
 

令和３年第１回市議会定例会         

議  案  第15～18，20～22号資料          

 

 

 

 

 

 

令和２（２０２０）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 [[[[ 8888 ]]]] [[[[ 27,90027,90027,90027,900 ]]]]

1,8911,8911,8911,891 (((( 24242424 )))) 14,019,11414,019,11414,019,11414,019,114

１１１１ 14141414 (((( 2222 )))) 110,302110,302110,302110,302

１１１１ 14141414 (((( 2222 )))) 110,302110,302110,302110,302

１１１１ 議議議議 会会会会 費費費費 14141414 (((( 2222 )))) 110,302110,302110,302110,302

２２２２ 455455455455 (((( 13131313 )))) 3,445,9143,445,9143,445,9143,445,914
１１１１ 303303303303 (((( 13131313 )))) 2,300,3502,300,3502,300,3502,300,350

１１１１ 一一一一 般般般般 管管管管 理理理理 費費費費 185185185185 (((( 7777 )))) 1,426,3901,426,3901,426,3901,426,390
５５５５ 庁庁庁庁 舎舎舎舎 管管管管 理理理理 費費費費

７７７７ 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

８８８８ 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 14,87014,87014,87014,870

９９９９ 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

10101010 職職職職 員員員員 厚厚厚厚 生生生生 費費費費

14141414 湯湯湯湯 川川川川 支支支支 所所所所 費費費費 12121212 82,00282,00282,00282,002

15151515 銭銭銭銭 亀亀亀亀 沢沢沢沢 支支支支 所所所所 費費費費 6666 (((( 2222 )))) 50,10350,10350,10350,103

16161616 亀亀亀亀 田田田田 支支支支 所所所所 費費費費 15151515 (((( 4444 )))) 119,013119,013119,013119,013

17171717 戸戸戸戸 井井井井 支支支支 所所所所 費費費費 21212121 148,943148,943148,943148,943

18181818 恵恵恵恵 山山山山 支支支支 所所所所 費費費費 23232323 171,005171,005171,005171,005

19191919 椴椴椴椴 法法法法 華華華華 支支支支 所所所所 費費費費 16161616 120,644120,644120,644120,644

20202020 南南南南 茅茅茅茅 部部部部 支支支支 所所所所 費費費費 23232323 167,380167,380167,380167,380

２２２２ 101101101101 740,287740,287740,287740,287

１１１１ 徴徴徴徴 税税税税 費費費費 101101101101 740,287740,287740,287740,287

３３３３ 28282828 208,180208,180208,180208,180

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 28282828 208,180208,180208,180208,180

４４４４ 8888 63,41063,41063,41063,410

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 63,41063,41063,41063,410

５５５５ 7777 49,91749,91749,91749,917

１１１１ 統統統統 計計計計 調調調調 査査査査 費費費費 7777 49,91749,91749,91749,917

６６６６ 8888 83,77083,77083,77083,770

１１１１ 監監監監 査査査査 委委委委 員員員員 費費費費 8888 83,77083,77083,77083,770

３３３３ 305305305305 (((( 6666 )))) 2,268,1802,268,1802,268,1802,268,180

１１１１ 110110110110 (((( 1111 )))) 813,520813,520813,520813,520

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 36363636 (((( 1111 )))) 270,489270,489270,489270,489

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 237,920237,920237,920237,920

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 25252525 178,716178,716178,716178,716

５５５５ 老老老老 人人人人 福福福福 祉祉祉祉 費費費費 13131313 96,65596,65596,65596,655

６６６６ 国国国国 民民民民 年年年年 金金金金 費費費費 4444 29,74029,74029,74029,740

２２２２ 74747474 (((( 2222 )))) 553,679553,679553,679553,679

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 17171717 126,395126,395126,395126,395

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 111,525111,525111,525111,525

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 29292929 (((( 1111 )))) 214,909214,909214,909214,909

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 13131313 (((( 1111 )))) 100,850100,850100,850100,850

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 121121121121 (((( 3333 )))) 900,981900,981900,981900,981

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 121121121121 (((( 3333 )))) 900,981900,981900,981900,981

