800 17,225 △ 10,425

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,700 5,100

主な財源 公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　中学校の経年による老朽化の改修・改良を行い、教育環境の改善を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○日向市内中学校の施設整備を行う。
　・学校照明器具改修工事
　・学校エアコン更新工事

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 06 保健体育費 02 体育施設費

大事業 07 スポーツ活動の推進と環境づくり
中事業 03 スポーツ施設の整備と活用

小事業 06 国民スポーツ大会競技施設会場整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1202 工事施工を伴う委託料 1,500
1401 建設工事費 16,800
1702 機械器具費（事業執行用） 8,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
26,300 13,500 12,800

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,666 12,200 5,000 6,434

主な財源
公共施設整備等資金積立基金繰入金、
スポーツキャンプ誘致・誘客緊急支援事業補助金

財源内訳

目
的
・
効
果

　令和9年に本県で開催される「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ」（第81回国民スポーツ
大会・第26回全国障害者スポーツ大会）について、本市が競技会場等となっている施設の
改修等を行うことにより、大会成功に向けた円滑な開催準備・運営に寄与する。

事
　
業
　
内
　
容

　「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ」において、本市で開催される軟式野球、ソフト
ボール、ビーチバレーボール競技等の競技会場や練習会場となっているお倉ヶ浜総合公園
野球場、運動広場等やサンドーム日向、東郷体育館などを年次的に改修する。

○工事施工を伴う委託料
　・サンドーム屋根防水工事設計　　　　Ｎ＝1式
○建設工事費
　・サンドーム照明更新工事　　　　　　Ｎ＝32灯
　・サンドーム会議室エアコン更新工事　Ｎ＝1箇所
○機械器具費
　・スポーツトラクター　1台

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 06 保健体育費 02 体育施設費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 36 お倉ヶ浜総合公園(野球場・屋内運動場以外)管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 360
1106 火災保険料 17
1207 指定管理者委託料 39,204
1402 維持補修工事 5,000
1702 機械器具費（事業執行用） 488

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
45,069 44,647 422

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,000 4,900 36,169

主な財源
公共施設整備等資金積立基金繰入金、
お倉ヶ浜公園使用料、夜間照明施設等使用料

財源内訳

目
的
・
効
果

　指定管理者による施設の適正な管理運営により、安全・安心・快適な施設の利用環境を
確保するとともに、本市のスポーツの推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○修繕料（小規模修繕など）
○指定管理者委託料
　・指定管理者：宮崎県造園協会
　・指定期間  ：令和2年度から令和6年度まで
○維持補修工事
　・テニスコート照明改修工事　　　Ｎ＝2基（6灯）
　・ラグビーゴール埋設管改修工事　Ｎ＝4箇所
○機械器具費
　・スプリンクラー

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 06 保健体育費 02 体育施設費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 37 大王谷運動公園（陸上・野球・プール以外）管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 90
1103 手数料 49
1106 火災保険料 6
1207 指定管理者委託料 10,656
1402 維持補修工事 10,000
1501 原材料費 50

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
20,851 11,491 9,360

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
10,320 10,531

主な財源
ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金、大王谷公園使用料、
大王谷運動公園自動販売機電気料

財源内訳

目
的
・
効
果

　指定管理者による施設の適正な管理運営により、安全・安心・快適な施設の利用環境を
確保するとともに、本市のスポーツの推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○修繕料（小規模修繕など）
○指定管理者委託料
　・指定管理者：宮崎県造園協会
　・指定期間　：令和2年度から令和6年度まで
○維持補修工事
　・弓道場改修工事　（外壁・トイレ）
○原材料費
　・補修用レミファルト
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 03 中学校費 03 学校建設費

大事業 02 魅力ある教育体制や環境の充実
中事業 04 安全で安心な教育環境の充実

小事業 14 中学校　各校整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1402 維持補修工事 6,800

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,800 17,225 △ 10,425

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,700 5,100

主な財源 公共施設整備等資金積立基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　中学校の経年による老朽化の改修・改良を行い、教育環境の改善を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○日向市内中学校の施設整備を行う。
　・学校照明器具改修工事
　・学校エアコン更新工事

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 06 保健体育費 02 体育施設費

大事業 07 スポーツ活動の推進と環境づくり
中事業 03 スポーツ施設の整備と活用

小事業 06 国民スポーツ大会競技施設会場整備事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1202 工事施工を伴う委託料 1,500
1401 建設工事費 16,800
1702 機械器具費（事業執行用） 8,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
26,300 13,500 12,800

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,666 12,200 5,000 6,434

主な財源
公共施設整備等資金積立基金繰入金、
スポーツキャンプ誘致・誘客緊急支援事業補助金

財源内訳

目
的
・
効
果

　令和9年に本県で開催される「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ」（第81回国民スポーツ
大会・第26回全国障害者スポーツ大会）について、本市が競技会場等となっている施設の
改修等を行うことにより、大会成功に向けた円滑な開催準備・運営に寄与する。

事
　
業
　
内
　
容

　「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ」において、本市で開催される軟式野球、ソフト
ボール、ビーチバレーボール競技等の競技会場や練習会場となっているお倉ヶ浜総合公園
野球場、運動広場等やサンドーム日向、東郷体育館などを年次的に改修する。

○工事施工を伴う委託料
　・サンドーム屋根防水工事設計　　　　Ｎ＝1式
○建設工事費
　・サンドーム照明更新工事　　　　　　Ｎ＝32灯
　・サンドーム会議室エアコン更新工事　Ｎ＝1箇所
○機械器具費
　・スポーツトラクター　1台

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 06 保健体育費 02 体育施設費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 36 お倉ヶ浜総合公園(野球場・屋内運動場以外)管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 360
1106 火災保険料 17
1207 指定管理者委託料 39,204
1402 維持補修工事 5,000
1702 機械器具費（事業執行用） 488

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
45,069 44,647 422

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,000 4,900 36,169

主な財源
公共施設整備等資金積立基金繰入金、
お倉ヶ浜公園使用料、夜間照明施設等使用料

財源内訳

目
的
・
効
果

　指定管理者による施設の適正な管理運営により、安全・安心・快適な施設の利用環境を
確保するとともに、本市のスポーツの推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○修繕料（小規模修繕など）
○指定管理者委託料
　・指定管理者：宮崎県造園協会
　・指定期間  ：令和2年度から令和6年度まで
○維持補修工事
　・テニスコート照明改修工事　　　Ｎ＝2基（6灯）
　・ラグビーゴール埋設管改修工事　Ｎ＝4箇所
○機械器具費
　・スプリンクラー

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 06 保健体育費 02 体育施設費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 37 大王谷運動公園（陸上・野球・プール以外）管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 90
1103 手数料 49
1106 火災保険料 6
1207 指定管理者委託料 10,656
1402 維持補修工事 10,000
1501 原材料費 50

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
20,851 11,491 9,360

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
10,320 10,531

主な財源
ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金、大王谷公園使用料、
大王谷運動公園自動販売機電気料

財源内訳

目
的
・
効
果

　指定管理者による施設の適正な管理運営により、安全・安心・快適な施設の利用環境を
確保するとともに、本市のスポーツの推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○修繕料（小規模修繕など）
○指定管理者委託料
　・指定管理者：宮崎県造園協会
　・指定期間　：令和2年度から令和6年度まで
○維持補修工事
　・弓道場改修工事　（外壁・トイレ）
○原材料費
　・補修用レミファルト
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 06 保健体育費 02 体育施設費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 38 美々津運動広場管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1007 光熱水費 128
1008 修繕料 44
1103 手数料 6
1106 火災保険料 10
1201 施設維持管理委託料 404

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
592 548 44

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
60 532

主な財源 美々津運動広場使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　施設の適正な管理運営により、安全・安心・快適な施設の利用環境を確保するととも
に、本市のスポーツの推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○修繕料（小規模修繕など）
○施設維持管理委託料
　・浄化槽保守点検
　・広場草刈り

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 06 保健体育費 02 体育施設費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 39 東郷地区体育施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 105
1007 光熱水費 317
1008 修繕料 95
1101 通信運搬費 43
1103 手数料 6
1106 火災保険料 45
1201 施設維持管理委託料 1,353

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,964 1,839 125

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
401 1,563

主な財源 東郷地区体育施設使用料、東郷グラウンド使用料、土地建物貸付収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　施設の適正な管理運営により、安全・安心・快適な施設の利用環境を確保するととも
に、本市のスポーツの推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　対象施設：東郷体育館、東郷グラウンド、越表体育館

○修繕料（小規模修繕など）
○施設維持管理委託料
　・浄化槽保守点検
　・グラウンド芝生維持管理
　・空調設備保守点検

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 06 保健体育費 02 体育施設費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 40 武道館管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1106 火災保険料 23
1207 指定管理者委託料 1,190

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,213 1,189 24

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
200 1,013

主な財源 武道館使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　指定管理者による施設の適正な管理運営により、安全・安心・快適な施設の利用環境を
確保するとともに、本市のスポーツの推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○指定管理者委託料
　・指定管理者：（株）文化コーポレーション
　・指定期間  ：令和2年度から令和6年度まで

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 06 保健体育費 02 体育施設費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 41 お倉ヶ浜総合公園屋内運動場管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 89
1106 火災保険料 585
1207 指定管理者委託料 11,643

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
12,317 12,066 251

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,400 7,917

主な財源 お倉ヶ浜公園使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　指定管理者による施設の適正な管理運営により、安全・安心・快適な施設の利用環境を
確保するとともに、本市のスポーツの推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○修繕料（小規模修繕など）
○指定管理者委託料
　・指定管理者：宮崎県造園協会
　・指定期間　：令和2年度から令和6年度まで
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 06 保健体育費 02 体育施設費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 38 美々津運動広場管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1007 光熱水費 128
1008 修繕料 44
1103 手数料 6
1106 火災保険料 10
1201 施設維持管理委託料 404

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
592 548 44

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
60 532

主な財源 美々津運動広場使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　施設の適正な管理運営により、安全・安心・快適な施設の利用環境を確保するととも
に、本市のスポーツの推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○修繕料（小規模修繕など）
○施設維持管理委託料
　・浄化槽保守点検
　・広場草刈り

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 06 保健体育費 02 体育施設費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 39 東郷地区体育施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 105
1007 光熱水費 317
1008 修繕料 95
1101 通信運搬費 43
1103 手数料 6
1106 火災保険料 45
1201 施設維持管理委託料 1,353

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,964 1,839 125

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
401 1,563

主な財源 東郷地区体育施設使用料、東郷グラウンド使用料、土地建物貸付収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　施設の適正な管理運営により、安全・安心・快適な施設の利用環境を確保するととも
に、本市のスポーツの推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　対象施設：東郷体育館、東郷グラウンド、越表体育館

○修繕料（小規模修繕など）
○施設維持管理委託料
　・浄化槽保守点検
　・グラウンド芝生維持管理
　・空調設備保守点検

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 06 保健体育費 02 体育施設費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 40 武道館管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1106 火災保険料 23
1207 指定管理者委託料 1,190

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,213 1,189 24

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
200 1,013

主な財源 武道館使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　指定管理者による施設の適正な管理運営により、安全・安心・快適な施設の利用環境を
確保するとともに、本市のスポーツの推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○指定管理者委託料
　・指定管理者：（株）文化コーポレーション
　・指定期間  ：令和2年度から令和6年度まで

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 06 保健体育費 02 体育施設費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 41 お倉ヶ浜総合公園屋内運動場管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 89
1106 火災保険料 585
1207 指定管理者委託料 11,643

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
12,317 12,066 251

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,400 7,917

主な財源 お倉ヶ浜公園使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　指定管理者による施設の適正な管理運営により、安全・安心・快適な施設の利用環境を
確保するとともに、本市のスポーツの推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○修繕料（小規模修繕など）
○指定管理者委託料
　・指定管理者：宮崎県造園協会
　・指定期間　：令和2年度から令和6年度まで
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 06 保健体育費 02 体育施設費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 42 日向市体育センター管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 19
1008 修繕料 48
1106 火災保険料 56
1207 指定管理者委託料 8,622

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,745 8,573 172

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,350 6,395

主な財源 日向市体育センター使用料、体育センター自動販売機電気料
財源内訳

目
的
・
効
果

　指定管理者による施設の適正な管理運営により、安全・安心・快適な施設の利用環境を
確保するとともに、本市のスポーツの推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○修繕料（小規模修繕など）
○指定管理者委託料
　・指定管理者：（株）文化コーポレーション
　・指定期間  ：令和2年度（2020年度）から令和6年度（2024年度）まで

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 06 保健体育費 02 体育施設費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 43 大王谷陸上競技場管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 90
1106 火災保険料 8
1207 指定管理者委託料 6,926

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
7,024 6,986 38

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
170 6,854

主な財源 大王谷公園使用料、大王谷運動公園自動販売機電気料
財源内訳

目
的
・
効
果

　指定管理者による施設の適正な管理運営により、安全・安心・快適な施設の利用環境を
確保するとともに、本市のスポーツの推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○修繕料（小規模修繕など）
○指定管理者委託料
　・指定管理者：宮崎県造園協会
　・指定期間　：令和2年度から令和6年度まで

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 06 保健体育費 02 体育施設費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 44 お倉ヶ浜野球場管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 48
1106 火災保険料 9
1207 指定管理者委託料 4,092

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,149 6,336 △ 2,187

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
880 3,269

主な財源
お倉ヶ浜公園使用料、夜間照明施設等使用料、
お倉ヶ浜総合公園自動販売機電気料

財源内訳

目
的
・
効
果

　指定管理者による施設の適正な管理運営により、安全・安心・快適な施設の利用環境を
確保するとともに、本市のスポーツの推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○修繕料（小規模修繕など）
○指定管理者委託料
　・指定管理者：宮崎県造園協会
　・指定期間　：令和2年度から令和6年度まで

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 06 保健体育費 02 体育施設費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 45 大王谷野球場管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 90
1106 火災保険料 9
1207 指定管理者委託料 4,199
1702 機械器具費（事業執行用） 80

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,378 4,289 89

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
410 3,968

主な財源 大王谷公園使用料、大王谷運動公園自動販売機電気料
財源内訳

目
的
・
効
果

　指定管理者による施設の適正な管理運営により、安全・安心・快適な施設の利用環境を
確保するとともに、本市のスポーツの推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○修繕料（小規模修繕など）
○指定管理者委託料
　・指定管理者：宮崎県造園協会
　・指定期間　：令和2年度から令和6年度まで
○機械器具費（ワイヤレスマイク）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 06 保健体育費 02 体育施設費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 42 日向市体育センター管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 19
1008 修繕料 48
1106 火災保険料 56
1207 指定管理者委託料 8,622

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,745 8,573 172

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,350 6,395

主な財源 日向市体育センター使用料、体育センター自動販売機電気料
財源内訳

目
的
・
効
果

　指定管理者による施設の適正な管理運営により、安全・安心・快適な施設の利用環境を
確保するとともに、本市のスポーツの推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○修繕料（小規模修繕など）
○指定管理者委託料
　・指定管理者：（株）文化コーポレーション
　・指定期間  ：令和2年度（2020年度）から令和6年度（2024年度）まで

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 06 保健体育費 02 体育施設費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 43 大王谷陸上競技場管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 90
1106 火災保険料 8
1207 指定管理者委託料 6,926

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
7,024 6,986 38

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
170 6,854

主な財源 大王谷公園使用料、大王谷運動公園自動販売機電気料
財源内訳

目
的
・
効
果

　指定管理者による施設の適正な管理運営により、安全・安心・快適な施設の利用環境を
確保するとともに、本市のスポーツの推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○修繕料（小規模修繕など）
○指定管理者委託料
　・指定管理者：宮崎県造園協会
　・指定期間　：令和2年度から令和6年度まで

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 06 保健体育費 02 体育施設費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 44 お倉ヶ浜野球場管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 48
1106 火災保険料 9
1207 指定管理者委託料 4,092

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,149 6,336 △ 2,187

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
880 3,269

主な財源
お倉ヶ浜公園使用料、夜間照明施設等使用料、
お倉ヶ浜総合公園自動販売機電気料

財源内訳

目
的
・
効
果

　指定管理者による施設の適正な管理運営により、安全・安心・快適な施設の利用環境を
確保するとともに、本市のスポーツの推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○修繕料（小規模修繕など）
○指定管理者委託料
　・指定管理者：宮崎県造園協会
　・指定期間　：令和2年度から令和6年度まで

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 06 保健体育費 02 体育施設費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 45 大王谷野球場管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 90
1106 火災保険料 9
1207 指定管理者委託料 4,199
1702 機械器具費（事業執行用） 80

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,378 4,289 89

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
410 3,968

主な財源 大王谷公園使用料、大王谷運動公園自動販売機電気料
財源内訳

目
的
・
効
果

　指定管理者による施設の適正な管理運営により、安全・安心・快適な施設の利用環境を
確保するとともに、本市のスポーツの推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○修繕料（小規模修繕など）
○指定管理者委託料
　・指定管理者：宮崎県造園協会
　・指定期間　：令和2年度から令和6年度まで
○機械器具費（ワイヤレスマイク）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 06 保健体育費 02 体育施設費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 46 大王谷市営プール管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 90
1106 火災保険料 3
1207 指定管理者委託料 9,337

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
9,430 9,247 183

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,100 8,330

主な財源 大王谷公園使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　指定管理者による施設の適正な管理運営により、安全・安心・快適な施設の利用環境を
確保するとともに、本市のスポーツの推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○修繕料（小規模修繕など）
○指定管理者委託料
　・指定管理者：宮崎県造園協会
　・指定期間　：令和2年度から令和6年度まで

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0003 文化財係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 06 地域文化の保存・継承・活用
中事業 02 文化財等の保存・継承・活用

小事業 01 文化財の保存と活用に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 45
0714 その他の役務提供等に対する報償金 145
0801 費用弁償 7
0802 普通旅費 163
1001 消耗品費 105
1003 消耗品費被服 16
1008 修繕料 600
1101 通信運搬費 20
1204 調査・計画策定委託料 50
1206 その他の委託料 1,589
1402 維持補修工事 21,500
1816012 県博物館等連絡協議会負担金 10

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
24,250 10,539 13,711

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
8,250 383 7,100 5,000 3,517

主な財源
国宝重要文化財等保存整備費補助金（国・県）、
文化財保存事業費補助金、文化財保存事業所有者負担金

財源内訳

目
的
・
効
果

　市内に所在する指定文化財等の維持・管理を適切に行うとともに、その活用を図ること
で後世に伝えることを目的とする。

事
　
業
　
内
　
容

　文化財の調査記録・保存修理・維持管理・教育普及・公開活用を行う。

○文化財等緊急修繕

○アカウミガメ実態調査

○指定文化財維持管理業務委託
　・富高2号墳、美々津古墳、鈴鏡塚古墳、権現崎の照葉樹林、黒田の家臣
　・西南の役細島官軍墓地

○細島みなと資料館白蟻防除委託

○妙国寺庭園山門修繕工事

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0003 文化財係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 06 地域文化の保存・継承・活用
中事業 02 文化財等の保存・継承・活用

小事業 04 重要伝統的建造物群保存地区保存整備事業(単独）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 103
0801 費用弁償 20
0802 普通旅費 212
1001 消耗品費 9
1007 光熱水費 28
1106 火災保険料 4
1402 維持補修工事 1,250
1816010 全国伝建保存地区協議会負担金 50
1860015 伝統的建造物群保存地区保存整備費補助金 4,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,676 4,364 1,312

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
5,676

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　美々津の町並み保存事業を推進することにより、地域の活性化及び町並みの保存・活用
を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　美々津伝統的建造物群保存地区の国庫補助事業に該当しない軽微な修理・修景事業等を
実施する。

○維持補修工事
　・美々津軒雨戸戸袋漆喰補修工事、空調設備工事

○伝統的建造物群保存地区保存整備費補助金

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0003 文化財係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 06 地域文化の保存・継承・活用
中事業 02 文化財等の保存・継承・活用

小事業 05 妙国寺庭園管理事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1201 施設維持管理委託料 440

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
440 440 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
44 396

主な財源 文化財保存事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　国指定名勝「妙国寺庭園」の適切な維持・管理を行い、その活用を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　国指定名勝「妙国寺庭園」の維持・管理を行う。

○庭園維持管理業務委託

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0002 施設係
10 教育費 06 保健体育費 02 体育施設費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 46 大王谷市営プール管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 90
1106 火災保険料 3
1207 指定管理者委託料 9,337

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
9,430 9,247 183

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,100 8,330

主な財源 大王谷公園使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　指定管理者による施設の適正な管理運営により、安全・安心・快適な施設の利用環境を
確保するとともに、本市のスポーツの推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○修繕料（小規模修繕など）
○指定管理者委託料
　・指定管理者：宮崎県造園協会
　・指定期間　：令和2年度から令和6年度まで

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0003 文化財係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 06 地域文化の保存・継承・活用
中事業 02 文化財等の保存・継承・活用

小事業 01 文化財の保存と活用に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 45
0714 その他の役務提供等に対する報償金 145
0801 費用弁償 7
0802 普通旅費 163
1001 消耗品費 105
1003 消耗品費被服 16
1008 修繕料 600
1101 通信運搬費 20
1204 調査・計画策定委託料 50
1206 その他の委託料 1,589
1402 維持補修工事 21,500
1816012 県博物館等連絡協議会負担金 10

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
24,250 10,539 13,711

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
8,250 383 7,100 5,000 3,517

主な財源
国宝重要文化財等保存整備費補助金（国・県）、
文化財保存事業費補助金、文化財保存事業所有者負担金

財源内訳

目
的
・
効
果

　市内に所在する指定文化財等の維持・管理を適切に行うとともに、その活用を図ること
で後世に伝えることを目的とする。

事
　
業
　
内
　
容

　文化財の調査記録・保存修理・維持管理・教育普及・公開活用を行う。

○文化財等緊急修繕

○アカウミガメ実態調査

○指定文化財維持管理業務委託
　・富高2号墳、美々津古墳、鈴鏡塚古墳、権現崎の照葉樹林、黒田の家臣
　・西南の役細島官軍墓地

○細島みなと資料館白蟻防除委託

○妙国寺庭園山門修繕工事

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0003 文化財係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 06 地域文化の保存・継承・活用
中事業 02 文化財等の保存・継承・活用

小事業 04 重要伝統的建造物群保存地区保存整備事業(単独）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 103
0801 費用弁償 20
0802 普通旅費 212
1001 消耗品費 9
1007 光熱水費 28
1106 火災保険料 4
1402 維持補修工事 1,250
1816010 全国伝建保存地区協議会負担金 50
1860015 伝統的建造物群保存地区保存整備費補助金 4,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,676 4,364 1,312

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
5,676

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　美々津の町並み保存事業を推進することにより、地域の活性化及び町並みの保存・活用
を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　美々津伝統的建造物群保存地区の国庫補助事業に該当しない軽微な修理・修景事業等を
実施する。

○維持補修工事
　・美々津軒雨戸戸袋漆喰補修工事、空調設備工事

○伝統的建造物群保存地区保存整備費補助金

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0003 文化財係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 06 地域文化の保存・継承・活用
中事業 02 文化財等の保存・継承・活用

小事業 05 妙国寺庭園管理事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1201 施設維持管理委託料 440

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
440 440 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
44 396

主な財源 文化財保存事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　国指定名勝「妙国寺庭園」の適切な維持・管理を行い、その活用を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　国指定名勝「妙国寺庭園」の維持・管理を行う。

○庭園維持管理業務委託

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0003 文化財係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 06 地域文化の保存・継承・活用
中事業 02 文化財等の保存・継承・活用

小事業 08 関本勘兵衛家管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 9
1004 燃料費 6
1007 光熱水費 66
1101 通信運搬費 30
1106 火災保険料 37
1201 施設維持管理委託料 1,172

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,320 1,312 8

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,320

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市指定文化財「関本勘兵衛家」の適切な維持・管理を行い、その活用を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市指定文化財である「関本勘兵衛家」の文化財管理・観光活用を行う。

○施設維持管理委託料
　・消防防災設備、機械警備、管理等業務

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0003 文化財係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 20 防災センター管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1106 火災保険料 13
1207 指定管理者委託料 163

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
176 176 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
176

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　美々津伝統的建造物群保存地区の防災拠点となる「美々津まちなみ防災センター」の適
切な管理・運営を行う。

事
　
業
　
内
　
容

　美々津重要伝統的保存地区内にあり、日向市消防団の消防機庫として活用している
「美々津まちなみ防災センター」の維持・管理を行う。

○指定管理者委託料
　・指定管理者：美々津の歴史的町並みを守る会
　・指定期間　：令和3年度から令和7年度まで

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0003 文化財係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 21 美々津軒管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1106 火災保険料 17
1207 指定管理者委託料 2,931
1301 使用料及び賃借料 210

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,158 3,116 42

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,158

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　美々津重要伝統的建造物群保存地区の学習・研修拠点である「美々津軒」の適切な管
理・運営を行い、その活用を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　美々津伝統的建造物群保存地区内にある「美々津軒」の管理・運営を行う。

○指定管理者委託料
　・指定管理者：美々津の歴史的町並みを守る会
　・指定期間　：令和3年度から令和7年度まで

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0003 文化財係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 22 美々津まちなみセンター管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1106 火災保険料 13
1207 指定管理者委託料 2,996

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,009 3,009 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,009

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　美々津伝統的建造物群保存地区の観光拠点となる「美々津まちなみセンター」の適切な
管理・運営を行い、その活用を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　美々津伝統的建造物群保存地区内にある「美々津まちなみセンター」の管理・運営を行
う。

○指定管理者委託料
　・指定管理者：美々津の歴史的町並みを守る会
　・指定期間　：令和3年度から令和7年度まで
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0003 文化財係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 06 地域文化の保存・継承・活用
中事業 02 文化財等の保存・継承・活用

小事業 08 関本勘兵衛家管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 9
1004 燃料費 6
1007 光熱水費 66
1101 通信運搬費 30
1106 火災保険料 37
1201 施設維持管理委託料 1,172

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,320 1,312 8

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,320

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市指定文化財「関本勘兵衛家」の適切な維持・管理を行い、その活用を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市指定文化財である「関本勘兵衛家」の文化財管理・観光活用を行う。

○施設維持管理委託料
　・消防防災設備、機械警備、管理等業務

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0003 文化財係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 20 防災センター管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1106 火災保険料 13
1207 指定管理者委託料 163

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
176 176 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
176

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　美々津伝統的建造物群保存地区の防災拠点となる「美々津まちなみ防災センター」の適
切な管理・運営を行う。

事
　
業
　
内
　
容

　美々津重要伝統的保存地区内にあり、日向市消防団の消防機庫として活用している
「美々津まちなみ防災センター」の維持・管理を行う。

○指定管理者委託料
　・指定管理者：美々津の歴史的町並みを守る会
　・指定期間　：令和3年度から令和7年度まで

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0003 文化財係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 21 美々津軒管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1106 火災保険料 17
1207 指定管理者委託料 2,931
1301 使用料及び賃借料 210

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,158 3,116 42

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,158

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　美々津重要伝統的建造物群保存地区の学習・研修拠点である「美々津軒」の適切な管
理・運営を行い、その活用を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　美々津伝統的建造物群保存地区内にある「美々津軒」の管理・運営を行う。

○指定管理者委託料
　・指定管理者：美々津の歴史的町並みを守る会
　・指定期間　：令和3年度から令和7年度まで

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0003 文化財係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 22 美々津まちなみセンター管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1106 火災保険料 13
1207 指定管理者委託料 2,996

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,009 3,009 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,009

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　美々津伝統的建造物群保存地区の観光拠点となる「美々津まちなみセンター」の適切な
管理・運営を行い、その活用を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　美々津伝統的建造物群保存地区内にある「美々津まちなみセンター」の管理・運営を行
う。

○指定管理者委託料
　・指定管理者：美々津の歴史的町並みを守る会
　・指定期間　：令和3年度から令和7年度まで
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0003 文化財係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 25 細島みなと資料館管理運営費（「その他の博物館」）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1106 火災保険料 45
1207 指定管理者委託料 5,592

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,637 5,635 2

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
132 5,505

主な財源 細島みなと資料館入館料
財源内訳

目
的
・
効
果

　市指定文化財「旧高鍋屋旅館跡」を活用した「細島みなと資料館」の適切な管理・運用
を行い、その活用を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市指定文化財「旧高鍋屋旅館」を活用した「日向市細島みなと資料館」の管理・運営を
行う。

○指定管理者委託料
　・指定管理者：HOSOSHIMAまちづくり協議会
　・指定期間　：令和3年度から令和7年度まで

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0003 文化財係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 26 歴史民俗資料館管理運営費（「その他の博物館」）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 32
0801 費用弁償 5
1106 火災保険料 30
1207 指定管理者委託料 5,895

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,962 7,411 △ 1,449

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
484 5,478

主な財源 歴史民俗資料館入館料
財源内訳

目
的
・
効
果

　市指定文化財「廻船問屋河内屋跡」を活用した「日向市歴史民俗資料館」の適切な管
理・運営を行い、その活用を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市指定有形文化財である「廻船問屋河内屋跡」を活用した「日向市歴史民俗資料館」の
運用・管理を行う。

○指定管理者委託料
　・指定管理者：美々津の歴史的町並みを守る会
　・指定期間　：令和3年度から令和7年度まで

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0003 文化財係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 27 まちなみ広場管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 9
1007 光熱水費 39
1103 手数料 4
1201 施設維持管理委託料 128

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
180 2,623 △ 2,443

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
180

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　美々津重要伝統的建造物群保存地区内にある「まちなみ広場」の適切な維持管理を行
う。

事
　
業
　
内
　
容

　美々津伝統的建造物群保存地区にある公衆トイレを配置した「まちなみ広場」の維持・
管理を行う。

○施設維持管理委託料
　・維持管理、浄化槽清掃、浄化槽保守点検

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0003 文化財係
10 教育費 05 社会教育費 04 文化交流センター管理費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 24 東郷地区文化センター管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 13
1007 光熱水費 1,166
1008 修繕料 222
1103 手数料 99
1106 火災保険料 47
1201 施設維持管理委託料 1,433
1206 その他の委託料 630
1402 維持補修工事 2,300
1825010 防火管理者資格取得受講負担金 8

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,918 2,966 2,952

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
414 5,504

主な財源
文化センター使用料、東郷地区文化センター共用アンテナ電気料、
ＰＨＳアンテナ設置用地使用料

財源内訳

目
的
・
効
果

　東郷地区文化センターの維持・管理を行うことで、文化の振興を推進し、文化財の保
存・管理を行う。

事
　
業
　
内
　
容

　「東郷地区文化センター」の適切な維持管理を行い、文化の振興を推進し、文化財の保
存・管理を行う。

○施設維持管理委託料
　・清掃業務、消防設備点検業務、自家用工作物保安業務、機械警備ほか

○その他の委託料
　・資料等燻蒸業務委託

○維持補修工事
　・ＰＡＳ更新工事、高圧ケーブル更新工事、コンデンサ更新工事
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0003 文化財係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 25 細島みなと資料館管理運営費（「その他の博物館」）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1106 火災保険料 45
1207 指定管理者委託料 5,592

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,637 5,635 2

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
132 5,505

主な財源 細島みなと資料館入館料
財源内訳

目
的
・
効
果

　市指定文化財「旧高鍋屋旅館跡」を活用した「細島みなと資料館」の適切な管理・運用
を行い、その活用を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市指定文化財「旧高鍋屋旅館」を活用した「日向市細島みなと資料館」の管理・運営を
行う。

○指定管理者委託料
　・指定管理者：HOSOSHIMAまちづくり協議会
　・指定期間　：令和3年度から令和7年度まで

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0003 文化財係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 26 歴史民俗資料館管理運営費（「その他の博物館」）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 32
0801 費用弁償 5
1106 火災保険料 30
1207 指定管理者委託料 5,895

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,962 7,411 △ 1,449

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
484 5,478

主な財源 歴史民俗資料館入館料
財源内訳

目
的
・
効
果

　市指定文化財「廻船問屋河内屋跡」を活用した「日向市歴史民俗資料館」の適切な管
理・運営を行い、その活用を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市指定有形文化財である「廻船問屋河内屋跡」を活用した「日向市歴史民俗資料館」の
運用・管理を行う。

○指定管理者委託料
　・指定管理者：美々津の歴史的町並みを守る会
　・指定期間　：令和3年度から令和7年度まで

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0003 文化財係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 27 まちなみ広場管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 9
1007 光熱水費 39
1103 手数料 4
1201 施設維持管理委託料 128

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
180 2,623 △ 2,443

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
180

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　美々津重要伝統的建造物群保存地区内にある「まちなみ広場」の適切な維持管理を行
う。

事
　
業
　
内
　
容

　美々津伝統的建造物群保存地区にある公衆トイレを配置した「まちなみ広場」の維持・
管理を行う。

○施設維持管理委託料
　・維持管理、浄化槽清掃、浄化槽保守点検

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 01 教育総務課 0003 文化財係
10 教育費 05 社会教育費 04 文化交流センター管理費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 24 東郷地区文化センター管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 13
1007 光熱水費 1,166
1008 修繕料 222
1103 手数料 99
1106 火災保険料 47
1201 施設維持管理委託料 1,433
1206 その他の委託料 630
1402 維持補修工事 2,300
1825010 防火管理者資格取得受講負担金 8

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,918 2,966 2,952

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
414 5,504

主な財源
文化センター使用料、東郷地区文化センター共用アンテナ電気料、
ＰＨＳアンテナ設置用地使用料

財源内訳

目
的
・
効
果

　東郷地区文化センターの維持・管理を行うことで、文化の振興を推進し、文化財の保
存・管理を行う。

事
　
業
　
内
　
容

　「東郷地区文化センター」の適切な維持管理を行い、文化の振興を推進し、文化財の保
存・管理を行う。

○施設維持管理委託料
　・清掃業務、消防設備点検業務、自家用工作物保安業務、機械警備ほか

○その他の委託料
　・資料等燻蒸業務委託

○維持補修工事
　・ＰＡＳ更新工事、高圧ケーブル更新工事、コンデンサ更新工事
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0001 学事係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 01 就学支援委員会・通学区域審議会の運営に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 589
0801 費用弁償 100

