
平成２７年第１回市議会定例会 総 務 部

議 案 第 1～ 4 , 6～ 8 , 1 0号資料 平成２７年２月２６日調製

平成２７年度各会計職員費の

行 政 科 目 別 一 覧 表



会会会会 計計計計 区区区区 分分分分

人人人人 千円千円千円千円

一一一一 般般般般 会会会会 計計計計 (((( 6666 )))) (((( 23,20023,20023,20023,200 ))))

1,9931,9931,9931,993 14,922,29714,922,29714,922,29714,922,297

１１１１ 14141414 111,752111,752111,752111,752

１１１１ 14141414 111,752111,752111,752111,752

１１１１ 議議議議 会会会会 費費費費 14141414 111,752111,752111,752111,752

２２２２ 475475475475 3,611,1233,611,1233,611,1233,611,123

１１１１ 327327327327 2,487,6292,487,6292,487,6292,487,629

１１１１ 一一一一 般般般般 管管管管 理理理理 費費費費 212212212212 1,619,2711,619,2711,619,2711,619,271
６６６６ 庁庁庁庁 舎舎舎舎 管管管管 理理理理 費費費費

８８８８ 市市市市 民民民民 生生生生 活活活活 推推推推 進進進進 費費費費

９９９９ 男男男男 女女女女 共共共共 同同同同 参参参参 画画画画 推推推推 進進進進 費費費費 2222 14,90414,90414,90414,904

10101010 交交交交 通通通通 安安安安 全全全全 対対対対 策策策策 費費費費

11111111 職職職職 員員員員 厚厚厚厚 生生生生 費費費費

15151515 湯湯湯湯 川川川川 支支支支 所所所所 費費費費 11111111 87,46287,46287,46287,462

16161616 銭銭銭銭 亀亀亀亀 沢沢沢沢 支支支支 所所所所 費費費費 5555 42,75042,75042,75042,750

17171717 亀亀亀亀 田田田田 支支支支 所所所所 費費費費 16161616 126,684126,684126,684126,684

18181818 戸戸戸戸 井井井井 支支支支 所所所所 費費費費 21212121 156,492156,492156,492156,492

19191919 恵恵恵恵 山山山山 支支支支 所所所所 費費費費 21212121 156,492156,492156,492156,492

20202020 椴椴椴椴 法法法法 華華華華 支支支支 所所所所 費費費費 17171717 123,157123,157123,157123,157

21212121 南南南南 茅茅茅茅 部部部部 支支支支 所所所所 費費費費 22222222 160,417160,417160,417160,417

２２２２ 96969696 715,392715,392715,392715,392

１１１１ 徴徴徴徴 税税税税 費費費費 96969696 715,392715,392715,392715,392

３３３３ 27272727 201,204201,204201,204201,204

１１１１ 戸戸戸戸 籍籍籍籍 住住住住 民民民民 基基基基 本本本本 台台台台 帳帳帳帳 費費費費 27272727 201,204201,204201,204201,204

４４４４ 8888 63,04763,04763,04763,047

１１１１ 選選選選 挙挙挙挙 管管管管 理理理理 委委委委 員員員員 会会会会 費費費費 8888 63,04763,04763,04763,047

５５５５ 8888 59,61659,61659,61659,616

１１１１ 統統統統 計計計計 調調調調 査査査査 費費費費 8888 59,61659,61659,61659,616

６６６６ 9999 84,23584,23584,23584,235

１１１１ 監監監監 査査査査 委委委委 員員員員 費費費費 9999 84,23584,23584,23584,235

３３３３ 296296296296 2,230,4962,230,4962,230,4962,230,496

１１１１ 101101101101 760,887760,887760,887760,887

１１１１ 社社社社 会会会会 福福福福 祉祉祉祉 総総総総 務務務務 費費費費 30303030 229,050229,050229,050229,050

２２２２ 障障障障 害害害害 者者者者 福福福福 祉祉祉祉 費費費費 32323232 238,464238,464238,464238,464

４４４４ 療療療療 育育育育 ・・・・ 自自自自 立立立立 支支支支 援援援援 セセセセ ンンンン タタタタ ーーーー 費費費費 23232323 171,396171,396171,396171,396

５５５５ 老老老老 人人人人 福福福福 祉祉祉祉 費費費費 12121212 89,42489,42489,42489,424

６６６６ 国国国国 民民民民 年年年年 金金金金 費費費費 4444 32,55332,55332,55332,553

２２２２ 78787878 584,001584,001584,001584,001

１１１１ 子子子子 どどどど もももも 未未未未 来来来来 総総総総 務務務務 費費費費 16161616 119,232119,232119,232119,232

２２２２ 子子子子 育育育育 てててて 支支支支 援援援援 費費費費 15151515 111,780111,780111,780111,780

３３３３ 保保保保 育育育育 ササササ ーーーー ビビビビ スススス 費費費費 38383838 285,921285,921285,921285,921

４４４４ 子子子子 どどどど もももも 健健健健 全全全全 育育育育 成成成成 費費費費 9999 67,06867,06867,06867,068

５５５５ ひひひひ とととと りりりり 親親親親 家家家家 庭庭庭庭 等等等等 支支支支 援援援援 費費費費

３３３３ 117117117117 885,608885,608885,608885,608

１１１１ 生生生生 活活活活 保保保保 護護護護 総総総総 務務務務 費費費費 117117117117 885,608885,608885,608885,608