４４４４ 206206206206 1,480,0261,480,0261,480,0261,480,026

１１１１ 94949494 678,421678,421678,421678,421

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 137,886137,886137,886137,886

３３３３ 環環環環 境境境境 保保保保 全全全全 費費費費 8888 59,48059,48059,48059,480

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 96,65596,65596,65596,655

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 118,960118,960118,960118,960

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 30,43230,43230,43230,432

８８８８ 保保保保 健健健健 所所所所 費費費費 11111111 75,03875,03875,03875,038

９９９９ 環環環環 境境境境 衛衛衛衛 生生生生 費費費費 22222222 159,970159,970159,970159,970

２２２２ 112112112112 801,605801,605801,605801,605

１１１１ 清清清清 掃掃掃掃 総総総総 務務務務 費費費費 112112112112 801,605801,605801,605801,605

清清清清 掃掃掃掃 費費費費

衛衛衛衛 生生生生 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

保保保保 健健健健 衛衛衛衛 生生生生 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

徴徴徴徴 税税税税 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

生生生生 活活活活 保保保保 護護護護 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

金    額金    額金    額金    額人 員人 員人 員人 員

総総総総 務務務務 管管管管 理理理理 費費費費

科　　　　  目科　　　　  目科　　　　  目科　　　　  目

 (  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
(((( 会会会会 計計計計 年年年年 度度度度 任任任任 用用用用 職職職職 員員員員 以以以以 外外外外 のののの 職職職職 員員員員 ））））

- 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）職員給与費欄の（  ）内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度　　　（注2）職員給与費欄の（  ）内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度　　　（注2）職員給与費欄の（  ）内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度　　　（注2）職員給与費欄の（  ）内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度

　　　　　　 任用職員についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。　　　　　　 任用職員についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。　　　　　　 任用職員についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。　　　　　　 任用職員についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。

計計計計

人人人人 千円千円千円千円 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

[[[[ 27,90027,90027,90027,900 ]]]]

12121212 (((( 505505505505 )))) 1,353,1301,353,1301,353,1301,353,130 9999 19,83619,83619,83619,836 1,222,9701,222,9701,222,9701,222,970 16,615,05016,615,05016,615,05016,615,050

110,302110,302110,302110,302

110,302110,302110,302110,302

110,302110,302110,302110,302

5555 (((( 86868686 )))) 242,737242,737242,737242,737 4444 5,5915,5915,5915,591 1,046,1961,046,1961,046,1961,046,196 4,740,4384,740,4384,740,4384,740,438
4444 (((( 51515151 )))) 146,761146,761146,761146,761 4444 5,5915,5915,5915,591 1,027,9141,027,9141,027,9141,027,914 3,480,6163,480,6163,480,6163,480,616

2222 (((( 17171717 )))) 39,63239,63239,63239,632 2222 2,0402,0402,0402,040 1,027,9141,027,9141,027,9141,027,914 2,495,9762,495,9762,495,9762,495,976
(((( 1111 )))) 1,7911,7911,7911,791 1,7911,7911,7911,791

(((( 4444 )))) 11,32711,32711,32711,327 11,32711,32711,32711,327

14,87014,87014,87014,870

(((( 11111111 )))) 33,27533,27533,27533,275 33,27533,27533,27533,275

(((( 5555 )))) 17,09317,09317,09317,093 2222 3,5513,5513,5513,551 20,64420,64420,64420,644

1111 (((( 5555 )))) 19,03719,03719,03719,037 101,039101,039101,039101,039

50,10350,10350,10350,103

1111 (((( 8888 )))) 24,60624,60624,60624,606 143,619143,619143,619143,619

148,943148,943148,943148,943

171,005171,005171,005171,005

120,644120,644120,644120,644

167,380167,380167,380167,380

(((( 21212121 )))) 53,57853,57853,57853,578 793,865793,865793,865793,865

(((( 21212121 )))) 53,57853,57853,57853,578 793,865793,865793,865793,865

1111 (((( 11111111 )))) 33,99533,99533,99533,995 242,175242,175242,175242,175

1111 (((( 11111111 )))) 33,99533,99533,99533,995 242,175242,175242,175242,175

63,41063,41063,41063,410

63,41063,41063,41063,410

(((( 3333 )))) 8,4038,4038,4038,403 58,32058,32058,32058,320

(((( 3333 )))) 8,4038,4038,4038,403 58,32058,32058,32058,320

18,28218,28218,28218,282 102,052102,052102,052102,052

18,28218,28218,28218,282 102,052102,052102,052102,052

(((( 192192192192 )))) 560,621560,621560,621560,621 3333 5,0545,0545,0545,054 2,833,8552,833,8552,833,8552,833,855