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
689 421 268

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
689

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

○就学支援委員会
　障がいのある幼児、児童及び生徒に対し、適切な就学支援を行うことにより、教育の機
会均等の確保及び本市教育の充実を図る。

○通学区域審議会
　小学校及び中学校の通学区域の変更や学校の適正規模、適正配置等について審議を行う
ことにより、児童生徒の安全で安心な通学を確保する。

事
　
業
　
内
　
容

○就学支援委員会
　教育委員会の諮問に応じ、下記の事項について調査審議を行い答申する。
　・障がいのある幼児児童生徒の実態調査
　・個別の調査、検査、観察等による資料の作成
　・障がいのある幼児児童生徒の適切な就学支援
　・障がいのある幼児児童生徒の教育の推進と啓発
　・障がいのある幼児児童生徒の就学相談

○通学区域審議会
　教育委員会の諮問に応じ、小中学校の通学区域の変更等について、通学距離や地理的要
因等、実情に照らした審議を行い答申する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0001 学事係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 04 通学支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1004 燃料費 864
1008 修繕料 400
1103 手数料 33
1107 自動車損害保険料 123
1206 その他の委託料 9,000
1301 使用料及び賃借料 6,300
1867027 遠距離通学費補助金 1,257
2601 国に対する公課費 64

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
18,041 17,914 127

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
7,500 10,541

主な財源 過疎地域振興基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　閉校又は休校した学校の校区に居住する児童生徒が、閉校後に当該校区を新たに校区と
した学校までの通学支援策として、スクールバスやタクシーを運行する。
　また、通学距離が4㎞以上の児童及び6㎞以上の生徒並びに小規模特認校制度を利用して
坪谷小学校に通学する児童の保護者に対し、補助金を交付することで保護者の経済的負担
の軽減を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○スクールバスの運行
○スクールタクシーの運行
○遠距離通学費補助金
　小学生： 4キロ以上　           4,000円
　中学生： 6キロ以上 8キロ未満　 8,000円
　　　　　 8キロ以上10キロ未満  10,000円
          10キロ以上　　　　　　15,000円
　特認校制度利用者　　月額上限　10,000円

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0001 学事係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 05 牧水教育事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0716 記念品料 27
1301 使用料及び賃借料 213

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
240 236 4

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
240

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　児童生徒が郷土の歌人「若山牧水」の短歌に親しむ機会を提供することにより、牧水へ
の理解を深め、ふるさと教育の充実を図る。
　また、児童生徒が創作した短歌の発表の機会を提供することにより、短歌に関する興味
や創作意欲を高め、国語の学力向上につなげる。

事
　
業
　
内
　
容

○牧水かるた大会の開催
○短歌集「ぼくすい」の作成

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0001 学事係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 09 「囲碁のまち日向市」モデル事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1206 その他の委託料 165

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
165 165 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
165

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　子どもたちが囲碁教室で囲碁を学ぶことにより、「囲碁のまち日向市」における囲碁文
化の普及が図られ、ふるさとに愛着を持つことができる。

事
　
業
　
内
　
容

　市内小学校や放課後子ども教室などに、日本棋院日向支部と連携して講師を派遣し、初
心者囲碁教室を開催する。

関連するＳＤＧｓ



－ 245 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0001 学事係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 01 就学支援委員会・通学区域審議会の運営に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 589
0801 費用弁償 100

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
689 421 268

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
689

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

○就学支援委員会
　障がいのある幼児、児童及び生徒に対し、適切な就学支援を行うことにより、教育の機
会均等の確保及び本市教育の充実を図る。

○通学区域審議会
　小学校及び中学校の通学区域の変更や学校の適正規模、適正配置等について審議を行う
ことにより、児童生徒の安全で安心な通学を確保する。

事
　
業
　
内
　
容

○就学支援委員会
　教育委員会の諮問に応じ、下記の事項について調査審議を行い答申する。
　・障がいのある幼児児童生徒の実態調査
　・個別の調査、検査、観察等による資料の作成
　・障がいのある幼児児童生徒の適切な就学支援
　・障がいのある幼児児童生徒の教育の推進と啓発
　・障がいのある幼児児童生徒の就学相談

○通学区域審議会
　教育委員会の諮問に応じ、小中学校の通学区域の変更等について、通学距離や地理的要
因等、実情に照らした審議を行い答申する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0001 学事係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 04 通学支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1004 燃料費 864
1008 修繕料 400
1103 手数料 33
1107 自動車損害保険料 123
1206 その他の委託料 9,000
1301 使用料及び賃借料 6,300
1867027 遠距離通学費補助金 1,257
2601 国に対する公課費 64

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
18,041 17,914 127

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
7,500 10,541

主な財源 過疎地域振興基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　閉校又は休校した学校の校区に居住する児童生徒が、閉校後に当該校区を新たに校区と
した学校までの通学支援策として、スクールバスやタクシーを運行する。
　また、通学距離が4㎞以上の児童及び6㎞以上の生徒並びに小規模特認校制度を利用して
坪谷小学校に通学する児童の保護者に対し、補助金を交付することで保護者の経済的負担
の軽減を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○スクールバスの運行
○スクールタクシーの運行
○遠距離通学費補助金
　小学生： 4キロ以上　           4,000円
　中学生： 6キロ以上 8キロ未満　 8,000円
　　　　　 8キロ以上10キロ未満  10,000円
          10キロ以上　　　　　　15,000円
　特認校制度利用者　　月額上限　10,000円

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0001 学事係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 05 牧水教育事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0716 記念品料 27
1301 使用料及び賃借料 213

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
240 236 4

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
240

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　児童生徒が郷土の歌人「若山牧水」の短歌に親しむ機会を提供することにより、牧水へ
の理解を深め、ふるさと教育の充実を図る。
　また、児童生徒が創作した短歌の発表の機会を提供することにより、短歌に関する興味
や創作意欲を高め、国語の学力向上につなげる。

事
　
業
　
内
　
容

○牧水かるた大会の開催
○短歌集「ぼくすい」の作成

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0001 学事係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 09 「囲碁のまち日向市」モデル事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1206 その他の委託料 165

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
165 165 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
165

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　子どもたちが囲碁教室で囲碁を学ぶことにより、「囲碁のまち日向市」における囲碁文
化の普及が図られ、ふるさとに愛着を持つことができる。

事
　
業
　
内
　
容

　市内小学校や放課後子ども教室などに、日本棋院日向支部と連携して講師を派遣し、初
心者囲碁教室を開催する。

関連するＳＤＧｓ



－ 246 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0001 学事係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 14 読書活動充実事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 5,600
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 21
0801 費用弁償 308
0802 普通旅費 10

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,939 5,939 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
5,900 39

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　学校図書館を子どもたちの読書活動を支える拠点として、各教科等での学習においても
活用し、読書を通じて児童生徒の感性を磨くとともに、表現力を高め、幅広い思考力や創
造力を育成する。

事
　
業
　
内
　
容

　各中学校区に学校図書館司書を配置し、学校図書館の諸事務に当たるとともに、図書館
資料の選択・収集や図書館利用のガイダンス等の役割を担い、小中の9年間を見通したきめ
細やかな児童生徒の読書活動を支える。
　また、市立図書館と連携し、学校図書館の環境整備や児童生徒の読書意欲を高める活動
の充実を図る。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0001 学事係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 61 「ひゅうが学びの学校」学力向上・授業力向上推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 2,031
0301 職員手当 407
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 439
0701 講師謝金 120
0801 費用弁償 137
0802 普通旅費 174
1001 消耗品費 15
1301 使用料及び賃借料 140

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,463 0 3,463

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,400 63

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　将来の日向を担う人材育成のために、教員の授業力向上に向けた取組を行い、児童生徒
の確かな学力の定着を図る。

事
　
業
　
内
　
容

  児童生徒が「授業に主体的に取り組み」「授業が良く分かる」教育環境を整備するた
め、教員の授業力向上を図るとともに、各学校における授業づくり等の研究を支援する。

○学力向上担当専任指導主事の配置
○授業力アップ研修会の実施
○授業力向上ミーティングの実施

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0001 学事係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 02 魅力ある教育体制や環境の充実
中事業 01 児童生徒の相談支援体制の充実

小事業 01 スクールサポート事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 10,513
0301 職員手当 2,105
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 2,271
0801 費用弁償 468
1001 消耗品費 63
1101 通信運搬費 32
1107 自動車損害保険料 75
1301 使用料及び賃借料 7
1816046 全国適応指導教室連絡協議会負担金 5

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
15,539 10,558 4,981

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,002 12,400 2,137

主な財源
ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
スクールソーシャルワーカー活用事業補助金

財源内訳

目
的
・
効
果

　不登校児童・生徒に対し、きめ細かな支援を行うことにより、本人のみならず保護者の
心理的な負担軽減を図る。
　また、学校以外の学習の場を提供することで、学習機会の確保と学校復帰へ向けた支援
が可能になる。

事
　
業
　
内
　
容

　不登校児童・生徒（引きこもり傾向の児童・生徒を含む。）に対し、学校、家庭、関係
機関が緊密に連携して、学校以外の適応指導教室（ひまわりラウンジ）や家庭において、
きめ細かな支援を行うことにより、当該児童・生徒の学校復帰を目指す。
　また、スクールソーシャルワーカーや生徒指導担当専任指導主事を配置し、関係機関と
取組の充実を図る。
　令和5年度においては、市雇用のスクールソーシャルワーカーの勤務時間を延長したうえ
で2名配置とし、不登校児童・生徒への支援を拡充する。

○訪問指導など不登校児童・生徒及び保護者への支援
○学校以外の学習の場の提供
○不登校児童・生徒及び保護者への相談活動等

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0001 学事係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 02 魅力ある教育体制や環境の充実
中事業 01 児童生徒の相談支援体制の充実

小事業 04 日向・東臼杵いじめ問題対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 100
0801 費用弁償 11
1001 消耗品費 9

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
120 120 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
96 24

主な財源 日向・東臼杵いじめ問題対策専門家委員会負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　学校におけるいじめ事案について教育委員会が調査を行う場合に、専門的知見から助言
を行うとともに、いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いが
あると認めた場合などには、重大事態に係る調査を実施し、事実関係を明らかにすること
で、いじめをなくす校内体制づくりについて助言する。

事
　
業
　
内
　
容

　日向市、門川町、美郷町、諸塚村、椎葉村の教育委員会が、「いじめ防止対策推進法」
に基づき、共同の附属機関として「日向東臼杵いじめ問題対策専門家委員会」を設置し、
いじめ問題の調査等を行う。（2回／年開催）

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0001 学事係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 14 読書活動充実事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 5,600
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 21
0801 費用弁償 308
0802 普通旅費 10

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,939 5,939 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
5,900 39

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　学校図書館を子どもたちの読書活動を支える拠点として、各教科等での学習においても
活用し、読書を通じて児童生徒の感性を磨くとともに、表現力を高め、幅広い思考力や創
造力を育成する。

事
　
業
　
内
　
容

　各中学校区に学校図書館司書を配置し、学校図書館の諸事務に当たるとともに、図書館
資料の選択・収集や図書館利用のガイダンス等の役割を担い、小中の9年間を見通したきめ
細やかな児童生徒の読書活動を支える。
　また、市立図書館と連携し、学校図書館の環境整備や児童生徒の読書意欲を高める活動
の充実を図る。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0001 学事係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 61 「ひゅうが学びの学校」学力向上・授業力向上推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 2,031
0301 職員手当 407
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 439
0701 講師謝金 120
0801 費用弁償 137
0802 普通旅費 174
1001 消耗品費 15
1301 使用料及び賃借料 140

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,463 0 3,463

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,400 63

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　将来の日向を担う人材育成のために、教員の授業力向上に向けた取組を行い、児童生徒
の確かな学力の定着を図る。

事
　
業
　
内
　
容

  児童生徒が「授業に主体的に取り組み」「授業が良く分かる」教育環境を整備するた
め、教員の授業力向上を図るとともに、各学校における授業づくり等の研究を支援する。

○学力向上担当専任指導主事の配置
○授業力アップ研修会の実施
○授業力向上ミーティングの実施

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0001 学事係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 02 魅力ある教育体制や環境の充実
中事業 01 児童生徒の相談支援体制の充実

小事業 01 スクールサポート事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 10,513
0301 職員手当 2,105
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 2,271
0801 費用弁償 468
1001 消耗品費 63
1101 通信運搬費 32
1107 自動車損害保険料 75
1301 使用料及び賃借料 7
1816046 全国適応指導教室連絡協議会負担金 5

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
15,539 10,558 4,981

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,002 12,400 2,137

主な財源
ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
スクールソーシャルワーカー活用事業補助金

財源内訳

目
的
・
効
果

　不登校児童・生徒に対し、きめ細かな支援を行うことにより、本人のみならず保護者の
心理的な負担軽減を図る。
　また、学校以外の学習の場を提供することで、学習機会の確保と学校復帰へ向けた支援
が可能になる。

事
　
業
　
内
　
容

　不登校児童・生徒（引きこもり傾向の児童・生徒を含む。）に対し、学校、家庭、関係
機関が緊密に連携して、学校以外の適応指導教室（ひまわりラウンジ）や家庭において、
きめ細かな支援を行うことにより、当該児童・生徒の学校復帰を目指す。
　また、スクールソーシャルワーカーや生徒指導担当専任指導主事を配置し、関係機関と
取組の充実を図る。
　令和5年度においては、市雇用のスクールソーシャルワーカーの勤務時間を延長したうえ
で2名配置とし、不登校児童・生徒への支援を拡充する。

○訪問指導など不登校児童・生徒及び保護者への支援
○学校以外の学習の場の提供
○不登校児童・生徒及び保護者への相談活動等

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0001 学事係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 02 魅力ある教育体制や環境の充実
中事業 01 児童生徒の相談支援体制の充実

小事業 04 日向・東臼杵いじめ問題対策事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 100
0801 費用弁償 11
1001 消耗品費 9

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
120 120 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
96 24

主な財源 日向・東臼杵いじめ問題対策専門家委員会負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　学校におけるいじめ事案について教育委員会が調査を行う場合に、専門的知見から助言
を行うとともに、いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いが
あると認めた場合などには、重大事態に係る調査を実施し、事実関係を明らかにすること
で、いじめをなくす校内体制づくりについて助言する。

事
　
業
　
内
　
容

　日向市、門川町、美郷町、諸塚村、椎葉村の教育委員会が、「いじめ防止対策推進法」
に基づき、共同の附属機関として「日向東臼杵いじめ問題対策専門家委員会」を設置し、
いじめ問題の調査等を行う。（2回／年開催）

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0001 学事係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 08 人権・平和の尊重
中事業 01 人権・同和教育の推進

小事業 02 同和教育の充実に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 1,150
0714 その他の役務提供等に対する報償金 15
0716 記念品料 121
0802 普通旅費 216
1001 消耗品費 73
1005 食糧費 33
1006 印刷製本費 404
1101 通信運搬費 78
1103 手数料 72
1301 使用料及び賃借料 218
1806012 日向地区同和教育研究協議会負担金 75
1816045 県友の会参加負担金 146

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,601 2,484 117

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,601

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　部落差別をはじめとする様々な差別が、今もなお存在することから、同和問題をはじ
め、あらゆる人権問題についての理解を深め、誰もが考えなくてはならない問題であると
いう意識を浸透させる。

事
　
業
　
内
　
容

　「日向市全ての人の人権が尊重されるまちづくり条例」に基づいた取組の充実を図る。
　また、同和問題をはじめ、あらゆる人権問題の解決に向けた人権教育を推進し、自らが
人権について考えるための学習機会の提供を行う。

○人権・同和教育研究大会（7月実施）
○いのち・愛・人権展（2月開催）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0001 学事係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 03 学事係一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0716 記念品料 4
0802 普通旅費 383
1001 消耗品費 326
1002 消耗品費追録 6
1101 通信運搬費 150
1206 その他の委託料 1,710
1806004 教科用図書東臼杵採択地区協議会負担金 134
1806011 日向地区特別支援教育研究会負担金 60
1816007 全国公立学校難聴言語障害研究会負担金 3

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,776 1,036 1,740

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,776

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　学事係の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○記念品料（防火ポスター教育長賞）
○普通旅費（県派遣指導主事に係る赴任旅費等）
○消耗品費（一般事務用品ほかコピー用紙等）
○委託料（損害賠償請求訴訟委任）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0001 学事係
10 教育費 02 小学校費 02 教育振興費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 15 要・準要保護児童の援助に要する経費(小学校)
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1960 教育扶助費（国直接・間接補助） 37,564

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
37,564 39,141 △ 1,577

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,056 36,508

主な財源 特別支援教育就学奨励費補助金、要保護児童就学援助費補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　対象児童の学用品、給食費等の援助を行うことにより保護者の教育費負担軽減を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　「学校教育法」に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者及び教育委員会が
要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者に対し、学用品や給食費等の援助を行
う。
　また、特別支援学校や小学校の特別支援学級で学ぶ障がいのある児童の家庭の経済状況
等に応じて、保護者が負担する教育関係経費の援助を行う。

○要・準要保護就学援助費
○特別支援教育就学援助費

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0001 学事係
10 教育費 02 小学校費 02 教育振興費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 33 学校ICT環境整備事業（小学校）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 763
0301 職員手当 153
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 169
0801 費用弁償 26
1001 消耗品費 10
1008 修繕料 1,000
1202 工事施工を伴う委託料 126
1205 システム開発等委託料 1,673
1206 その他の委託料 5,672
1301 使用料及び賃借料 7,128
1805091 県統合型校務支援システム（運用費）負担金 4,373

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
21,093 24,988 △ 3,895

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
21,000 93

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　ＩＣＴ機器の整備・充実及びＩＣＴ支援員による授業支援等により、児童の学力の向上
を図る。
　また、県統合型校務支援システムを有効に活用して、校務の効率化を図り、教職員が一
人ひとりの児童の実態に応じた指導を行う時間を確保する。

事
　
業
　
内
　
容

○校務支援システムの全校での運用
○教職員用のパソコンの配備
○児童用、教師用タブレットの配備
○ＩＣＴ支援員による授業支援

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0001 学事係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 08 人権・平和の尊重
中事業 01 人権・同和教育の推進

小事業 02 同和教育の充実に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 1,150
0714 その他の役務提供等に対する報償金 15
0716 記念品料 121
0802 普通旅費 216
1001 消耗品費 73
1005 食糧費 33
1006 印刷製本費 404
1101 通信運搬費 78
1103 手数料 72
1301 使用料及び賃借料 218
1806012 日向地区同和教育研究協議会負担金 75
1816045 県友の会参加負担金 146

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,601 2,484 117

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,601

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　部落差別をはじめとする様々な差別が、今もなお存在することから、同和問題をはじ
め、あらゆる人権問題についての理解を深め、誰もが考えなくてはならない問題であると
いう意識を浸透させる。

事
　
業
　
内
　
容

　「日向市全ての人の人権が尊重されるまちづくり条例」に基づいた取組の充実を図る。
　また、同和問題をはじめ、あらゆる人権問題の解決に向けた人権教育を推進し、自らが
人権について考えるための学習機会の提供を行う。

○人権・同和教育研究大会（7月実施）
○いのち・愛・人権展（2月開催）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0001 学事係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 03 学事係一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0716 記念品料 4
0802 普通旅費 383
1001 消耗品費 326
1002 消耗品費追録 6
1101 通信運搬費 150
1206 その他の委託料 1,710
1806004 教科用図書東臼杵採択地区協議会負担金 134
1806011 日向地区特別支援教育研究会負担金 60
1816007 全国公立学校難聴言語障害研究会負担金 3

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,776 1,036 1,740

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,776

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　学事係の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○記念品料（防火ポスター教育長賞）
○普通旅費（県派遣指導主事に係る赴任旅費等）
○消耗品費（一般事務用品ほかコピー用紙等）
○委託料（損害賠償請求訴訟委任）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0001 学事係
10 教育費 02 小学校費 02 教育振興費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 15 要・準要保護児童の援助に要する経費(小学校)
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1960 教育扶助費（国直接・間接補助） 37,564

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
37,564 39,141 △ 1,577

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,056 36,508

主な財源 特別支援教育就学奨励費補助金、要保護児童就学援助費補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　対象児童の学用品、給食費等の援助を行うことにより保護者の教育費負担軽減を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　「学校教育法」に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者及び教育委員会が
要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者に対し、学用品や給食費等の援助を行
う。
　また、特別支援学校や小学校の特別支援学級で学ぶ障がいのある児童の家庭の経済状況
等に応じて、保護者が負担する教育関係経費の援助を行う。

○要・準要保護就学援助費
○特別支援教育就学援助費

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0001 学事係
10 教育費 02 小学校費 02 教育振興費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 33 学校ICT環境整備事業（小学校）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 763
0301 職員手当 153
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 169
0801 費用弁償 26
1001 消耗品費 10
1008 修繕料 1,000
1202 工事施工を伴う委託料 126
1205 システム開発等委託料 1,673
1206 その他の委託料 5,672
1301 使用料及び賃借料 7,128
1805091 県統合型校務支援システム（運用費）負担金 4,373

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
21,093 24,988 △ 3,895

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
21,000 93

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　ＩＣＴ機器の整備・充実及びＩＣＴ支援員による授業支援等により、児童の学力の向上
を図る。
　また、県統合型校務支援システムを有効に活用して、校務の効率化を図り、教職員が一
人ひとりの児童の実態に応じた指導を行う時間を確保する。

事
　
業
　
内
　
容

○校務支援システムの全校での運用
○教職員用のパソコンの配備
○児童用、教師用タブレットの配備
○ＩＣＴ支援員による授業支援

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0001 学事係
10 教育費 03 中学校費 02 教育振興費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 17 要・準要保護生徒の援助に要する経費(中学校)
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1960 教育扶助費（国直接・間接補助） 41,001

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
41,001 43,778 △ 2,777

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
381 40,620

主な財源 特別支援教育就学奨励費補助金、要保護生徒就学援助費補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　対象生徒の学用品、給食費等の援助を行うことにより保護者の教育費負担軽減を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　「学校教育法」に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者及び教育委員会が
要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者に対し、学用品や給食費等の援助を行
う。
　特別支援学校や中学校の特別支援学級で学ぶ障がいのある生徒の家庭の経済状況等に応
じて、保護者が負担する教育関係経費の援助を行う。

○要・準要保護就学援助費
○特別支援教育就学援助費

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0001 学事係
10 教育費 03 中学校費 02 教育振興費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 34 学校ICT環境整備事業（中学校）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 763
0301 職員手当 153
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 169
0801 費用弁償 26
1001 消耗品費 10
1008 修繕料 350
1202 工事施工を伴う委託料 84
1205 システム開発等委託料 956
1206 その他の委託料 5,422
1301 使用料及び賃借料 6,244
1805091 県統合型校務支援システム（運用費）負担金 2,499

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
16,676 17,686 △ 1,010

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
16,600 76

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　ＩＣＴ機器の整備・充実及びＩＣＴ支援員による授業支援等により、生徒の学力の向上
を図る。
　また、県統合型校務支援システムを有効に活用して、校務の効率化を図り、教職員が一
人ひとりの生徒の実態に応じた指導を行う時間を確保する。

事
　
業
　
内
　
容

○校務支援システムの全校での運用
○教職員用のパソコンの配備
○生徒用、教師用タブレットの配備
○ＩＣＴ支援員による授業支援

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0001 学事係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 07 社会同和教育集会所新財市会館管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1004 燃料費 33
1007 光熱水費 393
1008 修繕料 40
1101 通信運搬費 35
1103 手数料 4
1106 火災保険料 8
1201 施設維持管理委託料 811
1206 その他の委託料 40
1301 使用料及び賃借料 15

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,379 1,322 57

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,379

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　社会同和教育集会所の維持管理に係る経費

事
　
業
　
内
　
容

○光熱水費（電気、水道料）
○修繕料（小規模修繕など）
○施設維持管理委託料（事務所管理等）
○その他の委託料（事業系ごみ収集運搬委託料）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0004 教育指導係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 20 小中連携・一貫推進事業（ソフト）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 67
1816035 小中一貫教育全国連絡協議会負担金 30

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
97 62 35

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
97

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　本市が行っている小中一貫教育について、義務教育9年間を見通した小中一貫教育の円滑
な推進を図る。
　また、関係校同士の連携を図ることにより、教職員の指導力の向上を目指す。

事
　
業
　
内
　
容

　新学習指導要領の改訂に伴い、義務教育9年間を見据え、教育課程による一体型（併置
型・併設型）及び中学校区を単位とした小中一貫教育を図る。

○関係校で「小中一貫教育推進連絡協議会」を定期的に開催
○小中一貫教育全国サミット・全国小中一貫教育連絡協議会に職員を派遣

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0001 学事係
10 教育費 03 中学校費 02 教育振興費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 17 要・準要保護生徒の援助に要する経費(中学校)
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1960 教育扶助費（国直接・間接補助） 41,001

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
41,001 43,778 △ 2,777

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
381 40,620

主な財源 特別支援教育就学奨励費補助金、要保護生徒就学援助費補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　対象生徒の学用品、給食費等の援助を行うことにより保護者の教育費負担軽減を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　「学校教育法」に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者及び教育委員会が
要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者に対し、学用品や給食費等の援助を行
う。
　特別支援学校や中学校の特別支援学級で学ぶ障がいのある生徒の家庭の経済状況等に応
じて、保護者が負担する教育関係経費の援助を行う。

○要・準要保護就学援助費
○特別支援教育就学援助費

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0001 学事係
10 教育費 03 中学校費 02 教育振興費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 34 学校ICT環境整備事業（中学校）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 763
0301 職員手当 153
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 169
0801 費用弁償 26
1001 消耗品費 10
1008 修繕料 350
1202 工事施工を伴う委託料 84
1205 システム開発等委託料 956
1206 その他の委託料 5,422
1301 使用料及び賃借料 6,244
1805091 県統合型校務支援システム（運用費）負担金 2,499

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
16,676 17,686 △ 1,010

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
16,600 76

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　ＩＣＴ機器の整備・充実及びＩＣＴ支援員による授業支援等により、生徒の学力の向上
を図る。
　また、県統合型校務支援システムを有効に活用して、校務の効率化を図り、教職員が一
人ひとりの生徒の実態に応じた指導を行う時間を確保する。

事
　
業
　
内
　
容

○校務支援システムの全校での運用
○教職員用のパソコンの配備
○生徒用、教師用タブレットの配備
○ＩＣＴ支援員による授業支援

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0001 学事係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 07 社会同和教育集会所新財市会館管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1004 燃料費 33
1007 光熱水費 393
1008 修繕料 40
1101 通信運搬費 35
1103 手数料 4
1106 火災保険料 8
1201 施設維持管理委託料 811
1206 その他の委託料 40
1301 使用料及び賃借料 15

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,379 1,322 57

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,379

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　社会同和教育集会所の維持管理に係る経費

事
　
業
　
内
　
容

○光熱水費（電気、水道料）
○修繕料（小規模修繕など）
○施設維持管理委託料（事務所管理等）
○その他の委託料（事業系ごみ収集運搬委託料）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0004 教育指導係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 20 小中連携・一貫推進事業（ソフト）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 67
1816035 小中一貫教育全国連絡協議会負担金 30

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
97 62 35

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
97

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　本市が行っている小中一貫教育について、義務教育9年間を見通した小中一貫教育の円滑
な推進を図る。
　また、関係校同士の連携を図ることにより、教職員の指導力の向上を目指す。

事
　
業
　
内
　
容

　新学習指導要領の改訂に伴い、義務教育9年間を見据え、教育課程による一体型（併置
型・併設型）及び中学校区を単位とした小中一貫教育を図る。

○関係校で「小中一貫教育推進連絡協議会」を定期的に開催
○小中一貫教育全国サミット・全国小中一貫教育連絡協議会に職員を派遣

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0004 教育指導係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 21 小学生英会話研修事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0714 その他の役務提供等に対する報償金 100
0802 普通旅費 2,720
1001 消耗品費 26
1005 食糧費 41
1101 通信運搬費 18
1301 使用料及び賃借料 3

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,908 0 2,908

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,900 8

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　外国語活動・外国語科学習の成果を試すとともに、異文化に直接触れ、英語による実践
的コミュニケーション能力の育成と国際理解の促進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市内の小学生をハワイ州モミラニ小学校に派遣し、モミラニ小学校の児童との交流や家
庭でのホームステイ等を体験させる。また、ハワイ州モミラニ小学校から日向市へのホー
ムステイを受け入れる。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0004 教育指導係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 23 日向市教育振興会の助成に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1840033 日向市教育振興会補助金 1,282
1860024 日向市小・中学校音楽発表会「ひまわりフェスティバル」補助金 359

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,641 1,850 △ 209

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,641

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　本市の教育水準の向上を図り、児童生徒の豊かな心を育て、生きる力を育む教育を推進
するため、教育内容の充実及び教職員の資質向上を図る取組についての支援を行う。　

事
　
業
　
内
　
容

○職能別や教科内容別の研究会及び研修会開催等への補助
○市内小・中学生が音楽学習の成果を発表し合う「ひまわりフェスティバル」開催
　への補助

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0004 教育指導係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 25 キャリア教育推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 100
1206 その他の委託料 10,700

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
10,800 10,800 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
10,800

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　キャリア教育をとおして、地場企業や人材を活かした教育活動の充実を図り、子どもた
ちが自立した社会人・職業人としてたくましく社会を生き抜くための基礎となる能力や態
度を育む。

事
　
業
　
内
　
容

　産学官連携のもとに「キャリア教育」を推進する「日向市キャリア教育支援センター」
の設置・運営を委託する。
○市、企業、学校との連絡調整を図るキャリア教育コーディネータの雇用
○よのなか教室の実施
○よのなか花まる先生の雇用
○キャリア教育通信の発行
○オンデマンドによるキャリア教育に係る教育情報の発信

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0004 教育指導係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 38 外国語教育推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 13,910
0301 職員手当 442
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 2,517
0801 費用弁償 249
1001 消耗品費 34
1006 印刷製本費 61
1107 自動車損害保険料 49
1206 その他の委託料 17,424

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
34,686 37,348 △ 2,662

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
17,400 17,286

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　外国語指導助手による音声指導を取り入れ、英語による実践的コミュニケーションに慣
れ親しみ、言語だけでなく、ジェスチャーなどを使った豊かな表現力も身につけながら、
コミュニケーションの基礎を培う。
　また、外国の様々な文化に触れ、国際感覚を身につける機会を提供する。

事
　
業
　
内
　
容

○外国語指導助手（ＡＬＴ）の派遣　7名
○外国語担当専任指導主事の配置　　1名

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0004 教育指導係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 21 小学生英会話研修事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0714 その他の役務提供等に対する報償金 100
0802 普通旅費 2,720
1001 消耗品費 26
1005 食糧費 41
1101 通信運搬費 18
1301 使用料及び賃借料 3

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,908 0 2,908

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,900 8

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　外国語活動・外国語科学習の成果を試すとともに、異文化に直接触れ、英語による実践
的コミュニケーション能力の育成と国際理解の促進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　市内の小学生をハワイ州モミラニ小学校に派遣し、モミラニ小学校の児童との交流や家
庭でのホームステイ等を体験させる。また、ハワイ州モミラニ小学校から日向市へのホー
ムステイを受け入れる。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0004 教育指導係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 23 日向市教育振興会の助成に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1840033 日向市教育振興会補助金 1,282
1860024 日向市小・中学校音楽発表会「ひまわりフェスティバル」補助金 359

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,641 1,850 △ 209

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,641

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　本市の教育水準の向上を図り、児童生徒の豊かな心を育て、生きる力を育む教育を推進
するため、教育内容の充実及び教職員の資質向上を図る取組についての支援を行う。　

事
　
業
　
内
　
容

○職能別や教科内容別の研究会及び研修会開催等への補助
○市内小・中学生が音楽学習の成果を発表し合う「ひまわりフェスティバル」開催
　への補助

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0004 教育指導係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 25 キャリア教育推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 100
1206 その他の委託料 10,700

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
10,800 10,800 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
10,800

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　キャリア教育をとおして、地場企業や人材を活かした教育活動の充実を図り、子どもた
ちが自立した社会人・職業人としてたくましく社会を生き抜くための基礎となる能力や態
度を育む。

事
　
業
　
内
　
容

　産学官連携のもとに「キャリア教育」を推進する「日向市キャリア教育支援センター」
の設置・運営を委託する。
○市、企業、学校との連絡調整を図るキャリア教育コーディネータの雇用
○よのなか教室の実施
○よのなか花まる先生の雇用
○キャリア教育通信の発行
○オンデマンドによるキャリア教育に係る教育情報の発信

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0004 教育指導係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 38 外国語教育推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 13,910
0301 職員手当 442
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 2,517
0801 費用弁償 249
1001 消耗品費 34
1006 印刷製本費 61
1107 自動車損害保険料 49
1206 その他の委託料 17,424

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
34,686 37,348 △ 2,662

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
17,400 17,286

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　外国語指導助手による音声指導を取り入れ、英語による実践的コミュニケーションに慣
れ親しみ、言語だけでなく、ジェスチャーなどを使った豊かな表現力も身につけながら、
コミュニケーションの基礎を培う。
　また、外国の様々な文化に触れ、国際感覚を身につける機会を提供する。

事
　
業
　
内
　
容

○外国語指導助手（ＡＬＴ）の派遣　7名
○外国語担当専任指導主事の配置　　1名

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0004 教育指導係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 50 教職員の働き方改革推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 13,760
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 59
0714 その他の役務提供等に対する報償金 270
0801 費用弁償 722

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
14,811 10,356 4,455

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
10,352 4,459

主な財源
スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金、
部活動指導員配置事業費補助金

財源内訳

目
的
・
効
果

　教職員の業務負担の軽減を図ることで、児童生徒に向き合う時間や、授業の準備時間等
を確保し、授業等の教育活動において質の向上を図る。
　また、中学校部活動の、休日の地域移行と教員の働き方改革を進めるため、部活動指導
員の配置を開始するとともに、新たに協議会を設置し、円滑な地域移行を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○スクール・サポートスタッフの配置　13名
　・授業準備の補助
　・採点業務の補助
　・学習プリント等の印刷
　・備品や手すり等の共用部等の消毒
○公立中学校部活動指導員配置　10名
　・休日の部活動指導
○公立中学校部活動地域移行推進協議会の設置、開催

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0004 教育指導係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 60 コミュニティ・スクール活性化推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 42
0714 その他の役務提供等に対する報償金 3,640
0802 普通旅費 63
1001 消耗品費 394
1004 燃料費 90
1101 通信運搬費 224
1108 その他の保険料 63