４４４４ 224224224224 1,639,4741,639,4741,639,4741,639,474

１１１１ 93939393 682,457682,457682,457682,457

１１１１ 保保保保 健健健健 衛衛衛衛 生生生生 総総総総 務務務務 費費費費 19191919 141,588141,588141,588141,588

３３３３ 環環環環 境境境境 保保保保 全全全全 費費費費 8888 59,61659,61659,61659,616

４４４４ 健健健健 康康康康 増増増増 進進進進 事事事事 業業業業 費費費費 13131313 96,87696,87696,87696,876

５５５５ 母母母母 子子子子 保保保保 健健健健 対対対対 策策策策 費費費費 16161616 119,232119,232119,232119,232
７７７７ 衛衛衛衛 生生生生 試試試試 験験験験 所所所所 費費費費 5555 30,20730,20730,20730,207

総総総総 務務務務 管管管管 理理理理 費費費費

徴徴徴徴 税税税税 費費費費

科　　　　  目科　　　　  目科　　　　  目科　　　　  目

金    額金    額金    額金    額 (  款 ・ 項 ・ 目  ） (  款 ・ 項 ・ 目  ） (  款 ・ 項 ・ 目  ） (  款 ・ 項 ・ 目  ）

職職職職 員員員員 給給給給 与与与与 費費費費

人 員人 員人 員人 員

生生生生 活活活活 保保保保 護護護護 費費費費

保保保保 健健健健 衛衛衛衛 生生生生 費費費費

戸戸戸戸 籍籍籍籍 住住住住 民民民民 基基基基 本本本本 台台台台 帳帳帳帳 費費費費

総総総総 務務務務 費費費費

統統統統 計計計計 調調調調 査査査査 費費費費

監監監監 査査査査 委委委委 員員員員 費費費費

民民民民 生生生生 費費費費

社社社社 会会会会 福福福福 祉祉祉祉 費費費費

子子子子 どどどど もももも 未未未未 来来来来 費費費費

選選選選 挙挙挙挙 費費費費

議議議議 会会会会 費費費費

議議議議 会会会会 費費費費

衛衛衛衛 生生生生 費費費費

- 1 -- 1 -- 1 -- 1 -



（注1）職員給与費および計欄の（  ）内は、事業費支弁の職員給与費負担金の人員および金額であり、内数である。（注1）職員給与費および計欄の（  ）内は、事業費支弁の職員給与費負担金の人員および金額であり、内数である。（注1）職員給与費および計欄の（  ）内は、事業費支弁の職員給与費負担金の人員および金額であり、内数である。（注1）職員給与費および計欄の（  ）内は、事業費支弁の職員給与費負担金の人員および金額であり、内数である。

（注2）備考欄の（  ）内は、再任用短時間勤務職員の人員であり、職員給与費の人員の外数である。（注2）備考欄の（  ）内は、再任用短時間勤務職員の人員であり、職員給与費の人員の外数である。（注2）備考欄の（  ）内は、再任用短時間勤務職員の人員であり、職員給与費の人員の外数である。（注2）備考欄の（  ）内は、再任用短時間勤務職員の人員であり、職員給与費の人員の外数である。

臨臨臨臨 時時時時 職職職職 員員員員 賃賃賃賃 金金金金

及及及及 びびびび 共共共共 済済済済 費費費費 計計計計 備         考備         考備         考備         考

金   額金   額金   額金   額

人人人人 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円

(((( 23,20023,20023,20023,200 ))))  特別職４人分 67,315千円を含む　　　　　 特別職４人分 67,315千円を含む　　　　　 特別職４人分 67,315千円を含む　　　　　 特別職４人分 67,315千円を含む　　　　　

394394394394 1,043,1651,043,1651,043,1651,043,165 1,873,6321,873,6321,873,6321,873,632 80,98980,98980,98980,989 17,920,08317,920,08317,920,08317,920,083  （再任用短時間勤務職員26人）　　　 （再任用短時間勤務職員26人）　　　 （再任用短時間勤務職員26人）　　　 （再任用短時間勤務職員26人）　　　

111,752111,752111,752111,752  （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　

111,752111,752111,752111,752  （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　

111,752111,752111,752111,752  （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　

 特別職４人分 67,315千円を含む　　　　　 特別職４人分 67,315千円を含む　　　　　 特別職４人分 67,315千円を含む　　　　　 特別職４人分 67,315千円を含む　　　　　

75757575 197,049197,049197,049197,049 1,470,4361,470,4361,470,4361,470,436 3,6033,6033,6033,603 5,282,2115,282,2115,282,2115,282,211  （再任用短時間勤務職員11人）　　　 （再任用短時間勤務職員11人）　　　 （再任用短時間勤務職員11人）　　　 （再任用短時間勤務職員11人）　　　

 特別職３人分 54,024千円を含む　　　　　 特別職３人分 54,024千円を含む　　　　　 特別職３人分 54,024千円を含む　　　　　 特別職３人分 54,024千円を含む　　　　　

48484848 124,574124,574124,574124,574 1,464,1641,464,1641,464,1641,464,164 1,9991,9991,9991,999 4,078,3664,078,3664,078,3664,078,366  （再任用短時間勤務職員11人）　　　 （再任用短時間勤務職員11人）　　　 （再任用短時間勤務職員11人）　　　 （再任用短時間勤務職員11人）　　　

 特別職３人分 54,024千円を含む　　　　　 特別職３人分 54,024千円を含む　　　　　 特別職３人分 54,024千円を含む　　　　　 特別職３人分 54,024千円を含む　　　　　

14141414 31,68031,68031,68031,680 1,464,1641,464,1641,464,1641,464,164 1,9991,9991,9991,999 3,117,1143,117,1143,117,1143,117,114  （再任用短時間勤務職員3人）　　　 （再任用短時間勤務職員3人）　　　 （再任用短時間勤務職員3人）　　　 （再任用短時間勤務職員3人）　　　

