
款 項 目 課 室

１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容
（単位：千円）

４．その他特記事項

第 章

参考図書、消耗品購入代

法務局に登記される土地の分合筆データの修正業務の委託、
地籍管理システム保守業務

217

1,724

固定資産評価業務
土砂災害特別警戒区域内（レッドゾーン）に含まれる宅地と
雑種地の影響面積を算出し課税の適正化を図る

1,977

税務総務一般経費

公図修正業務

総合計画での位置付け

合　　　　　　　計 4,060

中部ふるさと広域連合負
担金（固定資産評価審査
委員会）

固定資産評価審査委員会：固定資産課税台帳に登録された価
格に関する不服審査決定するための第三者機関、広域連合が
設置し運営しているその負担金

107

固定資産評価システム
研究センター負担金

租税教育推進協議会
負担金

固定資産評価システム研究センター：固定資産税に関する調
査、最新情報の提供、各種資産評価の研修会の開催を目的と
した総務省の外郭団体への負担金

租税教育推進協議会：次世代を担う児童・生徒に対して税に
関する正しい知識を広めるため副教材の作製や、租税教室の
開催、税に関する作文や習字の募集を行っている協議会への
負担金

30

5

4,060

適正公平な税務事務の遂行経費

適正公平な税務事務の遂行のための事務的経費

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

税務総務費 4,060

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

平成30年度 一　般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

37
予算
科目

2 2 1 所属： 町民税務 税務

過疎 辺地
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款 項 目 課 室

１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容
（単位：千円）

４．その他特記事項

第 章

平成30年度 一　般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

37
予算
科目

2 2 2 所属： 町民税務 税務

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

賦課徴収事務一般経費
賦課・徴収に伴う事務経費（消耗品、印刷物、クレジット収
納手数料、口座振替手数料他）

3,657

賦課徴収費 24,432 4,783 19,649

町の基本的な自主財源の確保

税の公平性を確保し、適正及び効率的な賦課徴収を行うための事務的経費。

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

税務事務電算処理委託費 賦課・収納・申告・徴収・証明等の電算処理委託費 9,560

入湯税申告取扱手数料
入湯税の確実な納付及び収納事務の効率化を図るため、期限
内に納入された入湯税を基準に手数料を交付する。

1,377

地方税電子化協議会
負担金

国税連携等に伴う地方税電子化協議会への負担金 117

過年度過誤納付金返還金 過年度未還付金等 3,000

中部ふるさと広域連合
負担金（滞納整理事務）

税負担の公平性の維持と効率的な自主財源の確保を図るた
め、税等の滞納繰越分の徴収事務を委託する。（一般会計
分）

4,647

総合計画での位置付け

電子申告サービス利用料
地方税電子申告データ連携サービス及び地方税電子申告審査
サービス利用料

2,074

合　　　　　　　計 24,432

過疎 辺地
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款 項 目 課 室

１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容
（単位：千円）

４．その他特記事項

第 章

平成30年度 一般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

38
予算
科目

2 3 1 所属： 町民税務 町民環境

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

3,841

　様々な証明書を迅速に発行することで、町民の社会生活に必要な各種手続きをスムーズに進めること
に寄与する。
　社会保障・税番号制度関係事業を適切に処理する。

　各種行政サービスの基礎となる住民基本台帳・戸籍簿等を電子的に、適正かつ安全に管理する。

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

戸籍住民基本台帳費 10,643 2,935 3,867

戸籍住民基本台帳一般
経費

住民基本台帳や戸籍簿、印鑑登録情報を正確に整備し、町民
へ迅速な証明書を発行するための経費
　住民記録システム委託料、その他の事務経費

1,759

証明書等郵便局発行委託
経費

町内郵便局（穴鴨郵便局、三朝温泉郵便局）に委託している
住民票、印鑑証明の発行経費
   電話回線使用料、電気代、郵送料、交付手数料

171

戸籍システム・住基ネット
ワークシステム運用経費

戸籍システム、住基ネットシステムの運用経費 5,821

総合計画での位置付け

合　　　　　　　計 10,643

社会保障・税番号制度
関係事業費

行政サービスの効率化を目的とした、番号法による通知カー
ド及び個人番号カード関連事務経費
　マイナンバーカードの発行等に関する事務経費、
　地方公共団体情報システム機構への委託料

2,892

過疎 辺地
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款 項 目 課 室

１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容
（単位：千円）

４．その他特記事項

第 章総合計画での位置付け

拠出年金事務費

国民年金加入者の異動管理業務
各種申請の受付業務
国民年金制度の周知業務
年金相談業務
年金事務所との協力・連携業務
　（納付勧奨・情報提供・口座振替の勧奨等）

110

合　　　　　　　計 402

年金生活者支援事業
年金生活者支援給付金支給準備事業に伴うシステム改修
　一定所得に満たない老齢年金受給者や障害・遺族年金受給
　者に月額5000円（上限）を支給

292

　公的年金制度の一つである国民年金制度の運営と国民生活の維持・向上のため、地方公共団体とし
ての役割を担う。

　法定受託事務を行い、国民年金事務が円滑に行われるため、日本年金機構と協力・連携した事務を
行う。

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

22

所属： 町民税務 町民環境

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

国民年金事務取扱費 402 380

平成30年度 一般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

43
予算
科目

3 1 2

過疎 辺地
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款 項 目 課 室

１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容
（単位：千円）

４．その他特記事項

第 章

合　　　　　　　計 252

総合計画での位置付け

野良猫避妊・去勢手術費
補助金

飼い主のいない猫に対する避妊・去勢手術を実施した者に補
助金を交付し、飼い主のいない猫を増やさないとともに糞害
等による生活環境の悪化を防止する。
（手術に要する経費の全額を補助する。ただし上限10,000
円）