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,516 4,586 △ 70

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,010 1,506

主な財源 地域学校協働活動事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　保護者と地域住民が学校運営のビジョンや育てたい子ども像を共有し、地域の創意工夫
を生かした特色ある学校づくりにつなげる学校運営協議会の取組と、学校・家庭・地域社
会が連携・協働の取組を通じて、教育支援の充実や次世代を担う人材育成を図る地域学校
協働の取組を一体的に推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○コミュニティ・スクールの推進
○地域学校協働活動事業の推進
　・地域コーディネーターの配置　7名
　・地域学校協働本部会議の実施

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0005 特別支援・保健係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 03 特別支援教育の充実

小事業 01 障がいのある児童生徒の教育の充実に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 35,453
0301 職員手当 7,091
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 7,587
0801 費用弁償 1,203
0802 普通旅費 58
1001 消耗品費 200
1103 手数料 44

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
51,636 49,455 2,181

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,100 48,536

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　一人一人の課題に応じた適切な指導を行い、自立をはじめ、学習・生活上の困難さの改
善・克服を図る。
　また、病気や障がいのある児童生徒個々のニーズに応じた学習や生活支援を行うことに
より、安心して学べる教育環境の充実を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○通級指導教室チャレンジ教室「ひなた」の設置
○特別支援教育支援員の配置　　　 23名
○特別支援教育担当専任指導主事の配置　1名

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0005 特別支援・保健係
10 教育費 06 保健体育費 01 保健体育総務費

大事業 02 魅力ある教育体制や環境の充実
中事業 02 児童生徒の健康づくりの推進

小事業 01 就学時健康診断に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0714 その他の役務提供等に対する報償金 33
1001 消耗品費 82

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
115 105 10

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
115

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　就学予定者の心身の健康状態を把握し、健康面での必要な指導や助言、適切な就学指導
を行う。

事
　
業
　
内
　
容

　学校保健安全法第11条により、次年度就学予定者に対し、内科・歯科・眼科の診察、面
接・視力・聴力検査を実施し、就学に向けて保健上必要な指導や助言を行う。

○実施場所　市内小学校11か所

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0004 教育指導係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 50 教職員の働き方改革推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 13,760
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 59
0714 その他の役務提供等に対する報償金 270
0801 費用弁償 722

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
14,811 10,356 4,455

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
10,352 4,459

主な財源
スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金、
部活動指導員配置事業費補助金

財源内訳

目
的
・
効
果

　教職員の業務負担の軽減を図ることで、児童生徒に向き合う時間や、授業の準備時間等
を確保し、授業等の教育活動において質の向上を図る。
　また、中学校部活動の、休日の地域移行と教員の働き方改革を進めるため、部活動指導
員の配置を開始するとともに、新たに協議会を設置し、円滑な地域移行を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○スクール・サポートスタッフの配置　13名
　・授業準備の補助
　・採点業務の補助
　・学習プリント等の印刷
　・備品や手すり等の共用部等の消毒
○公立中学校部活動指導員配置　10名
　・休日の部活動指導
○公立中学校部活動地域移行推進協議会の設置、開催

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0004 教育指導係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 60 コミュニティ・スクール活性化推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 42
0714 その他の役務提供等に対する報償金 3,640
0802 普通旅費 63
1001 消耗品費 394
1004 燃料費 90
1101 通信運搬費 224
1108 その他の保険料 63

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,516 4,586 △ 70

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,010 1,506

主な財源 地域学校協働活動事業補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　保護者と地域住民が学校運営のビジョンや育てたい子ども像を共有し、地域の創意工夫
を生かした特色ある学校づくりにつなげる学校運営協議会の取組と、学校・家庭・地域社
会が連携・協働の取組を通じて、教育支援の充実や次世代を担う人材育成を図る地域学校
協働の取組を一体的に推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○コミュニティ・スクールの推進
○地域学校協働活動事業の推進
　・地域コーディネーターの配置　7名
　・地域学校協働本部会議の実施

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0005 特別支援・保健係
10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 03 特別支援教育の充実

小事業 01 障がいのある児童生徒の教育の充実に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 35,453
0301 職員手当 7,091
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 7,587
0801 費用弁償 1,203
0802 普通旅費 58
1001 消耗品費 200
1103 手数料 44

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
51,636 49,455 2,181

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,100 48,536

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　一人一人の課題に応じた適切な指導を行い、自立をはじめ、学習・生活上の困難さの改
善・克服を図る。
　また、病気や障がいのある児童生徒個々のニーズに応じた学習や生活支援を行うことに
より、安心して学べる教育環境の充実を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○通級指導教室チャレンジ教室「ひなた」の設置
○特別支援教育支援員の配置　　　 23名
○特別支援教育担当専任指導主事の配置　1名

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0005 特別支援・保健係
10 教育費 06 保健体育費 01 保健体育総務費

大事業 02 魅力ある教育体制や環境の充実
中事業 02 児童生徒の健康づくりの推進

小事業 01 就学時健康診断に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0714 その他の役務提供等に対する報償金 33
1001 消耗品費 82

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
115 105 10

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
115

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　就学予定者の心身の健康状態を把握し、健康面での必要な指導や助言、適切な就学指導
を行う。

事
　
業
　
内
　
容

　学校保健安全法第11条により、次年度就学予定者に対し、内科・歯科・眼科の診察、面
接・視力・聴力検査を実施し、就学に向けて保健上必要な指導や助言を行う。

○実施場所　市内小学校11か所

関連するＳＤＧｓ



－ 256 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0005 特別支援・保健係
10 教育費 06 保健体育費 01 保健体育総務費

大事業 02 魅力ある教育体制や環境の充実
中事業 02 児童生徒の健康づくりの推進

小事業 02 保健体育の充実に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 15,689 1860004 日向市小学校体育連盟補助金 263
0802 普通旅費 3 1860006 県中学校体育大会派遣補助金 3,046
1001 消耗品費 2,328
1006 印刷製本費 380
1011 医薬材料費 62
1103 手数料 87
1206 その他の委託料 18,391
1301 使用料及び賃借料 94
1805014 宮崎県学校保健会負担金 21
1805060 宮崎県中学校体育連盟負担金 39
1806064 日向地区中学校体育連盟負担金 70
1860003 日向市学校保健会補助金 100

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
40,573 39,102 1,471

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,300 38,273

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　学校健診の実施により、早期発見・早期治療等の指導を行い、重症化を防ぐ。
　また、自分の健康状態について把握する機会を設けることで、児童生徒や教職員の健康
に対する意識の向上を図るとともに、健康づくりについて自ら学び、考え、実践する児童
生徒を育成する。
　児童生徒のスポーツ等を通じた相互交流により、他者との視点が広がるとともに、競技
力の向上と健康の推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○児童生徒及び教職員を対象とした健康診断の実施
○学校の保健事業に協力する機関・団体で組織する学校保健会の活動の実施
○児童生徒の競技力の向上に向けた各種大会の開催後援及び保健体育の授業の充実
○県中学校体育大会など各種大会への参加の奨励
○感染症対策のための消耗品等の購入
○経済的困窮対策としての生理用品の学校配置

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0005 特別支援・保健係
10 教育費 06 保健体育費 01 保健体育総務費

大事業 02 魅力ある教育体制や環境の充実
中事業 02 児童生徒の健康づくりの推進

小事業 03 安全教育の推進に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 3
1001 消耗品費 18
1008 修繕料 35
1011 医薬材料費 1,800
1103 手数料 1,283
1809010 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 4,675

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
7,814 7,606 208

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,992 5,822

主な財源 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　学校の環境を点検し、良好に保つことにより、児童生徒の学校生活における安全・安心
を確保する。
　学校管理下における児童生徒の災害及び傷病に対する医療費等の災害共済給付を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○学校保健安全法、学校環境衛生基準に基づく検査の実施
　・飲料水水質検査、プール水水質検査の実施
　・環境衛生検査（ダニ・アレルゲン・ホルムアルデヒド・気流・粉じん検査）
○小中学校の保健関係備品の点検
○学校管理下の災害に関する医療費等の給付

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0005 特別支援・保健係
10 教育費 06 保健体育費 01 保健体育総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 04 学校教育保健一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525
0301 職員手当 305
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 263
0801 費用弁償 51
0802 普通旅費 3
1001 消耗品費 62
1101 通信運搬費 184
1108 その他の保険料 591
1301 使用料及び賃借料 477

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,461 3,423 38

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,461

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　小中学校の保健衛生業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○小中学校の保健衛生事務の円滑な事業推進
○小中学校及び学校給食センターへのＡＥＤ設置

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 03 幼稚園 0000 幼稚園
10 教育費 04 幼稚園費 01 幼稚園費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 09 「幼稚園」施設管理運営費［施設係］
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 18
1004 燃料費 8
1007 光熱水費 252
1008 修繕料 115
1103 手数料 100
1106 火災保険料 36
1201 施設維持管理委託料 139
1402 維持補修工事 380
1501 原材料費 34

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,082 852 230

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,082

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　幼稚園施設の維持管理に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

○消耗品費　　　（施設管理用品）
○修繕料　　　　（小規模修繕など）
○手数料　　　　（火災保険・浄化槽検査手数料など）
○維持管理委託料（浄化槽維持・清掃、植栽管理など）
○その他の委託料（廃棄物収集運搬など）
○維持補修工事　（小規模維持補修工事など）
○原材料　　　　（砂・真砂土など）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0005 特別支援・保健係
10 教育費 06 保健体育費 01 保健体育総務費

大事業 02 魅力ある教育体制や環境の充実
中事業 02 児童生徒の健康づくりの推進

小事業 02 保健体育の充実に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 15,689 1860004 日向市小学校体育連盟補助金 263
0802 普通旅費 3 1860006 県中学校体育大会派遣補助金 3,046
1001 消耗品費 2,328
1006 印刷製本費 380
1011 医薬材料費 62
1103 手数料 87
1206 その他の委託料 18,391
1301 使用料及び賃借料 94
1805014 宮崎県学校保健会負担金 21
1805060 宮崎県中学校体育連盟負担金 39
1806064 日向地区中学校体育連盟負担金 70
1860003 日向市学校保健会補助金 100

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
40,573 39,102 1,471

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,300 38,273

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　学校健診の実施により、早期発見・早期治療等の指導を行い、重症化を防ぐ。
　また、自分の健康状態について把握する機会を設けることで、児童生徒や教職員の健康
に対する意識の向上を図るとともに、健康づくりについて自ら学び、考え、実践する児童
生徒を育成する。
　児童生徒のスポーツ等を通じた相互交流により、他者との視点が広がるとともに、競技
力の向上と健康の推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○児童生徒及び教職員を対象とした健康診断の実施
○学校の保健事業に協力する機関・団体で組織する学校保健会の活動の実施
○児童生徒の競技力の向上に向けた各種大会の開催後援及び保健体育の授業の充実
○県中学校体育大会など各種大会への参加の奨励
○感染症対策のための消耗品等の購入
○経済的困窮対策としての生理用品の学校配置

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0005 特別支援・保健係
10 教育費 06 保健体育費 01 保健体育総務費

大事業 02 魅力ある教育体制や環境の充実
中事業 02 児童生徒の健康づくりの推進

小事業 03 安全教育の推進に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 3
1001 消耗品費 18
1008 修繕料 35
1011 医薬材料費 1,800
1103 手数料 1,283
1809010 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 4,675

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
7,814 7,606 208

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,992 5,822

主な財源 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

　学校の環境を点検し、良好に保つことにより、児童生徒の学校生活における安全・安心
を確保する。
　学校管理下における児童生徒の災害及び傷病に対する医療費等の災害共済給付を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○学校保健安全法、学校環境衛生基準に基づく検査の実施
　・飲料水水質検査、プール水水質検査の実施
　・環境衛生検査（ダニ・アレルゲン・ホルムアルデヒド・気流・粉じん検査）
○小中学校の保健関係備品の点検
○学校管理下の災害に関する医療費等の給付

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 02 学校教育課 0005 特別支援・保健係
10 教育費 06 保健体育費 01 保健体育総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 04 学校教育保健一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525
0301 職員手当 305
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 263
0801 費用弁償 51
0802 普通旅費 3
1001 消耗品費 62
1101 通信運搬費 184
1108 その他の保険料 591
1301 使用料及び賃借料 477

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,461 3,423 38

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,461

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　小中学校の保健衛生業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○小中学校の保健衛生事務の円滑な事業推進
○小中学校及び学校給食センターへのＡＥＤ設置

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 03 幼稚園 0000 幼稚園
10 教育費 04 幼稚園費 01 幼稚園費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 09 「幼稚園」施設管理運営費［施設係］
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 18
1004 燃料費 8
1007 光熱水費 252
1008 修繕料 115
1103 手数料 100
1106 火災保険料 36
1201 施設維持管理委託料 139
1402 維持補修工事 380
1501 原材料費 34

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,082 852 230

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,082

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　幼稚園施設の維持管理に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

○消耗品費　　　（施設管理用品）
○修繕料　　　　（小規模修繕など）
○手数料　　　　（火災保険・浄化槽検査手数料など）
○維持管理委託料（浄化槽維持・清掃、植栽管理など）
○その他の委託料（廃棄物収集運搬など）
○維持補修工事　（小規模維持補修工事など）
○原材料　　　　（砂・真砂土など）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 04 学校教育課（小学校） 0000 学校教育課（小学校）

10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費
大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 39 コミュニティ・スクール（小学校）に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 1,092
0801 費用弁償 38

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,130 1,115 15

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,130

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　保護者や地域住民の代表、学校職員で構成された協議会を設置し、育てたい子ども像や
目指す学校像等に関する学校運営のビジョンを共有し、地域の創意工夫を生かした特色あ
る学校づくりを地域とともに推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○学校運営協議会に係る委員の報酬及び費用弁償

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 04 学校教育課（小学校） 0000 学校教育課（小学校）

10 教育費 02 小学校費 01 学校管理費
大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 10 小学校施設　管理運営費[施設係]
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 662
1008 修繕料 4,788
1103 手数料 686
1106 火災保険料 975
1201 施設維持管理委託料 22,953
1206 その他の委託料 1,132
1301 使用料及び賃借料 1,477
1402 維持補修工事 8,400
1501 原材料費 238
1702 機械器具費（事業執行用） 290

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
41,601 38,542 3,059

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
8,580 33,021

主な財源 公共施設整備等資金積立基金繰入金、学校用地貸付使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　小学校施設の維持管理に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

○消耗品費　　　　　（施設管理用品）
○修繕料　　　　　　（小規模修繕など）
○手数料及び保険料　（火災保険・浄化槽検査手数料など）
○維持管理委託料　　（浄化槽維持・清掃、植栽管理、設備保守点検など）
○その他の委託料　　（廃棄物収集運搬など）
○使用料等　　　　　（土地借上げ、緊急地震速報など）
○維持補修工事　　　（小規模維持補修工事など）
○原材料　　　　　　（砂・真砂土など）
○備品購入　　　　　（消防用ホースなど）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 04 学校教育課（小学校） 0000 学校教育課（小学校）

10 教育費 02 小学校費 01 学校管理費
大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 11 小学校施設　管理運営費[学事係]
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 20,745
1004 燃料費 683
1005 食糧費 81
1006 印刷製本費 975
1007 光熱水費 74,516
1008 修繕料 860
1101 通信運搬費 6,450
1103 手数料 420
1301 使用料及び賃借料 1,835
1701 庁用器具費（一般的事務用） 2,750

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
109,315 76,231 33,084

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
192 109,123

主な財源 小学校施設使用料、教育施設電話等使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　小学校施設の管理運営に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

○消耗品費（各種消耗品の購入）
○燃料費
○光熱水費
○備品修繕料
○通信運搬費
○使用料及び賃借料（消火器借上料ほか）
○学校備品購入費

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 04 学校教育課（小学校） 0000 学校教育課（小学校）

10 教育費 02 小学校費 01 学校管理費
大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 12 小学校施設　管理運営費[総務企画係]
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 7,839
0301 職員手当 1,575
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 135
0801 費用弁償 396
0802 普通旅費 900
1003 消耗品費被服 531
1004 燃料費 48
1107 自動車損害保険料 238

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
11,662 11,420 242

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
11,662

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　小学校施設の管理運営に伴う経費（学校に勤務する市職員及び補助職員に係る経費）

事
　
業
　
内
　
容

○会計年度任用職員報酬（学校技術補助員9名）
○報酬に係る各種保険料
○普通旅費（市内移動に伴う旅費）
○消耗品費被服（学校技術員被服代）
○自動車損害保険料（全国市有物件災害共済会自動車損害共済掛金）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 04 学校教育課（小学校） 0000 学校教育課（小学校）

10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費
大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 39 コミュニティ・スクール（小学校）に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 1,092
0801 費用弁償 38

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,130 1,115 15

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,130

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　保護者や地域住民の代表、学校職員で構成された協議会を設置し、育てたい子ども像や
目指す学校像等に関する学校運営のビジョンを共有し、地域の創意工夫を生かした特色あ
る学校づくりを地域とともに推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○学校運営協議会に係る委員の報酬及び費用弁償

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 04 学校教育課（小学校） 0000 学校教育課（小学校）

10 教育費 02 小学校費 01 学校管理費
大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 10 小学校施設　管理運営費[施設係]
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 662
1008 修繕料 4,788
1103 手数料 686
1106 火災保険料 975
1201 施設維持管理委託料 22,953
1206 その他の委託料 1,132
1301 使用料及び賃借料 1,477
1402 維持補修工事 8,400
1501 原材料費 238
1702 機械器具費（事業執行用） 290

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
41,601 38,542 3,059

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
8,580 33,021

主な財源 公共施設整備等資金積立基金繰入金、学校用地貸付使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　小学校施設の維持管理に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

○消耗品費　　　　　（施設管理用品）
○修繕料　　　　　　（小規模修繕など）
○手数料及び保険料　（火災保険・浄化槽検査手数料など）
○維持管理委託料　　（浄化槽維持・清掃、植栽管理、設備保守点検など）
○その他の委託料　　（廃棄物収集運搬など）
○使用料等　　　　　（土地借上げ、緊急地震速報など）
○維持補修工事　　　（小規模維持補修工事など）
○原材料　　　　　　（砂・真砂土など）
○備品購入　　　　　（消防用ホースなど）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 04 学校教育課（小学校） 0000 学校教育課（小学校）

10 教育費 02 小学校費 01 学校管理費
大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 11 小学校施設　管理運営費[学事係]
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 20,745
1004 燃料費 683
1005 食糧費 81
1006 印刷製本費 975
1007 光熱水費 74,516
1008 修繕料 860
1101 通信運搬費 6,450
1103 手数料 420
1301 使用料及び賃借料 1,835
1701 庁用器具費（一般的事務用） 2,750

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
109,315 76,231 33,084

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
192 109,123

主な財源 小学校施設使用料、教育施設電話等使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　小学校施設の管理運営に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

○消耗品費（各種消耗品の購入）
○燃料費
○光熱水費
○備品修繕料
○通信運搬費
○使用料及び賃借料（消火器借上料ほか）
○学校備品購入費

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 04 学校教育課（小学校） 0000 学校教育課（小学校）

10 教育費 02 小学校費 01 学校管理費
大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 12 小学校施設　管理運営費[総務企画係]
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 7,839
0301 職員手当 1,575
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 135
0801 費用弁償 396
0802 普通旅費 900
1003 消耗品費被服 531
1004 燃料費 48
1107 自動車損害保険料 238

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
11,662 11,420 242

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
11,662

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　小学校施設の管理運営に伴う経費（学校に勤務する市職員及び補助職員に係る経費）

事
　
業
　
内
　
容

○会計年度任用職員報酬（学校技術補助員9名）
○報酬に係る各種保険料
○普通旅費（市内移動に伴う旅費）
○消耗品費被服（学校技術員被服代）
○自動車損害保険料（全国市有物件災害共済会自動車損害共済掛金）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 04 学校教育課（小学校） 0000 学校教育課（小学校）

10 教育費 02 小学校費 02 教育振興費
大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 28 教育振興に要する経費（小学校）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 5,232
1006 印刷製本費 1,122
1008 修繕料 164
1301 使用料及び賃借料 423
1701 庁用器具費（一般的事務用） 5,659

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
12,600 12,578 22

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
500 12,100

主な財源 理科教育等設備整備費補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　小学校における教育の振興に要する経費

事
　
業
　
内
　
容

○消耗品費　（教師用教科書、指導書、テスト用紙など）
○修繕料　　（備品などの修繕）
○印刷製本費（社会科副読本）
○備品購入費（学校図書館用図書、理科振興備品、教材備品）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 04 学校教育課（小学校） 0000 学校教育課（小学校）

10 教育費 06 保健体育費 01 保健体育総務費
大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 06 小学校保健一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 762
1011 医薬材料費 712

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,474 1,403 71

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,474

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　小学校保健室における医療等の充実に要する経費

事
　
業
　
内
　
容

○消耗品費（衛生用消耗品、教育資料用模造紙など）
○医薬材料費（消毒液、内服薬、ガーゼ、絆創膏など）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 05 学校教育課（中学校） 0000 学校教育課（中学校）

10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費
大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 40 コミュニティ・スクール（中学校）に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 324
0801 費用弁償 27

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
351 339 12

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
351

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　保護者や地域住民の代表、学校職員で構成された協議会を設置し、育てたい子ども像や
目指す学校像等に関する学校運営のビジョンを共有し、地域の創意工夫を生かした特色あ
る学校づくりを地域とともに推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○学校運営協議会に係る委員の報酬及び費用弁償

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 05 学校教育課（中学校） 0000 学校教育課（中学校）

10 教育費 03 中学校費 01 学校管理費
大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 13 中学校施設　管理運営費[施設係]
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 415
1008 修繕料 2,205
1103 手数料 402
1106 火災保険料 1,068
1201 施設維持管理委託料 14,571
1206 その他の委託料 514
1301 使用料及び賃借料 20
1402 維持補修工事 4,200
1501 原材料費 238
1702 機械器具費（事業執行用） 261

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
23,894 21,996 1,898

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,253 19,641

主な財源 公共施設整備等資金積立基金繰入金、教職員住宅・校長住宅使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　中学校施設の維持管理に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

○消耗品費　　　（施設管理用品）
○修繕料　　　　（小規模修繕など）
○手数料　　　　（火災保険・浄化槽検査手数料など）
○維持管理委託料（浄化槽維持・清掃、植栽管理、設備保守点検など）
○その他の委託料（廃棄物収集運搬など）
○使用料等　　　（土地借上げ、緊急地震速報など）
○維持補修工事　（小規模維持補修工事など）
○原材料　　　　（砂・真砂土など）
○備品購入　　　（消防用ホースなど）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 04 学校教育課（小学校） 0000 学校教育課（小学校）

10 教育費 02 小学校費 02 教育振興費
大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 28 教育振興に要する経費（小学校）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 5,232
1006 印刷製本費 1,122
1008 修繕料 164
1301 使用料及び賃借料 423
1701 庁用器具費（一般的事務用） 5,659

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
12,600 12,578 22

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
500 12,100

主な財源 理科教育等設備整備費補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　小学校における教育の振興に要する経費

事
　
業
　
内
　
容

○消耗品費　（教師用教科書、指導書、テスト用紙など）
○修繕料　　（備品などの修繕）
○印刷製本費（社会科副読本）
○備品購入費（学校図書館用図書、理科振興備品、教材備品）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 04 学校教育課（小学校） 0000 学校教育課（小学校）

10 教育費 06 保健体育費 01 保健体育総務費
大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 06 小学校保健一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 762
1011 医薬材料費 712

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,474 1,403 71

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,474

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　小学校保健室における医療等の充実に要する経費

事
　
業
　
内
　
容

○消耗品費（衛生用消耗品、教育資料用模造紙など）
○医薬材料費（消毒液、内服薬、ガーゼ、絆創膏など）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 05 学校教育課（中学校） 0000 学校教育課（中学校）

10 教育費 01 教育総務費 02 事務局費
大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 40 コミュニティ・スクール（中学校）に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 324
0801 費用弁償 27

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
351 339 12

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
351

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　保護者や地域住民の代表、学校職員で構成された協議会を設置し、育てたい子ども像や
目指す学校像等に関する学校運営のビジョンを共有し、地域の創意工夫を生かした特色あ
る学校づくりを地域とともに推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○学校運営協議会に係る委員の報酬及び費用弁償

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 05 学校教育課（中学校） 0000 学校教育課（中学校）

10 教育費 03 中学校費 01 学校管理費
大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 13 中学校施設　管理運営費[施設係]
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 415
1008 修繕料 2,205
1103 手数料 402
1106 火災保険料 1,068
1201 施設維持管理委託料 14,571
1206 その他の委託料 514
1301 使用料及び賃借料 20
1402 維持補修工事 4,200
1501 原材料費 238
1702 機械器具費（事業執行用） 261

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
23,894 21,996 1,898

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,253 19,641

主な財源 公共施設整備等資金積立基金繰入金、教職員住宅・校長住宅使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　中学校施設の維持管理に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

○消耗品費　　　（施設管理用品）
○修繕料　　　　（小規模修繕など）
○手数料　　　　（火災保険・浄化槽検査手数料など）
○維持管理委託料（浄化槽維持・清掃、植栽管理、設備保守点検など）
○その他の委託料（廃棄物収集運搬など）
○使用料等　　　（土地借上げ、緊急地震速報など）
○維持補修工事　（小規模維持補修工事など）
○原材料　　　　（砂・真砂土など）
○備品購入　　　（消防用ホースなど）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 05 学校教育課（中学校） 0000 学校教育課（中学校）

10 教育費 03 中学校費 01 学校管理費
大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 14 中学校施設　管理運営費[学事係]
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 12,643
1004 燃料費 347
1005 食糧費 64
1006 印刷製本費 650
1007 光熱水費 38,703
1008 修繕料 858
1101 通信運搬費 2,980
1103 手数料 450
1301 使用料及び賃借料 1,396
1701 庁用器具費（一般的事務用） 1,755

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
59,846 42,648 17,198

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
10 59,836

主な財源 教育施設電話等使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　中学校施設の管理運営に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

○消耗品費（各種消耗品の購入）
○燃料費
○光熱水費
○備品修繕料
○通信運搬費
○使用料及び賃借料（消火器借上料ほか）
○学校備品購入費

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 05 学校教育課（中学校） 0000 学校教育課（中学校）

10 教育費 03 中学校費 01 学校管理費
大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 15 中学校施設　管理運営費[総務企画係]
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 3,484
0301 職員手当 700
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 60
0801 費用弁償 176
0802 普通旅費 227
1003 消耗品費被服 188
1004 燃料費 48
1107 自動車損害保険料 111

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,994 4,884 110

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,994

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　中学校施設の管理運営に伴う経費（学校に勤務する市職員及び補助職員に係る経費）

事
　
業
　
内
　
容

○会計年度任用職員（学校技術補助員4名）
○報酬に係る各種保険料
○普通旅費（市内移動に伴う旅費）
○消耗品費被服（学校技術員被服代）
○自動車損害保険料（全国市有物件災害共済会自動車損害共済掛金）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 05 学校教育課（中学校） 0000 学校教育課（中学校）

10 教育費 03 中学校費 02 教育振興費
大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 30 教育振興に要する経費（中学校）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 2,701
1008 修繕料 164
1301 使用料及び賃借料 324
1701 庁用器具費（一般的事務用） 5,728
1806010 日向東臼杵南部進路指導協議会負担金 18
1806023 日向地区中学校英語教育研究会負担金 17

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,952 8,626 326

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
750 8,202

主な財源 理科教育等設備整備費補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　中学校における教育の振興に要する経費

事
　
業
　
内
　
容

○消耗品費　（教師用教科書、指導書、テスト用紙など）
○修繕料　　（備品などの修繕）
○備品購入費（学校図書館用図書、理科振興備品、教材備品）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 05 学校教育課（中学校） 0000 学校教育課（中学校）

10 教育費 06 保健体育費 01 保健体育総務費
大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 07 中学校保健一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 341
1011 医薬材料費 314

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
655 623 32

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
655

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　中学校保健室における医療等の充実に要する経費

事
　
業
　
内
　
容

○消耗品費（衛生用消耗品、教育資料用模造紙など）
○医薬材料費（消毒液、内服薬、ガーゼ、絆創膏など）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 05 学校教育課（中学校） 0000 学校教育課（中学校）

10 教育費 03 中学校費 01 学校管理費
大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 14 中学校施設　管理運営費[学事係]
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 12,643
1004 燃料費 347
1005 食糧費 64
1006 印刷製本費 650
1007 光熱水費 38,703
1008 修繕料 858
1101 通信運搬費 2,980
1103 手数料 450
1301 使用料及び賃借料 1,396
1701 庁用器具費（一般的事務用） 1,755

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
59,846 42,648 17,198

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
10 59,836

主な財源 教育施設電話等使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　中学校施設の管理運営に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

○消耗品費（各種消耗品の購入）
○燃料費
○光熱水費
○備品修繕料
○通信運搬費
○使用料及び賃借料（消火器借上料ほか）
○学校備品購入費

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 05 学校教育課（中学校） 0000 学校教育課（中学校）

10 教育費 03 中学校費 01 学校管理費
大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 15 中学校施設　管理運営費[総務企画係]
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 3,484
0301 職員手当 700
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 60
0801 費用弁償 176
0802 普通旅費 227
1003 消耗品費被服 188
1004 燃料費 48
1107 自動車損害保険料 111

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,994 4,884 110

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,994

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　中学校施設の管理運営に伴う経費（学校に勤務する市職員及び補助職員に係る経費）

事
　
業
　
内
　
容

○会計年度任用職員（学校技術補助員4名）
○報酬に係る各種保険料
○普通旅費（市内移動に伴う旅費）
○消耗品費被服（学校技術員被服代）
○自動車損害保険料（全国市有物件災害共済会自動車損害共済掛金）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 05 学校教育課（中学校） 0000 学校教育課（中学校）

10 教育費 03 中学校費 02 教育振興費
大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 02 小学校・中学校教育の充実

小事業 30 教育振興に要する経費（中学校）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 2,701
1008 修繕料 164
1301 使用料及び賃借料 324
1701 庁用器具費（一般的事務用） 5,728
1806010 日向東臼杵南部進路指導協議会負担金 18
1806023 日向地区中学校英語教育研究会負担金 17

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,952 8,626 326

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
750 8,202

主な財源 理科教育等設備整備費補助金
財源内訳

目
的
・
効
果

　中学校における教育の振興に要する経費

事
　
業
　
内
　
容

○消耗品費　（教師用教科書、指導書、テスト用紙など）
○修繕料　　（備品などの修繕）
○備品購入費（学校図書館用図書、理科振興備品、教材備品）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 05 学校教育課（中学校） 0000 学校教育課（中学校）

10 教育費 06 保健体育費 01 保健体育総務費
大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 07 中学校保健一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 341
1011 医薬材料費 314

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
655 623 32

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
655

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　中学校保健室における医療等の充実に要する経費

事
　
業
　
内
　
容

○消耗品費（衛生用消耗品、教育資料用模造紙など）
○医薬材料費（消毒液、内服薬、ガーゼ、絆創膏など）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0001 生涯学習係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 04 高校や大学等との連携強化

小事業 03 放送大学支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 6
1852001 放送大学振興協議会補助金 861
1867001 放送大学入学奨励費補助金 132

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
999 999 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
999

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　放送大学宮崎学習センターの所在市として、学習センターの円滑な活動を支援するとと
もに、市民の生涯学習の推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○放送大学宮崎学習センター振興協議会補助金
　放送大学宮崎学習センター振興協議会が行う放送大学宮崎学習センターの支援事業に対
して助成する。

　・主な事業内容
　　大学入学のＰＲ活動及び体験入学のための費用の一部助成、学生のサークル活動、
　　学園祭への助成、優秀学生表彰等

○放送大学入学奨励費補助金
　放送大学に入学した市民に対し、入学料の2分の1を補助する。
　入学料：全科履修生24千円、選科履修生9千円、科目履修生7千円

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0001 生涯学習係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 03 地域が一体となった青少年の育成
中事業 01 青少年教育の充実

小事業 01 子ども情報提供事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0714 その他の役務提供等に対する報償金 48
1001 消耗品費 30
1006 印刷製本費 355
1101 通信運搬費 28

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
461 444 17

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
461

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　児童生徒等に対し、情報誌「みらくるキッズ」を通じて体験活動等の情報を提供するこ
とにより、多くの子どもたちにとって各種の体験をしてもらうきっかけとするとともに親
子間でのコミュニケーションを促すきっかけにつなげる。

事
　
業
　
内
　
容

○情報誌　みらくるキッズ発行
　・年3回発行　市内小中学校の児童生徒及び公立公民館や市内幼稚園・保育園へ配布
　・編集委員会の開催

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0001 生涯学習係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 03 地域が一体となった青少年の育成
中事業 01 青少年教育の充実

小事業 02 地域教育力活性化推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 49
1005 食糧費 15
1108 その他の保険料 26
1203 事業委託料 500
1301 使用料及び賃借料 55
1860001 児童生徒健全育成事業補助金 350

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
995 879 116

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
995

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

  地域の子どもたちと大人との世代間交流活動や学校・家庭・地域が相互に連携・協力し
て行う活動を通して、「地域の子どもは地域で育てる」という意識の醸成を図り、家庭及
び地域社会がもつ教育力を高めるとともに、子どもたちの豊かな心と確かな学力及びたく
ましく生きる力の育成を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○地域教育力活性化推進事業の主な内容
　・自然体験活動
　・伝統芸能の伝承活動
　・福祉体験活動
　・社会貢献活動
　・学習支援

○児童生徒健全育成事業補助金の主な補助対象事業
　・児童生徒意見発表会
　・学習発表会
　・地域奉仕（福祉）作業
　・教育講演会
　・地域文化の継承活動
　・地域環境美化活動

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0001 生涯学習係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 03 地域が一体となった青少年の育成
中事業 01 青少年教育の充実

小事業 03 放課後子ども教室推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 4,082
0802 普通旅費 2
1001 消耗品費 98
1004 燃料費 31
1007 光熱水費 161
1101 通信運搬費 139
1103 手数料 8
1106 火災保険料 20
1108 その他の保険料 121
1201 施設維持管理委託料 46
1203 事業委託料 6,066
1301 使用料及び賃借料 9

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
10,783 10,756 27

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,820 1,903 6,060

主な財源 放課後子ども教室推進事業費補助金、放課後子ども教室利用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　放課後において、地域住民が児童の活動を支援することで、地域全体で子どもを育てる
という意識の醸成を図るとともに、子どもたちが様々な大人との関わりのなかで社会規範
を身につけられる場の提供を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○事業内容
　学校の放課後等に児童の安全で安心して過ごすことのできる居場所づくりのため、小学
校等を活用し、地域住民の参画を得て、勉強、屋外活動、文化活動、地域住民との交流活
動等を行う事業を実施する。