(((( 55555555 )))) 158,083158,083158,083158,083 1111 4,4184,4184,4184,418 976,021976,021976,021976,021

(((( 9999 )))) 22,53322,53322,53322,533 293,022293,022293,022293,022

(((( 7777 )))) 20,20020,20020,20020,200 258,120258,120258,120258,120

(((( 36363636 )))) 107,335107,335107,335107,335 1111 4,4184,4184,4184,418 290,469290,469290,469290,469

(((( 2222 )))) 4,9124,9124,9124,912 101,567101,567101,567101,567

(((( 1111 )))) 3,1033,1033,1033,103 32,84332,84332,84332,843

(((( 108108108108 )))) 318,634318,634318,634318,634 2222 636636636636 872,949872,949872,949872,949

(((( 3333 )))) 6,5076,5076,5076,507 132,902132,902132,902132,902

(((( 5555 )))) 17,04517,04517,04517,045 128,570128,570128,570128,570

(((( 23232323 )))) 57,20557,20557,20557,205 2222 636636636636 272,750272,750272,750272,750

(((( 71717171 )))) 220,269220,269220,269220,269 321,119321,119321,119321,119

(((( 6666 )))) 17,60817,60817,60817,608 17,60817,60817,60817,608

(((( 29292929 )))) 83,90483,90483,90483,904 984,885984,885984,885984,885

(((( 29292929 )))) 83,90483,90483,90483,904 984,885984,885984,885984,885

1111 (((( 37373737 )))) 114,740114,740114,740114,740 2222 9,1919,1919,1919,191 1,603,9571,603,9571,603,9571,603,957

(((( 26262626 )))) 76,13176,13176,13176,131 2222 9,1919,1919,1919,191 763,743763,743763,743763,743

(((( 1111 )))) 2,7292,7292,7292,729 140,615140,615140,615140,615

59,48059,48059,48059,480

(((( 4444 )))) 10,36110,36110,36110,361 107,016107,016107,016107,016

(((( 9999 )))) 26,74726,74726,74726,747 1111 8,8738,8738,8738,873 154,580154,580154,580154,580

(((( 1111 )))) 3,1303,1303,1303,130 33,56233,56233,56233,562

(((( 4444 )))) 9,5989,5989,5989,598 1111 318318318318 84,95484,95484,95484,954

(((( 7777 )))) 23,56623,56623,56623,566 183,536183,536183,536183,536

1111 (((( 11111111 )))) 38,60938,60938,60938,609 840,214840,214840,214840,214

1111 (((( 11111111 )))) 38,60938,60938,60938,609 840,214840,214840,214840,214

備         考備         考備         考備         考

嘱嘱嘱嘱 託託託託 報報報報 酬酬酬酬
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

職職職職 員員員員 給給給給 与与与与 費費費費
（（（（ 会会会会 計計計計 年年年年 度度度度 任任任任 用用用用 職職職職 員員員員 ））））

金    額金    額金    額金    額人 員人 員人 員人 員

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

 特別職５人分 82,530千円を含む　　　　　 特別職５人分 82,530千円を含む　　　　　 特別職５人分 82,530千円を含む　　　　　 特別職５人分 82,530千円を含む　　　　　

 特別職４人分 67,133千円を含む　　　　　 特別職４人分 67,133千円を含む　　　　　 特別職４人分 67,133千円を含む　　　　　 特別職４人分 67,133千円を含む　　　　　

 特別職３人分 53,576千円を含む　　　　　 特別職３人分 53,576千円を含む　　　　　 特別職３人分 53,576千円を含む　　　　　 特別職３人分 53,576千円を含む　　　　　