100

狂犬病予防費

犬登録簿の適正管理（新規登録、移動、死亡等）
狂犬病予防注射集合注射の実施及び年1回接種の推進
動物愛護の啓発活動
犬の鑑札交付事務、狂犬病予防注射済票交付事務の獣医師委
託

152

予防費（町民税務課分） 252 50 152 50

　動物愛護精神の浸透を図る。
　狂犬病の発生及び蔓延を防止し、これを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増
進を図る。
　動物による迷惑行為の防止を図る。

　動物の健康や安全の保持を徹底するため、飼い犬の登録や狂犬病予防注射を徹底する。
　動物による人への危害や迷惑行為を防止し、動物愛護精神の浸透を推進する。

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

平成30年度 一般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

47
予算
科目

4 1 2 所属： 町民税務 町民環境

過疎 辺地

- 57 -



款 項 目 課 室

１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容
（単位：千円）

４．その他特記事項

第 3 章総合計画での位置付け 環境保全・資源の活用

中部ふるさと広域連合
負担金（火葬場費）

鳥取中部ふるさと斎場運営に係る負担金 3,949

合　　　　　　　計 8,565

こどもエコクラブ活動事業
子どもたちが環境活動や環境学習を行なう「こどもエコクラ
ブ」に対し、補助金700円／人を交付（町内４クラブ）

105

太陽光発電等普及促進事業
補助金

住宅用太陽光発電等の設置に対し、補助金を交付
　（上限300千円／件：75千円／ｋＷ）
家庭用燃料電池の設置に対し、補助金を交付
　（上限180千円／件）

3,000

きれいな町づくり推進費
町内の発砲スチロール及びトレー回収
環境パトロール車の維持管理経費

1,047

不法投棄対策処理事業
不法投棄の回収・処理
不法投棄禁止看板の設置

385

環境保全対策一般経費 環境審議会の開催経費 79

環境保全対策費 8,565 1,702 0 6,863

　町内の環境に配慮し、町内の環境保全及び美化等を推進する。

　環境審議会の開催や不法投棄廃棄物の撤去、幼少期の環境教育への補助等、環境保全に繋がる様々
な事業を幅広く行う。

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

平成30年度 一般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

47
予算
科目

4 1 3 所属： 町民税務 町民環境

過疎 辺地
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款 項 目 課 室

１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容
（単位：千円）

４．その他特記事項

第 2 章総合計画での位置付け 定住の促進、住環境の整備

合　　　　　　　計 175

墓地埋葬等一般事務費 墓地経営、埋葬等の許可等に係る事務経費 27

町営墓地一般管理費
墓地管理に必要な消耗品、水道代、修繕費、口座振替手数料
等
除草剪定等業務委託

148

町営墓地管理費 175 148 27

町民等の墳墓の用に供するため、町営山田墓地を管理・運営する。
町内墓地の経営に関する事務を行う。

町営山田墓地の運営、維持管理、環境改善
町内墓地の経営に関する許可

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

平成30年度 一般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

47
予算
科目

4 1 3 所属： 町民税務 町民環境

過疎 辺地
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款 項 目 課 室

１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容
（単位：千円）

４．その他特記事項

第 3 章総合計画での位置付け 環境保全・資源の活用

合　　　　　　　計 123,079

事業系のごみ袋代を平成30年度から1枚100円→120円に変更

資源ごみ収集処理対策費
資源ごみの収集運搬と適正処理
(アルミ、段ボール、発砲ｽﾁﾛｰﾙ、ビン類等の処理委託費等)

6,373

中部ふるさと広域連合
負担金（し尿処理費）

クリーンセンター運営費負担金 8,998

集落ごみ置き場整備補助金

集落ごみ置場の設置補助　【新築(建物)】(200千円×1/2)
　　　　　　〃　　　　　【更新(建物)】(200千円×1/3)
　　　　　　〃　　　　　【新設(ﾎﾞｯｸｽ)】(100千円×1/2)
　　　　　　〃　　　　　【更新(ﾎﾞｯｸｽ)】(100千円×1/3)

200

中部ふるさと広域連合
負担金（塵芥処理費）

廃棄物処理に係る負担金（ごみ処理費負担金、ごみ処分施設
建設費負担金、最終処分場建設費負担金）
　事業系ごみ処理費（123円/10kg）

57,879

塵芥処理経費
一般廃棄物の収集と運搬及び、それに伴うごみ袋作成経費
ごみ収集日程表印刷費等

49,629

塵芥処理費 123,079 0 31,900 18,930 72,249

　町内一般廃棄物の収集運搬及び処理を適正かつ円滑に行ない、かつ減量化に努めることで循環型社会
の形成を推進する。し尿の適正処理により、健全な国民生活の維持・向上と環境保全を図る。

　廃棄物の収集運搬及び適正処理を行うための負担、減量化を推進する為の補助を行う。

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

平成30年度 一般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

49
予算
科目

4 2 1 所属： 町民税務 町民環境

過疎 辺地
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