○実施教室
　6校区、7教室
　平岩小、細島小、塩見小、美々津小、寺迫小、東郷小2教室

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0001 生涯学習係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 01 生きる力を育む教育の推進
中事業 04 高校や大学等との連携強化

小事業 03 放送大学支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 6
1852001 放送大学振興協議会補助金 861
1867001 放送大学入学奨励費補助金 132

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
999 999 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
999

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　放送大学宮崎学習センターの所在市として、学習センターの円滑な活動を支援するとと
もに、市民の生涯学習の推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○放送大学宮崎学習センター振興協議会補助金
　放送大学宮崎学習センター振興協議会が行う放送大学宮崎学習センターの支援事業に対
して助成する。

　・主な事業内容
　　大学入学のＰＲ活動及び体験入学のための費用の一部助成、学生のサークル活動、
　　学園祭への助成、優秀学生表彰等

○放送大学入学奨励費補助金
　放送大学に入学した市民に対し、入学料の2分の1を補助する。
　入学料：全科履修生24千円、選科履修生9千円、科目履修生7千円

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0001 生涯学習係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 03 地域が一体となった青少年の育成
中事業 01 青少年教育の充実

小事業 01 子ども情報提供事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0714 その他の役務提供等に対する報償金 48
1001 消耗品費 30
1006 印刷製本費 355
1101 通信運搬費 28

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
461 444 17

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
461

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　児童生徒等に対し、情報誌「みらくるキッズ」を通じて体験活動等の情報を提供するこ
とにより、多くの子どもたちにとって各種の体験をしてもらうきっかけとするとともに親
子間でのコミュニケーションを促すきっかけにつなげる。

事
　
業
　
内
　
容

○情報誌　みらくるキッズ発行
　・年3回発行　市内小中学校の児童生徒及び公立公民館や市内幼稚園・保育園へ配布
　・編集委員会の開催

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0001 生涯学習係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 03 地域が一体となった青少年の育成
中事業 01 青少年教育の充実

小事業 02 地域教育力活性化推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 49
1005 食糧費 15
1108 その他の保険料 26
1203 事業委託料 500
1301 使用料及び賃借料 55
1860001 児童生徒健全育成事業補助金 350

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
995 879 116

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
995

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

  地域の子どもたちと大人との世代間交流活動や学校・家庭・地域が相互に連携・協力し
て行う活動を通して、「地域の子どもは地域で育てる」という意識の醸成を図り、家庭及
び地域社会がもつ教育力を高めるとともに、子どもたちの豊かな心と確かな学力及びたく
ましく生きる力の育成を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○地域教育力活性化推進事業の主な内容
　・自然体験活動
　・伝統芸能の伝承活動
　・福祉体験活動
　・社会貢献活動
　・学習支援

○児童生徒健全育成事業補助金の主な補助対象事業
　・児童生徒意見発表会
　・学習発表会
　・地域奉仕（福祉）作業
　・教育講演会
　・地域文化の継承活動
　・地域環境美化活動

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0001 生涯学習係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 03 地域が一体となった青少年の育成
中事業 01 青少年教育の充実

小事業 03 放課後子ども教室推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 4,082
0802 普通旅費 2
1001 消耗品費 98
1004 燃料費 31
1007 光熱水費 161
1101 通信運搬費 139
1103 手数料 8
1106 火災保険料 20
1108 その他の保険料 121
1201 施設維持管理委託料 46
1203 事業委託料 6,066
1301 使用料及び賃借料 9

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
10,783 10,756 27

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,820 1,903 6,060

主な財源 放課後子ども教室推進事業費補助金、放課後子ども教室利用料
財源内訳

目
的
・
効
果

　放課後において、地域住民が児童の活動を支援することで、地域全体で子どもを育てる
という意識の醸成を図るとともに、子どもたちが様々な大人との関わりのなかで社会規範
を身につけられる場の提供を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○事業内容
　学校の放課後等に児童の安全で安心して過ごすことのできる居場所づくりのため、小学
校等を活用し、地域住民の参画を得て、勉強、屋外活動、文化活動、地域住民との交流活
動等を行う事業を実施する。

○実施教室
　6校区、7教室
　平岩小、細島小、塩見小、美々津小、寺迫小、東郷小2教室

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0001 生涯学習係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 03 地域が一体となった青少年の育成
中事業 01 青少年教育の充実

小事業 06 ふるさと再発見！子どもの夢実現サポート事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0714 その他の役務提供等に対する報償金 12
0802 普通旅費 230
1001 消耗品費 19
1005 食糧費 1
1301 使用料及び賃借料 418
1860051 子どもの夢サポート事業補助金 900

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,580 1,564 16

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,500 80

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　夢に向かって取り組む過程において、いろいろな大人と関わり、また様々な課題に対し
てチャレンジする青少年を支援することにより、日向市の次代を担う人材の育成を図る。
　また、若山牧水記念文学館などの市内の文化施設等を見学する機会を設けることによ
り、若山牧水の魅力や本物の芸術・文化に触れながら、自らの感受性を磨くとともに、ふ
るさと日向市の良さを再発見することにつなげる。

事
　
業
　
内
　
容

○子どもの夢サポート事業
　日向市の未来を担う中学生が将来の「なりたい自分」を思い描き、様々な大人のサポー
トを受けながら、その夢に向かってチャレンジする取組を支援する。
　中学生を対象に3名程度を選出し、自らの夢に向かってチャレンジするための経費を補助
する。

○ふるさと再発見！事業
　市内の小学校6年生と中学校3年生を対象に若山牧水記念文学館をはじめ、市内の文化施
設等の見学を実施する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0001 生涯学習係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 03 地域が一体となった青少年の育成
中事業 02 青少年の健全育成

小事業 01 青少年育成センター事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 16
0801 費用弁償 7
0802 普通旅費 6
1001 消耗品費 48
1006 印刷製本費 39
1101 通信運搬費 91
1805028 宮崎県青少年育成県民会議負担金 36
1816028 宮崎県青少年補導センター連絡協議会負担金 1
1840035 市青少年指導員連絡協議会運営補助金 951

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,195 1,192 3

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,195

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

  日向市青少年育成センターを設置することにより、悩みなど気軽に相談できる場を作
り、解決の一助につなげる。
　青少年の指導に関係のある団体、行政機関、学校が連携し、青少年の非行の未然防止に
つなげ、青少年が安全で安心して暮らすことのできる地域づくりに努め、青少年の健全育
成を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○青少年育成センターの職務内容
　・青少年健全育成事業の推進
　・非行防止事業（各地区のイベントでの巡回指導）
　・環境浄化事業（有害図書の調査、回収活動）
　・教育相談事業（教育相談室との連携）
　・啓発事業（チラシ等による啓発）

○市青少年指導員連絡協議会補助金
　青少年指導員による地域パトロール経費（謝金、傷害保険料など）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0001 生涯学習係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 04 社会教育の推進
中事業 01 生涯学習環境の充実

小事業 01 社会教育委員事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 423
0801 費用弁償 46
0802 普通旅費 10
1001 消耗品費 100
1805022 宮崎県社会教育委員連絡協議会負担金 10
1806003 北部社会教育委員連絡協議会負担金 18
1816048 北部社会教育委員連絡協議会会費負担金 10

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
617 563 54

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
617

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

  社会教育法第15条に基づき、社会教育委員を委嘱し、教育委員会への助言等を通じて、
社会教育・生涯学習の振興を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○委員の構成　13人
　学校教育、社会教育、家庭教育の関係者及び教育委員会が必要と認める者

○職務内容
　・社会教育に関する諸計画の立案
　・定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、意見を述べる。
　・職務を行うための必要な調査研究
　・公民館運営審議会委員を兼ね、意見を述べる。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0001 生涯学習係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 04 社会教育の推進
中事業 01 生涯学習環境の充実

小事業 02 社会教育指導員事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 22,896
0301 職員手当 4,584
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 4,980
0801 費用弁償 628
1001 消耗品費 15

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
33,103 32,301 802

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
33,103

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　各社会教育施設に社会教育指導員を配置し、社会教育・生涯学習の振興を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○配置人数　12人
　　中央公民館2人、地区公民館6人、青少年育成センター2人、
　　社会同和教育集会所1人、生涯学習係1人

○職務内容
　・生涯学習についての直接指導及び学習相談
　・公民館事業の援助協力
　・社会同和教育事業
　・自治公民館活動の指導助言
　・社会教育団体の育成
　・青少年の健全育成及び相談

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0001 生涯学習係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 03 地域が一体となった青少年の育成
中事業 01 青少年教育の充実

小事業 06 ふるさと再発見！子どもの夢実現サポート事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0714 その他の役務提供等に対する報償金 12
0802 普通旅費 230
1001 消耗品費 19
1005 食糧費 1
1301 使用料及び賃借料 418
1860051 子どもの夢サポート事業補助金 900

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,580 1,564 16

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,500 80

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

　夢に向かって取り組む過程において、いろいろな大人と関わり、また様々な課題に対し
てチャレンジする青少年を支援することにより、日向市の次代を担う人材の育成を図る。
　また、若山牧水記念文学館などの市内の文化施設等を見学する機会を設けることによ
り、若山牧水の魅力や本物の芸術・文化に触れながら、自らの感受性を磨くとともに、ふ
るさと日向市の良さを再発見することにつなげる。

事
　
業
　
内
　
容

○子どもの夢サポート事業
　日向市の未来を担う中学生が将来の「なりたい自分」を思い描き、様々な大人のサポー
トを受けながら、その夢に向かってチャレンジする取組を支援する。
　中学生を対象に3名程度を選出し、自らの夢に向かってチャレンジするための経費を補助
する。

○ふるさと再発見！事業
　市内の小学校6年生と中学校3年生を対象に若山牧水記念文学館をはじめ、市内の文化施
設等の見学を実施する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0001 生涯学習係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 03 地域が一体となった青少年の育成
中事業 02 青少年の健全育成

小事業 01 青少年育成センター事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 16
0801 費用弁償 7
0802 普通旅費 6
1001 消耗品費 48
1006 印刷製本費 39
1101 通信運搬費 91
1805028 宮崎県青少年育成県民会議負担金 36
1816028 宮崎県青少年補導センター連絡協議会負担金 1
1840035 市青少年指導員連絡協議会運営補助金 951

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,195 1,192 3

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,195

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

  日向市青少年育成センターを設置することにより、悩みなど気軽に相談できる場を作
り、解決の一助につなげる。
　青少年の指導に関係のある団体、行政機関、学校が連携し、青少年の非行の未然防止に
つなげ、青少年が安全で安心して暮らすことのできる地域づくりに努め、青少年の健全育
成を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○青少年育成センターの職務内容
　・青少年健全育成事業の推進
　・非行防止事業（各地区のイベントでの巡回指導）
　・環境浄化事業（有害図書の調査、回収活動）
　・教育相談事業（教育相談室との連携）
　・啓発事業（チラシ等による啓発）

○市青少年指導員連絡協議会補助金
　青少年指導員による地域パトロール経費（謝金、傷害保険料など）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0001 生涯学習係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 04 社会教育の推進
中事業 01 生涯学習環境の充実

小事業 01 社会教育委員事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 423
0801 費用弁償 46
0802 普通旅費 10
1001 消耗品費 100
1805022 宮崎県社会教育委員連絡協議会負担金 10
1806003 北部社会教育委員連絡協議会負担金 18
1816048 北部社会教育委員連絡協議会会費負担金 10

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
617 563 54

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
617

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

  社会教育法第15条に基づき、社会教育委員を委嘱し、教育委員会への助言等を通じて、
社会教育・生涯学習の振興を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○委員の構成　13人
　学校教育、社会教育、家庭教育の関係者及び教育委員会が必要と認める者

○職務内容
　・社会教育に関する諸計画の立案
　・定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、意見を述べる。
　・職務を行うための必要な調査研究
　・公民館運営審議会委員を兼ね、意見を述べる。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0001 生涯学習係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 04 社会教育の推進
中事業 01 生涯学習環境の充実

小事業 02 社会教育指導員事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 22,896
0301 職員手当 4,584
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 4,980
0801 費用弁償 628
1001 消耗品費 15

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
33,103 32,301 802

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
33,103

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　各社会教育施設に社会教育指導員を配置し、社会教育・生涯学習の振興を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○配置人数　12人
　　中央公民館2人、地区公民館6人、青少年育成センター2人、
　　社会同和教育集会所1人、生涯学習係1人

○職務内容
　・生涯学習についての直接指導及び学習相談
　・公民館事業の援助協力
　・社会同和教育事業
　・自治公民館活動の指導助言
　・社会教育団体の育成
　・青少年の健全育成及び相談

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0001 生涯学習係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 04 社会教育の推進
中事業 01 生涯学習環境の充実

小事業 03 学習情報提供事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 5
1006 印刷製本費 312
1101 通信運搬費 45

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
362 199 163

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
362

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

  生涯学習に関する主催講座など「学ぶことができる場」の情報を提供することにより、
市民の生涯学習の推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○「生涯学習だより」　
　生涯学習の事業や各公立公民館主催講座等の情報提供を行う。（全戸配布）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0001 生涯学習係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 04 社会教育の推進
中事業 01 生涯学習環境の充実

小事業 04 はたちの集いに要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 120
0714 その他の役務提供等に対する報償金 40
0716 記念品料 472
1001 消耗品費 30
1006 印刷製本費 64
1101 通信運搬費 71
1103 手数料 19
1105 筆耕翻訳料 10
1301 使用料及び賃借料 140

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
966 983 △ 17

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
966

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　20歳を迎えた若者を祝福するとともに、当事者が人生の節目である20歳を迎えた喜び
と、これまでお世話になった多くの方々への感謝の気持ちを確かめ合い、今後の人生を希
望をもって自分らしく生きていくための新たな目標設定の契機とするために開催する。

事
　
業
　
内
　
容

○主催　日向市、日向市教育委員会
　主管　はたちの集い実行委員会

○内容
　式典、アトラクション等

○はたちの集い実行委員会の開催
　・企画、運営（誓いの言葉、司会等）は、はたちの集い実行委員会が行う。
　・企画、運営に20歳の当事者や若者が関わることにより、はたちの集いを有意義なもの
　　とする。
　・定員20人以内で組織し、概ね8回開催する。
　・委員は20歳の当事者等で構成

○対象者数　令和5年度対象者　　471名

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0001 生涯学習係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 04 社会教育の推進
中事業 03 自主学級活動の充実

小事業 01 自主学級事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 20
1203 事業委託料 1,056

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,076 1,261 △ 185

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,076

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

  家庭教育学級（対象：幼稚園・保育園・小中学校の保護者）、高齢者学級（対象：65歳
以上の市民）及び女性学級をそれぞれ自主学級として開設し、継続的・計画的に環境、人
権、健康、消費生活、子育て等に関し、地域社会やそれぞれの年代が抱える課題につい
て、自主的に学ぶ場を支援することで課題の解決を図るとともに人材の育成につなげる。

事
　
業
　
内
　
容

○家庭教育学級事業
　市内幼稚園、保育園、小中学校に開設し、年間8回程度の講座を自主運営する。
　市は学級運営の委託料の支出及び学習内容の相談・助言を行う。

○女性学級及び高齢者学級事業
　年間8回程度の講座を自主運営する。
　市は学級運営の委託料の支出及び学習内容の相談・助言を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0001 生涯学習係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 04 社会教育の推進
中事業 04 社会教育団体の育成

小事業 01 社会教育団体育成事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1840007 子ども会育成連絡協議会補助金 115
1860007 日向市ＰＴＡ活動及び研修費補助金 457

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
572 572 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
572

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

  社会教育団体への活動支援を行い、地域における生涯学習社会づくりのための基盤づく
りを図る。

事
　
業
　
内
　
容

○各社会教育関係団体への補助金の交付
　・日向市子ども会育成連絡協議会
　・日向市ＰＴＡ協議会

○各社会教育団体への助言・指導

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0001 生涯学習係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 04 社会教育の推進
中事業 01 生涯学習環境の充実

小事業 03 学習情報提供事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 5
1006 印刷製本費 312
1101 通信運搬費 45

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
362 199 163

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
362

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

  生涯学習に関する主催講座など「学ぶことができる場」の情報を提供することにより、
市民の生涯学習の推進を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○「生涯学習だより」　
　生涯学習の事業や各公立公民館主催講座等の情報提供を行う。（全戸配布）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0001 生涯学習係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 04 社会教育の推進
中事業 01 生涯学習環境の充実

小事業 04 はたちの集いに要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 120
0714 その他の役務提供等に対する報償金 40
0716 記念品料 472
1001 消耗品費 30
1006 印刷製本費 64
1101 通信運搬費 71
1103 手数料 19
1105 筆耕翻訳料 10
1301 使用料及び賃借料 140

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
966 983 △ 17

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
966

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　20歳を迎えた若者を祝福するとともに、当事者が人生の節目である20歳を迎えた喜び
と、これまでお世話になった多くの方々への感謝の気持ちを確かめ合い、今後の人生を希
望をもって自分らしく生きていくための新たな目標設定の契機とするために開催する。

事
　
業
　
内
　
容

○主催　日向市、日向市教育委員会
　主管　はたちの集い実行委員会

○内容
　式典、アトラクション等

○はたちの集い実行委員会の開催
　・企画、運営（誓いの言葉、司会等）は、はたちの集い実行委員会が行う。
　・企画、運営に20歳の当事者や若者が関わることにより、はたちの集いを有意義なもの
　　とする。
　・定員20人以内で組織し、概ね8回開催する。
　・委員は20歳の当事者等で構成

○対象者数　令和5年度対象者　　471名

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0001 生涯学習係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 04 社会教育の推進
中事業 03 自主学級活動の充実

小事業 01 自主学級事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 20
1203 事業委託料 1,056

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,076 1,261 △ 185

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,076

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

  家庭教育学級（対象：幼稚園・保育園・小中学校の保護者）、高齢者学級（対象：65歳
以上の市民）及び女性学級をそれぞれ自主学級として開設し、継続的・計画的に環境、人
権、健康、消費生活、子育て等に関し、地域社会やそれぞれの年代が抱える課題につい
て、自主的に学ぶ場を支援することで課題の解決を図るとともに人材の育成につなげる。

事
　
業
　
内
　
容

○家庭教育学級事業
　市内幼稚園、保育園、小中学校に開設し、年間8回程度の講座を自主運営する。
　市は学級運営の委託料の支出及び学習内容の相談・助言を行う。

○女性学級及び高齢者学級事業
　年間8回程度の講座を自主運営する。
　市は学級運営の委託料の支出及び学習内容の相談・助言を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0001 生涯学習係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 04 社会教育の推進
中事業 04 社会教育団体の育成

小事業 01 社会教育団体育成事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1840007 子ども会育成連絡協議会補助金 115
1860007 日向市ＰＴＡ活動及び研修費補助金 457

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
572 572 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
572

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

  社会教育団体への活動支援を行い、地域における生涯学習社会づくりのための基盤づく
りを図る。

事
　
業
　
内
　
容

○各社会教育関係団体への補助金の交付
　・日向市子ども会育成連絡協議会
　・日向市ＰＴＡ協議会

○各社会教育団体への助言・指導

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0001 生涯学習係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 11 社会教育一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 50
0802 普通旅費 13
0803 特別旅費 299
1001 消耗品費 66
1004 燃料費 35
1005 食糧費 1
1101 通信運搬費 95
1206 その他の委託料 23
1805064 宮崎県子どもの安全を守る連絡会負担金 12
1806063 東臼杵社会教育協会負担金 21

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
615 634 △ 19

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
615

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

  生涯学習係の業務遂行に伴う経費及び人権講座、社会教育主事講習受講等の経費

事
　
業
　
内
　
容

生涯学習係一般事務費等
○一般事務費
　旅費、消耗品費、通信運搬費（電信電話料）等

○人権講座経費
　講師謝金、食糧費

○社会教育主事講習受講研修旅費

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0003 中央公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 03 地域が一体となった青少年の育成
中事業 01 青少年教育の充実

小事業 05 子ども土曜教室事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 280
0801 費用弁償 11
0802 普通旅費 11
1001 消耗品費 180
1101 通信運搬費 25
1103 手数料 2
1301 使用料及び賃借料 24

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
533 533 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
533

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　青少年の健全育成に効果的な体験活動や学習、世代間交流等を実施し、地域の人々、自
然・文化、新しい仲間との出会いや交流を深めるとともに、新しい知識、価値観が得られ
るような活動を通じて、郷土への誇りとたくましく生きる力の育成を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　学校の休日の土曜日に学校外の講座を開設し、様々な体験活動や世代間交流を通して、
自己への愛着と生きる力、思いやりの心を育てる。

○市内公立7公民館において子ども土曜教室を実施
　・市内全ての小学校を対象に、6月～1月の期間内に全7回の講座で、様々な学習を実施
　　する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0003 中央公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 04 社会教育の推進
中事業 01 生涯学習環境の充実

小事業 06 高齢者学習活動事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 175
0801 費用弁償 8
0802 普通旅費 8
1001 消耗品費 105
1101 通信運搬費 12
1103 手数料 2

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
310 267 43

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
310

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　高齢者が「生涯現役」として、率先して社会参加ができるよう支援することで、知識の
習得と生き方に係る質的充実を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　高齢者の「生涯現役」実現のため、学習、ふれあいの場等を提供し、様々な意欲向上を
図るための事業を実施する。

○市内公立7公民館において高齢者学習講座を開設
　・各公民館独自の企画した内容による高齢者学習講座を開設し、学習の場を提供する。
　・6月～1月の期間中、全6回を基本に講話学習、健康体操、料理教室、子どもとの世代
　　間交流などを実施する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0003 中央公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 04 社会教育の推進
中事業 02 公民館活動の充実

小事業 02 公民館主催講座事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525
0301 職員手当 305
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335
0701 講師謝金 1,590
0714 その他の役務提供等に対する報償金 63
0801 費用弁償 54
1001 消耗品費 231
1101 通信運搬費 20
1103 手数料 33

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,156 4,075 81

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
290 3,866

主な財源 公民館主催講座参加料
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民が生涯にわたって学習ができるよう様々な機会を提供することにより、「楽しみ生
きがいを感じる生涯学習社会づくり」の実現を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　国際化、少子高齢化、高度情報化等、様々な社会情勢の変化にも対応した市民のニーズ
に合った魅力的な生涯講座や講演などを実施する。

○市内公立7公民館において主催講座を開催
　・6月～1月の期間中、各7回を基本に公民館ごとに開催する。

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0001 生涯学習係
10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 11 社会教育一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 50
0802 普通旅費 13
0803 特別旅費 299
1001 消耗品費 66
1004 燃料費 35
1005 食糧費 1
1101 通信運搬費 95
1206 その他の委託料 23
1805064 宮崎県子どもの安全を守る連絡会負担金 12
1806063 東臼杵社会教育協会負担金 21

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
615 634 △ 19

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
615

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

  生涯学習係の業務遂行に伴う経費及び人権講座、社会教育主事講習受講等の経費

事
　
業
　
内
　
容

生涯学習係一般事務費等
○一般事務費
　旅費、消耗品費、通信運搬費（電信電話料）等

○人権講座経費
　講師謝金、食糧費

○社会教育主事講習受講研修旅費

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0003 中央公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 03 地域が一体となった青少年の育成
中事業 01 青少年教育の充実

小事業 05 子ども土曜教室事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 280
0801 費用弁償 11
0802 普通旅費 11
1001 消耗品費 180
1101 通信運搬費 25
1103 手数料 2
1301 使用料及び賃借料 24

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
533 533 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
533

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　青少年の健全育成に効果的な体験活動や学習、世代間交流等を実施し、地域の人々、自
然・文化、新しい仲間との出会いや交流を深めるとともに、新しい知識、価値観が得られ
るような活動を通じて、郷土への誇りとたくましく生きる力の育成を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　学校の休日の土曜日に学校外の講座を開設し、様々な体験活動や世代間交流を通して、
自己への愛着と生きる力、思いやりの心を育てる。

○市内公立7公民館において子ども土曜教室を実施
　・市内全ての小学校を対象に、6月～1月の期間内に全7回の講座で、様々な学習を実施
　　する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0003 中央公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 04 社会教育の推進
中事業 01 生涯学習環境の充実

小事業 06 高齢者学習活動事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 175
0801 費用弁償 8
0802 普通旅費 8
1001 消耗品費 105
1101 通信運搬費 12
1103 手数料 2

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
310 267 43

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
310

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　高齢者が「生涯現役」として、率先して社会参加ができるよう支援することで、知識の
習得と生き方に係る質的充実を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　高齢者の「生涯現役」実現のため、学習、ふれあいの場等を提供し、様々な意欲向上を
図るための事業を実施する。

○市内公立7公民館において高齢者学習講座を開設
　・各公民館独自の企画した内容による高齢者学習講座を開設し、学習の場を提供する。
　・6月～1月の期間中、全6回を基本に講話学習、健康体操、料理教室、子どもとの世代
　　間交流などを実施する。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0003 中央公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 04 社会教育の推進
中事業 02 公民館活動の充実

小事業 02 公民館主催講座事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525
0301 職員手当 305
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335
0701 講師謝金 1,590
0714 その他の役務提供等に対する報償金 63
0801 費用弁償 54
1001 消耗品費 231
1101 通信運搬費 20
1103 手数料 33

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,156 4,075 81

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
290 3,866

主な財源 公民館主催講座参加料
財源内訳

目
的
・
効
果

　市民が生涯にわたって学習ができるよう様々な機会を提供することにより、「楽しみ生
きがいを感じる生涯学習社会づくり」の実現を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　国際化、少子高齢化、高度情報化等、様々な社会情勢の変化にも対応した市民のニーズ
に合った魅力的な生涯講座や講演などを実施する。

○市内公立7公民館において主催講座を開催
　・6月～1月の期間中、各7回を基本に公民館ごとに開催する。

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0003 中央公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 29 中央公民館施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 393
1004 燃料費 1,095
1007 光熱水費 6,111
1008 修繕料 1,045
1103 手数料 435
1106 火災保険料 36
1201 施設維持管理委託料 10,320
1206 その他の委託料 187
1301 使用料及び賃借料 291
1402 維持補修工事 5,600
1816043 自家用電気工作物保安業務委託負担金 323

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
25,836 25,236 600

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
9,285 16,551

主な財源
公共施設整備等資金積立基金繰入金、中央公民館使用料、
中央公民館印刷機使用料、中央公民館自動販売機電気使用料

財源内訳

目
的
・
効
果

日向市公民館条例に基づく、日向市中央公民館の維持管理運営に伴う経費

事

業

内

容

○中央公民館維持管理経費
・消耗品費（トイレットペーパー、蛍光灯、印刷機に係るものなど）
・光熱水費（電気、水道）
・修繕料（館内小規模修繕など）
・手数料（館内機器の性能検査、ピアノ調律など）
・委託料（警備、清掃など）
・使用料及び賃借料（印刷機借上料など）
・維持補修工事（施設改修工事など）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0003 中央公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 12 中央公民館一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0801 費用弁償 58
0802 普通旅費 24
1001 消耗品費 137
1004 燃料費 35
1101 通信運搬費 256
1107 自動車損害保険料 16
1301 使用料及び賃借料 175

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
701 693 8

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
701

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

中央公民館の業務執行に係る一般的な事務経費

事

業

内

容

○中央公民館一般事務経費
・旅費（九州公民館研究大会など）
・消耗品費（一般事務用品）
・通信運搬費（電信電話料、郵便料）
・使用料及び賃借料（公用車リース料）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0004 日知屋公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 30 日知屋公民館施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 35
1004 燃料費 55
1007 光熱水費 2,390
1008 修繕料 100
1103 手数料 75
1106 火災保険料 15
1201 施設維持管理委託料 4,788
1301 使用料及び賃借料 234

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
7,692 6,865 827

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,139 6,553

主な財源
日知屋公民館使用料、日知屋公民館行政財産使用料、日知屋公民館印刷機使用料、
日知屋公民館公衆電話使用料、日知屋公民館自動販売機電気使用料、電気治療器電気使用料

財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市公民館条例に基づく、日知屋公民館の維持管理運営に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

○日知屋公民館維持管理経費
・光熱水費（電気、水道）
・修繕料（館内小規模修繕など）
・手数料（ピアノ調律手数料など）
・委託料（警備、清掃など）
・使用料及び賃借料（印刷機、電話機リース料など）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0004 日知屋公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 13 日知屋公民館一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525
0301 職員手当 305
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335
0801 費用弁償 51
1001 消耗品費 234
1004 燃料費 18
1101 通信運搬費 139
1107 自動車損害保険料 15
1301 使用料及び賃借料 181

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,803 2,721 82

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,803

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　日知屋公民館の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○日知屋公民館一般事務経費
・消耗品費（一般事務用品）
・通信運搬費（電信電話料、郵便料）
・使用料及び賃借料（公用車リース料）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0003 中央公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 29 中央公民館施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 393
1004 燃料費 1,095
1007 光熱水費 6,111
1008 修繕料 1,045
1103 手数料 435
1106 火災保険料 36
1201 施設維持管理委託料 10,320
1206 その他の委託料 187
1301 使用料及び賃借料 291
1402 維持補修工事 5,600
1816043 自家用電気工作物保安業務委託負担金 323

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
25,836 25,236 600

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
9,285 16,551

主な財源
公共施設整備等資金積立基金繰入金、中央公民館使用料、
中央公民館印刷機使用料、中央公民館自動販売機電気使用料

財源内訳

目
的
・
効
果

日向市公民館条例に基づく、日向市中央公民館の維持管理運営に伴う経費

事

業

内

容

○中央公民館維持管理経費
・消耗品費（トイレットペーパー、蛍光灯、印刷機に係るものなど）
・光熱水費（電気、水道）
・修繕料（館内小規模修繕など）
・手数料（館内機器の性能検査、ピアノ調律など）
・委託料（警備、清掃など）
・使用料及び賃借料（印刷機借上料など）
・維持補修工事（施設改修工事など）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0003 中央公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 12 中央公民館一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0801 費用弁償 58
0802 普通旅費 24
1001 消耗品費 137
1004 燃料費 35
1101 通信運搬費 256
1107 自動車損害保険料 16
1301 使用料及び賃借料 175

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
701 693 8

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
701

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

中央公民館の業務執行に係る一般的な事務経費

事

業

内

容

○中央公民館一般事務経費
・旅費（九州公民館研究大会など）
・消耗品費（一般事務用品）
・通信運搬費（電信電話料、郵便料）
・使用料及び賃借料（公用車リース料）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0004 日知屋公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 30 日知屋公民館施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 35
1004 燃料費 55
1007 光熱水費 2,390
1008 修繕料 100
1103 手数料 75
1106 火災保険料 15
1201 施設維持管理委託料 4,788
1301 使用料及び賃借料 234

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
7,692 6,865 827

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,139 6,553

主な財源
日知屋公民館使用料、日知屋公民館行政財産使用料、日知屋公民館印刷機使用料、
日知屋公民館公衆電話使用料、日知屋公民館自動販売機電気使用料、電気治療器電気使用料

財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市公民館条例に基づく、日知屋公民館の維持管理運営に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

○日知屋公民館維持管理経費
・光熱水費（電気、水道）
・修繕料（館内小規模修繕など）
・手数料（ピアノ調律手数料など）
・委託料（警備、清掃など）
・使用料及び賃借料（印刷機、電話機リース料など）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0004 日知屋公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 13 日知屋公民館一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525
0301 職員手当 305
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335
0801 費用弁償 51
1001 消耗品費 234
1004 燃料費 18
1101 通信運搬費 139
1107 自動車損害保険料 15
1301 使用料及び賃借料 181

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,803 2,721 82

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,803

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　日知屋公民館の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○日知屋公民館一般事務経費
・消耗品費（一般事務用品）
・通信運搬費（電信電話料、郵便料）
・使用料及び賃借料（公用車リース料）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0005 大王谷公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 31 大王谷公民館施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 24
1004 燃料費 48
1007 光熱水費 2,971
1008 修繕料 200
1103 手数料 20
1106 火災保険料 132
1201 施設維持管理委託料 4,098
1206 その他の委託料 72
1301 使用料及び賃借料 77
1402 維持補修工事 800
1701 庁用器具費（一般的事務用） 27

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,469 5,789 2,680

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,610 6,859

主な財源
公共施設整備等資金積立基金繰入金、大王谷公民館使用料、
大王谷公民館印刷機使用料、大王谷公民館自動販売機電気使用料

財源内訳

目
的
・
効
果

日向市公民館条例に基づく、大王谷公民館の維持管理運営に伴う経費

事

業

内

容

○大王谷公民館維持管理経費
・光熱水費（電気、水道）
・修繕料（館内小規模修繕など）
・手数料（一般廃棄物収集運搬手数料など）
・委託料（警備、清掃など）
・使用料及び賃借料（印刷機リース料など）
・維持補修工事（施設改修工事など）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0005 大王谷公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 14 大王谷公民館一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525
0301 職員手当 305
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335
0801 費用弁償 51
1001 消耗品費 193
1004 燃料費 22
1101 通信運搬費 135
1107 自動車損害保険料 15
1301 使用料及び賃借料 177

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,758 2,678 80

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,758

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

大王谷公民館の業務執行に係る一般的な事務経費

事

業

内

容

○大王谷公民館一般事務経費
・消耗品費（一般事務用品）
・通信運搬費（電信電話料、郵便料）
・使用料及び賃借料（公用車リース料）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0006 美々津公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 32 美々津公民館施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 73
1004 燃料費 34
1007 光熱水費 934
1008 修繕料 100
1103 手数料 24
1106 火災保険料 17
1201 施設維持管理委託料 4,079
1301 使用料及び賃借料 20

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,281 5,232 49

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
219 5,062

主な財源
美々津公民館使用料、美々津公民館自動販売機設置料、美々津公民館電話柱敷地料、
美々津公民館印刷機使用料、美々津公民館自動販売機電気使用料、美々津公民館私用電話料

財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市公民館条例に基づく、美々津公民館の維持管理運営に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

○美々津公民館維持管理経費
・光熱水費（電気、水道）
・修繕料（館内小規模修繕など）
・手数料（ピアノ調律手数料など）
・委託料（警備委託、清掃委託など）
・使用料及び賃借料（印刷機借上料など）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0006 美々津公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 15 美々津公民館一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0801 費用弁償 8
0802 普通旅費 3
1001 消耗品費 43
1004 燃料費 6
1101 通信運搬費 65