 特別職３人分 53,576千円を含む　　　　　 特別職３人分 53,576千円を含む　　　　　 特別職３人分 53,576千円を含む　　　　　 特別職３人分 53,576千円を含む　　　　　

 特別職１人分 13,557千円を含む　　　　　 特別職１人分 13,557千円を含む　　　　　 特別職１人分 13,557千円を含む　　　　　 特別職１人分 13,557千円を含む　　　　　

 特別職１人分 13,557千円を含む　　　　　 特別職１人分 13,557千円を含む　　　　　 特別職１人分 13,557千円を含む　　　　　 特別職１人分 13,557千円を含む　　　　　

- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -



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

金    額金    額金    額金    額人 員人 員人 員人 員

科　　　　  目科　　　　  目科　　　　  目科　　　　  目

 (  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
(((( 会会会会 計計計計 年年年年 度度度度 任任任任 用用用用 職職職職 員員員員 以以以以 外外外外 のののの 職職職職 員員員員 ））））

５５５５ 5555 37,17537,17537,17537,175

１１１１ 5555 37,17537,17537,17537,175

１１１１ 労労労労 働働働働 総総総総 務務務務 費費費費 5555 37,17537,17537,17537,175

６６６６ 35353535 260,167260,167260,167260,167

１１１１ 17171717 126,337126,337126,337126,337

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 10,71810,71810,71810,718

２２２２ 農農農農 林林林林 総総総総 務務務務 費費費費 16161616 115,619115,619115,619115,619

２２２２ 18181818 133,830133,830133,830133,830

１１１１ 水水水水 産産産産 総総総総 務務務務 費費費費 18181818 133,830133,830133,830133,830

７７７７ 66666666 490,710490,710490,710490,710

１１１１ 66666666 490,710490,710490,710490,710

１１１１ 商商商商 工工工工 総総総総 務務務務 費費費費 66666666 490,710490,710490,710490,710

[[[[ 8888 ]]]] [[[[ 27,90027,90027,90027,900 ]]]]

８８８８ 149149149149 (((( 1111 )))) 1,103,9841,103,9841,103,9841,103,984

１１１１ 44444444 (((( 1111 )))) 329,902329,902329,902329,902

１１１１ 土土土土 木木木木 総総総総 務務務務 費費費費 9999 66,91566,91566,91566,915

２２２２ 建建建建 築築築築 行行行行 政政政政 費費費費 35353535 (((( 1111 )))) 262,987262,987262,987262,987

[[[[ 2222 ]]]] [[[[ 9,8009,8009,8009,800 ]]]]

２２２２ 53535353 390,659390,659390,659390,659

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 51515151 380,859380,859380,859380,859

[[[[ 2222 ]]]] [[[[ 9,8009,8009,8009,800 ]]]]

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 2222 9,8009,8009,8009,800

[[[[ 1111 ]]]] [[[[ 4,5004,5004,5004,500 ]]]]

３３３３ 1111 4,5004,5004,5004,500

[[[[ 1111 ]]]] [[[[ 4,5004,5004,5004,500 ]]]]

１１１１ 河河河河 川川川川 費費費費 1111 4,5004,5004,5004,500

[[[[ 3333 ]]]] [[[[ 10,80010,80010,80010,800 ]]]]

４４４４ 38383838 285,465285,465285,465285,465

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 35353535 274,665274,665274,665274,665

[[[[ 2222 ]]]] [[[[ 8,8008,8008,8008,800 ]]]]

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 8,8008,8008,8008,800

[[[[ 1111 ]]]] [[[[ 2,0002,0002,0002,000 ]]]]

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 2,0002,0002,0002,000

[[[[ 2222 ]]]] [[[[ 2,8002,8002,8002,800 ]]]]

５５５５ 9999 63,71863,71863,71863,718

[[[[ 1111 ]]]] [[[[ 2,3002,3002,3002,300 ]]]]

１１１１ 住住住住 宅宅宅宅 管管管管 理理理理 費費費費 8888 63,21863,21863,21863,218

[[[[ 1111 ]]]] [[[[ 500500500500 ]]]]