1111 2,6632,6632,6632,663 2,6632,6632,6632,663

3333 8,2578,2578,2578,257 8,2578,2578,2578,257

14,90414,90414,90414,904

11111111 30,81030,81030,81030,810 30,81030,81030,81030,810

8888 21,81321,81321,81321,813 21,81321,81321,81321,813

4444 10,82210,82210,82210,822 98,28498,28498,28498,284  （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　

42,75042,75042,75042,750  （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　

7777 18,52918,52918,52918,529 145,213145,213145,213145,213  （再任用短時間勤務職員4人）　　　 （再任用短時間勤務職員4人）　　　 （再任用短時間勤務職員4人）　　　 （再任用短時間勤務職員4人）　　　

156,492156,492156,492156,492

156,492156,492156,492156,492

123,157123,157123,157123,157

160,417160,417160,417160,417

16161616 42,95942,95942,95942,959 758,351758,351758,351758,351

16161616 42,95942,95942,95942,959 758,351758,351758,351758,351

11111111 29,51629,51629,51629,516 1,6041,6041,6041,604 232,324232,324232,324232,324

11111111 29,51629,51629,51629,516 1,6041,6041,6041,604 232,324232,324232,324232,324

63,04763,04763,04763,047

63,04763,04763,04763,047

59,61659,61659,61659,616

59,61659,61659,61659,616

6,2726,2726,2726,272 90,50790,50790,50790,507  特別職１人分 13,291千円を含む　　　　　 特別職１人分 13,291千円を含む　　　　　 特別職１人分 13,291千円を含む　　　　　 特別職１人分 13,291千円を含む　　　　　

6,2726,2726,2726,272 90,50790,50790,50790,507  特別職１人分 13,291千円を含む　　　　　 特別職１人分 13,291千円を含む　　　　　 特別職１人分 13,291千円を含む　　　　　 特別職１人分 13,291千円を含む　　　　　

183183183183 496,161496,161496,161496,161 30,78230,78230,78230,782 2,757,4392,757,4392,757,4392,757,439  （再任用短時間勤務職員9人）　　　 （再任用短時間勤務職員9人）　　　 （再任用短時間勤務職員9人）　　　 （再任用短時間勤務職員9人）　　　

34343434 110,935110,935110,935110,935 455455455455 872,277872,277872,277872,277  （再任用短時間勤務職員3人）　　　 （再任用短時間勤務職員3人）　　　 （再任用短時間勤務職員3人）　　　 （再任用短時間勤務職員3人）　　　

5555 14,20014,20014,20014,200 243,250243,250243,250243,250  （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　

5555 15,24715,24715,24715,247 253,711253,711253,711253,711

22222222 76,69076,69076,69076,690 455455455455 248,541248,541248,541248,541

2222 4,7984,7984,7984,798 94,22294,22294,22294,222

32,55332,55332,55332,553  （再任用短時間勤務職員1人）　　　 （再任用短時間勤務職員1人）　　　 （再任用短時間勤務職員1人）　　　 （再任用短時間勤務職員1人）　　　

122122122122 307,331307,331307,331307,331 30,32730,32730,32730,327 921,659921,659921,659921,659  （再任用短時間勤務職員1人）　　　 （再任用短時間勤務職員1人）　　　 （再任用短時間勤務職員1人）　　　 （再任用短時間勤務職員1人）　　　

1111 2,7422,7422,7422,742 121,974121,974121,974121,974

7777 20,18820,18820,18820,188 5,8315,8315,8315,831 137,799137,799137,799137,799

23232323 52,40552,40552,40552,405 24,49624,49624,49624,496 362,822362,822362,822362,822  （再任用短時間勤務職員1人）　　　 （再任用短時間勤務職員1人）　　　 （再任用短時間勤務職員1人）　　　 （再任用短時間勤務職員1人）　　　

86868686 217,160217,160217,160217,160 284,228284,228284,228284,228

5555 14,83614,83614,83614,836 14,83614,83614,83614,836

27272727 77,89577,89577,89577,895 963,503963,503963,503963,503  （再任用短時間勤務職員5人）　　　 （再任用短時間勤務職員5人）　　　 （再任用短時間勤務職員5人）　　　 （再任用短時間勤務職員5人）　　　

27272727 77,89577,89577,89577,895 963,503963,503963,503963,503  （再任用短時間勤務職員5人）　　　 （再任用短時間勤務職員5人）　　　 （再任用短時間勤務職員5人）　　　 （再任用短時間勤務職員5人）　　　

28282828 91,66391,66391,66391,663 8,1278,1278,1278,127 1,739,2641,739,2641,739,2641,739,264  （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　

19191919 62,68662,68662,68662,686 3,3033,3033,3033,303 748,446748,446748,446748,446

1111 2,7182,7182,7182,718 144,306144,306144,306144,306

59,61659,61659,61659,616

1111 2,7392,7392,7392,739 3,3033,3033,3033,303 102,918102,918102,918102,918

5555 21,82321,82321,82321,823 141,055141,055141,055141,055
1111 2,7392,7392,7392,739 32,94632,94632,94632,946

及及及及 びびびび 共共共共 済済済済 費費費費

金   額金   額金   額金   額

退退退退 職職職職 手手手手 当当当当

金   額金   額金   額金   額人員人員人員人員

嘱嘱嘱嘱 託託託託 報報報報 酬酬酬酬
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会会会会 計計計計 区区区区 分分分分
科　　　　  目科　　　　  目科　　　　  目科　　　　  目

金    額金    額金    額金    額 (  款 ・ 項 ・ 目  ） (  款 ・ 項 ・ 目  ） (  款 ・ 項 ・ 目  ） (  款 ・ 項 ・ 目  ）