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
125 129 △ 4

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
125

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　美々津公民館の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○一般事務経費
・消耗品費（一般事務用品）
・通信運搬費（電信電話料、郵便料）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0005 大王谷公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 31 大王谷公民館施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 24
1004 燃料費 48
1007 光熱水費 2,971
1008 修繕料 200
1103 手数料 20
1106 火災保険料 132
1201 施設維持管理委託料 4,098
1206 その他の委託料 72
1301 使用料及び賃借料 77
1402 維持補修工事 800
1701 庁用器具費（一般的事務用） 27

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
8,469 5,789 2,680

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,610 6,859

主な財源
公共施設整備等資金積立基金繰入金、大王谷公民館使用料、
大王谷公民館印刷機使用料、大王谷公民館自動販売機電気使用料

財源内訳

目
的
・
効
果

日向市公民館条例に基づく、大王谷公民館の維持管理運営に伴う経費

事

業

内

容

○大王谷公民館維持管理経費
・光熱水費（電気、水道）
・修繕料（館内小規模修繕など）
・手数料（一般廃棄物収集運搬手数料など）
・委託料（警備、清掃など）
・使用料及び賃借料（印刷機リース料など）
・維持補修工事（施設改修工事など）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0005 大王谷公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 14 大王谷公民館一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525
0301 職員手当 305
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335
0801 費用弁償 51
1001 消耗品費 193
1004 燃料費 22
1101 通信運搬費 135
1107 自動車損害保険料 15
1301 使用料及び賃借料 177

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,758 2,678 80

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,758

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

大王谷公民館の業務執行に係る一般的な事務経費

事

業

内

容

○大王谷公民館一般事務経費
・消耗品費（一般事務用品）
・通信運搬費（電信電話料、郵便料）
・使用料及び賃借料（公用車リース料）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0006 美々津公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 32 美々津公民館施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 73
1004 燃料費 34
1007 光熱水費 934
1008 修繕料 100
1103 手数料 24
1106 火災保険料 17
1201 施設維持管理委託料 4,079
1301 使用料及び賃借料 20

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,281 5,232 49

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
219 5,062

主な財源
美々津公民館使用料、美々津公民館自動販売機設置料、美々津公民館電話柱敷地料、
美々津公民館印刷機使用料、美々津公民館自動販売機電気使用料、美々津公民館私用電話料

財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市公民館条例に基づく、美々津公民館の維持管理運営に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

○美々津公民館維持管理経費
・光熱水費（電気、水道）
・修繕料（館内小規模修繕など）
・手数料（ピアノ調律手数料など）
・委託料（警備委託、清掃委託など）
・使用料及び賃借料（印刷機借上料など）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0006 美々津公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 15 美々津公民館一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0801 費用弁償 8
0802 普通旅費 3
1001 消耗品費 43
1004 燃料費 6
1101 通信運搬費 65

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
125 129 △ 4

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
125

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　美々津公民館の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○一般事務経費
・消耗品費（一般事務用品）
・通信運搬費（電信電話料、郵便料）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0007 南日向公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 33 南日向公民館施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 83
1004 燃料費 35
1007 光熱水費 1,634
1008 修繕料 380
1103 手数料 10
1106 火災保険料 14
1201 施設維持管理委託料 4,990
1206 その他の委託料 18
1301 使用料及び賃借料 20

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
7,184 5,970 1,214

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
196 6,988

主な財源
南日向公民館使用料、南日向公民館印刷機使用料、
南日向公民館公衆電話使用料、南日向公民館自動販売機電気等使用料

財源内訳

目
的
・
効
果

日向市公民館条例に基づく、南日向公民館の維持管理運営に伴う経費

事

業

内

容

○南日向公民館維持管理経費
・光熱水費（電気、水道）
・修繕料（館内小規模修繕など）
・委託料（警備委託・清掃委託など）
・使用料及び賃借料（印刷機借上料など）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0007 南日向公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 16 南日向公民館一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0801 費用弁償 6
0802 普通旅費 3
1001 消耗品費 36
1101 通信運搬費 59
1825010 防火管理者資格取得受講負担金 8

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
112 110 2

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
112

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

南日向公民館の業務執行に係る一般的な事務経費

事

業

内

容

○南日向公民館一般事務経費
・消耗品費（一般事務用品）
・通信運搬費（電信電話料、郵便料）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0008 細島公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 34 細島公民館施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 60
1004 燃料費 31
1007 光熱水費 540
1008 修繕料 50
1201 施設維持管理委託料 3,066
1301 使用料及び賃借料 20

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,767 3,633 134

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
58 3,709

主な財源 小学校施設使用料、細島公民館印刷機使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

日向市公民館条例に基づく、日向市細島公民館の維持管理運営に伴う経費

事

業

内

容

○細島公民館維持管理経費
・消耗品（トイレットペーパー、印刷機に係るものなど）
・燃料費（プロパンガス）
・光熱水費（電気、水道）
・修繕料（館内小規模修繕など）
・委託料（管理委託、清掃委託など）
・使用料及び賃借料（複合機リース料など）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0008 細島公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 17 細島公民館一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525
0301 職員手当 305
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335
0716 記念品料 18
0801 費用弁償 58
0802 普通旅費 10
1001 消耗品費 52
1004 燃料費 30
1101 通信運搬費 220
1107 自動車損害保険料 17
1301 使用料及び賃借料 180

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,750 2,630 120

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,750

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

細島公民館の業務執行に係る一般的な事務経費

事

業

内

容

○細島公民館一般事務経費
・消耗品費（一般事務用品）
・通信運搬費（電信電話料）
・使用料及び賃借料（公用車リース料）
・庁用器具費（キャビネット購入）



－ 277 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0007 南日向公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 33 南日向公民館施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 83
1004 燃料費 35
1007 光熱水費 1,634
1008 修繕料 380
1103 手数料 10
1106 火災保険料 14
1201 施設維持管理委託料 4,990
1206 その他の委託料 18
1301 使用料及び賃借料 20

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
7,184 5,970 1,214

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
196 6,988

主な財源
南日向公民館使用料、南日向公民館印刷機使用料、
南日向公民館公衆電話使用料、南日向公民館自動販売機電気等使用料

財源内訳

目
的
・
効
果

日向市公民館条例に基づく、南日向公民館の維持管理運営に伴う経費

事

業

内

容

○南日向公民館維持管理経費
・光熱水費（電気、水道）
・修繕料（館内小規模修繕など）
・委託料（警備委託・清掃委託など）
・使用料及び賃借料（印刷機借上料など）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0007 南日向公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 16 南日向公民館一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0801 費用弁償 6
0802 普通旅費 3
1001 消耗品費 36
1101 通信運搬費 59
1825010 防火管理者資格取得受講負担金 8

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
112 110 2

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
112

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

南日向公民館の業務執行に係る一般的な事務経費

事

業

内

容

○南日向公民館一般事務経費
・消耗品費（一般事務用品）
・通信運搬費（電信電話料、郵便料）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0008 細島公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 34 細島公民館施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 60
1004 燃料費 31
1007 光熱水費 540
1008 修繕料 50
1201 施設維持管理委託料 3,066
1301 使用料及び賃借料 20

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,767 3,633 134

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
58 3,709

主な財源 小学校施設使用料、細島公民館印刷機使用料
財源内訳

目
的
・
効
果

日向市公民館条例に基づく、日向市細島公民館の維持管理運営に伴う経費

事

業

内

容

○細島公民館維持管理経費
・消耗品（トイレットペーパー、印刷機に係るものなど）
・燃料費（プロパンガス）
・光熱水費（電気、水道）
・修繕料（館内小規模修繕など）
・委託料（管理委託、清掃委託など）
・使用料及び賃借料（複合機リース料など）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0008 細島公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 17 細島公民館一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525
0301 職員手当 305
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335
0716 記念品料 18
0801 費用弁償 58
0802 普通旅費 10
1001 消耗品費 52
1004 燃料費 30
1101 通信運搬費 220
1107 自動車損害保険料 17
1301 使用料及び賃借料 180

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,750 2,630 120

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,750

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

細島公民館の業務執行に係る一般的な事務経費

事

業

内

容

○細島公民館一般事務経費
・消耗品費（一般事務用品）
・通信運搬費（電信電話料）
・使用料及び賃借料（公用車リース料）
・庁用器具費（キャビネット購入）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0009 東郷公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 35 東郷公民館管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 25
1007 光熱水費 830
1008 修繕料 100
1103 手数料 17
1106 火災保険料 184
1201 施設維持管理委託料 3,613
1301 使用料及び賃借料 143

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,912 4,951 △ 39

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
153 4,759

主な財源
東郷公民館使用料、東郷公民館印刷機使用料、
東郷公民館公衆電話使用料

財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市公民館条例に基づく、東郷公民館の維持管理運営に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

○東郷公民館維持管理経費
・光熱水費（電気、水道）
・修繕料（館内小規模修繕など）
・手数料（ピアノ調律手数料）
・委託料（警備、清掃など）
・使用料及び賃借料（印刷機リース料など）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0009 東郷公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 18 東郷公民館一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525
0301 職員手当 305
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 347
0801 費用弁償 120
1001 消耗品費 121
1004 燃料費 32
1101 通信運搬費 137
1107 自動車損害保険料 16
1301 使用料及び賃借料 181

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,784 2,686 98

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,784

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　東郷公民館の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○東郷公民館一般事務経費
・消耗品費（一般事務用品）
・通信運搬費（電信電話料、郵便料）
・使用料及び賃借料（公用車リース料）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 12 スポーツ・文化振興課 0001 スポーツ振興係　
10 教育費 06 保健体育費 01 保健体育総務費

大事業 07 スポーツ活動の推進と環境づくり
中事業 01 生涯スポーツの推進

小事業 04 日向ひょっとこマラソン大会開催事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1840023 ひょっとこマラソン大会運営補助金 4,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,000 2,500 1,500

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,000

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

市民マラソン大会を開催することにより、市民の健康増進及び体力向上を図るととも
に、日向岬一帯の豊かな観光資源を全国に情報発信する。

事

業

内

容

毎年3月の第2日曜日にお倉ヶ浜総合公園をスタート・ゴールとする「日向ひょっとこマ
ラソンIN日向岬」を約300人のボランティアスタッフの協力を得て開催する。

本年度は、第30回記念大会としてゲストランナーを招聘する予定。

○種目（予定）
・ハーフの部
・5kmの部
・2kmの部
・親子の部
・三世代の部
・ひょっとこの部

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 12 スポーツ・文化振興課 0001 スポーツ振興係　
10 教育費 06 保健体育費 01 保健体育総務費

大事業 07 スポーツ活動の推進と環境づくり
中事業 01 生涯スポーツの推進

小事業 05 生涯スポーツ推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 1,700 1860045 総合型地域スポーツクラブ補助金 380
0701 講師謝金 10
0801 費用弁償 609
0802 普通旅費 24
1001 消耗品費 53
1101 通信運搬費 24
1203 事業委託料 55
1206 その他の委託料 147
1301 使用料及び賃借料 16
1702 機械器具費（事業執行用） 60
1816022 宮崎県スポーツ推進委員協議会負担金 60
1825001 会議出席負担金 30

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,168 3,289 △ 121

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,168

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

市民の生きがいづくりや健康づくりに寄与するため、各種スポーツ団体を支援し、本市
の生涯スポーツの推進を図る。

事

業

内

容

○非常勤特別職員報酬
・スポーツ推進委員

各種スポーツ大会の運営補助、スポーツ推進委員協議会におけるスポーツ
振興事業を行う。

○その他の委託料
キッズスポーツ教室、バリアフリースポーツ教室等の開催に係る委託料

○総合型地域スポーツクラブ補助金

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0009 東郷公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 35 東郷公民館管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 25
1007 光熱水費 830
1008 修繕料 100
1103 手数料 17
1106 火災保険料 184
1201 施設維持管理委託料 3,613
1301 使用料及び賃借料 143

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,912 4,951 △ 39

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
153 4,759

主な財源
東郷公民館使用料、東郷公民館印刷機使用料、
東郷公民館公衆電話使用料

財源内訳

目
的
・
効
果

　日向市公民館条例に基づく、東郷公民館の維持管理運営に伴う経費

事
　
業
　
内
　
容

○東郷公民館維持管理経費
・光熱水費（電気、水道）
・修繕料（館内小規模修繕など）
・手数料（ピアノ調律手数料）
・委託料（警備、清掃など）
・使用料及び賃借料（印刷機リース料など）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 13 生涯学習課 0009 東郷公民館
10 教育費 05 社会教育費 02 公民館費

大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 18 東郷公民館一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525
0301 職員手当 305
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 347
0801 費用弁償 120
1001 消耗品費 121
1004 燃料費 32
1101 通信運搬費 137
1107 自動車損害保険料 16
1301 使用料及び賃借料 181

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,784 2,686 98

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,784

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　東郷公民館の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○東郷公民館一般事務経費
・消耗品費（一般事務用品）
・通信運搬費（電信電話料、郵便料）
・使用料及び賃借料（公用車リース料）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 12 スポーツ・文化振興課 0001 スポーツ振興係　
10 教育費 06 保健体育費 01 保健体育総務費

大事業 07 スポーツ活動の推進と環境づくり
中事業 01 生涯スポーツの推進

小事業 04 日向ひょっとこマラソン大会開催事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1840023 ひょっとこマラソン大会運営補助金 4,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
4,000 2,500 1,500

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,000

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

市民マラソン大会を開催することにより、市民の健康増進及び体力向上を図るととも
に、日向岬一帯の豊かな観光資源を全国に情報発信する。

事

業

内

容

毎年3月の第2日曜日にお倉ヶ浜総合公園をスタート・ゴールとする「日向ひょっとこマ
ラソンIN日向岬」を約300人のボランティアスタッフの協力を得て開催する。

本年度は、第30回記念大会としてゲストランナーを招聘する予定。

○種目（予定）
・ハーフの部
・5kmの部
・2kmの部
・親子の部
・三世代の部
・ひょっとこの部

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 12 スポーツ・文化振興課 0001 スポーツ振興係　
10 教育費 06 保健体育費 01 保健体育総務費

大事業 07 スポーツ活動の推進と環境づくり
中事業 01 生涯スポーツの推進

小事業 05 生涯スポーツ推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 1,700 1860045 総合型地域スポーツクラブ補助金 380
0701 講師謝金 10
0801 費用弁償 609
0802 普通旅費 24
1001 消耗品費 53
1101 通信運搬費 24
1203 事業委託料 55
1206 その他の委託料 147
1301 使用料及び賃借料 16
1702 機械器具費（事業執行用） 60
1816022 宮崎県スポーツ推進委員協議会負担金 60
1825001 会議出席負担金 30

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,168 3,289 △ 121

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,168

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

市民の生きがいづくりや健康づくりに寄与するため、各種スポーツ団体を支援し、本市
の生涯スポーツの推進を図る。

事

業

内

容

○非常勤特別職員報酬
・スポーツ推進委員

各種スポーツ大会の運営補助、スポーツ推進委員協議会におけるスポーツ
振興事業を行う。

○その他の委託料
キッズスポーツ教室、バリアフリースポーツ教室等の開催に係る委託料

○総合型地域スポーツクラブ補助金

関連するＳＤＧｓ



－ 280 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 12 スポーツ・文化振興課 0001 スポーツ振興係　
10 教育費 06 保健体育費 01 保健体育総務費

大事業 07 スポーツ活動の推進と環境づくり
中事業 02 競技スポーツの推進

小事業 07 競技スポーツ推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 143
1001 消耗品費 13
1203 事業委託料 671
1206 その他の委託料 210
1816014 延岡西日本マラソン大会負担金 1,130
1860011 県民総合スポーツ祭選手派遣費補助金 3,240
1860042 日向市スポーツ協会補助金 2,854
1860043 日向市スポーツ少年団補助金 109
1860047 日向市カップジュニアサッカー大会補助金 123
1860052 日向お船出九州少年ソフトボール大会補助金 300
1869005 日向市文化スポーツ振興基金補助金 3,300

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
12,093 12,093 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,297 7,796

主な財源
ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金、文化スポーツ振興基金利子
文化スポーツ振興基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　各競技団体の競技力向上のため、各種スポーツ団体を支援し、本市の競技スポーツの推
進を図る。
　また、スポーツ協会加盟団体や競技団体と連携しながら、国民スポーツ大会宮崎大会を
見据えてアスリートの育成を図ることを目的にスポーツ大会を支援する。

事
　
業
　
内
　
容

スポーツ団体活動・小中高校運動部活動の活性化と競技力の向上を図るための講演会等
を開催する。

○講師謝金（研修会等）
○事業委託料

・日向市総合文化祭体育部門
・スポーツ少年団ジュニア育成事業

○アスリート育成事業
○スポーツ協会補助金
○スポーツ少年団補助金

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 12 スポーツ・文化振興課 0001 スポーツ振興係　
10 教育費 06 保健体育費 01 保健体育総務費

大事業 07 スポーツ活動の推進と環境づくり
中事業 02 競技スポーツの推進

小事業 08 国民スポーツ大会宮崎大会推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 603
1004 燃料費 13
1301 使用料及び賃借料 135
1816049 国民スポーツ大会準備委員会負担金 833

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,584 1,495 89

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,584

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　全国トップレベルの競技を間近で観戦することにより、市民のスポーツへの関心を高め
るとともに全国各地から交流人口の増加を図ることで、スポーツの推進、地域経済の活性
化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

〇令和9年「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ」（第81回国民スポーツ大会・第26回全国障
害者スポーツ大会）における　本市開催競技の準備を行うための経費

・普通旅費、需用費、使用料及び賃借料（鹿児島国体視察旅費等）
・国民スポーツ大会実行委員会負担金（国民スポーツ大会実行委員会設置）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 12 スポーツ・文化振興課 0001 スポーツ振興係　
10 教育費 06 保健体育費 01 保健体育総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 19 社会体育一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 51
1001 消耗品費 170
1003 消耗品費被服 13
1101 通信運搬費 303
1805041 宮崎県体育施設協会負担金 2
1805092 （公財）宮崎県スポーツ協会負担金 46
2403 その他特定目的基金積立金 1

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
586 597 △ 11

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1 585

主な財源 文化スポーツ振興基金寄附金
財源内訳

目
的
・
効
果

スポーツ振興係の業務執行に係る一般的事務経費

事

業

内

容

一般事務経費
○消耗品費（事務用品、コピー用紙等）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 12 スポーツ・文化振興課 0002 若山牧水・文化振興係

10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費
大事業 06 地域文化の保存・継承・活用
中事業 01 芸術文化活動の推進

小事業 01 芸術文化事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 71 1105 筆耕翻訳料 10
0104 会計年度任用職員報酬 1,525 1108 その他の保険料 2
0301 職員手当 305 1203 事業委託料 2,491
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335 1301 使用料及び賃借料 1,609
0716 記念品料 226 1860048 日向市文化連盟事業補助金 380
0801 費用弁償 56
0802 普通旅費 4
1001 消耗品費 98
1005 食糧費 5
1006 印刷製本費 94
1101 通信運搬費 360
1103 手数料 228

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
7,799 7,382 417

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,091 3,708

主な財源 文化スポーツ振興基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

各文化団体等への活動への協力や支援を行うとともに、本市の文化功労者を表彰するな
ど、市民の芸術文化に対する意識の醸成及び芸術文化の振興、人材の育成を図る。

事

業

内

容

○市民参加型の文化事業の開催
・日向市美術展覧会
・日向市総合文化祭

○日向市文化功労者の選考及び授与式の開催
○日向市文化連盟の活動支援
○各種文化事業の後援
○令和6年度「日向市文化振興計画」策定準備

・市民アンケートの実施

関連するＳＤＧｓ



－ 281 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 12 スポーツ・文化振興課 0001 スポーツ振興係　
10 教育費 06 保健体育費 01 保健体育総務費

大事業 07 スポーツ活動の推進と環境づくり
中事業 02 競技スポーツの推進

小事業 07 競技スポーツ推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 143
1001 消耗品費 13
1203 事業委託料 671
1206 その他の委託料 210
1816014 延岡西日本マラソン大会負担金 1,130
1860011 県民総合スポーツ祭選手派遣費補助金 3,240
1860042 日向市スポーツ協会補助金 2,854
1860043 日向市スポーツ少年団補助金 109
1860047 日向市カップジュニアサッカー大会補助金 123
1860052 日向お船出九州少年ソフトボール大会補助金 300
1869005 日向市文化スポーツ振興基金補助金 3,300

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
12,093 12,093 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,297 7,796

主な財源
ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金、文化スポーツ振興基金利子
文化スポーツ振興基金繰入金

財源内訳

目
的
・
効
果

　各競技団体の競技力向上のため、各種スポーツ団体を支援し、本市の競技スポーツの推
進を図る。
　また、スポーツ協会加盟団体や競技団体と連携しながら、国民スポーツ大会宮崎大会を
見据えてアスリートの育成を図ることを目的にスポーツ大会を支援する。

事
　
業
　
内
　
容

スポーツ団体活動・小中高校運動部活動の活性化と競技力の向上を図るための講演会等
を開催する。

○講師謝金（研修会等）
○事業委託料

・日向市総合文化祭体育部門
・スポーツ少年団ジュニア育成事業

○アスリート育成事業
○スポーツ協会補助金
○スポーツ少年団補助金

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 12 スポーツ・文化振興課 0001 スポーツ振興係　
10 教育費 06 保健体育費 01 保健体育総務費

大事業 07 スポーツ活動の推進と環境づくり
中事業 02 競技スポーツの推進

小事業 08 国民スポーツ大会宮崎大会推進事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 603
1004 燃料費 13
1301 使用料及び賃借料 135
1816049 国民スポーツ大会準備委員会負担金 833

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,584 1,495 89

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,584

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　全国トップレベルの競技を間近で観戦することにより、市民のスポーツへの関心を高め
るとともに全国各地から交流人口の増加を図ることで、スポーツの推進、地域経済の活性
化を図る。

事
　
業
　
内
　
容

〇令和9年「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ」（第81回国民スポーツ大会・第26回全国障
害者スポーツ大会）における　本市開催競技の準備を行うための経費

・普通旅費、需用費、使用料及び賃借料（鹿児島国体視察旅費等）
・国民スポーツ大会実行委員会負担金（国民スポーツ大会実行委員会設置）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 12 スポーツ・文化振興課 0001 スポーツ振興係　
10 教育費 06 保健体育費 01 保健体育総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 19 社会体育一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 51
1001 消耗品費 170
1003 消耗品費被服 13
1101 通信運搬費 303
1805041 宮崎県体育施設協会負担金 2
1805092 （公財）宮崎県スポーツ協会負担金 46
2403 その他特定目的基金積立金 1

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
586 597 △ 11

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1 585

主な財源 文化スポーツ振興基金寄附金
財源内訳

目
的
・
効
果

スポーツ振興係の業務執行に係る一般的事務経費

事

業

内

容

一般事務経費
○消耗品費（事務用品、コピー用紙等）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 12 スポーツ・文化振興課 0002 若山牧水・文化振興係

10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費
大事業 06 地域文化の保存・継承・活用
中事業 01 芸術文化活動の推進

小事業 01 芸術文化事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 71 1105 筆耕翻訳料 10
0104 会計年度任用職員報酬 1,525 1108 その他の保険料 2
0301 職員手当 305 1203 事業委託料 2,491
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335 1301 使用料及び賃借料 1,609
0716 記念品料 226 1860048 日向市文化連盟事業補助金 380
0801 費用弁償 56
0802 普通旅費 4
1001 消耗品費 98
1005 食糧費 5
1006 印刷製本費 94
1101 通信運搬費 360
1103 手数料 228

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
7,799 7,382 417

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,091 3,708

主な財源 文化スポーツ振興基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

各文化団体等への活動への協力や支援を行うとともに、本市の文化功労者を表彰するな
ど、市民の芸術文化に対する意識の醸成及び芸術文化の振興、人材の育成を図る。

事

業

内

容

○市民参加型の文化事業の開催
・日向市美術展覧会
・日向市総合文化祭

○日向市文化功労者の選考及び授与式の開催
○日向市文化連盟の活動支援
○各種文化事業の後援
○令和6年度「日向市文化振興計画」策定準備

・市民アンケートの実施

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 12 スポーツ・文化振興課 0002 若山牧水・文化振興係

10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費
大事業 06 地域文化の保存・継承・活用
中事業 03 地域の先人の顕彰と活用

小事業 01 牧水顕彰事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 40
0702 出会謝金 50
0714 その他の役務提供等に対する報償金 28
0801 費用弁償 5
0802 普通旅費 43
1001 消耗品費 42
1101 通信運搬費 108
1103 手数料 54
1206 その他の委託料 4,300
1816029 若山牧水賞運営委員会負担金 500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,170 4,696 474

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
5,170

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　地域の先人を顕彰し、短歌文学の普及をはじめとした文化の振興を図るとともに、「若
山牧水の生誕地日向市」を全国に広く発信する。

事
　
業
　
内
　
容

　若山牧水をはじめとする郷土の文化的偉人の功績について周知を図るとともに、牧水の
生誕地としての強みを行かし、名前を冠した各事業を行う。

○市主催顕彰事業
・第73回牧水祭(牧水の命日である9月17日に開催)
・第13回青の國若山牧水短歌大会(一般は全国募集、小・中・高校生は県内募集)
・第13回牧水・短歌甲子園(全国の高校生を対象に開催)

○牧水生誕140周年記念事業準備（実行委員会設置）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 12 スポーツ・文化振興課 0002 若山牧水・文化振興係

10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費
大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 28 若山牧水記念文学館管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 100
1103 手数料 15
1106 火災保険料 228
1207 指定管理者委託料 15,849
1603 権利購入費 1,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
17,192 17,494 △ 302

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,005 16,187

主な財源 文化スポーツ振興基金繰入金、土地建物貸付収入
財源内訳

目
的
・
効
果

　若山牧水記念施設（若山牧水記念文学館、若山牧水生家及び付属施設）の適切な維持管
理と有効活用を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○指定管理者委託料
・指定管理者：日向若山牧水顕彰会
・指定期間　：令和2年度から令和6年度まで

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 12 スポーツ・文化振興課 0002 若山牧水・文化振興係

10 教育費 05 社会教育費 04 文化交流センター管理費
大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 23 日向市文化交流センター施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1106 火災保険料 125
1207 指定管理者委託料 54,141
1402 維持補修工事 12,800

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
67,066 66,036 1,030

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
21,573 45,493

主な財源
公共施設整備等資金積立基金繰入金、宮崎県市町村振興協会市町村交付金、文化
交流センター自動販売機設置料、文化交流センター自動販売機電気使用料

財源内訳

目
的
・
効
果

市民の芸術文化活動やスポーツ活動の拠点である「日向市文化交流センター」の適切な
維持管理と有効活用を図る。

事

業

内

容

○指定管理者委託料
・指定管理者：(公財)日向文化振興事業団
・指定期間　：令和元年度から令和5年度まで

○維持補修工事（小ホール談話ラウンジ空調設備工事など）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 06 学校給食センター 0001 管理係
10 教育費 06 保健体育費 03 学校給食費

大事業 02 魅力ある教育体制や環境の充実
中事業 03 学校給食の充実

小事業 02 給食調理に要する経費（学校給食センター）　
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 210
1203 事業委託料 145,354

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
145,564 156,034 △ 10,470

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
145,564

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　安全安心な学校給食を児童生徒に提供し、安定した事業の運営及び地元食材の活用を推
進する。

事
　
業
　
内
　
容

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 12 スポーツ・文化振興課 0002 若山牧水・文化振興係

10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費
大事業 06 地域文化の保存・継承・活用
中事業 03 地域の先人の顕彰と活用

小事業 01 牧水顕彰事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 40
0702 出会謝金 50
0714 その他の役務提供等に対する報償金 28
0801 費用弁償 5
0802 普通旅費 43
1001 消耗品費 42
1101 通信運搬費 108
1103 手数料 54
1206 その他の委託料 4,300
1816029 若山牧水賞運営委員会負担金 500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
5,170 4,696 474

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
5,170

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

地域の先人を顕彰し、短歌文学の普及をはじめとした文化の振興を図るとともに、「若
山牧水の生誕地日向市」を全国に広く発信する。

事

業

内

容

若山牧水をはじめとする郷土の文化的偉人の功績について周知を図るとともに、牧水の
生誕地としての強みを行かし、名前を冠した各事業を行う。

○市主催顕彰事業
・第73回牧水祭(牧水の命日である9月17日に開催)
・第13回青の國若山牧水短歌大会(一般は全国募集、小・中・高校生は県内募集)
・第13回牧水・短歌甲子園(全国の高校生を対象に開催)

○牧水生誕140周年記念事業準備（実行委員会設置）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 12 スポーツ・文化振興課 0002 若山牧水・文化振興係

10 教育費 05 社会教育費 01 社会教育総務費
大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 28 若山牧水記念文学館管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1008 修繕料 100
1103 手数料 15
1106 火災保険料 228
1207 指定管理者委託料 15,849
1603 権利購入費 1,000

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
17,192 17,494 △ 302

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,005 16,187

主な財源 文化スポーツ振興基金繰入金、土地建物貸付収入
財源内訳

目
的
・
効
果

若山牧水記念施設（若山牧水記念文学館、若山牧水生家及び付属施設）の適切な維持管
理と有効活用を図る。

事

業

内

容

○指定管理者委託料
・指定管理者：日向若山牧水顕彰会
・指定期間　：令和2年度から令和6年度まで

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 12 スポーツ・文化振興課 0002 若山牧水・文化振興係

10 教育費 05 社会教育費 04 文化交流センター管理費
大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 23 日向市文化交流センター施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1106 火災保険料 125
1207 指定管理者委託料 54,141
1402 維持補修工事 12,800

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
67,066 66,036 1,030

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
21,573 45,493

主な財源
公共施設整備等資金積立基金繰入金、宮崎県市町村振興協会市町村交付金、文化
交流センター自動販売機設置料、文化交流センター自動販売機電気使用料

財源内訳

目
的
・
効
果

市民の芸術文化活動やスポーツ活動の拠点である「日向市文化交流センター」の適切な
維持管理と有効活用を図る。

事

業

内

容

○指定管理者委託料
・指定管理者：(公財)日向文化振興事業団
・指定期間　：令和元年度から令和5年度まで

○維持補修工事（小ホール談話ラウンジ空調設備工事など）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 06 学校給食センター 0001 管理係
10 教育費 06 保健体育費 03 学校給食費

大事業 02 魅力ある教育体制や環境の充実
中事業 03 学校給食の充実

小事業 02 給食調理に要する経費（学校給食センター）　
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 210
1203 事業委託料 145,354

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
145,564 156,034 △ 10,470

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
145,564

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　安全安心な学校給食を児童生徒に提供し、安定した事業の運営及び地元食材の活用を推
進する。

事
　
業
　
内
　
容

関連するＳＤＧｓ

　小学校・中学校の児童生徒に対し、安全安心な学校給食を提供するとともに、円滑で安
定した学校給食運営を実施する。

○学校給食調理業務委託
○学校給食搬送業務委託
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 06 学校給食センター 0001 管理係
10 教育費 06 保健体育費 03 学校給食費

大事業 02 魅力ある教育体制や環境の充実
中事業 03 学校給食の充実

小事業 03 安全衛生対策に要する経費（学校給食センター）　
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

702 出会謝金 15
802 普通旅費 4
1001 消耗品費 347
1003 消耗品費被服 120
1103 手数料 743
1201 施設維持管理委託料 649
1301 使用料及び賃借料 26

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,904 2,351 △ 447

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,904

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

安全安心な学校給食の基本である衛生管理を徹底するため、法定検査等を実施するほ
か、消耗品等の定期的な更新を図り、衛生的な調理環境を整備する。

事

業

内

容
関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 06 学校給食センター 0001 管理係
10 教育費 06 保健体育費 03 学校給食費

大事業 02 魅力ある教育体制や環境の充実
中事業 03 学校給食の充実

小事業 04 調理設備等の充実に要する経費（学校給食センター）　
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 1,284
1103 手数料 49
1702 機械器具費（事業執行用） 5,200

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,533 6,004 529

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
5,200 1,333

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

おいしく安全安心な学校給食の提供を継続していくため、学校給食の温度管理や質を保
持する食缶等の更新や、施設の修繕を適切に実施し、施設環境の機能維持を図る。

事

業

内

容
関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 06 学校給食センター 0001 管理係
10 教育費 06 保健体育費 03 学校給食費

大事業 02 魅力ある教育体制や環境の充実
中事業 03 学校給食の充実

小事業 10 学校給食運営事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

802 普通旅費 6
1001 消耗品費 800
1003 消耗品費被服 743
1006 印刷製本費 220
1009 賄材料費 289,000
1101 通信運搬費 941
1103 手数料 559
1208 コンピューター・システム導入委託料 1,004

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
293,273 0 293,273

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
264,501 28,772

主な財源
その他の物品売払収入、ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金、
遅延損害金

財源内訳

目
的
・
効
果

学校給食費の公会計制度を導入して教職員及びＰＴＡ役員の負担軽減、保護者の利便性
の向上、学校給食費の徴収・管理業務の効率化を図り、より安定的に学校給食を提供す
る。

事

業

内

容

○学校給食の提供
小学生、中学生、学校教職員等に、学校給食を提供する。

○学校給食費の徴収・管理
学校給食費を口座振替、申出による児童手当からの差引き又は納付書により徴収し、
学校給食費管理システムにより効率的に管理する。

○学校給食環境の整備
児童生徒の給食着、台拭きなどを学校に配布し、衛生的な学校給食環境の整備を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 06 学校給食センター 0001 管理係
10 教育費 06 保健体育費 03 学校給食費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 16 日向市学校給食センター管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 489
1004 燃料費 7,636
1007 光熱水費 30,651
1008 修繕料 900
1103 手数料 63
1106 火災保険料 232
1201 施設維持管理委託料 8,429
1402 維持補修工事 4,000
1501 原材料費 100
1702 機械器具費（事業執行用） 72

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
52,572 37,860 14,712

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,054 48,518

主な財源
ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金、土地建物貸付収入、
自動販売機電気料、行政財産目的外使用料