２２２２ 住住住住 宅宅宅宅 建建建建 設設設設 費費費費 1111 500500500500

６６６６ 4444 29,74029,74029,74029,740

１１１１ 空空空空 港港港港 総総総総 務務務務 費費費費 4444 29,74029,74029,74029,740

９９９９ 386386386386 (((( 2222 )))) 2,778,2912,778,2912,778,2912,778,291

１１１１ 386386386386 (((( 2222 )))) 2,778,2912,778,2912,778,2912,778,291

１１１１ 常常常常 備備備備 消消消消 防防防防 費費費費 386386386386 (((( 2222 )))) 2,778,2912,778,2912,778,2912,778,291

10101010 270270270270 2,044,3652,044,3652,044,3652,044,365

１１１１ 68686868 540,920540,920540,920540,920

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 51515151 410,376410,376410,376410,376

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 2222 15,80415,80415,80415,804

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 2222 15,80415,80415,80415,804

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 23,70623,70623,70623,706

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 3333 19,91619,91619,91619,916
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 7777 55,31455,31455,31455,314

土土土土 木木木木 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

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

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

河河河河 川川川川 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

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
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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）職員給与費欄の（  ）内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度　　　（注2）職員給与費欄の（  ）内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度　　　（注2）職員給与費欄の（  ）内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度　　　（注2）職員給与費欄の（  ）内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度

　　　　　　 任用職員についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。　　　　　　 任用職員についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。　　　　　　 任用職員についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。　　　　　　 任用職員についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。

計計計計

人人人人 千円千円千円千円 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

備         考備         考備         考備         考

嘱嘱嘱嘱 託託託託 報報報報 酬酬酬酬
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

職職職職 員員員員 給給給給 与与与与 費費費費
（（（（ 会会会会 計計計計 年年年年 度度度度 任任任任 用用用用 職職職職 員員員員 ））））

金    額金    額金    額金    額人 員人 員人 員人 員

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

37,17537,17537,17537,175

37,17537,17537,17537,175

37,17537,17537,17537,175

(((( 2222 )))) 2,2062,2062,2062,206 262,373262,373262,373262,373

(((( 2222 )))) 2,2062,2062,2062,206 128,543128,543128,543128,543

10,71810,71810,71810,718

(((( 2222 )))) 2,2062,2062,2062,206 117,825117,825117,825117,825

133,830133,830133,830133,830

133,830133,830133,830133,830

(((( 8888 )))) 15,01415,01415,01415,014 505,724505,724505,724505,724

(((( 8888 )))) 15,01415,01415,01415,014 505,724505,724505,724505,724

(((( 8888 )))) 15,01415,01415,01415,014 505,724505,724505,724505,724

[[[[ 27,90027,90027,90027,900 ]]]]

1111 (((( 7777 )))) 20,98320,98320,98320,983 1,124,9671,124,9671,124,9671,124,967

(((( 1111 )))) 3,5703,5703,5703,570 333,472333,472333,472333,472

66,91566,91566,91566,915

(((( 1111 )))) 3,5703,5703,5703,570 266,557266,557266,557266,557

[[[[ 9,8009,8009,8009,800 ]]]]

(((( 2222 )))) 5,4745,4745,4745,474 396,133396,133396,133396,133

(((( 2222 )))) 5,4745,4745,4745,474 386,333386,333386,333386,333

[[[[ 9,8009,8009,8009,800 ]]]]

9,8009,8009,8009,800

[[[[ 4,5004,5004,5004,500 ]]]]

4,5004,5004,5004,500

[[[[ 4,5004,5004,5004,500 ]]]]

4,5004,5004,5004,500

[[[[ 10,80010,80010,80010,800 ]]]]

1111 (((( 2222 )))) 8,6608,6608,6608,660 294,125294,125294,125294,125

1111 (((( 2222 )))) 8,6608,6608,6608,660 283,325283,325283,325283,325

[[[[ 8,8008,8008,8008,800 ]]]]

8,8008,8008,8008,800

[[[[ 2,0002,0002,0002,000 ]]]]

2,0002,0002,0002,000

[[[[ 2,8002,8002,8002,800 ]]]]