職職職職 員員員員 給給給給 与与与与 費費費費

人 員人 員人 員人 員

８８８８ 保保保保 健健健健 所所所所 費費費費 10101010 74,52074,52074,52074,520

９９９９ 環環環環 境境境境 衛衛衛衛 生生生生 費費費費 22222222 160,418160,418160,418160,418

２２２２ 131131131131 957,017957,017957,017957,017

１１１１ 清清清清 掃掃掃掃 総総総総 務務務務 費費費費 131131131131 957,017957,017957,017957,017

５５５５ 5555 37,26037,26037,26037,260

１１１１ 5555 37,26037,26037,26037,260

１１１１ 労労労労 働働働働 総総総総 務務務務 費費費費 5555 37,26037,26037,26037,260

６６６６ 35353535 261,161261,161261,161261,161

１１１１ 18181818 134,477134,477134,477134,477

１１１１ 農農農農 業業業業 委委委委 員員員員 会会会会 費費費費 1111 11,31911,31911,31911,319

２２２２ 農農農農 林林林林 総総総総 務務務務 費費費費 17171717 123,158123,158123,158123,158

２２２２ 17171717 126,684126,684126,684126,684

１１１１ 水水水水 産産産産 総総総総 務務務務 費費費費 17171717 126,684126,684126,684126,684

７７７７ 57575757 417,712417,712417,712417,712

１１１１ 57575757 417,712417,712417,712417,712

１１１１ 商商商商 工工工工 総総総総 務務務務 費費費費 55555555 406,334406,334406,334406,334

４４４４ 計計計計 量量量量 検検検検 査査査査 所所所所 費費費費 2222 11,37811,37811,37811,378

(((( 6666 )))) (((( 23,20023,20023,20023,200 ))))

８８８８ 152152152152 1,134,6681,134,6681,134,6681,134,668

１１１１ 43434343 325,926325,926325,926325,926

１１１１ 土土土土 木木木木 総総総総 務務務務 費費費費 9999 67,06867,06867,06867,068

２２２２ 建建建建 築築築築 行行行行 政政政政 費費費費 34343434 258,858258,858258,858258,858

(((( 1111 )))) (((( 5,2005,2005,2005,200 ))))

２２２２ 58585858 428,690428,690428,690428,690

１１１１ 道道道道 路路路路 橋橋橋橋 梁梁梁梁 総総総総 務務務務 費費費費 57575757 423,490423,490423,490423,490

(((( 1111 )))) (((( 5,2005,2005,2005,200 ))))

３３３３ 道道道道 路路路路 橋橋橋橋 梁梁梁梁 新新新新 設設設設 改改改改 良良良良 費費費費 1111 5,2005,2005,2005,200

(((( 1111 )))) (((( 3,8003,8003,8003,800 ))))

３３３３ 1111 3,8003,8003,8003,800

(((( 1111 )))) (((( 3,8003,8003,8003,800 ))))

１１１１ 河河河河 川川川川 費費費費 1111 3,8003,8003,8003,800

(((( 3333 )))) (((( 14,00014,00014,00014,000 ))))

４４４４ 37373737 279,376279,376279,376279,376

１１１１ 都都都都 市市市市 計計計計 画画画画 総総総総 務務務務 費費費費 34343434 265,376265,376265,376265,376

(((( 2222 )))) (((( 12,60012,60012,60012,600 ))))

３３３３ 街街街街 路路路路 整整整整 備備備備 事事事事 業業業業 費費費費 2222 12,60012,60012,60012,600

(((( 1111 )))) (((( 1,4001,4001,4001,400 ))))

５５５５ 公公公公 共共共共 施施施施 設設設設 整整整整 備備備備 事事事事 業業業業 費費費費 1111 1,4001,4001,4001,400

(((( 1111 )))) (((( 200200200200 ))))

５５５５ 10101010 74,52074,52074,52074,520

(((( 1111 )))) (((( 200200200200 ))))

１１１１ 住住住住 宅宅宅宅 管管管管 理理理理 費費費費 10101010 74,52074,52074,52074,520

６６６６ 3333 22,35622,35622,35622,356

１１１１ 空空空空 港港港港 総総総総 務務務務 費費費費 3333 22,35622,35622,35622,356

９９９９ 388388388388 2,729,9542,729,9542,729,9542,729,954

１１１１ 388388388388 2,729,9542,729,9542,729,9542,729,954

１１１１ 常常常常 備備備備 消消消消 防防防防 費費費費 388388388388 2,729,9542,729,9542,729,9542,729,954

10101010 347347347347 2,748,6972,748,6972,748,6972,748,697

１１１１ 77777777 624,678624,678624,678624,678

１１１１ 教教教教 育育育育 委委委委 員員員員 会会会会 費費費費 56565656 454,263454,263454,263454,263

２２２２ 戸戸戸戸 井井井井 教教教教 育育育育 事事事事 務務務務 所所所所 費費費費 3333 24,34524,34524,34524,345

３３３３ 恵恵恵恵 山山山山 教教教教 育育育育 事事事事 務務務務 所所所所 費費費費 3333 24,34524,34524,34524,345
４４４４ 椴椴椴椴 法法法法 華華華華 教教教教 育育育育 事事事事 務務務務 所所所所 費費費費 3333 24,34524,34524,34524,345