財源内訳

目
的
・
効
果

施設全般の長寿命化を実施し、安定した稼働を確保する中でライフサイクルコストの縮
減を図り、中長期的に適正な施設管理に努める。

事

業

内

容

　学校給食業務に不可欠な衛生管理の徹底や、職員等のスキルの向上及び調理業務に必要
な消耗品等の調達を図る。

○衛生管理研修会への参加
○調理に必要な安全衛生消耗品等の調達
○「大量調理施設衛生管理マニュアル」に沿った衛生管理に必要な各種法定検査等の実施

　調理機器・器具及び施設設備の適切な維持管理を行い、安全かつ衛生的な調理環境を整
備する。

○学校給食において使用する食缶等の調達（ステンレス製食缶）
○調理業務に必要な消耗品の調達（配膳盆、まな板ほか）
○設備・機器等の維持管理に必要な消耗品の調達（コンテナ、台車キャスターほか）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 06 学校給食センター 0001 管理係
10 教育費 06 保健体育費 03 学校給食費

大事業 02 魅力ある教育体制や環境の充実
中事業 03 学校給食の充実

小事業 03 安全衛生対策に要する経費（学校給食センター）　
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

702 出会謝金 15
802 普通旅費 4
1001 消耗品費 347
1003 消耗品費被服 120
1103 手数料 743
1201 施設維持管理委託料 649
1301 使用料及び賃借料 26

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,904 2,351 △ 447

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,904

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

安全安心な学校給食の基本である衛生管理を徹底するため、法定検査等を実施するほ
か、消耗品等の定期的な更新を図り、衛生的な調理環境を整備する。

事

業

内

容
関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 06 学校給食センター 0001 管理係
10 教育費 06 保健体育費 03 学校給食費

大事業 02 魅力ある教育体制や環境の充実
中事業 03 学校給食の充実

小事業 04 調理設備等の充実に要する経費（学校給食センター）　
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 1,284
1103 手数料 49
1702 機械器具費（事業執行用） 5,200

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,533 6,004 529

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
5,200 1,333

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

おいしく安全安心な学校給食の提供を継続していくため、学校給食の温度管理や質を保
持する食缶等の更新や、施設の修繕を適切に実施し、施設環境の機能維持を図る。

事

業

内

容
関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 06 学校給食センター 0001 管理係
10 教育費 06 保健体育費 03 学校給食費

大事業 02 魅力ある教育体制や環境の充実
中事業 03 学校給食の充実

小事業 10 学校給食運営事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

802 普通旅費 6
1001 消耗品費 800
1003 消耗品費被服 743
1006 印刷製本費 220
1009 賄材料費 289,000
1101 通信運搬費 941
1103 手数料 559
1208 コンピューター・システム導入委託料 1,004

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
293,273 0 293,273

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
264,501 28,772

主な財源
その他の物品売払収入、ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金、
遅延損害金

財源内訳

目
的
・
効
果

学校給食費の公会計制度を導入して教職員及びＰＴＡ役員の負担軽減、保護者の利便性
の向上、学校給食費の徴収・管理業務の効率化を図り、より安定的に学校給食を提供す
る。

事

業

内

容

○学校給食の提供
小学生、中学生、学校教職員等に、学校給食を提供する。

○学校給食費の徴収・管理
学校給食費を口座振替、申出による児童手当からの差引き又は納付書により徴収し、
学校給食費管理システムにより効率的に管理する。

○学校給食環境の整備
児童生徒の給食着、台拭きなどを学校に配布し、衛生的な学校給食環境の整備を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 06 学校給食センター 0001 管理係
10 教育費 06 保健体育費 03 学校給食費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 16 日向市学校給食センター管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 489
1004 燃料費 7,636
1007 光熱水費 30,651
1008 修繕料 900
1103 手数料 63
1106 火災保険料 232
1201 施設維持管理委託料 8,429
1402 維持補修工事 4,000
1501 原材料費 100
1702 機械器具費（事業執行用） 72

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
52,572 37,860 14,712

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
4,054 48,518

主な財源
ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金、土地建物貸付収入、
自動販売機電気料、行政財産目的外使用料

財源内訳

目
的
・
効
果

施設全般の長寿命化を実施し、安定した稼働を確保する中でライフサイクルコストの縮
減を図り、中長期的に適正な施設管理に努める。

事

業

内

容

　学校給食センターの設備全般の維持管理を適切に実施し、設備の長寿命化を図る。
  また、調理業務に不可欠な光熱水費をはじめ、燃料等の安定供給に努める。

○維持管理委託（清掃、警備、設備保守点検ほか）
○調理業務に必要な燃料等の調達（ボイラー用薬品、粉砕塩、空調フィルターほか）
○燃料費（プロパンガス）
○光熱水費（電気料、水道料）
○設備の修繕料（設備維持補修工事など）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 06 学校給食センター 0001 管理係
10 教育費 06 保健体育費 03 学校給食費

大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 08 日向市学校給食センター一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

103 非常勤特別職員報酬 77
701 講師謝金 20
716 記念品料 70
801 費用弁償 5
802 普通旅費 10
1001 消耗品費 246
1004 燃料費 65
1006 印刷製本費 6
1101 通信運搬費 339
1107 自動車損害保険料 17
1301 使用料及び賃借料 180
1816018 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 11

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,046 1,080 △ 34

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,046

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　学校給食作品展の実施に係る事務経費及び学校給食センターの運営に係る一般的な事務
経費

事
　
業
　
内
　
容

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 07 図書館 0001 図書館係
10 教育費 05 社会教育費 03 図書館費

大事業 05 図書館サービスの充実
中事業 01 図書館機能の充実

小事業 01 図書館サービス・資料の充実に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 1,500
1701 庁用器具費（一般的事務用） 9,500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
11,000 11,000 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
11,000

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

新刊図書をはじめとした図書資料の収集・整理・保存に加え、市民の幅広いニーズに応
えるため、リクエストや国内外の情勢に対応した選書を行い、蔵書の充実を図る。

また、インターネット用パソコン設置、レファレンスサービス等により市民の自主的な
学習活動を支援する。

事

業

内

容

図書資料の購入（本館及び6公民館分）
○消耗品費（新聞・雑誌の購入）
○庁用器具費（一般図書・児童図書・ＡＶ（ＤＶＤ、ＣＤ等）・郷土資料の購入）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 07 図書館 0001 図書館係
10 教育費 05 社会教育費 03 図書館費

大事業 05 図書館サービスの充実
中事業 01 図書館機能の充実

小事業 07 移動図書館事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525
0301 職員手当 305
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335
0801 費用弁償 51
1004 燃料費 84
1107 自動車損害保険料 21

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,321 0 2,321

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,300 21

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

図書館から遠方にある小・中学校の児童・生徒および高齢や障がい、病気等により図書
館に来館することが困難な社会的弱者への生活支援の一環として、身近に図書を届ける
サービスを提供する。

事

業

内

容

利用者の要望等に応じ、学校や施設、サービスポイント等を対象者に適した本を載せて
巡回し、図書の貸出しを行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 07 図書館 0001 図書館係
10 教育費 05 社会教育費 03 図書館費

大事業 05 図書館サービスの充実
中事業 02 読書活動の推進

小事業 01 児童サービスに要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 1,425

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,425 1,325 100

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,425

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

乳幼児から小学生までを主な対象として、読書に親しむ機会を提供し、乳幼児期から読
書習慣を身につけ、読書意欲を高めることができるように支援する。

事

業

内

容

○ブックスタート
・7か月児健診時に絵本1冊、布製バッグ、説明パンフレットを配布

○ブックスタートプラス
・1歳6か月児健診時に絵本1冊配布

○ブックスタートツープラス
・3歳児健診時に絵本1冊配布

○読書活動の推進に係る事業
・おはなし会(定例：館内、定期：館外、随時：館内・館外)
・としょかんまつり（春・秋）春は子ども読書週間、秋は読書週間関連事業として実施
・夏休み子ども学習会、クリスマスおたのしみ会
・保育園、幼稚園、小中学校、児童クラブ等への団体貸出

関連するＳＤＧｓ

○学校給食作品展の実施に係る事務経費
　・講師謝金（審査員謝金）
　・記念品料（入賞記念品、参加記念品）

○一般事務経費
　・非常勤特別職員報酬（学校給食センター運営審議会委員報酬）
　・消耗品費（一般事務用品のほかコピー機に係るもの）
　・使用料及び賃借料（公用車リース料　1台）
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 06 学校給食センター 0001 管理係
10 教育費 06 保健体育費 03 学校給食費

大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 08 日向市学校給食センター一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

103 非常勤特別職員報酬 77
701 講師謝金 20
716 記念品料 70
801 費用弁償 5
802 普通旅費 10
1001 消耗品費 246
1004 燃料費 65
1006 印刷製本費 6
1101 通信運搬費 339
1107 自動車損害保険料 17
1301 使用料及び賃借料 180
1816018 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 11

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,046 1,080 △ 34

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,046

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　学校給食作品展の実施に係る事務経費及び学校給食センターの運営に係る一般的な事務
経費

事
　
業
　
内
　
容

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 07 図書館 0001 図書館係
10 教育費 05 社会教育費 03 図書館費

大事業 05 図書館サービスの充実
中事業 01 図書館機能の充実

小事業 01 図書館サービス・資料の充実に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 1,500
1701 庁用器具費（一般的事務用） 9,500

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
11,000 11,000 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
11,000

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

新刊図書をはじめとした図書資料の収集・整理・保存に加え、市民の幅広いニーズに応
えるため、リクエストや国内外の情勢に対応した選書を行い、蔵書の充実を図る。

また、インターネット用パソコン設置、レファレンスサービス等により市民の自主的な
学習活動を支援する。

事

業

内

容

図書資料の購入（本館及び6公民館分）
○消耗品費（新聞・雑誌の購入）
○庁用器具費（一般図書・児童図書・ＡＶ（ＤＶＤ、ＣＤ等）・郷土資料の購入）

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 07 図書館 0001 図書館係
10 教育費 05 社会教育費 03 図書館費

大事業 05 図書館サービスの充実
中事業 01 図書館機能の充実

小事業 07 移動図書館事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 1,525
0301 職員手当 305
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 335
0801 費用弁償 51
1004 燃料費 84
1107 自動車損害保険料 21

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,321 0 2,321

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,300 21

主な財源 ふるさと日向市応援寄附金基金繰入金
財源内訳

目
的
・
効
果

図書館から遠方にある小・中学校の児童・生徒および高齢や障がい、病気等により図書
館に来館することが困難な社会的弱者への生活支援の一環として、身近に図書を届ける
サービスを提供する。

事

業

内

容

利用者の要望等に応じ、学校や施設、サービスポイント等を対象者に適した本を載せて
巡回し、図書の貸出しを行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 07 図書館 0001 図書館係
10 教育費 05 社会教育費 03 図書館費

大事業 05 図書館サービスの充実
中事業 02 読書活動の推進

小事業 01 児童サービスに要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 1,425

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
1,425 1,325 100

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,425

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

乳幼児から小学生までを主な対象として、読書に親しむ機会を提供し、乳幼児期から読
書習慣を身につけ、読書意欲を高めることができるように支援する。

事

業

内

容

○ブックスタート
・7か月児健診時に絵本1冊、布製バッグ、説明パンフレットを配布

○ブックスタートプラス
・1歳6か月児健診時に絵本1冊配布

○ブックスタートツープラス
・3歳児健診時に絵本1冊配布

○読書活動の推進に係る事業
・おはなし会(定例：館内、定期：館外、随時：館内・館外)
・としょかんまつり（春・秋）春は子ども読書週間、秋は読書週間関連事業として実施
・夏休み子ども学習会、クリスマスおたのしみ会
・保育園、幼稚園、小中学校、児童クラブ等への団体貸出

関連するＳＤＧｓ
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 07 図書館 0001 図書館係
10 教育費 05 社会教育費 03 図書館費

大事業 05 図書館サービスの充実
中事業 02 読書活動の推進

小事業 02 生涯学習ボランティア（図書館）の育成事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 13
1103 手数料 1
1108 その他の保険料 22
1840017 図書館ボランティア「友の会」補助金 30

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
66 63 3

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
66

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　図書館ボランティアを育成し、市民との協働による図書館づくりを推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○講師謝金（ボランティア養成講座等講師謝金）
○手数料、その他の保険料（スポーツ安全保険）
○図書館ボランティア「友の会」補助金

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 07 図書館 0001 図書館係
10 教育費 05 社会教育費 03 図書館費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 18 日向市立図書館施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 30
1007 光熱水費 3,656
1008 修繕料 200
1201 施設維持管理委託料 2,307
1301 使用料及び賃借料 69

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,262 4,255 2,007

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
50 6,212

主な財源 自動販売機電気料
財源内訳

目
的
・
効
果

図書館施設の維持・管理により、図書館資料・利用者に良好な環境を提供する。

事

業

内

容

図書館本館施設の適切な維持管理経費
○光熱水費
○修繕料（図書館小規模修繕料）
○維持管理委託料（清掃・警備・設備保守点検ほか）
○使用料及び賃借料（防犯カメラ一式賃貸借）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 07 図書館 0001 図書館係
10 教育費 05 社会教育費 03 図書館費

大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 10 市立図書館一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 135 1103 手数料 108
0104 会計年度任用職員報酬 20,988 1106 火災保険料 41
0301 職員手当 4,202 1107 自動車損害保険料 64
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 4,565 1206 その他の委託料 832
0801 費用弁償 586 1208 コンピューター・システム導入委託料 5,500
0802 普通旅費 15 1301 使用料及び賃借料 5,494
1001 消耗品費 410 1701 庁用器具費（一般的事務用） 11
1004 燃料費 84 1805019 宮崎県公共図書館連絡協議会負担金 16
1005 食糧費 4 2601 国に対する公課費 14
1006 印刷製本費 99
1008 修繕料 74
1101 通信運搬費 1,117

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
44,359 33,751 10,608

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
160 44,199

主な財源
図書資料複写手数料、土地建物貸付収入、図書購入基金利子、
市史編さん事業書籍売払収入

財源内訳

目
的
・
効
果

図書館協議会の開催により、市民の意見を反映させ、適切な図書館運営を行う。
また、司書の配置や図書館システムによる蔵書管理等により、利便性向上・図書館サー

ビスの充実を図る。

事

業

内

容

○報酬、費用弁償、保険料（図書館協議会委員、会計年度任用職員11人分）
○消耗品費（図書館用消耗品）
○印刷製本費（宮日、夕刊デイリー新聞製本）
○電信運搬費（地区公民館図書室との図書館システム通信料ほか）
○その他の委託料（新規購入図書・ＡＶマーク作成業務）
○コンピューター・システム導入委託料（図書館システム更新、データ抽出費用）
○使用料及び賃借料（図書館システム賃貸借、図書発注管理データ使用料ほか）
○その他（宮崎県公共図書館連絡協議会負担金、研修等参加旅費、公用車経費）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 71 選挙管理委員会 所管課 01 選挙管理委員会事務局 0001 選挙係
02 総務費 04 選挙費 01 選挙管理委員会費

大事業 44 選挙
中事業 02 選挙管理委員会運営に要する経費

小事業 01 選挙管理委員会の運営に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0102 行政委員会委員報酬 1,951
0801 費用弁償 107
0802 普通旅費 30
1806001 県市町村選管連合会東臼杵支会負担金 13
1808044 全国市区選挙管理委員会連合会分担金 30
1808045 九州都市選挙管理委員会連合会負担金 6

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,137 2,121 16

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,137

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

選挙を公正かつ適正に執行するため定期的に選挙管理委員会を開催するほか、委員の研
鑽のため研修会等に参加する。

事

業

内

容

○選挙管理委員会の開催
選挙人名簿の調製に関する議案などを審議するため、原則として毎月の定例会と年4回

（3月・6月・9月・12月）の選挙人名簿定時登録時において委員会を開催する。
また、選挙執行の際には選挙事務に関する議案審議等も行う。

○各種会議・研修会への参加
県選挙管理委員会や市町村選挙管理委員会連合会主催の研修会等に参加する。

○選挙管理委員会委員の報酬額（条例による）
・委員長　月額49,000円
・委　員　月額37,500円
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 07 図書館 0001 図書館係
10 教育費 05 社会教育費 03 図書館費

大事業 05 図書館サービスの充実
中事業 02 読書活動の推進

小事業 02 生涯学習ボランティア（図書館）の育成事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0701 講師謝金 13
1103 手数料 1
1108 その他の保険料 22
1840017 図書館ボランティア「友の会」補助金 30

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
66 63 3

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
66

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　図書館ボランティアを育成し、市民との協働による図書館づくりを推進する。

事
　
業
　
内
　
容

○講師謝金（ボランティア養成講座等講師謝金）
○手数料、その他の保険料（スポーツ安全保険）
○図書館ボランティア「友の会」補助金

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 07 図書館 0001 図書館係
10 教育費 05 社会教育費 03 図書館費

大事業 46 市施設管理運営費
中事業 10 教育施設管理運営費

小事業 18 日向市立図書館施設管理運営費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 30
1007 光熱水費 3,656
1008 修繕料 200
1201 施設維持管理委託料 2,307
1301 使用料及び賃借料 69

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
6,262 4,255 2,007

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
50 6,212

主な財源 自動販売機電気料
財源内訳

目
的
・
効
果

図書館施設の維持・管理により、図書館資料・利用者に良好な環境を提供する。

事

業

内

容

図書館本館施設の適切な維持管理経費
○光熱水費
○修繕料（図書館小規模修繕料）
○維持管理委託料（清掃・警備・設備保守点検ほか）
○使用料及び賃借料（防犯カメラ一式賃貸借）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 74 教育委員会 所管課 07 図書館 0001 図書館係
10 教育費 05 社会教育費 03 図書館費

大事業 47 一般事務費
中事業 10 教育一般事務費

小事業 10 市立図書館一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 135 1103 手数料 108
0104 会計年度任用職員報酬 20,988 1106 火災保険料 41
0301 職員手当 4,202 1107 自動車損害保険料 64
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 4,565 1206 その他の委託料 832
0801 費用弁償 586 1208 コンピューター・システム導入委託料 5,500
0802 普通旅費 15 1301 使用料及び賃借料 5,494
1001 消耗品費 410 1701 庁用器具費（一般的事務用） 11
1004 燃料費 84 1805019 宮崎県公共図書館連絡協議会負担金 16
1005 食糧費 4 2601 国に対する公課費 14
1006 印刷製本費 99
1008 修繕料 74
1101 通信運搬費 1,117

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
44,359 33,751 10,608

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
160 44,199

主な財源
図書資料複写手数料、土地建物貸付収入、図書購入基金利子、
市史編さん事業書籍売払収入

財源内訳

目
的
・
効
果

図書館協議会の開催により、市民の意見を反映させ、適切な図書館運営を行う。
また、司書の配置や図書館システムによる蔵書管理等により、利便性向上・図書館サー

ビスの充実を図る。

事

業

内

容

○報酬、費用弁償、保険料（図書館協議会委員、会計年度任用職員11人分）
○消耗品費（図書館用消耗品）
○印刷製本費（宮日、夕刊デイリー新聞製本）
○電信運搬費（地区公民館図書室との図書館システム通信料ほか）
○その他の委託料（新規購入図書・ＡＶマーク作成業務）
○コンピューター・システム導入委託料（図書館システム更新、データ抽出費用）
○使用料及び賃借料（図書館システム賃貸借、図書発注管理データ使用料ほか）
○その他（宮崎県公共図書館連絡協議会負担金、研修等参加旅費、公用車経費）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 71 選挙管理委員会 所管課 01 選挙管理委員会事務局 0001 選挙係
02 総務費 04 選挙費 01 選挙管理委員会費

大事業 44 選挙
中事業 02 選挙管理委員会運営に要する経費

小事業 01 選挙管理委員会の運営に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0102 行政委員会委員報酬 1,951
0801 費用弁償 107
0802 普通旅費 30
1806001 県市町村選管連合会東臼杵支会負担金 13
1808044 全国市区選挙管理委員会連合会分担金 30
1808045 九州都市選挙管理委員会連合会負担金 6

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
2,137 2,121 16

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
2,137

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

選挙を公正かつ適正に執行するため定期的に選挙管理委員会を開催するほか、委員の研
鑽のため研修会等に参加する。

事

業

内

容

○選挙管理委員会の開催
選挙人名簿の調製に関する議案などを審議するため、原則として毎月の定例会と年4回

（3月・6月・9月・12月）の選挙人名簿定時登録時において委員会を開催する。
また、選挙執行の際には選挙事務に関する議案審議等も行う。

○各種会議・研修会への参加
県選挙管理委員会や市町村選挙管理委員会連合会主催の研修会等に参加する。

○選挙管理委員会委員の報酬額（条例による）
・委員長　月額49,000円
・委　員　月額37,500円
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5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 71 選挙管理委員会 所管課 01 選挙管理委員会事務局 0001 選挙係
02 総務費 04 選挙費 01 選挙管理委員会費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 33 選挙管理事務局一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0716 記念品料 20
0802 普通旅費 8
1001 消耗品費 156
1005 食糧費 20
1006 印刷製本費 5
1101 通信運搬費 29
1301 使用料及び賃借料 241
1825002 研修会負担金 39

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
518 554 △ 36

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
518

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　選挙管理委員会事務局の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○記念品料
任期満了で退任する選挙管理委員への功労記念品

〇消耗品費
　政治活動用看板証票や一般事務用品、公職選挙法関連書籍等
〇使用料及び賃借料
　期日前・不在者投票管理システムのクラウドサービス使用料
　期日前・不在者投票管理システム用ラベルプリンタのリース料
〇その他の負担金
　委員・職員が参加する研修会等の出席者負担金

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 71 選挙管理委員会 所管課 01 選挙管理委員会事務局 0001 選挙係
02 総務費 04 選挙費 02 選挙啓発費

大事業 44 選挙
中事業 01 選挙啓発

小事業 01 選挙啓発に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 25
0716 記念品料 99
0801 費用弁償 6
0802 普通旅費 9

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
139 137 2

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
139

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　明るい選挙推進協議会や学校等の関係団体・機関と連携して選挙啓発活動を展開するこ
とで、市民に政治や選挙への関心を深めてもらい、投票参加を促す。

事
　
業
　
内
　
容

○日向市明るい選挙推進協議会（明推協）役員の研修会等への派遣
関係団体の主催する研修会へ明推協会長等を派遣し、役員の研鑽を図る。

○「わけもんの主張」への意見発表者の派遣
若者の選挙や政治についての関心を高めることを目的として開催される意見発表会「わ

けもんの主張」への発表者を募集し、東臼杵地区大会へ派遣する（対象16～29歳）
○選挙啓発書道・ポスター作品の募集・展示
市内の小中高生を対象として、政治や選挙をテーマに啓発作品の募集を行い、作品の一

部については市役所や図書館等で巡回展示を行うことで、市民への選挙啓発を図る。

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 71 選挙管理委員会 所管課 01 選挙管理委員会事務局 0001 選挙係
02 総務費 04 選挙費 03 選挙執行費

大事業 44 選挙
中事業 04 県の選挙

小事業 01 宮崎県議会議員選挙
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 3,186 1008 修繕料 50
0104 会計年度任用職員報酬 1,173 1101 通信運搬費 292
0301 職員手当 7,302 1103 手数料 186
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 241 1104 広告料 40
0714 その他の役務提供等に対する報償金 283 1206 その他の委託料 885
0801 費用弁償 33 1301 使用料及び賃借料 1,455
0802 普通旅費 27
1001 消耗品費 66
1004 燃料費 112
1005 食糧費 77
1006 印刷製本費 30
1007 光熱水費 25

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
15,463 7,706 7,757

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
15,463

主な財源 宮崎県議会議員選挙費委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

令和5年4月29日任期満了に伴い執行される宮崎県議会日向市選出議員選挙の投・開票事
務、期日前投票事務等を行う。

事

業

内

容

○ポスター掲示場の設置数
190箇所

○期日前投票所
市内3箇所

○投票所
市内51箇所

○開票所
市内1箇所

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 71 選挙管理委員会 所管課 01 選挙管理委員会事務局 0001 選挙係
02 総務費 04 選挙費 03 選挙執行費

大事業 44 選挙
中事業 05 市の選挙

小事業 01 日向市議会議員選挙
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 3,147 1008 修繕料 50
0104 会計年度任用職員報酬 1,173 1101 通信運搬費 2,042
0301 職員手当 7,876 1103 手数料 313
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 240 1104 広告料 40
0714 その他の役務提供等に対する報償金 404 1206 その他の委託料 2,400
0801 費用弁償 35 1301 使用料及び賃借料 1,315
0802 普通旅費 15 1808058 選挙公営負担金 27,892
1001 消耗品費 66 1890001 不在者投票特別経費交付金 301
1004 燃料費 112
1005 食糧費 74
1006 印刷製本費 438
1007 光熱水費 15

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
47,948 8,166 39,782

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
47,948

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

令和5年5月12日任期満了に伴い執行される日向市議会議員選挙の立候補届出受付、投・
開票事務、期日前投票事務等を行う。

事

業

内

容

○投票所入場券作成、発送
約28,800通

○ポスター掲示場の設置数
190箇所

○期日前投票所の場所等
市内3箇所

○投票所
市内51箇所

○開票所
市内1箇所



－ 291 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 71 選挙管理委員会 所管課 01 選挙管理委員会事務局 0001 選挙係
02 総務費 04 選挙費 01 選挙管理委員会費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 33 選挙管理事務局一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0716 記念品料 20
0802 普通旅費 8
1001 消耗品費 156
1005 食糧費 20
1006 印刷製本費 5
1101 通信運搬費 29
1301 使用料及び賃借料 241
1825002 研修会負担金 39

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
518 554 △ 36

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
518

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　選挙管理委員会事務局の業務執行に係る一般的な事務経費

事
　
業
　
内
　
容

○記念品料
任期満了で退任する選挙管理委員への功労記念品

〇消耗品費
　政治活動用看板証票や一般事務用品、公職選挙法関連書籍等
〇使用料及び賃借料
　期日前・不在者投票管理システムのクラウドサービス使用料
　期日前・不在者投票管理システム用ラベルプリンタのリース料
〇その他の負担金
　委員・職員が参加する研修会等の出席者負担金

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 71 選挙管理委員会 所管課 01 選挙管理委員会事務局 0001 選挙係
02 総務費 04 選挙費 02 選挙啓発費

大事業 44 選挙
中事業 01 選挙啓発

小事業 01 選挙啓発に要する経費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0702 出会謝金 25
0716 記念品料 99
0801 費用弁償 6
0802 普通旅費 9

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
139 137 2

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
139

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　明るい選挙推進協議会や学校等の関係団体・機関と連携して選挙啓発活動を展開するこ
とで、市民に政治や選挙への関心を深めてもらい、投票参加を促す。

事
　
業
　
内
　
容

○日向市明るい選挙推進協議会（明推協）役員の研修会等への派遣
関係団体の主催する研修会へ明推協会長等を派遣し、役員の研鑽を図る。

○「わけもんの主張」への意見発表者の派遣
若者の選挙や政治についての関心を高めることを目的として開催される意見発表会「わ

けもんの主張」への発表者を募集し、東臼杵地区大会へ派遣する（対象16～29歳）
○選挙啓発書道・ポスター作品の募集・展示
市内の小中高生を対象として、政治や選挙をテーマに啓発作品の募集を行い、作品の一

部については市役所や図書館等で巡回展示を行うことで、市民への選挙啓発を図る。

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 71 選挙管理委員会 所管課 01 選挙管理委員会事務局 0001 選挙係
02 総務費 04 選挙費 03 選挙執行費

大事業 44 選挙
中事業 04 県の選挙

小事業 01 宮崎県議会議員選挙
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 3,186 1008 修繕料 50
0104 会計年度任用職員報酬 1,173 1101 通信運搬費 292
0301 職員手当 7,302 1103 手数料 186
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 241 1104 広告料 40
0714 その他の役務提供等に対する報償金 283 1206 その他の委託料 885
0801 費用弁償 33 1301 使用料及び賃借料 1,455
0802 普通旅費 27
1001 消耗品費 66
1004 燃料費 112
1005 食糧費 77
1006 印刷製本費 30
1007 光熱水費 25

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
15,463 7,706 7,757

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
15,463

主な財源 宮崎県議会議員選挙費委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

令和5年4月29日任期満了に伴い執行される宮崎県議会日向市選出議員選挙の投・開票事
務、期日前投票事務等を行う。

事

業

内

容

○ポスター掲示場の設置数
190箇所

○期日前投票所
市内3箇所

○投票所
市内51箇所

○開票所
市内1箇所

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 71 選挙管理委員会 所管課 01 選挙管理委員会事務局 0001 選挙係
02 総務費 04 選挙費 03 選挙執行費

大事業 44 選挙
中事業 05 市の選挙

小事業 01 日向市議会議員選挙
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 3,147 1008 修繕料 50
0104 会計年度任用職員報酬 1,173 1101 通信運搬費 2,042
0301 職員手当 7,876 1103 手数料 313
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 240 1104 広告料 40
0714 その他の役務提供等に対する報償金 404 1206 その他の委託料 2,400
0801 費用弁償 35 1301 使用料及び賃借料 1,315
0802 普通旅費 15 1808058 選挙公営負担金 27,892
1001 消耗品費 66 1890001 不在者投票特別経費交付金 301
1004 燃料費 112
1005 食糧費 74
1006 印刷製本費 438
1007 光熱水費 15

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
47,948 8,166 39,782

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
47,948

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

令和5年5月12日任期満了に伴い執行される日向市議会議員選挙の立候補届出受付、投・
開票事務、期日前投票事務等を行う。

事

業

内

容

○投票所入場券作成、発送
約28,800通

○ポスター掲示場の設置数
190箇所

○期日前投票所の場所等
市内3箇所

○投票所
市内51箇所

○開票所
市内1箇所



－ 292 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 71 選挙管理委員会 所管課 01 選挙管理委員会事務局 0001 選挙係
02 総務費 04 選挙費 03 選挙執行費

大事業 44 選挙
中事業 05 市の選挙

小事業 02 日向市長選挙
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 3,085 1008 修繕料 50
0104 会計年度任用職員報酬 1,840 1101 通信運搬費 2,042
0301 職員手当 7,656 1103 手数料 579
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 374 1104 広告料 40
0714 その他の役務提供等に対する報償金 423 1206 その他の委託料 2,400
0801 費用弁償 50 1301 使用料及び賃借料 1,455
0802 普通旅費 15 1808058 選挙公営負担金 4,512
1001 消耗品費 1,610 1890001 不在者投票特別経費交付金 301
1004 燃料費 112
1005 食糧費 74
1006 印刷製本費 878
1007 光熱水費 25

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
27,521 0 27,521

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
27,521

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　令和6年3月30日任期満了に伴い執行される日向市長選挙の立候補届出受付、投・開票事
務、期日前投票事務等を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○投票所入場券作成、発送
約28,800通

○ポスター掲示場の設置数
190箇所

○期日前投票所の場所等
市内3箇所

○投票所
市内51箇所

○開票所
市内1箇所

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 72 監査委員 所管課 01 監査委員事務局 0001 監査係
02 総務費 06 監査委員費 01 監査委員費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 34 監査事務局一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0102 行政委員会委員報酬 2,688 1808048 西日本都市監査事務研修会都市負担金 3
0107 日向市証人等に対する実費弁償 26 1825002 研修会負担金 102
0801 費用弁償 326
0802 普通旅費 196
1001 消耗品費 136
1002 消耗品費追録 39
1005 食糧費 8
1006 印刷製本費 264
1101 通信運搬費 12
1301 使用料及び賃借料 23
1808046 全国都市監査委員会負担金 23
1808047 九州各市監査委員会負担金 16

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,862 3,883 △ 21

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,862

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市の行財政に関する事務の執行や経営が法令に適合し、経済的、効率的に行われている
かを主眼として監査を実施する。監査結果を市長、議会に報告するとともに、ホームペー
ジ等を通じて、速やかに公表することにより、健全性及び透明性の確保に寄与するものと
し、住民の福祉の増進や市政への信頼確保に資するものとする。

事
　
業
　
内
　
容

○行政委員会委員報酬
・監査委員 議会選出委員報酬　月額  42千円
・監査委員 有識者委員報酬 　月額　182千円

○日向市証人等に対する実費弁償
○費用弁償及び普通旅費（全国都市監査委員会総会・研修会ほか）
○印刷製本費

・日向市歳入歳出決算審査・基金運用状況審査意見書
・日向市公営企業会計決算審査意見書

（水道・簡易水道・下水道・農業集落排水事業）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 73 農業委員会 所管課 01 農業委員会事務局 0001 農政係
06 農林水産業費 01 農業費 02 農業総務費

大事業 17 農業の振興
中事業 03 経営安定対策の推進

小事業 13 農業者年金事務事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 382
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 89
0801 費用弁償 13
0802 普通旅費 3

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
487 511 △ 24

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
487

主な財源 農業者年金事務委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

農業者年金の新規加入推進及び受給権者の管理業務を行い、農業者の経営及び老後生活
の安定を図る。

事

業

内

容

農業者年金業務全般に関する事業で、加入推進、被保険者及び受給権者の台帳管理、裁
定請求及び各種届出に関する相談や受付等の業務を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 73 農業委員会 所管課 01 農業委員会事務局 0001 農政係
06 農林水産業費 01 農業費 02 農業総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 06 農林水産一般事務費

小事業 08 農業委員会事務局一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 47
1001 消耗品費 60
1003 消耗品費被服 19
1101 通信運搬費 57
1301 使用料及び賃借料 23
1825002 研修会負担金 35

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
241 286 △ 45

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
241

主な財源
農地の現況等に関する証明手数料、嘱託登記手数料
農業者年金事務委託金

財源内訳

目
的
・
効
果

農業委員会事務局の業務執行に係る一般的な事務経費

事

業

内

容

○普通旅費
県内外の会議・研修会等の出席

○消耗品費
農業委員会事務局の事務に係る消耗品等

○研修会負担金
農地法に関する研修会参加負担金



－ 293 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 71 選挙管理委員会 所管課 01 選挙管理委員会事務局 0001 選挙係
02 総務費 04 選挙費 03 選挙執行費

大事業 44 選挙
中事業 05 市の選挙

小事業 02 日向市長選挙
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0103 非常勤特別職員報酬 3,085 1008 修繕料 50
0104 会計年度任用職員報酬 1,840 1101 通信運搬費 2,042
0301 職員手当 7,656 1103 手数料 579
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 374 1104 広告料 40
0714 その他の役務提供等に対する報償金 423 1206 その他の委託料 2,400
0801 費用弁償 50 1301 使用料及び賃借料 1,455
0802 普通旅費 15 1808058 選挙公営負担金 4,512
1001 消耗品費 1,610 1890001 不在者投票特別経費交付金 301
1004 燃料費 112
1005 食糧費 74
1006 印刷製本費 878
1007 光熱水費 25