(((( 2222 )))) 3,2793,2793,2793,279 66,99766,99766,99766,997

[[[[ 2,3002,3002,3002,300 ]]]]

(((( 2222 )))) 3,2793,2793,2793,279 66,49766,49766,49766,497

[[[[ 500500500500 ]]]]

500500500500

29,74029,74029,74029,740

29,74029,74029,74029,740

(((( 7777 )))) 22,25722,25722,25722,257 101,971101,971101,971101,971 2,902,5192,902,5192,902,5192,902,519

(((( 7777 )))) 22,25722,25722,25722,257 101,971101,971101,971101,971 2,902,5192,902,5192,902,5192,902,519

(((( 7777 )))) 22,25722,25722,25722,257 101,971101,971101,971101,971 2,902,5192,902,5192,902,5192,902,519

5555 (((( 166166166166 )))) 374,572374,572374,572374,572 74,80374,80374,80374,803 2,493,7402,493,7402,493,7402,493,740

5555 (((( 30303030 )))) 103,561103,561103,561103,561 74,80374,80374,80374,803 719,284719,284719,284719,284

(((( 27272727 )))) 77,09877,09877,09877,098 74,80374,80374,80374,803 562,277562,277562,277562,277

1111 (((( 2222 )))) 9,4929,4929,4929,492 25,29625,29625,29625,296

1111 4,1544,1544,1544,154 19,95819,95819,95819,958

1111 3,7293,7293,7293,729 27,43527,43527,43527,435

1111 4,0604,0604,0604,060 23,97623,97623,97623,976
1111 (((( 1111 )))) 5,0285,0285,0285,028 60,34260,34260,34260,342

 特別職１人分 15,397千円を含む　　　　　 特別職１人分 15,397千円を含む　　　　　 特別職１人分 15,397千円を含む　　　　　 特別職１人分 15,397千円を含む　　　　　

 特別職１人分 15,397千円を含む　　　　　 特別職１人分 15,397千円を含む　　　　　 特別職１人分 15,397千円を含む　　　　　 特別職１人分 15,397千円を含む　　　　　

 特別職１人分 15,397千円を含む　　　　　 特別職１人分 15,397千円を含む　　　　　 特別職１人分 15,397千円を含む　　　　　 特別職１人分 15,397千円を含む　　　　　
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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

金    額金    額金    額金    額人 員人 員人 員人 員

科　　　　  目科　　　　  目科　　　　  目科　　　　  目

 (  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
(((( 会会会会 計計計計 年年年年 度度度度 任任任任 用用用用 職職職職 員員員員 以以以以 外外外外 のののの 職職職職 員員員員 ））））

２２２２ 65656565 456,977456,977456,977456,977

１１１１ 学学学学 校校校校 管管管管 理理理理 費費費費 65656565 456,977456,977456,977456,977

３３３３ 19191919 142,038142,038142,038142,038

１１１１ 学学学学 校校校校 管管管管 理理理理 費費費費 19191919 142,038142,038142,038142,038

５５５５ 61616161 465,997465,997465,997465,997

１１１１ 学学学学 校校校校 管管管管 理理理理 費費費費 61616161 465,997465,997465,997465,997

６６６６ 4444 31,60831,60831,60831,608

１１１１ 幼幼幼幼 稚稚稚稚 園園園園 費費費費 4444 31,60831,60831,60831,608

７７７７ 31313131 237,023237,023237,023237,023

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 21212121 165,942165,942165,942165,942

２２２２ 博博博博 物物物物 館館館館 費費費費 10101010 71,08171,08171,08171,081

８８８８ 22222222 169,802169,802169,802169,802

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 169,802169,802169,802169,802

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 ]]]] [[[[ 4,2004,2004,2004,200 ]]]]

26262626 208,818208,818208,818208,818

１１１１ 23232323 204,618204,618204,618204,618

１１１１ 21212121 192,238192,238192,238192,238

１１１１ 一一一一 般般般般 管管管管 理理理理 費費費費 21212121 192,238192,238192,238192,238

２２２２ 2222 12,38012,38012,38012,380

１１１１ 上上上上 屋屋屋屋 運運運運 営営営営 費費費費 2222 12,38012,38012,38012,380

[[[[ 3333 ]]]] [[[[ 4,2004,2004,2004,200 ]]]]