空空空空 港港港港 費費費費

教教教教 育育育育 費費費費

教教教教 育育育育 総総総総 務務務務 費費費費

清清清清 掃掃掃掃 費費費費

労労労労 働働働働 費費費費

労労労労 働働働働 諸諸諸諸 費費費費

農農農農 林林林林 水水水水 産産産産 費費費費

都都都都 市市市市 計計計計 画画画画 費費費費

水水水水 産産産産 費費費費

商商商商 工工工工 費費費費

商商商商 工工工工 費費費費

農農農農 林林林林 費費費費

道道道道 路路路路 橋橋橋橋 梁梁梁梁 費費費費

河河河河 川川川川 費費費費

土土土土 木木木木 管管管管 理理理理 費費費費

消消消消 防防防防 費費費費

消消消消 防防防防 費費費費

住住住住 宅宅宅宅 費費費費

土土土土 木木木木 費費費費

- 3 -- 3 -- 3 -- 3 -



（注1）職員給与費および計欄の（  ）内は、事業費支弁の職員給与費負担金の人員および金額であり、内数である。（注1）職員給与費および計欄の（  ）内は、事業費支弁の職員給与費負担金の人員および金額であり、内数である。（注1）職員給与費および計欄の（  ）内は、事業費支弁の職員給与費負担金の人員および金額であり、内数である。（注1）職員給与費および計欄の（  ）内は、事業費支弁の職員給与費負担金の人員および金額であり、内数である。

（注2）備考欄の（  ）内は、再任用短時間勤務職員の人員であり、職員給与費の人員の外数である。（注2）備考欄の（  ）内は、再任用短時間勤務職員の人員であり、職員給与費の人員の外数である。（注2）備考欄の（  ）内は、再任用短時間勤務職員の人員であり、職員給与費の人員の外数である。（注2）備考欄の（  ）内は、再任用短時間勤務職員の人員であり、職員給与費の人員の外数である。

臨臨臨臨 時時時時 職職職職 員員員員 賃賃賃賃 金金金金

及及及及 びびびび 共共共共 済済済済 費費費費 計計計計 備         考備         考備         考備         考

金   額金   額金   額金   額

及及及及 びびびび 共共共共 済済済済 費費費費

金   額金   額金   額金   額

退退退退 職職職職 手手手手 当当当当

金   額金   額金   額金   額人員人員人員人員

嘱嘱嘱嘱 託託託託 報報報報 酬酬酬酬

3333 5,8605,8605,8605,860 80,38080,38080,38080,380

8888 26,80726,80726,80726,807 187,225187,225187,225187,225

9999 28,97728,97728,97728,977 4,8244,8244,8244,824 990,818990,818990,818990,818  （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　

9999 28,97728,97728,97728,977 4,8244,8244,8244,824 990,818990,818990,818990,818  （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　

37,26037,26037,26037,260

37,26037,26037,26037,260

37,26037,26037,26037,260

261,161261,161261,161261,161

134,477134,477134,477134,477

11,31911,31911,31911,319

123,158123,158123,158123,158

126,684126,684126,684126,684

126,684126,684126,684126,684

2222 5,5415,5415,5415,541 423,253423,253423,253423,253

2222 5,5415,5415,5415,541 423,253423,253423,253423,253

406,334406,334406,334406,334

2222 5,5415,5415,5415,541 16,91916,91916,91916,919

(((( 23,20023,20023,20023,200 ))))

7777 21,09221,09221,09221,092 1,155,7601,155,7601,155,7601,155,760  （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　

4444 12,94412,94412,94412,944 338,870338,870338,870338,870  （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　

67,06867,06867,06867,068

4444 12,94412,94412,94412,944 271,802271,802271,802271,802  （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　 （再任用短時間勤務職員2人）　　　

(((( 5,2005,2005,2005,200 ))))

2222 6,0686,0686,0686,068 434,758434,758434,758434,758

2222 6,0686,0686,0686,068 429,558429,558429,558429,558

(((( 5,2005,2005,2005,200 ))))

5,2005,2005,2005,200

(((( 3,8003,8003,8003,800 ))))

3,8003,8003,8003,800

(((( 3,8003,8003,8003,800 ))))

3,8003,8003,8003,800

(((( 14,00014,00014,00014,000 ))))

1111 2,0802,0802,0802,080 281,456281,456281,456281,456

1111 2,0802,0802,0802,080 267,456267,456267,456267,456

(((( 12,60012,60012,60012,600 ))))

12,60012,60012,60012,600

(((( 1,4001,4001,4001,400 ))))

1,4001,4001,4001,400

(((( 200200200200 ))))

74,52074,52074,52074,520

(((( 200200200200 ))))

74,52074,52074,52074,520

22,35622,35622,35622,356

22,35622,35622,35622,356

7777 21,45221,45221,45221,452 246,534246,534246,534246,534 2,997,9402,997,9402,997,9402,997,940

7777 21,45221,45221,45221,452 246,534246,534246,534246,534 2,997,9402,997,9402,997,9402,997,940

7777 21,45221,45221,45221,452 246,534246,534246,534246,534 2,997,9402,997,9402,997,9402,997,940

92929292 210,207210,207210,207210,207 156,662156,662156,662156,662 38,47738,47738,47738,477 3,154,0433,154,0433,154,0433,154,043

6666 15,63515,63515,63515,635 156,662156,662156,662156,662 796,975796,975796,975796,975

1111 2,8312,8312,8312,831 156,662156,662156,662156,662 613,756613,756613,756613,756

4444 10,08610,08610,08610,086 34,43134,43134,43134,431

24,34524,34524,34524,345
24,34524,34524,34524,345
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会会会会 計計計計 区区区区 分分分分
科　　　　  目科　　　　  目科　　　　  目科　　　　  目

金    額金    額金    額金    額 (  款 ・ 項 ・ 目  ） (  款 ・ 項 ・ 目  ） (  款 ・ 項 ・ 目  ） (  款 ・ 項 ・ 目  ）