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
27,521 0 27,521

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
27,521

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　令和6年3月30日任期満了に伴い執行される日向市長選挙の立候補届出受付、投・開票事
務、期日前投票事務等を行う。

事
　
業
　
内
　
容

○投票所入場券作成、発送
約28,800通

○ポスター掲示場の設置数
190箇所

○期日前投票所の場所等
市内3箇所

○投票所
市内51箇所

○開票所
市内1箇所

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 72 監査委員 所管課 01 監査委員事務局 0001 監査係
02 総務費 06 監査委員費 01 監査委員費

大事業 47 一般事務費
中事業 02 総務一般事務費

小事業 34 監査事務局一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0102 行政委員会委員報酬 2,688 1808048 西日本都市監査事務研修会都市負担金 3
0107 日向市証人等に対する実費弁償 26 1825002 研修会負担金 102
0801 費用弁償 326
0802 普通旅費 196
1001 消耗品費 136
1002 消耗品費追録 39
1005 食糧費 8
1006 印刷製本費 264
1101 通信運搬費 12
1301 使用料及び賃借料 23
1808046 全国都市監査委員会負担金 23
1808047 九州各市監査委員会負担金 16

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,862 3,883 △ 21

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
3,862

主な財源
財源内訳

目
的
・
効
果

　市の行財政に関する事務の執行や経営が法令に適合し、経済的、効率的に行われている
かを主眼として監査を実施する。監査結果を市長、議会に報告するとともに、ホームペー
ジ等を通じて、速やかに公表することにより、健全性及び透明性の確保に寄与するものと
し、住民の福祉の増進や市政への信頼確保に資するものとする。

事
　
業
　
内
　
容

○行政委員会委員報酬
・監査委員 議会選出委員報酬　月額  42千円
・監査委員 有識者委員報酬 　月額　182千円

○日向市証人等に対する実費弁償
○費用弁償及び普通旅費（全国都市監査委員会総会・研修会ほか）
○印刷製本費

・日向市歳入歳出決算審査・基金運用状況審査意見書
・日向市公営企業会計決算審査意見書

（水道・簡易水道・下水道・農業集落排水事業）

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 73 農業委員会 所管課 01 農業委員会事務局 0001 農政係
06 農林水産業費 01 農業費 02 農業総務費

大事業 17 農業の振興
中事業 03 経営安定対策の推進

小事業 13 農業者年金事務事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 382
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 89
0801 費用弁償 13
0802 普通旅費 3

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
487 511 △ 24

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
487

主な財源 農業者年金事務委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

農業者年金の新規加入推進及び受給権者の管理業務を行い、農業者の経営及び老後生活
の安定を図る。

事

業

内

容

農業者年金業務全般に関する事業で、加入推進、被保険者及び受給権者の台帳管理、裁
定請求及び各種届出に関する相談や受付等の業務を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 73 農業委員会 所管課 01 農業委員会事務局 0001 農政係
06 農林水産業費 01 農業費 02 農業総務費

大事業 47 一般事務費
中事業 06 農林水産一般事務費

小事業 08 農業委員会事務局一般事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0802 普通旅費 47
1001 消耗品費 60
1003 消耗品費被服 19
1101 通信運搬費 57
1301 使用料及び賃借料 23
1825002 研修会負担金 35

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
241 286 △ 45

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
241

主な財源
農地の現況等に関する証明手数料、嘱託登記手数料
農業者年金事務委託金

財源内訳

目
的
・
効
果

農業委員会事務局の業務執行に係る一般的な事務経費

事

業

内

容

○普通旅費
県内外の会議・研修会等の出席

○消耗品費
農業委員会事務局の事務に係る消耗品等

○研修会負担金
農地法に関する研修会参加負担金



－ 294 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 73 農業委員会 所管課 01 農業委員会事務局 0002 農地係
06 農林水産業費 01 農業費 01 農業委員会費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 17 農業委員会行政事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0102 行政委員会委員報酬 20,562 1805086 (一社)宮崎県農業会議負担金 192
0702 出会謝金 32 1812057 みやざき農業委員会女性ネットワーク負担金 18
0716 記念品料 63
0801 費用弁償 559
1001 消耗品費 100
1003 消耗品費被服 439
1005 食糧費 3
1006 印刷製本費 17
1101 通信運搬費 40
1108 その他の保険料 30
1205 システム開発等委託料 385
1301 使用料及び賃借料 30

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
22,470 22,434 36

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
8,574 39 13,857

主な財源 嘱託登記手数料、農業委員会交付金、農地利用最適化交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　農業者の代表機関である農業委員会が、農地の権利移動や転用等について公正な審議を
行うことにより、農地を守りその有効利用を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　農地の権利移動や転用の許可申請等に対し、毎月開催する定例総会にて審議を行う。

○農業委員及び農地利用最適化推進委員報酬
会　長　月額　57千円
副会長　月額　49千円
委　員　月額　45千円

○記念品料
改選に伴う退職記念品

○消耗品費被服
改選に伴う作業服一式

○システム開発等委託料
農地情報システム保守業務

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 73 農業委員会 所管課 01 農業委員会事務局 0002 農地係
06 農林水産業費 01 農業費 02 農業総務費

大事業 17 農業の振興
中事業 03 経営安定対策の推進

小事業 15 特例事業（農業振興公社）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 10
1101 通信運搬費 12

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
22 47 △ 25

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
22

主な財源 特例事業業務委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　公益社団法人宮崎県農業振興公社を売買や貸借の「仲介者」として活用することで、農
家の経営規模の拡大を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　農地保有合理化法人である公益社団法人宮崎県農業振興公社を通じて農業経営の規模拡
大や農地の集積を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 73 農業委員会 所管課 01 農業委員会事務局 0002 農地係
06 農林水産業費 01 農業費 02 農業総務費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 15 国有農地等管理処分事業事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 5
1101 通信運搬費 30

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
35 35 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
35

主な財源 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

国が農地改革により取得した国有財産のうち、未処分農地の維持管理及び処分を行うこ
とにより国有農地等の有効活用を図る。

事

業

内

容

県と共に国有農地等を適切に維持管理し処分の促進を行う。また、農家からの相談対応
や解決のための業務を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 73 農業委員会 所管課 01 農業委員会事務局 0002 農地係
06 農林水産業費 01 農業費 02 農業総務費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 16 農地中間管理機構支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 2,163
0301 職員手当 510
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 477
0801 費用弁償 64
1001 消耗品費 50
1003 消耗品費被服 30
1101 通信運搬費 50

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,344 3,483 △ 139

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,285 2,059

主な財源 農地中間管理機構支援事業費負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農地中間管理機構として宮崎県知事か
ら指定を受けている公益社団法人宮崎県農業振興公社が農地を借入れ、担い手に貸し付け
ることにより、農地の集積及び集約を進め、農地を継続して有効利用し、農業経営の効率
化を図る。

事

業

内

容

農地中間管理機構を支援するため、農地の利用状況や権利移動貸借調査（利用意向調
査）の実施、農業委員会事務局への農地相談員の配置、利用関係の調整業務を行う。

関連するＳＤＧｓ



－ 295 －

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 73 農業委員会 所管課 01 農業委員会事務局 0002 農地係
06 農林水産業費 01 農業費 01 農業委員会費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 17 農業委員会行政事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0102 行政委員会委員報酬 20,562 1805086 (一社)宮崎県農業会議負担金 192
0702 出会謝金 32 1812057 みやざき農業委員会女性ネットワーク負担金 18
0716 記念品料 63
0801 費用弁償 559
1001 消耗品費 100
1003 消耗品費被服 439
1005 食糧費 3
1006 印刷製本費 17
1101 通信運搬費 40
1108 その他の保険料 30
1205 システム開発等委託料 385
1301 使用料及び賃借料 30

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
22,470 22,434 36

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
8,574 39 13,857

主な財源 嘱託登記手数料、農業委員会交付金、農地利用最適化交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

　農業者の代表機関である農業委員会が、農地の権利移動や転用等について公正な審議を
行うことにより、農地を守りその有効利用を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　農地の権利移動や転用の許可申請等に対し、毎月開催する定例総会にて審議を行う。

○農業委員及び農地利用最適化推進委員報酬
会　長　月額　57千円
副会長　月額　49千円
委　員　月額　45千円

○記念品料
改選に伴う退職記念品

○消耗品費被服
改選に伴う作業服一式

○システム開発等委託料
農地情報システム保守業務

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 73 農業委員会 所管課 01 農業委員会事務局 0002 農地係
06 農林水産業費 01 農業費 02 農業総務費

大事業 17 農業の振興
中事業 03 経営安定対策の推進

小事業 15 特例事業（農業振興公社）
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 10
1101 通信運搬費 12

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
22 47 △ 25

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
22

主な財源 特例事業業務委託金
財源内訳

目
的
・
効
果

　公益社団法人宮崎県農業振興公社を売買や貸借の「仲介者」として活用することで、農
家の経営規模の拡大を図る。

事
　
業
　
内
　
容

　農地保有合理化法人である公益社団法人宮崎県農業振興公社を通じて農業経営の規模拡
大や農地の集積を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 73 農業委員会 所管課 01 農業委員会事務局 0002 農地係
06 農林水産業費 01 農業費 02 農業総務費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 15 国有農地等管理処分事業事務費
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

1001 消耗品費 5
1101 通信運搬費 30

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
35 35 0

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
35

主な財源 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金
財源内訳

目
的
・
効
果

国が農地改革により取得した国有財産のうち、未処分農地の維持管理及び処分を行うこ
とにより国有農地等の有効活用を図る。

事

業

内

容

県と共に国有農地等を適切に維持管理し処分の促進を行う。また、農家からの相談対応
や解決のための業務を行う。

関連するＳＤＧｓ

5 年度
（単位：千円）

款 項 目

事業

当初予算
（ 01 一般会計 ）

所管部局 73 農業委員会 所管課 01 農業委員会事務局 0002 農地係
06 農林水産業費 01 農業費 02 農業総務費

大事業 17 農業の振興
中事業 05 農村環境の維持と生産基盤の整備

小事業 16 農地中間管理機構支援事業
細節コード 細節等名称 金額 細節コード 細節等名称 金額

0104 会計年度任用職員報酬 2,163
0301 職員手当 510
0403 会計年度任用職員報酬に係る保険料 477
0801 費用弁償 64
1001 消耗品費 50
1003 消耗品費被服 30
1101 通信運搬費 50

本年度予算額① 前年度予算額② 増減額（①－②）
3,344 3,483 △ 139

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
1,285 2,059

主な財源 農地中間管理機構支援事業費負担金
財源内訳

目
的
・
効
果

農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農地中間管理機構として宮崎県知事か
ら指定を受けている公益社団法人宮崎県農業振興公社が農地を借入れ、担い手に貸し付け
ることにより、農地の集積及び集約を進め、農地を継続して有効利用し、農業経営の効率
化を図る。

事

業

内

容

農地中間管理機構を支援するため、農地の利用状況や権利移動貸借調査（利用意向調
査）の実施、農業委員会事務局への農地相談員の配置、利用関係の調整業務を行う。

関連するＳＤＧｓ
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5

（単位：千円）

5

（単位：千円）

年度  当初予算  【債務負担行為】
（一般会計）

所管部局 17　総合政策部 所管課 01　総合政策課

年度  当初予算  【債務負担行為】
（一般会計）

所管部局 17　総合政策部 所管課 02　秘書広報課

事　項 第3次日向市総合計画策定支援業務委託

期　間 令和6年度 限度額 5,800

事　項 広報紙編集業務委託

期　間 令和6年度から令和7年度まで 限度額 2,218

　令和7年度を始期とする「第3次日向市総合計画(前期基本計画含む)及び第3期日
向市総合戦略」の策定について、基礎データの収集や現行計画の評価・検証、市民
アンケート調査の実施、市民ワークショップなどの開催、次期計画案作成及び印刷
製本までを一体的に行うため、計画策定業務委託料の債務負担行為を設定する。

内
容
・
目
的

　広報紙作成業務の効率化を図るため、編集業務の一部を民間委託することから、
広報紙編集業務委託料の債務負担行為を設定する。

内
容
・
目
的

5

（単位：千円）

5

（単位：千円）

年度  当初予算  【債務負担行為】
（一般会計）

所管部局 17　総合政策部 所管課 05　行政改革・デジタル推進課　

年度  当初予算  【債務負担行為】
（一般会計）

所管部局 11　総務部 所管課 07　資産経営課　

事　項 デジタル専門人材負担金

期　間 令和6年度から令和7年度まで 限度額 25,500

事　項 日向市総合体育館整備事業

期　間 令和6年度から令和8年度まで 限度額 3,961,560

　日向市ＤＸ推進計画の円滑な実施や見直しのため、総務省の地域活性化起業人制
度を活用し、デジタル技術に関する知識を有するデジタル専門人材を電気通信事業
者等から受け入れる負担金の債務負担行為を設定する。

内
容
・
目
的

　設計・建設一括発注方式による複数年での総合体育館の整備を行うため、設計業
務委託料、設計支援業務委託料及び工事請負費の債務負担行為を設定する。

　令和5年度～令和6年度　設計業務
設計支援（業務方針の確認・専門技術助言等）業務

　令和7年度～令和8年度　本体工事等内
容
・
目
的

5

（単位：千円）

5

（単位：千円）

年度 当初予算 　 【債務負担行為】
（一般会計）

所管部局 23　福祉部 所管課 02　こども課　

年度 当初予算 　 【債務負担行為】
（一般会計）

所管部局 16　建設部 所管課 03　市街地整備課　

事　項 日向市子ども・子育て支援事業計画策定業務委託

期　間 令和6年度 限度額 3,400

事　項 お倉ヶ浜総合公園整備事業

期　間 令和6年度 限度額 945,180

　「子ども・子育て支援法」に基づく「第3期日向市子ども・子育て支援事業計
画」、「こども基本法」に基づく「日向市こども計画（仮称）」及びその他関連す
る計画について、ニーズ調査から計画策定までを一体的に行うため、計画策定業務
委託料の債務負担行為を設定する。

内
容
・
目
的

　お倉ヶ浜総合公園野球場改修を2年間で実施するため、工事監理業務委託料及び
工事請負費の債務負担行為を設定する。

　令和5年度～令和6年度　工事監理業務委託、本部棟建築工事等

内
容
・
目
的

5

（単位：千円）

年度 当初予算 　 【債務負担行為】
（一般会計）

所管部局 74　教育委員会 所管課 06　給食センター　

事　項 学校給食調理業務委託

期　間 令和6年度から令和10年度まで 限度額 494,780

　平成30年8月から民間委託している学校給食調理業務について、委託業務期間が
令和5年7月に終了することから、次期契約期間に係る業務委託料の債務負担行為を
設定する。

内
容
・
目
的



－ 297 －

5

（単位：千円）

5

（単位：千円）

年度  当初予算  【債務負担行為】
（一般会計）

所管部局 17　総合政策部 所管課 01　総合政策課

年度  当初予算  【債務負担行為】
（一般会計）

所管部局 17　総合政策部 所管課 02　秘書広報課

事　項 第3次日向市総合計画策定支援業務委託

期　間 令和6年度 限度額 5,800

事　項 広報紙編集業務委託

期　間 令和6年度から令和7年度まで 限度額 2,218

　令和7年度を始期とする「第3次日向市総合計画(前期基本計画含む)及び第3期日
向市総合戦略」の策定について、基礎データの収集や現行計画の評価・検証、市民
アンケート調査の実施、市民ワークショップなどの開催、次期計画案作成及び印刷
製本までを一体的に行うため、計画策定業務委託料の債務負担行為を設定する。

内
容
・
目
的

　広報紙作成業務の効率化を図るため、編集業務の一部を民間委託することから、
広報紙編集業務委託料の債務負担行為を設定する。

内
容
・
目
的

5

（単位：千円）

5

（単位：千円）

年度  当初予算  【債務負担行為】
（一般会計）

所管部局 17　総合政策部 所管課 05　行政改革・デジタル推進課　

年度  当初予算  【債務負担行為】
（一般会計）

所管部局 11　総務部 所管課 07　資産経営課　

事　項 デジタル専門人材負担金

期　間 令和6年度から令和7年度まで 限度額 25,500

事　項 日向市総合体育館整備事業

期　間 令和6年度から令和8年度まで 限度額 3,961,560

　日向市ＤＸ推進計画の円滑な実施や見直しのため、総務省の地域活性化起業人制
度を活用し、デジタル技術に関する知識を有するデジタル専門人材を電気通信事業
者等から受け入れる負担金の債務負担行為を設定する。

内
容
・
目
的

　設計・建設一括発注方式による複数年での総合体育館の整備を行うため、設計業
務委託料、設計支援業務委託料及び工事請負費の債務負担行為を設定する。

　令和5年度～令和6年度　設計業務
設計支援（業務方針の確認・専門技術助言等）業務

　令和7年度～令和8年度　本体工事等内
容
・
目
的

5

（単位：千円）

5

（単位：千円）

年度 当初予算 　 【債務負担行為】
（一般会計）

所管部局 23　福祉部 所管課 02　こども課　

年度 当初予算 　 【債務負担行為】
（一般会計）

所管部局 16　建設部 所管課 03　市街地整備課　

事　項 日向市子ども・子育て支援事業計画策定業務委託

期　間 令和6年度 限度額 3,400

事　項 お倉ヶ浜総合公園整備事業

期　間 令和6年度 限度額 945,180

　「子ども・子育て支援法」に基づく「第3期日向市子ども・子育て支援事業計
画」、「こども基本法」に基づく「日向市こども計画（仮称）」及びその他関連す
る計画について、ニーズ調査から計画策定までを一体的に行うため、計画策定業務
委託料の債務負担行為を設定する。

内
容
・
目
的

　お倉ヶ浜総合公園野球場改修を2年間で実施するため、工事監理業務委託料及び
工事請負費の債務負担行為を設定する。

　令和5年度～令和6年度　工事監理業務委託、本部棟建築工事等

内
容
・
目
的

5

（単位：千円）

年度 当初予算 　 【債務負担行為】
（一般会計）

所管部局 74　教育委員会 所管課 06　給食センター　

事　項 学校給食調理業務委託

期　間 令和6年度から令和10年度まで 限度額 494,780

　平成30年8月から民間委託している学校給食調理業務について、委託業務期間が
令和5年7月に終了することから、次期契約期間に係る業務委託料の債務負担行為を
設定する。

内
容
・
目
的
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5
（単位：千円）

年度 当初予算

所管部局 　建設部 所管課 　建築住宅課　

本年度予算額　① 前年度予算額　② 増　減　額（①－②）

351,000 382,000 △ 31,000

国庫支出金 県支出金 市　　債 そ の 他 一般財源

45,149 1 65,600 9,867 230,383

主な財源
社会資本整備総合交付金、住宅修繕料負担金、行政財産使用料、
住宅使用料等

会計名 公営住宅事業特別会計

財源内訳

目
的
・
効
果

　「日向市公営住宅長寿命化計画」に基づいた市営住宅の整備を行い、これを低廉な
家賃で賃貸することにより、市民の健康で文化的な生活の安定に寄与する。
　また、指定管理者に委託することにより、高齢者の見守り、早期の修繕対応及び収
納率の向上など、効果的かつ安心・安全な管理運営を行う。

事
　
業
　
内
　
容

【市営住宅の現状】
　29団地、1,326戸

＜主な事業＞
○市営住宅管理運営費 101,312千円

・指定管理者委託料 74,299千円
指定管理者：延岡日向宅建協同組合
指定期間　：令和元年度から

令和5年度まで
・維持補修工事 10,000千円

○高齢者住宅住戸改善事業 7,900千円
・大王谷住宅1階部分の空住戸のバリアフリー化

及び設備改修

○後無田住宅ストック総合改善事業 93,700千円
・4、5、6号棟の外壁、塗装及び設備改修
・7、8、9号棟の外壁、塗装及び設備改修のための設計委託

〇岩脇住宅ストック総合改善事業 4,900千円
・外壁、塗装及び設備改修のための設計委託

〇市営住宅中長期整備事業 4,100千円
・山陰住宅解体設計委託料

〇公営住宅等長寿命化計画策定事業 17,500千円
・日向市公営住宅長寿命化計画改定に伴う委託料

○借入金元金の返済に要する経費 98,108千円
・公営住宅建設や改良整備に伴って借入れた

市債元金の返済

○借入金利子の返済に要する経費 4,300千円
・公営住宅建設や改良整備に伴って借入れた

市債元金に係る利子の返済

5
（単位：千円）

年度 当初予算

所管部局 　建設部 所管課 　市街地整備課　

本年度予算額　① 前年度予算額　② 増　減　額（①－②）

29,000 91,800 △ 62,800

国庫支出金 県支出金 市　　債 そ の 他 一般財源

1 1 28,998

主な財源

会計名 財光寺南土地区画整理事業特別会計

財源内訳

目
的
・
効
果

　本地区は、宮崎県北地方拠点都市地域において「財光寺居住拠点地区」として位置
付けられており、本市の発展の一翼を担う地区として、公共・公益施設の体系的な整
備改善を行う。
 あわせて、民有空間との一体的な景観形成等の取組により、安全・安心で良好な住
環境の形成を図る。

事
　
業
　
内
　
容

<主な事業内容>

○委託料（施設維持管理等） Ｃ＝6,328千円
・事業管理地の除草
・浄化槽清掃保守点検

（仮設住宅　7棟・財光寺南まちづくり事務所）
・財光寺南まちづくり事務所警備委託
・測量調査等業務委託料
・嘱託登記委託料（相続）　等

○建設工事費 Ｃ＝4,863千円
・仮舗装、防塵舗装（Ａ＝700㎡）
・仮排水（Ｌ＝50ｍ）

○負担金、補助金及び交付金 Ｃ＝15,000千円
・上水道新設負担金（Ｌ＝697ｍ）

○補償金 Ｃ＝1,672千円
・工作物等補償　　1式
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5

（単位：千円）
年度 当初予算

所管部局 　市民環境部 所管課 　市民課　

本年度予算額　① 前年度予算額　② 増　減　額（①－②）

6,300 6,300 0

国庫支出金 県支出金 市　　債 そ の 他 一般財源

4,125 2,175

主な財源 墓園使用料

会計名 城山墓園事業特別会計

財源内訳

目
的
・
効
果

　市営墓地を整備・供給し、墓園施設の適正な運営管理を行うことで、納骨・埋葬等
に関する市民の利便性の向上を図るとともに、墓地の無縁化を防止する。

事
　
業
　
内
　
容

　施設の適正な運営管理を行う。

＜主な事業＞

○城山墓園管理運営費 4,394千円
・墓園内ごみ収集・トイレ清掃委託
・墓園内の除草・樹木剪定委託

○公衆トイレ維持管理・光熱費・産廃処理手数料　409千円
・公衆トイレ浄化槽検査、し尿収集手数料
・水道料及び電気料
・産業廃棄物処理手数料
・火災保険料

○敷地内設備の修繕 100千円

○区画返還時の使用料の還付 825千円

○承継案内等郵便料 105千円

5
（単位：千円）

年度 当初予算

所管部局 　上下水道局 所管課 　水道課　

本年度予算額　① 前年度予算額　② 増　減　額（①－②）

2,600 2,400 200

国庫支出金 県支出金 市　　債 そ の 他 一般財源

353 2,247

主な財源 水道料金

会計名 簡易給水施設特別会計

財源内訳

目
的
・
効
果

　美々津丸山地区住民に清浄で衛生的な飲料水の供給を行うため、丸山地区簡易給水
施設の維持管理を行う。また、民営共同管理水道施設における衛生的な水道水の安定
供給を支援する。

事
　
業
　
内
　
容

＜主な事業＞

○美々津丸山地区浄水、配水施設の維持管理経費　　2,300千円
　　給水戸数 9戸
　　給水人口 18人

○民営共同管理水道施設改修等補助金 300千円
　　対象施設　　　9施設

5
（単位：千円）

年度 当初予算

所管部局 　市民環境部 所管課 　国民健康保険課　

本年度予算額　① 前年度予算額　② 増　減　額（①－②）

7,172,000 7,134,000 38,000

国庫支出金 県支出金 市　　債 そ の 他 一般財源

1 5,388,607 1 14,212 1,769,179

主な財源 普通交付金、特別交付金、国民健康保険税等

会計名 国民健康保険事業特別会計

財源内訳

目
的
・
効
果

  国民健康保険被保険者の病気、けが、出産及び死亡などに対して必要な保険給付を
行うとともに、健康づくりや疾病予防を推進するための保健事業等を実施し、市民生
活の安定を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○総務費（事務費） 143,774千円
・管理給付（一般管理費・電算事務費） 109,543千円

    国民健康保険事業を運営するための人件費、事務費及び国民健康保険運営協
　　議会の運営に係る経費等

・賦課徴収費（賦課徴収・電算事務費）　　　　　    　 　34,231千円
    国民健康保険税の賦課徴収事務、滞納処分事務に係る経費、滞納管理システム
　　運用に要する経費等
○保険給付費 5,239,196千円

・療養給付費 4,398,013千円
    被保険者の負傷や疾病に伴う診療に係る給付費(費用額の7割または8割)

・療養費 コルセットや柔道整復師施術等に対する給付費　42,094千円
・審査支払手数料   レセプト審査支払手数料　　　　　　　11,839千円
・高額療養費、高額介護合算療養費             　   　　764,770千円

    被保険者が医療機関に支払う一部負担金が被保険者若しくは世帯の所得状況
    によって定めた自己負担限度額を超えた場合の給付

・移送費 100千円
　　病気やけがで移動困難な被保険者が医師の指示で移動した場合の給付

・出産育児諸費 19,000千円
被保険者の分娩に伴う出産育児一時金の給付(1件500千円)

  ・葬祭費(1件20千円)                      　        　　2,580千円
　・傷病手当金　新型コロナウイルス感染症のための給付費　　  800千円
○国民健康保険事業費納付金                      　　　1,698,628千円
  宮崎県が県内の保険税収納必要額（医療給付費、後期高齢者支援金等、介護納
  付金から公費による収入を控除）を市町村ごとの医療水準や所得状況によって
  按分し、市町村に賦課する納付金

・医療給付分(療養給付費、療養費、高額療養費等) 1,199,539千円
・後期高齢者支援金等分 374,394千円
・介護納付金分 124,695千円

○共同事業拠出金　　その他の共同事業事務費拠出金 1千円
　 退職者医療制度の適用適正化のため年金受給権者リストの作成費用
○財政安定化基金拠出金 1千円
　　県の財政安定化基金が減少した場合、国、県、市町村で補填するための拠出金
○保健事業費 76,625千円

・特定健診・保健指導事業　　 　　　　　　　 　　  　   36,042千円
　  40歳から74歳の被保険者を対象にメタボリックシンドローム（内臓脂肪型
　　肥満）に着目した特定健康診査を実施する。

5
（単位：千円）

年度 当初予算
（国民健康保険事業特別会計）

事
　
業
　
内
　
容

    さらに健診結果に基づきメタボリックシンドローム該当者・予備群等に階層
　　化し保健指導(動機づけ・積極的支援)を行う。

・保健衛生普及費　医療費通知の送付に係る経費 4,434千円
・国保保健指導事業 4,081千円

    国の重点課題である必須事業及び国保一般事業を実施
    健康教育・健康相談・歯科に係る保健事業及び特定健診の未受診者対策並び
　　に特定健診受診者へのフォローアップを行う。（健康づくり事業
　　334千円・歯科保健事業1,736千円・必須事業2,011千円）

・保健対策費 5,517千円
はり・きゅう・マッサージの利用助成事業に係る経費

・高額療養費貸付金　高額療養費の資金貸付 1千円
・医療費適正化対策費 15,455千円

    重複多受診、重複服薬訪問指導、レセプト点検業務委託等に係る経費
・保健福祉総合施設（やすらぎ館）管理費　　　   　 　　 11,095千円

隣接する市立東郷診療所と連携を図りながら、保健事業・在宅介護支援事業・
訪問看護事業を実施するもの

○基金積立金　国民健康保険基金利子 100千円
○公債費　　財政安定化基金から貸付時に返済するための科目 2千円
○諸支出金 10,304千円

・還付金・還付加算金 5,901千円
　　被保険者の保険税の納付に伴って発生する過誤納金を還付するための資金

・償還金 1千円
・延滞金 1千円
・繰出金 4,401千円

　　（一般会計繰出金）国民健康保険特別会計から繰出 1千円
　　（直営診療施設繰出金）直営診療施設である市立東郷診療所（特別会計）
    に国の特別調整交付金等を繰り出すもの 4,400千円
○予備費 3,369千円

予定外の支出及び予算を超過した支出へ対応するための資金

国民健康保険税収納率の推移 （％）

現年 94.76 95.38 95.35 

過年 20.72 20.57 20.55 

合計 78.00 79.87 81.55 

現年 98.36 0.00 0.00 

過年 36.12 7.80 10.76 

合計 36.34 7.80 10.76 

現年 94.76 95.38 95.35 

過年 20.81 20.53 20.53 

合計 77.95 79.83 81.52 

令和２年度 令和３年度
令和４年度

（見込）

被保険者（一般）

被保険者（退職）

全　　体

世帯数・被保険者数及び医療費の推移

8,936 8,686 8,501 △ 2.13

一般 13,431 12,856 12,400 △ 3.55

退職 0 0 0 ―　
計 13,431 12,856 12,400 △ 3.55

一般 5,920,659,829 5,618,270,831 5,589,524,827 △ 0.51

退職 △ 114,560 0 0 ―　
計 5,920,545,269 5,618,270,831 5,589,524,827 △ 0.51

一般 440,820 437,015 450,768 3.15

退職 ―　 ―　 ―　 ―　

計 440,812 437,015 450,768 3.15

※退職分は月遅れ請求や遡及修正分

世帯数

令和３年度
（決算）

令和４年度
（決算見込）

令和５年度
（当初見込）

前年度比
（％）

被保険者数
（人）

医療費
（円）

一人当たり
医療費（円）
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5
（単位：千円）

年度 当初予算

所管部局 　市民環境部 所管課 　市民課　

本年度予算額　① 前年度予算額　② 増　減　額（①－②）

6,300 6,300 0

国庫支出金 県支出金 市　　債 そ の 他 一般財源

4,125 2,175

主な財源 墓園使用料

会計名 城山墓園事業特別会計

財源内訳

目
的
・
効
果

　市営墓地を整備・供給し、墓園施設の適正な運営管理を行うことで、納骨・埋葬等
に関する市民の利便性の向上を図るとともに、墓地の無縁化を防止する。

事
　
業
　
内
　
容

　施設の適正な運営管理を行う。

＜主な事業＞

○城山墓園管理運営費 4,394千円
・墓園内ごみ収集・トイレ清掃委託
・墓園内の除草・樹木剪定委託

○公衆トイレ維持管理・光熱費・産廃処理手数料　409千円
・公衆トイレ浄化槽検査、し尿収集手数料
・水道料及び電気料
・産業廃棄物処理手数料
・火災保険料

○敷地内設備の修繕 100千円

○区画返還時の使用料の還付 825千円

○承継案内等郵便料 105千円

5
（単位：千円）

年度 当初予算

所管部局 　上下水道局 所管課 　水道課　

本年度予算額　① 前年度予算額　② 増　減　額（①－②）

2,600 2,400 200

国庫支出金 県支出金 市　　債 そ の 他 一般財源

353 2,247

主な財源 水道料金

会計名 簡易給水施設特別会計

財源内訳

目
的
・
効
果

　美々津丸山地区住民に清浄で衛生的な飲料水の供給を行うため、丸山地区簡易給水
施設の維持管理を行う。また、民営共同管理水道施設における衛生的な水道水の安定
供給を支援する。

事
　
業
　
内
　
容

＜主な事業＞

○美々津丸山地区浄水、配水施設の維持管理経費　　2,300千円
　　給水戸数 9戸
　　給水人口 18人

○民営共同管理水道施設改修等補助金 300千円
　　対象施設　　　9施設

5
（単位：千円）

年度 当初予算

所管部局 　市民環境部 所管課 　国民健康保険課　

本年度予算額　① 前年度予算額　② 増　減　額（①－②）

7,172,000 7,134,000 38,000

国庫支出金 県支出金 市　　債 そ の 他 一般財源

1 5,388,607 1 14,212 1,769,179

主な財源 普通交付金、特別交付金、国民健康保険税等

会計名 国民健康保険事業特別会計

財源内訳

目
的
・
効
果

  国民健康保険被保険者の病気、けが、出産及び死亡などに対して必要な保険給付を
行うとともに、健康づくりや疾病予防を推進するための保健事業等を実施し、市民生
活の安定を図る。

事
　
業
　
内
　
容

○総務費（事務費） 143,774千円
・管理給付（一般管理費・電算事務費） 109,543千円

    国民健康保険事業を運営するための人件費、事務費及び国民健康保険運営協
　　議会の運営に係る経費等

・賦課徴収費（賦課徴収・電算事務費）　　　　　    　 　34,231千円
    国民健康保険税の賦課徴収事務、滞納処分事務に係る経費、滞納管理システム
　　運用に要する経費等
○保険給付費 5,239,196千円

・療養給付費 4,398,013千円
    被保険者の負傷や疾病に伴う診療に係る給付費(費用額の7割または8割)

・療養費 コルセットや柔道整復師施術等に対する給付費　42,094千円
・審査支払手数料   レセプト審査支払手数料　　　　　　　11,839千円
・高額療養費、高額介護合算療養費             　   　　764,770千円

    被保険者が医療機関に支払う一部負担金が被保険者若しくは世帯の所得状況
    によって定めた自己負担限度額を超えた場合の給付

・移送費 100千円
　　病気やけがで移動困難な被保険者が医師の指示で移動した場合の給付

・出産育児諸費 19,000千円
被保険者の分娩に伴う出産育児一時金の給付(1件500千円)

  ・葬祭費(1件20千円)                      　        　　2,580千円
　・傷病手当金　新型コロナウイルス感染症のための給付費　　  800千円
○国民健康保険事業費納付金                      　　　1,698,628千円
  宮崎県が県内の保険税収納必要額（医療給付費、後期高齢者支援金等、介護納
  付金から公費による収入を控除）を市町村ごとの医療水準や所得状況によって
  按分し、市町村に賦課する納付金

・医療給付分(療養給付費、療養費、高額療養費等) 1,199,539千円
・後期高齢者支援金等分 374,394千円
・介護納付金分 124,695千円

○共同事業拠出金　　その他の共同事業事務費拠出金 1千円
　 退職者医療制度の適用適正化のため年金受給権者リストの作成費用
○財政安定化基金拠出金 1千円
　　県の財政安定化基金が減少した場合、国、県、市町村で補填するための拠出金
○保健事業費 76,625千円