２２２２ 3333 4,2004,2004,2004,200

[[[[ 3333 ]]]] [[[[ 4,2004,2004,2004,200 ]]]]

１１１１ 3333 4,2004,2004,2004,200

[[[[ 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 ]]]] [[[[ 1,1001,1001,1001,100 ]]]]

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 1,1001,1001,1001,100

[[[[ 1111 ]]]] [[[[ 2,6002,6002,6002,600 ]]]]

５５５５ 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 2,6002,6002,6002,600

国国国国 民民民民 健健健健 康康康康 保保保保 険険険険 47474747 (((( 3333 )))) 342,337342,337342,337342,337

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 47474747 (((( 3333 )))) 342,337342,337342,337342,337

１１１１ 47474747 (((( 3333 )))) 342,337342,337342,337342,337

１１１１ 一一一一 般般般般 管管管管 理理理理 費費費費 47474747 (((( 3333 )))) 342,337342,337342,337342,337

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

６６６６

１１１１

１１１１ 特特特特 定定定定 健健健健 康康康康 診診診診 査査査査 等等等等 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 69,69369,69369,69369,693

特特特特 別別別別 会会会会 計計計計 １１１１ 9999 69,69369,69369,69369,693

１１１１ 9999 69,69369,69369,69369,693

１１１１ 一一一一 般般般般 管管管管 理理理理 費費費費 9999 69,69369,69369,69369,693

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 13,16713,16713,16713,167

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 13,16713,16713,16713,167

１１１１ 2222 13,16713,16713,16713,167

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 6,5846,5846,5846,584

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 6,5836,5836,5836,583

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

保保保保 健健健健 事事事事 業業業業 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

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

総総総総 務務務務 費費費費

港港港港 湾湾湾湾 整整整整 備備備備 費費費費

保保保保 健健健健 体体体体 育育育育 費費費費

徴徴徴徴 収収収収 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

特特特特 定定定定 健健健健 康康康康 診診診診 査査査査 等等等等 事事事事 業業業業 費費費費

一一一一 般般般般 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）職員給与費欄の（  ）内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度　　　（注2）職員給与費欄の（  ）内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度　　　（注2）職員給与費欄の（  ）内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度　　　（注2）職員給与費欄の（  ）内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度

　　　　　　 任用職員についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。　　　　　　 任用職員についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。　　　　　　 任用職員についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。　　　　　　 任用職員についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。

計計計計

人人人人 千円千円千円千円 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

備         考備         考備         考備         考

嘱嘱嘱嘱 託託託託 報報報報 酬酬酬酬
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

職職職職 員員員員 給給給給 与与与与 費費費費
（（（（ 会会会会 計計計計 年年年年 度度度度 任任任任 用用用用 職職職職 員員員員 ））））

金    額金    額金    額金    額人 員人 員人 員人 員

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

(((( 82828282 )))) 155,780155,780155,780155,780 612,757612,757612,757612,757

(((( 82828282 )))) 155,780155,780155,780155,780 612,757612,757612,757612,757

(((( 41414141 )))) 82,71482,71482,71482,714 224,752224,752224,752224,752

(((( 41414141 )))) 82,71482,71482,71482,714 224,752224,752224,752224,752

(((( 1111 )))) 3,1923,1923,1923,192 469,189469,189469,189469,189

(((( 1111 )))) 3,1923,1923,1923,192 469,189469,189469,189469,189

(((( 1111 )))) 3,1373,1373,1373,137 34,74534,74534,74534,745

(((( 1111 )))) 3,1373,1373,1373,137 34,74534,74534,74534,745

(((( 6666 )))) 16,13116,13116,13116,131 253,154253,154253,154253,154

(((( 1111 )))) 1,6641,6641,6641,664 167,606167,606167,606167,606

(((( 5555 )))) 14,46714,46714,46714,467 85,54885,54885,54885,548

(((( 5555 )))) 10,05710,05710,05710,057 179,859179,859179,859179,859

(((( 5555 )))) 10,05710,05710,05710,057 179,859179,859179,859179,859

[[[[ 4,2004,2004,2004,200 ]]]]