職職職職 員員員員 給給給給 与与与与 費費費費

人 員人 員人 員人 員

５５５５ 南南南南 茅茅茅茅 部部部部 教教教教 育育育育 事事事事 務務務務 所所所所 費費費費 4444 32,46032,46032,46032,460

６６６６ 教教教教 育育育育 セセセセ ンンンン タタタタ ーーーー 費費費費 8888 64,92064,92064,92064,920

２２２２ 86868686 668,564668,564668,564668,564

１１１１ 学学学学 校校校校 管管管管 理理理理 費費費費 86868686 668,564668,564668,564668,564

３３３３ 44444444 327,734327,734327,734327,734

１１１１ 学学学学 校校校校 管管管管 理理理理 費費費費 44444444 327,734327,734327,734327,734

５５５５ 74747474 596,321596,321596,321596,321

１１１１ 学学学学 校校校校 管管管管 理理理理 費費費費 74747474 596,321596,321596,321596,321

６６６６ 10101010 81,15081,15081,15081,150

１１１１ 幼幼幼幼 稚稚稚稚 園園園園 費費費費 10101010 81,15081,15081,15081,150

７７７７ 34343434 271,720271,720271,720271,720

１１１１ 社社社社 会会会会 教教教教 育育育育 総総総総 務務務務 費費費費 23232323 182,455182,455182,455182,455

２２２２ 博博博博 物物物物 館館館館 費費費費 11111111 89,26589,26589,26589,265

８８８８ 22222222 178,530178,530178,530178,530

１１１１ 保保保保 健健健健 体体体体 育育育育 総総総総 務務務務 費費費費 22222222 178,530178,530178,530178,530

港港港港 湾湾湾湾 事事事事 業業業業 特特特特 別別別別 会会会会 計計計計 (((( 3333 )))) (((( 2,5002,5002,5002,500 ))))

26262626 208,841208,841208,841208,841

１１１１ 23232323 206,341206,341206,341206,341

１１１１ 21212121 194,218194,218194,218194,218

１１１１ 一一一一 般般般般 管管管管 理理理理 費費費費 21212121 194,218194,218194,218194,218

２２２２ 2222 12,12312,12312,12312,123

１１１１ 上上上上 屋屋屋屋 運運運運 営営営営 費費費費 2222 12,12312,12312,12312,123

(((( 3333 )))) (((( 2,5002,5002,5002,500 ))))

２２２２ 3333 2,5002,5002,5002,500

(((( 3333 )))) (((( 2,5002,5002,5002,500 ))))

１１１１ 3333 2,5002,5002,5002,500

(((( 1111 )))) (((( 500500500500 ))))

１１１１ けけけけ いいいい 留留留留 施施施施 設設設設 整整整整 備備備備 費費費費 1111 500500500500

(((( 1111 )))) (((( 1,5001,5001,5001,500 ))))

２２２２ 臨臨臨臨 港港港港 道道道道 路路路路 整整整整 備備備備 費費費費 1111 1,5001,5001,5001,500

(((( 1111 )))) (((( 500500500500 ))))

４４４４ 環環環環 境境境境 整整整整 備備備備 事事事事 業業業業 費費費費 1111 500500500500

国国国国 民民民民 健健健健 康康康康 保保保保 険険険険 43434343 311,391311,391311,391311,391

事事事事 業業業業 特特特特 別別別別 会会会会 計計計計 １１１１ 43434343 311,391311,391311,391311,391

１１１１ 43434343 311,391311,391311,391311,391

１１１１ 一一一一 般般般般 管管管管 理理理理 費費費費 43434343 311,391311,391311,391311,391

２２２２

１１１１ 賦賦賦賦 課課課課 徴徴徴徴 収収収収 費費費費

３３３３

１１１１ 特特特特 別別別別 対対対対 策策策策 事事事事 業業業業 費費費費

自自自自 転転転転 車車車車 競競競競 走走走走 事事事事 業業業業 9999 68,03668,03668,03668,036

特特特特 別別別別 会会会会 計計計計 １１１１ 9999 68,03668,03668,03668,036

１１１１ 9999 68,03668,03668,03668,036

１１１１ 一一一一 般般般般 管管管管 理理理理 費費費費 9999 68,03668,03668,03668,036

地地地地 方方方方 卸卸卸卸 売売売売 市市市市 場場場場 2222 17,56317,56317,56317,563

事事事事 業業業業 特特特特 別別別別 会会会会 計計計計 １１１１ 2222 17,56317,56317,56317,563

１１１１ 2222 17,56317,56317,56317,563

１１１１ 水水水水 産産産産 物物物物 地地地地 方方方方 卸卸卸卸 売売売売 市市市市 場場場場 管管管管 理理理理 費費費費 1111 8,7828,7828,7828,782

２２２２ 青青青青 果果果果 物物物物 地地地地 方方方方 卸卸卸卸 売売売売 市市市市 場場場場 管管管管 理理理理 費費費費 1111 8,7818,7818,7818,781

介介介介 護護護護 保保保保 険険険険 事事事事 業業業業 43434343 319,425319,425319,425319,425

特特特特 別別別別 会会会会 計計計計 １１１１ 35353535 259,329259,329259,329259,329

１１１１ 35353535 259,329259,329259,329259,329
１１１１ 一一一一 般般般般 管管管管 理理理理 費費費費 35353535 259,329259,329259,329259,329