・特定健診・保健指導事業　　 　　　　　　　 　　  　   36,042千円
　  40歳から74歳の被保険者を対象にメタボリックシンドローム（内臓脂肪型
　　肥満）に着目した特定健康診査を実施する。

5
（単位：千円）

年度 当初予算
（国民健康保険事業特別会計）

事
　
業
　
内
　
容

    さらに健診結果に基づきメタボリックシンドローム該当者・予備群等に階層
　　化し保健指導(動機づけ・積極的支援)を行う。

・保健衛生普及費　医療費通知の送付に係る経費 4,434千円
・国保保健指導事業 4,081千円

    国の重点課題である必須事業及び国保一般事業を実施
    健康教育・健康相談・歯科に係る保健事業及び特定健診の未受診者対策並び
　　に特定健診受診者へのフォローアップを行う。（健康づくり事業
　　334千円・歯科保健事業1,736千円・必須事業2,011千円）

・保健対策費 5,517千円
はり・きゅう・マッサージの利用助成事業に係る経費

・高額療養費貸付金　高額療養費の資金貸付 1千円
・医療費適正化対策費 15,455千円

    重複多受診、重複服薬訪問指導、レセプト点検業務委託等に係る経費
・保健福祉総合施設（やすらぎ館）管理費　　　   　 　　 11,095千円

隣接する市立東郷診療所と連携を図りながら、保健事業・在宅介護支援事業・
訪問看護事業を実施するもの

○基金積立金　国民健康保険基金利子 100千円
○公債費　　財政安定化基金から貸付時に返済するための科目 2千円
○諸支出金 10,304千円

・還付金・還付加算金 5,901千円
　　被保険者の保険税の納付に伴って発生する過誤納金を還付するための資金

・償還金 1千円
・延滞金 1千円
・繰出金 4,401千円

　　（一般会計繰出金）国民健康保険特別会計から繰出 1千円
　　（直営診療施設繰出金）直営診療施設である市立東郷診療所（特別会計）
    に国の特別調整交付金等を繰り出すもの 4,400千円
○予備費 3,369千円

予定外の支出及び予算を超過した支出へ対応するための資金

国民健康保険税収納率の推移 （％）

現年 94.76 95.38 95.35 

過年 20.72 20.57 20.55 

合計 78.00 79.87 81.55 

現年 98.36 0.00 0.00 

過年 36.12 7.80 10.76 

合計 36.34 7.80 10.76 

現年 94.76 95.38 95.35 

過年 20.81 20.53 20.53 

合計 77.95 79.83 81.52 

令和２年度 令和３年度
令和４年度

（見込）

被保険者（一般）

被保険者（退職）

全　　体

世帯数・被保険者数及び医療費の推移

8,936 8,686 8,501 △ 2.13

一般 13,431 12,856 12,400 △ 3.55

退職 0 0 0 ―　
計 13,431 12,856 12,400 △ 3.55

一般 5,920,659,829 5,618,270,831 5,589,524,827 △ 0.51

退職 △ 114,560 0 0 ―　
計 5,920,545,269 5,618,270,831 5,589,524,827 △ 0.51

一般 440,820 437,015 450,768 3.15

退職 ―　 ―　 ―　 ―　

計 440,812 437,015 450,768 3.15

※退職分は月遅れ請求や遡及修正分

世帯数

令和３年度
（決算）

令和４年度
（決算見込）

令和５年度
（当初見込）

前年度比
（％）

被保険者数
（人）

医療費
（円）

一人当たり
医療費（円）
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5

（単位：千円）
年度 当初予算

所管部局 　健康長寿部 所管課 　東郷診療所

本年度予算額　① 前年度予算額　② 増　減　額（①－②）

785,800 280,000 505,800

国庫支出金 県支出金 市　　債 そ の 他 一般財源

44,681 422,300 5,481 313,338

主な財源
施設整備費県補助金、診療所公舎貸付料等、やすらぎ館電気料金等
負担金、調整交付金繰入金

会計名 国民健康保険東郷診療所特別会計

財源内訳

目
的
・
効
果

　公立医療機関、また、国民健康保険診療施設として医療や訪問看護を提供するとと
もに、地域住民の健康の保持増進を図る。
　また、住民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域に根ざし、医
療、保健、福祉、介護の架け橋となる診療所を目指す。

事
　
業
　
内
　
容

○総務費 200,933千円
施設管理費 200,933千円

・一般管理費 200,933千円
診療所全体の運営に係る人件費、事務費等

○医業費 41,621千円
医業費 41,621千円

・医業費 41,621千円
診療等に必要な経費や医療機器等の管理費
及び訪問看護事業に係る人件費、事務費等

○施設整備費 542,233千円
施設整備費 542,233千円

・施設整備費 542,233千円
新診療所整備・機器導入に係る経費

（新診療所の概要）
・構造　　　鉄骨平屋建て
・延床面積　599㎡
・供用開始　令和6年3月予定

○公債費 227千円
公債費 227千円

・元金 1千円
・利子 226千円

起債等借入金の返済に要する経費
○諸支出金 1千円

繰出金 1千円
・一般会計繰出金 1千円

必要に応じ一般会計へ繰り出すための費用
○予備費 785千円

5
（単位：千円）

年度 当初予算

所管部局 　健康長寿部 所管課 　高齢者あんしん課　

本年度予算額　① 前年度予算額　② 増　減　額（①－②）

5,869,000 5,585,000 284,000

国庫支出金 県支出金 市　　債 そ の 他 一般財源

1,438,333 824,424 1,525,117 2,081,126

主な財源
介護給付費負担金（国・県）、財政調整交付金、支払基金交付金、
第1号被保険者介護保険料等

会計名 介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

財源内訳

目
的
・
効
果

　介護保険事業に係る保険給付を円滑に実施し、高齢者の保健福祉の増進を図ること
を目的とする。

事
　
業
　
内
　
容

　介護保険法に基づき保険者（市）が地域の実情を踏まえて策定する「介護保険事業
計画」（3年で1期）に沿って、高齢者が要介護度に応じて選択する様々な介護サービ
スの給付及び地域支援事業を行う。

第8期介護保険事業計画（令和3～5年度）では、介護保険制度の持続可能性を維持
しながら、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、「介護予
防」及び「要介護度の重度化予防」を実現するための自立支援の推進、地域包括支援
センターの機能強化と包括的ケアマネジメントの推進、在宅介護の限界点の向上を目
指した医療・介護の連携の推進、認知症施策の推進、介護給付適正化事業の充実など
を図り、「地域包括ケアシステム」の深化・推進に引き続き取り組む。
　また、介護支援専門員不足を解消するため、市独自の支援策を活用して、人材確保
に努める。
　なお、第8期事業実績の評価及び各種調査結果等を基に、取り組むべき課題を明確
にし、第9期介護保険事業計画（令和6～8年度）の策定を行う。
<主な事業費>
○総務費 142,827千円

介護保険制度の保険料・介護認定・介護給付等の事務費
・総務管理費 75,135千円
・徴収費 10,078千円
・介護認定審査会費 57,301千円
・趣旨普及費 300千円
・計画策定委員会費 13千円

○保険給付費(介護サービス等諸費) 5,026,416千円
要介護者に対する介護サービス利用の給付事業
・居宅介護サービス給付費 2,011,340千円

在宅で生活する要介護者に対する給付事業
・地域密着型介護サービス給付費 1,129,567千円

要介護者の身近な地域での地域特性に対応した給付事業
・施設介護サービス給付費 1,688,811千円

介護保険施設に入所する要介護者に対する給付事業
・特定福祉用具販売 3,273千円

在宅要介護者の福祉用具購入に対する給付事業
・居宅介護住宅改修費 10,560千円

在宅要介護者の住宅改修に対する給付事業
・居宅介護サービス計画給付費 182,865千円

在宅要介護者のケアプラン作成に対する給付事業

5
（単位：千円）

年度 当初予算
（介護保険事業特別会計）

事

業

内

容

○保険給付費(介護予防サービス等諸費) 153,947千円　   
要支援者に対する介護サービス利用の給付事業
・介護予防サービス給付費 91,750千円

在宅要支援者に対する給付事業
・地域密着型介護予防サービス給付費 37,683千円

要支援者の身近な地域での地域特性に対応した給付事業
・特定介護予防福祉用具販売 1,874千円

在宅要支援者の福祉用具購入に対する給付事業
・介護予防住宅改修費 9,200千円

在宅要支援者の住宅改修に対する給付事業
・介護予防サービス計画給付費 13,440千円

在宅要支援者のケアプラン作成に対する給付事業
○その他の保険給付費 312,129千円    

・審査支払手数料 4,452千円　
・高額介護サービス等費 125,176千円　

利用者負担が高額となったとき、所得に応じた限度額を
超えた額を給付する事業

・特別給付費 3,550千円
介護保険法で定められた介護給付・予防給付以外に実施
する独自給付

・特定入所者介護サービス等費 162,452千円
施設サービスを利用したときの居住費と食費の負担につ
いて所得に応じて負担限度額を設け、低所得者の負担軽減
を図る給付事業

・高額医療合算介護サービス等費 16,499千円　
介護と医療の利用者負担が高額となったとき、所得に応
じた限度額を超えた額を給付する事業

○財政安定化基金拠出金 2千円 
○保健福祉事業費 7,831千円
○地域支援事業費 177,809千円

・介護予防・生活支援サービス事業費 143,560千円
介護事業者による既存サービスに加え、事業者、ＮＰＯ、
住民ボランティア等による新たなサービスを提供する事業

・一般介護予防事業 1,220千円
高齢者の生活機能の維持・向上を図るため、いきいき百
歳体操をはじめとした介護予防教室の普及と自主化を促
進する事業

・包括的支援事業・任意事業費 32,309千円
高齢者が、住み慣れた地域で生活を継続できるよう被保
険者及び要介護者を介護する者等に対し地域に応じた必
要な支援を行う事業

・その他諸費 720千円
○基金積立金 239千円
○諸支出金 46,333千円
○公債費 1千円
○予備費 1,466千円

5
（単位：千円）

年度 当初予算

所管部局 健康長寿部 所管課 高齢者あんしん課　

本年度予算額　① 前年度予算額　② 増　減　額（①－②）

42,500 38,900 3,600

国庫支出金 県支出金 市　　債 そ の 他 一般財源

23,083 19,417

主な財源 認定審査会共同設置負担金（2町2村）

会計名 日向入郷地域介護認定審査事業特別会計

財源内訳

目
的
・
効
果

　日向入郷1市2町2村で設置した介護認定審査会の効率的で円滑な運営を図る。

事

業

内

容

　介護認定審査会の効率的で円滑な運営を図るとともに、審査会構成町村で派遣職員
を配置し、審査会開催のための事務・連絡等を行う。
【派遣職員：美郷町（令和4年度～令和7年度）】

<主な事業>
○介護認定審査会共同設置事業 42,400千円

・報酬等（認定審査会委員・会計年度任用職員）  18,628千円
・委託料（システム保守管理・開発委託料） 10,112千円
・使用料及び貸借料（システム貸借料） 6,841千円
・負担金（派遣職員給与等） 6,070千円
・事務費（消耗品・光熱水費・通信運搬費等） 749千円
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5
（単位：千円）

年度 当初予算

所管部局 　健康長寿部 所管課 　東郷診療所

本年度予算額　① 前年度予算額　② 増　減　額（①－②）

785,800 280,000 505,800

国庫支出金 県支出金 市　　債 そ の 他 一般財源

44,681 422,300 5,481 313,338

主な財源
施設整備費県補助金、診療所公舎貸付料等、やすらぎ館電気料金等
負担金、調整交付金繰入金

会計名 国民健康保険東郷診療所特別会計

財源内訳

目
的
・
効
果

　公立医療機関、また、国民健康保険診療施設として医療や訪問看護を提供するとと
もに、地域住民の健康の保持増進を図る。
　また、住民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域に根ざし、医
療、保健、福祉、介護の架け橋となる診療所を目指す。

事
　
業
　
内
　
容

○総務費 200,933千円
施設管理費 200,933千円

・一般管理費 200,933千円
診療所全体の運営に係る人件費、事務費等

○医業費 41,621千円
医業費 41,621千円

・医業費 41,621千円
診療等に必要な経費や医療機器等の管理費
及び訪問看護事業に係る人件費、事務費等

○施設整備費 542,233千円
施設整備費 542,233千円

・施設整備費 542,233千円
新診療所整備・機器導入に係る経費

（新診療所の概要）
・構造　　　鉄骨平屋建て
・延床面積　599㎡
・供用開始　令和6年3月予定

○公債費 227千円
公債費 227千円

・元金 1千円
・利子 226千円

起債等借入金の返済に要する経費
○諸支出金 1千円

繰出金 1千円
・一般会計繰出金 1千円

必要に応じ一般会計へ繰り出すための費用
○予備費 785千円

5
（単位：千円）

年度 当初予算

所管部局 　健康長寿部 所管課 　高齢者あんしん課　

本年度予算額　① 前年度予算額　② 増　減　額（①－②）

5,869,000 5,585,000 284,000

国庫支出金 県支出金 市　　債 そ の 他 一般財源

1,438,333 824,424 1,525,117 2,081,126

主な財源
介護給付費負担金（国・県）、財政調整交付金、支払基金交付金、
第1号被保険者介護保険料等

会計名 介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

財源内訳

目
的
・
効
果

　介護保険事業に係る保険給付を円滑に実施し、高齢者の保健福祉の増進を図ること
を目的とする。

事
　
業
　
内
　
容

　介護保険法に基づき保険者（市）が地域の実情を踏まえて策定する「介護保険事業
計画」（3年で1期）に沿って、高齢者が要介護度に応じて選択する様々な介護サービ
スの給付及び地域支援事業を行う。

第8期介護保険事業計画（令和3～5年度）では、介護保険制度の持続可能性を維持
しながら、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、「介護予
防」及び「要介護度の重度化予防」を実現するための自立支援の推進、地域包括支援
センターの機能強化と包括的ケアマネジメントの推進、在宅介護の限界点の向上を目
指した医療・介護の連携の推進、認知症施策の推進、介護給付適正化事業の充実など
を図り、「地域包括ケアシステム」の深化・推進に引き続き取り組む。
　また、介護支援専門員不足を解消するため、市独自の支援策を活用して、人材確保
に努める。
　なお、第8期事業実績の評価及び各種調査結果等を基に、取り組むべき課題を明確
にし、第9期介護保険事業計画（令和6～8年度）の策定を行う。
<主な事業費>
○総務費 142,827千円

介護保険制度の保険料・介護認定・介護給付等の事務費
・総務管理費 75,135千円
・徴収費 10,078千円
・介護認定審査会費 57,301千円
・趣旨普及費 300千円
・計画策定委員会費 13千円

○保険給付費(介護サービス等諸費) 5,026,416千円
要介護者に対する介護サービス利用の給付事業
・居宅介護サービス給付費 2,011,340千円

在宅で生活する要介護者に対する給付事業
・地域密着型介護サービス給付費 1,129,567千円

要介護者の身近な地域での地域特性に対応した給付事業
・施設介護サービス給付費 1,688,811千円

介護保険施設に入所する要介護者に対する給付事業
・特定福祉用具販売 3,273千円

在宅要介護者の福祉用具購入に対する給付事業
・居宅介護住宅改修費 10,560千円

在宅要介護者の住宅改修に対する給付事業
・居宅介護サービス計画給付費 182,865千円

在宅要介護者のケアプラン作成に対する給付事業

5
（単位：千円）

年度 当初予算
（介護保険事業特別会計）

事

業

内

容

○保険給付費(介護予防サービス等諸費) 153,947千円　   
要支援者に対する介護サービス利用の給付事業
・介護予防サービス給付費 91,750千円

在宅要支援者に対する給付事業
・地域密着型介護予防サービス給付費 37,683千円

要支援者の身近な地域での地域特性に対応した給付事業
・特定介護予防福祉用具販売 1,874千円

在宅要支援者の福祉用具購入に対する給付事業
・介護予防住宅改修費 9,200千円

在宅要支援者の住宅改修に対する給付事業
・介護予防サービス計画給付費 13,440千円

在宅要支援者のケアプラン作成に対する給付事業
○その他の保険給付費 312,129千円    

・審査支払手数料 4,452千円　
・高額介護サービス等費 125,176千円　

利用者負担が高額となったとき、所得に応じた限度額を
超えた額を給付する事業

・特別給付費 3,550千円
介護保険法で定められた介護給付・予防給付以外に実施
する独自給付

・特定入所者介護サービス等費 162,452千円
施設サービスを利用したときの居住費と食費の負担につ
いて所得に応じて負担限度額を設け、低所得者の負担軽減
を図る給付事業

・高額医療合算介護サービス等費 16,499千円　
介護と医療の利用者負担が高額となったとき、所得に応
じた限度額を超えた額を給付する事業

○財政安定化基金拠出金 2千円 
○保健福祉事業費 7,831千円
○地域支援事業費 177,809千円

・介護予防・生活支援サービス事業費 143,560千円
介護事業者による既存サービスに加え、事業者、ＮＰＯ、
住民ボランティア等による新たなサービスを提供する事業

・一般介護予防事業 1,220千円
高齢者の生活機能の維持・向上を図るため、いきいき百
歳体操をはじめとした介護予防教室の普及と自主化を促
進する事業

・包括的支援事業・任意事業費 32,309千円
高齢者が、住み慣れた地域で生活を継続できるよう被保
険者及び要介護者を介護する者等に対し地域に応じた必
要な支援を行う事業

・その他諸費 720千円
○基金積立金 239千円
○諸支出金 46,333千円
○公債費 1千円
○予備費 1,466千円

5
（単位：千円）

年度 当初予算

所管部局 健康長寿部 所管課 高齢者あんしん課　

本年度予算額　① 前年度予算額　② 増　減　額（①－②）

42,500 38,900 3,600

国庫支出金 県支出金 市　　債 そ の 他 一般財源

23,083 19,417

主な財源 認定審査会共同設置負担金（2町2村）

会計名 日向入郷地域介護認定審査事業特別会計

財源内訳

目
的
・
効
果

　日向入郷1市2町2村で設置した介護認定審査会の効率的で円滑な運営を図る。

事

業

内

容

　介護認定審査会の効率的で円滑な運営を図るとともに、審査会構成町村で派遣職員
を配置し、審査会開催のための事務・連絡等を行う。
【派遣職員：美郷町（令和4年度～令和7年度）】

<主な事業>
○介護認定審査会共同設置事業 42,400千円

・報酬等（認定審査会委員・会計年度任用職員）  18,628千円
・委託料（システム保守管理・開発委託料） 10,112千円
・使用料及び貸借料（システム貸借料） 6,841千円
・負担金（派遣職員給与等） 6,070千円
・事務費（消耗品・光熱水費・通信運搬費等） 749千円
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5

（単位：千円）
年度 当初予算

所管部局 市民環境部 所管課 国民健康保険課　

本年度予算額　① 前年度予算額　② 増　減　額（①－②）

873,000 761,000 112,000

国庫支出金 県支出金 市　　債 そ の 他 一般財源

1 18,168 854,831

主な財源
事務費補助金、健診事業収入、督促手数料、納付証明手数料、後期
高齢者医療保険料等

会計名 後期高齢者医療事業特別会計

財源内訳

目
的
・
効
果

  75歳以上の者(寝たきりなど一定の障がいがある65歳から74歳の者を含む)を対象
に、その疾病や負傷等に対する医療の給付、保険料の徴収、健康づくり事業などを行
い、市民生活の安定を図る。

事

業

内

容

  後期高齢者医療制度を運営するために市町村が行う窓口事務（被保険者証の引き渡
し、申請、届け出の受付等）及び後期高齢者医療保険料徴収業務、健康診査事業等を
行う。

○後期高齢者医療総務管理費 30,570千円
  後期高齢者医療制度の事務に従事する職員人件費及び事務費等
○徴収に要する経費　　　　 　　　　 　　　　　　　 　7,001千円

後期高齢者医療保険料の収納事務(納付書等郵送料・口座振替手数料・徴収シス
テム及び機器保守負担金・帳票等印刷及び封緘委託料・後期高齢者保険事務電
算処理負担金）に係る経費

○滞納処分に要する経費　　　　　　　　 　　　  　      300千円
保険料未納者に対する督促状や催告書、差押予告書の送付に係る経費

○後期高齢者医療広域連合納付金　　               　814,847千円
後期高齢者医療に要する費用に充てるため収納した後期高齢者医療保険料と低所
得等の理由により、保険料負担を一部軽減した相当額（県と市が負担）を宮崎県
後期高齢者医療広域連合に納付する。

○健康診査事業　　　　　　　　　　　　　　　      　 18,166千円
　後期高齢者の集団・個別健診に係る委託料及び健診に必要な受診券の作成、受診
  案内通知の郵送料や啓発パンフレットなどの事務経費
○諸支出金 1,130千円

・保険料還付金、還付加算金 1,129千円
  　被保険者の保険料の納付に伴って発生する過誤納金を還付するための資金

・一般会計繰出金 1千円
○公債費　一時借入金利子 1千円
○予備費 985千円

予期しない後期高齢者医療事業の費用に対応するための資金

［令和4年12月31日現在］
　後期高齢者医療被保険者数　9,873人(市人口59,390人）

5
（単位：千円）

年度 当初予算

所管部局 上下水道局 所管課 水道課　

本年度予算額　①　（Ｂ＋Ｄ） 前年度予算額　② 増　減　額（①－②）

1,906,082 1,935,209 △ 29,127

Ａ 収益的収入 1,255,129 うち水道料金　 1,128,521

Ｂ 収益的支出 1,041,692

Ｃ 資本的収入 281,247 うち企業債 250,000 収支差額

Ｄ 資本的支出 864,390 △ 583,143

【補てん財源内訳】 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 59,474

過年度分損益勘定留保資金　　 523,669

会計名 水道事業会計

予
算
内
訳

目
的
・
効
果

　安全でおいしい水道水を安定的に供給するため、「日向市水道ビジョン」に基づき
事業を推進するとともに、効率的・効果的な施設の維持管理に努めることを目的とす
る。

事

業

内

容

　水道事業の経営安定及び施設の適切な維持管理、老朽化の著しい設備等の更新と耐
震化を図る。

＜主な事業＞

○配水管布設費 507,000千円
・老朽化の著しい配水管・送水管の更新と耐震化

に係る経費
○施設改良費

・浄水場及び配水施設内設備更新工事に係る経費  136,528千円
○維持管理及び運営費

・原水及び浄水に係る経費 265,511千円
・配水及び給水に係る経費 180,323千円
・事業の運営に係る経費 　　 153,471千円

○企業債元金及び利息
・建設改良費に係る借入金償還のための経費 246,623千円

5
（単位：千円）

年度 当初予算

所管部局  上下水道局 所管課  水道課　

本年度予算額　①　（Ｂ＋Ｄ） 前年度予算額　② 増　減　額（①－②）

171,804 170,729 1,075

Ａ 収益的収入 109,678 うち水道料金　 60,952

Ｂ 収益的支出 109,644

Ｃ 資本的収入 30,845 うち企業債 10,000 収支差額

Ｄ 資本的支出 62,160 △ 31,315

【補てん財源内訳】 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,810

過年度分損益勘定留保資金　 29,505

会計名 簡易水道事業会計

予
算
内
訳

目
的
・
効
果

　簡易水道施設において、施設の維持管理、整備及び水質検査等を行い、清浄で衛生的な
飲料水を安定して供給することを目的とする。

事
　
業
　
内
　
容

　簡易水道施設の更新、長寿命化を実施することにより、適切な維持管理を図る。

＜主な事業＞

○配水管布設費 10,000千円
○施設改良費

設備等の長寿命化に係る経費
・福瀬配水池遠方監視装置更新工事　ほか 9,412千円

○維持管理及び運営費
・原水及び浄水に係る経費 20,213千円
・配水及び給水に係る経費 29,064千円
・事業の運営に係る経費 5,776千円

○企業債元金及び利子
・建設改良費等に係る借入金償還のための経費 44,255千円

5
（単位：千円）

年度 当初予算

所管部局  上下水道局 所管課  下水道課　

本年度予算額　①　（Ｂ＋Ｄ） 前年度予算額　② 増　減　額（①－②）

2,624,332 2,521,480 102,852

Ａ 収益的収入 1,421,898 うち下水道使用料　 501,704

Ｂ 収益的支出 1,269,483

Ｃ 資本的収入 750,691 うち企業債 426,100 収支差額

Ｄ 資本的支出 1,354,849 △ 604,158

【補てん財源内訳】 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,486

当年度分損益勘定留保資金　 401,662

当年度未処分利益剰余金 200,010

会計名 下水道事業会計

目
的
・
効
果

　公営企業として、財政状況を的確に把握し、健全で持続可能な事業運営に努めると
ともに、下水道事業の目的である大雨による浸水の防除、公衆衛生の向上、公共用水
域の水質保全を着実に推進する。

予
算
内
訳

事
　
業
　
内
　
容

　老朽化した下水道施設の改築需要に対応しつつ、適切な維持管理に努める。
　併せて、国が方針を示している令和8年度末までの汚水処理施設整備の概成を目指し
て、公共下水道の面整備を推進する。

＜主な事業＞

○管きょ、浄化センター及びポンプ場管理運営費
（１）管きょ費　　（維持管理費） 13,042千円
（２）ポンプ場費　（維持管理費） 52,162千円
（３）処理場費　　（維持管理費） 280,123千円

○工事請負費
（１）管きょ費 139,000千円

往還、切島山2区の未普及対策に係る経費

（２）ポンプ場費 7,000千円
ポンプ場の長寿命化対策に係る経費

（３）処理場費 242,000千円
浄化センターの長寿命化対策に係る経費

○借入元金及び利子 929,397千円
下水道施設建設等に係る借入金償還のための経費
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5
（単位：千円）

年度 当初予算

所管部局 市民環境部 所管課 国民健康保険課　

本年度予算額　① 前年度予算額　② 増　減　額（①－②）

873,000 761,000 112,000

国庫支出金 県支出金 市　　債 そ の 他 一般財源

1 18,168 854,831

主な財源
事務費補助金、健診事業収入、督促手数料、納付証明手数料、後期
高齢者医療保険料等

会計名 後期高齢者医療事業特別会計

財源内訳

目
的
・
効
果

  75歳以上の者(寝たきりなど一定の障がいがある65歳から74歳の者を含む)を対象
に、その疾病や負傷等に対する医療の給付、保険料の徴収、健康づくり事業などを行
い、市民生活の安定を図る。

事

業

内

容

  後期高齢者医療制度を運営するために市町村が行う窓口事務（被保険者証の引き渡
し、申請、届け出の受付等）及び後期高齢者医療保険料徴収業務、健康診査事業等を
行う。

○後期高齢者医療総務管理費 30,570千円
  後期高齢者医療制度の事務に従事する職員人件費及び事務費等
○徴収に要する経費　　　　 　　　　 　　　　　　　 　7,001千円

後期高齢者医療保険料の収納事務(納付書等郵送料・口座振替手数料・徴収シス
テム及び機器保守負担金・帳票等印刷及び封緘委託料・後期高齢者保険事務電
算処理負担金）に係る経費

○滞納処分に要する経費　　　　　　　　 　　　  　      300千円
保険料未納者に対する督促状や催告書、差押予告書の送付に係る経費

○後期高齢者医療広域連合納付金　　               　814,847千円
後期高齢者医療に要する費用に充てるため収納した後期高齢者医療保険料と低所
得等の理由により、保険料負担を一部軽減した相当額（県と市が負担）を宮崎県
後期高齢者医療広域連合に納付する。

○健康診査事業　　　　　　　　　　　　　　　      　 18,166千円
　後期高齢者の集団・個別健診に係る委託料及び健診に必要な受診券の作成、受診
  案内通知の郵送料や啓発パンフレットなどの事務経費
○諸支出金 1,130千円

・保険料還付金、還付加算金 1,129千円
  　被保険者の保険料の納付に伴って発生する過誤納金を還付するための資金

・一般会計繰出金 1千円
○公債費　一時借入金利子 1千円
○予備費 985千円

予期しない後期高齢者医療事業の費用に対応するための資金

［令和4年12月31日現在］
　後期高齢者医療被保険者数　9,873人(市人口59,390人）

5
（単位：千円）

年度 当初予算

所管部局 上下水道局 所管課 水道課　

本年度予算額　①　（Ｂ＋Ｄ） 前年度予算額　② 増　減　額（①－②）

1,906,082 1,935,209 △ 29,127

Ａ 収益的収入 1,255,129 うち水道料金　 1,128,521

Ｂ 収益的支出 1,041,692

Ｃ 資本的収入 281,247 うち企業債 250,000 収支差額

Ｄ 資本的支出 864,390 △ 583,143

【補てん財源内訳】 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 59,474

過年度分損益勘定留保資金　　 523,669

会計名 水道事業会計

予
算
内
訳

目
的
・
効
果

　安全でおいしい水道水を安定的に供給するため、「日向市水道ビジョン」に基づき
事業を推進するとともに、効率的・効果的な施設の維持管理に努めることを目的とす
る。

事

業

内

容

　水道事業の経営安定及び施設の適切な維持管理、老朽化の著しい設備等の更新と耐
震化を図る。

＜主な事業＞

○配水管布設費 507,000千円
・老朽化の著しい配水管・送水管の更新と耐震化

に係る経費
○施設改良費

・浄水場及び配水施設内設備更新工事に係る経費  136,528千円
○維持管理及び運営費

・原水及び浄水に係る経費 265,511千円
・配水及び給水に係る経費 180,323千円
・事業の運営に係る経費 　　 153,471千円

○企業債元金及び利息
・建設改良費に係る借入金償還のための経費 246,623千円

5
（単位：千円）

年度 当初予算

所管部局  上下水道局 所管課  水道課　

本年度予算額　①　（Ｂ＋Ｄ） 前年度予算額　② 増　減　額（①－②）

171,804 170,729 1,075

Ａ 収益的収入 109,678 うち水道料金　 60,952

Ｂ 収益的支出 109,644

Ｃ 資本的収入 30,845 うち企業債 10,000 収支差額

Ｄ 資本的支出 62,160 △ 31,315

【補てん財源内訳】 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,810

過年度分損益勘定留保資金　 29,505

会計名 簡易水道事業会計

予
算
内
訳

目
的
・
効
果

　簡易水道施設において、施設の維持管理、整備及び水質検査等を行い、清浄で衛生的な
飲料水を安定して供給することを目的とする。

事
　
業
　
内
　
容

　簡易水道施設の更新、長寿命化を実施することにより、適切な維持管理を図る。

＜主な事業＞

○配水管布設費 10,000千円
○施設改良費

設備等の長寿命化に係る経費
・福瀬配水池遠方監視装置更新工事　ほか 9,412千円

○維持管理及び運営費
・原水及び浄水に係る経費 20,213千円
・配水及び給水に係る経費 29,064千円
・事業の運営に係る経費 5,776千円

○企業債元金及び利子
・建設改良費等に係る借入金償還のための経費 44,255千円

5
（単位：千円）

年度 当初予算

所管部局  上下水道局 所管課  下水道課　

本年度予算額　①　（Ｂ＋Ｄ） 前年度予算額　② 増　減　額（①－②）

2,624,332 2,521,480 102,852

Ａ 収益的収入 1,421,898 うち下水道使用料　 501,704

Ｂ 収益的支出 1,269,483

Ｃ 資本的収入 750,691 うち企業債 426,100 収支差額

Ｄ 資本的支出 1,354,849 △ 604,158

【補てん財源内訳】 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,486

当年度分損益勘定留保資金　 401,662

当年度未処分利益剰余金 200,010

会計名 下水道事業会計

目
的
・
効
果

　公営企業として、財政状況を的確に把握し、健全で持続可能な事業運営に努めると
ともに、下水道事業の目的である大雨による浸水の防除、公衆衛生の向上、公共用水
域の水質保全を着実に推進する。

予
算
内
訳

事
　
業
　
内
　
容

　老朽化した下水道施設の改築需要に対応しつつ、適切な維持管理に努める。
　併せて、国が方針を示している令和8年度末までの汚水処理施設整備の概成を目指し
て、公共下水道の面整備を推進する。

＜主な事業＞

○管きょ、浄化センター及びポンプ場管理運営費
（１）管きょ費　　（維持管理費） 13,042千円
（２）ポンプ場費　（維持管理費） 52,162千円
（３）処理場費　　（維持管理費） 280,123千円

○工事請負費
（１）管きょ費 139,000千円

往還、切島山2区の未普及対策に係る経費

（２）ポンプ場費 7,000千円
ポンプ場の長寿命化対策に係る経費

（３）処理場費 242,000千円
浄化センターの長寿命化対策に係る経費

○借入元金及び利子 929,397千円
下水道施設建設等に係る借入金償還のための経費
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5

（単位：千円）
年度 当初予算

所管部局  上下水道局 所管課  下水道課　

本年度予算額　①　（Ｂ＋Ｄ） 前年度予算額　② 増　減　額（①－②）

326,539 324,870 1,669

Ａ 収益的収入 209,247 うち農業集落排水施設使用料　 34,854

Ｂ 収益的支出 187,991

Ｃ 資本的収入 74,542 うち企業債 45,000 収支差額

Ｄ 資本的支出 138,548 △ 64,006

【補てん財源内訳】 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,955

当年度分損益勘定留保資金　 38,624

当年度未処分利益剰余金 23,427

会計名 農業集落排水事業会計

目
的
・
効
果

　農業集落地域の水質保全、及び、基礎的な生活環境の改善を図ることを目的として
整備してきた3地区（秋留地区、山陰地区、美々津地区）の農業集落排水事業処理施設
の適切な衛生管理はもとより、長寿命化対策を計画的に推進する。

予
算
内
訳

事
　
業
　
内
　
容

　農業集落排水施設の適切な管理運営、及び、老朽化に伴う長寿命化対策を行う。

＜主な事業＞

○管きょ、処理場管理運営費
（１）管きょ費　　（維持管理費） 13,402千円
（２）処理場費　　（維持管理費） 41,399千円

○工事請負費
（１）管きょ費 10,600千円

中継ポンプ更新工事に係る経費

（２）処理場費 24,200千円
処理場施設（秋留・山陰・美々津地区）の長寿命化対策に係る
機器更新工事費

○借入元金及び利子 100,978千円
農業集落排水施設建設等に係る借入金償還のための経費
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