一一一一 般般般般 管管管管 理理理理 費費費費

一一一一 般般般般 管管管管 理理理理 費費費費

小小小小 学学学学 校校校校 費費費費

中中中中 学学学学 校校校校 費費費費

総総総総 務務務務 費費費費

総総総総 務務務務 費費費費

徴徴徴徴 収収収収 費費費費

市市市市 場場場場 管管管管 理理理理 費費費費

総総総総 務務務務 管管管管 理理理理 費費費費

施施施施 設設設設 運運運運 営営営営 費費費費

市市市市 場場場場 管管管管 理理理理 費費費費

管管管管 理理理理 費費費費

施施施施 設設設設 整整整整 備備備備 費費費費

港港港港 湾湾湾湾 整整整整 備備備備 費費費費

港港港港 湾湾湾湾 管管管管 理理理理 費費費費

幼幼幼幼 稚稚稚稚 園園園園 費費費費

社社社社 会会会会 教教教教 育育育育 費費費費

高高高高 等等等等 学学学学 校校校校 費費費費

保保保保 健健健健 体体体体 育育育育 費費費費

特特特特 別別別別 対対対対 策策策策 事事事事 業業業業 費費費費

総総総総 務務務務 管管管管 理理理理 費費費費
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（注1）職員給与費および計欄の（  ）内は、事業費支弁の職員給与費負担金の人員および金額であり、内数である。（注1）職員給与費および計欄の（  ）内は、事業費支弁の職員給与費負担金の人員および金額であり、内数である。（注1）職員給与費および計欄の（  ）内は、事業費支弁の職員給与費負担金の人員および金額であり、内数である。（注1）職員給与費および計欄の（  ）内は、事業費支弁の職員給与費負担金の人員および金額であり、内数である。

（注2）備考欄の（  ）内は、再任用短時間勤務職員の人員であり、職員給与費の人員の外数である。（注2）備考欄の（  ）内は、再任用短時間勤務職員の人員であり、職員給与費の人員の外数である。（注2）備考欄の（  ）内は、再任用短時間勤務職員の人員であり、職員給与費の人員の外数である。（注2）備考欄の（  ）内は、再任用短時間勤務職員の人員であり、職員給与費の人員の外数である。

臨臨臨臨 時時時時 職職職職 員員員員 賃賃賃賃 金金金金

及及及及 びびびび 共共共共 済済済済 費費費費 計計計計 備         考備         考備         考備         考

金   額金   額金   額金   額

及及及及 びびびび 共共共共 済済済済 費費費費

金   額金   額金   額金   額

退退退退 職職職職 手手手手 当当当当

金   額金   額金   額金   額人員人員人員人員

嘱嘱嘱嘱 託託託託 報報報報 酬酬酬酬

32,46032,46032,46032,460

1111 2,7182,7182,7182,718 67,63867,63867,63867,638

49494949 109,068109,068109,068109,068 19,23919,23919,23919,239 796,871796,871796,871796,871

49494949 109,068109,068109,068109,068 19,23919,23919,23919,239 796,871796,871796,871796,871

27272727 58,64658,64658,64658,646 19,23819,23819,23819,238 405,618405,618405,618405,618

27272727 58,64658,64658,64658,646 19,23819,23819,23819,238 405,618405,618405,618405,618

1111 2,6242,6242,6242,624 598,945598,945598,945598,945

1111 2,6242,6242,6242,624 598,945598,945598,945598,945

2222 5,3205,3205,3205,320 86,47086,47086,47086,470

2222 5,3205,3205,3205,320 86,47086,47086,47086,470

7777 18,91418,91418,91418,914 290,634290,634290,634290,634

1111 2,7212,7212,7212,721 185,176185,176185,176185,176

6666 16,19316,19316,19316,193 105,458105,458105,458105,458

178,530178,530178,530178,530

178,530178,530178,530178,530

(((( 2,5002,5002,5002,500 ))))

6666 16,11016,11016,11016,110 224,951224,951224,951224,951

6666 16,11016,11016,11016,110 222,451222,451222,451222,451

6666 16,11016,11016,11016,110 210,328210,328210,328210,328

6666 16,11016,11016,11016,110 210,328210,328210,328210,328

12,12312,12312,12312,123

12,12312,12312,12312,123

(((( 2,5002,5002,5002,500 ))))

2,5002,5002,5002,500

(((( 2,5002,5002,5002,500 ))))

2,5002,5002,5002,500

(((( 500500500500 ))))

500500500500

(((( 1,5001,5001,5001,500 ))))

1,5001,5001,5001,500

(((( 500500500500 ))))

500500500500

11111111 30,22130,22130,22130,221 341,612341,612341,612341,612  （再任用短時間勤務職員4人）　　　 （再任用短時間勤務職員4人）　　　 （再任用短時間勤務職員4人）　　　 （再任用短時間勤務職員4人）　　　

11111111 30,22130,22130,22130,221 341,612341,612341,612341,612  （再任用短時間勤務職員4人）　　　 （再任用短時間勤務職員4人）　　　 （再任用短時間勤務職員4人）　　　 （再任用短時間勤務職員4人）　　　

311,391311,391311,391311,391  （再任用短時間勤務職員4人）　　　 （再任用短時間勤務職員4人）　　　 （再任用短時間勤務職員4人）　　　 （再任用短時間勤務職員4人）　　　

311,391311,391311,391311,391  （再任用短時間勤務職員4人）　　　 （再任用短時間勤務職員4人）　　　 （再任用短時間勤務職員4人）　　　 （再任用短時間勤務職員4人）　　　

5555 14,08514,08514,08514,085 14,08514,08514,08514,085

5555 14,08514,08514,08514,085 14,08514,08514,08514,085

6666 16,13616,13616,13616,136 16,13616,13616,13616,136

6666 16,13616,13616,13616,136 16,13616,13616,13616,136

6666 8,6298,6298,6298,629 76,66576,66576,66576,665

6666 8,6298,6298,6298,629 76,66576,66576,66576,665

6666 8,6298,6298,6298,629 76,66576,66576,66576,665

6666 8,6298,6298,6298,629 76,66576,66576,66576,665

5555 15,21115,21115,21115,211 32,77432,77432,77432,774

5555 15,21115,21115,21115,211 32,77432,77432,77432,774

5555 15,21115,21115,21115,211 32,77432,77432,77432,774

3333 9,0929,0929,0929,092 17,87417,87417,87417,874

2222 6,1196,1196,1196,119 14,90014,90014,90014,900

23232323 71,24171,24171,24171,241 390,666390,666390,666390,666

22222222 68,48268,48268,48268,482 327,811327,811327,811327,811

259,329259,329259,329259,329
259,329259,329259,329259,329
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会会会会 計計計計 区区区区 分分分分
科　　　　  目科　　　　  目科　　　　  目科　　　　  目

金    額金    額金    額金    額 (  款 ・ 項 ・ 目  ） (  款 ・ 項 ・ 目  ） (  款 ・ 項 ・ 目  ） (  款 ・ 項 ・ 目  ）

職職職職 員員員員 給給給給 与与与与 費費費費

人 員人 員人 員人 員

２２２２

１１１１ 賦賦賦賦 課課課課 徴徴徴徴 収収収収 費費費費

３３３３

１１１１ 介介介介 護護護護 認認認認 定定定定 費費費費

３３３３ 8888 60,09660,09660,09660,096

１１１１ 8888 60,09660,09660,09660,096

１１１１ 介介介介 護護護護 予予予予 防防防防 事事事事 業業業業 費費費費 6666 45,07245,07245,07245,072

２２２２ 包包包包 括括括括 的的的的 支支支支 援援援援 等等等等 事事事事 業業業業 費費費費 2222 15,02415,02415,02415,024

発発発発 電電電電 事事事事 業業業業

特特特特 別別別別 会会会会 計計計計 １１１１

１１１１

１１１１ 風風風風 力力力力 発発発発 電電電電 事事事事 業業業業 費費費費

後後後後 期期期期 高高高高 齢齢齢齢 者者者者 医医医医 療療療療 9999 65,71265,71265,71265,712

事事事事 業業業業 特特特特 別別別別 会会会会 計計計計 １１１１ 9999 65,71265,71265,71265,712

１１１１ 9999 65,71265,71265,71265,712

１１１１ 一一一一 般般般般 管管管管 理理理理 費費費費 9999 65,71265,71265,71265,712

特特特特 別別別別 会会会会 計計計計 (((( 3333 )))) (((( 2,5002,5002,5002,500 ))))

132132132132 990,968990,968990,968990,968

一一一一 般般般般 ・・・・ 特特特特 別別別別 会会会会 計計計計 合合合合 計計計計 (((( 9999 )))) (((( 25,70025,70025,70025,700 ))))

2,1252,1252,1252,125 15,913,26515,913,26515,913,26515,913,265

総総総総 務務務務 管管管管 理理理理 費費費費

発発発発 電電電電 事事事事 業業業業 費費費費

地地地地 域域域域 支支支支 援援援援 事事事事 業業業業 費費費費

地地地地 域域域域 支支支支 援援援援 事事事事 業業業業 費費費費

徴徴徴徴 収収収収 費費費費

総総総総 務務務務 費費費費

発発発発 電電電電 事事事事 業業業業 費費費費

介介介介 護護護護 認認認認 定定定定 費費費費
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（注1）職員給与費および計欄の（  ）内は、事業費支弁の職員給与費負担金の人員および金額であり、内数である。（注1）職員給与費および計欄の（  ）内は、事業費支弁の職員給与費負担金の人員および金額であり、内数である。（注1）職員給与費および計欄の（  ）内は、事業費支弁の職員給与費負担金の人員および金額であり、内数である。（注1）職員給与費および計欄の（  ）内は、事業費支弁の職員給与費負担金の人員および金額であり、内数である。

（注2）備考欄の（  ）内は、再任用短時間勤務職員の人員であり、職員給与費の人員の外数である。（注2）備考欄の（  ）内は、再任用短時間勤務職員の人員であり、職員給与費の人員の外数である。（注2）備考欄の（  ）内は、再任用短時間勤務職員の人員であり、職員給与費の人員の外数である。（注2）備考欄の（  ）内は、再任用短時間勤務職員の人員であり、職員給与費の人員の外数である。

臨臨臨臨 時時時時 職職職職 員員員員 賃賃賃賃 金金金金

及及及及 びびびび 共共共共 済済済済 費費費費 計計計計 備         考備         考備         考備         考

金   額金   額金   額金   額

及及及及 びびびび 共共共共 済済済済 費費費費

金   額金   額金   額金   額

退退退退 職職職職 手手手手 当当当当

金   額金   額金   額金   額人員人員人員人員

嘱嘱嘱嘱 託託託託 報報報報 酬酬酬酬

6666 18,15318,15318,15318,153 18,15318,15318,15318,153

6666 18,15318,15318,15318,153 18,15318,15318,15318,153

16161616 50,32950,32950,32950,329 50,32950,32950,32950,329

16161616 50,32950,32950,32950,329 50,32950,32950,32950,329

1111 2,7592,7592,7592,759 62,85562,85562,85562,855

1111 2,7592,7592,7592,759 62,85562,85562,85562,855

45,07245,07245,07245,072

1111 2,7592,7592,7592,759 17,78317,78317,78317,783

1111 3,1023,1023,1023,102 3,1023,1023,1023,102

1111 3,1023,1023,1023,102 3,1023,1023,1023,102

1111 3,1023,1023,1023,102 3,1023,1023,1023,102

1111 3,1023,1023,1023,102 3,1023,1023,1023,102

65,71265,71265,71265,712

65,71265,71265,71265,712

65,71265,71265,71265,712

65,71265,71265,71265,712

(((( 2,5002,5002,5002,500 ))))

52525252 144,514144,514144,514144,514 1,135,4821,135,4821,135,4821,135,482

(((( 25,70025,70025,70025,700 ))))

446446446446 1,187,6791,187,6791,187,6791,187,679 1,873,6321,873,6321,873,6321,873,632 80,98980,98980,98980,989 19,055,56519,055,56519,055,56519,055,565
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