(((( 6666 )))) 17,69717,69717,69717,697 226,515226,515226,515226,515

(((( 6666 )))) 17,69717,69717,69717,697 222,315222,315222,315222,315

(((( 6666 )))) 17,69717,69717,69717,697 209,935209,935209,935209,935

(((( 6666 )))) 17,69717,69717,69717,697 209,935209,935209,935209,935

12,38012,38012,38012,380

12,38012,38012,38012,380

[[[[ 4,2004,2004,2004,200 ]]]]

4,2004,2004,2004,200

[[[[ 4,2004,2004,2004,200 ]]]]

4,2004,2004,2004,200

[[[[ 500500500500 ]]]]

500500500500

[[[[ 1,1001,1001,1001,100 ]]]]

1,1001,1001,1001,100

[[[[ 2,6002,6002,6002,600 ]]]]

2,6002,6002,6002,600

(((( 24242424 )))) 55,82955,82955,82955,829 398,166398,166398,166398,166

(((( 23232323 )))) 53,07853,07853,07853,078 395,415395,415395,415395,415

(((( 14141414 )))) 24,46924,46924,46924,469 366,806366,806366,806366,806

(((( 14141414 )))) 24,46924,46924,46924,469 366,806366,806366,806366,806

(((( 6666 )))) 18,63618,63618,63618,636 18,63618,63618,63618,636

(((( 6666 )))) 18,63618,63618,63618,636 18,63618,63618,63618,636

(((( 3333 )))) 9,9739,9739,9739,973 9,9739,9739,9739,973

(((( 3333 )))) 9,9739,9739,9739,973 9,9739,9739,9739,973

(((( 1111 )))) 2,7512,7512,7512,751 2,7512,7512,7512,751

(((( 1111 )))) 2,7512,7512,7512,751 2,7512,7512,7512,751

(((( 1111 )))) 2,7512,7512,7512,751 2,7512,7512,7512,751

69,69369,69369,69369,693

69,69369,69369,69369,693

69,69369,69369,69369,693

69,69369,69369,69369,693

(((( 5555 )))) 14,11214,11214,11214,112 27,27927,27927,27927,279

(((( 5555 )))) 14,11214,11214,11214,112 27,27927,27927,27927,279

(((( 5555 )))) 14,11214,11214,11214,112 27,27927,27927,27927,279

(((( 3333 )))) 7,8727,8727,8727,872 14,45614,45614,45614,456

(((( 2222 )))) 6,2406,2406,2406,240 12,82312,82312,82312,823
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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

金    額金    額金    額金    額人 員人 員人 員人 員

科　　　　  目科　　　　  目科　　　　  目科　　　　  目

 (  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
(((( 会会会会 計計計計 年年年年 度度度度 任任任任 用用用用 職職職職 員員員員 以以以以 外外外外 のののの 職職職職 員員員員 ））））

介介介介 護護護護 保保保保 険険険険 事事事事 業業業業 47474747 341,071341,071341,071341,071

特特特特 別別別別 会会会会 計計計計 １１１１ 29292929 210,445210,445210,445210,445

１１１１ 29292929 210,445210,445210,445210,445

１１１１ 一一一一 般般般般 管管管管 理理理理 費費費費 29292929 210,445210,445210,445210,445

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 18181818 130,626130,626130,626130,626

１１１１ 18181818 130,626130,626130,626130,626

１１１１ 介介介介護護護護予予予予防防防防・・・・日日日日常常常常生生生生活活活活支支支支援援援援総総総総合合合合事事事事業業業業費費費費 6666 43,54243,54243,54243,542

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 12121212 87,08487,08487,08487,084

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 8888 62,96062,96062,96062,960

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 8888 62,96062,96062,96062,960

１１１１ 8888 62,96062,96062,96062,960

１１１１ 一一一一 般般般般 管管管管 理理理理 費費費費 8888 62,96062,96062,96062,960

特特特特 別別別別 会会会会 計計計計 [[[[ 3333 ]]]] [[[[ 4,2004,2004,2004,200 ]]]]

139139139139 (((( 3333 )))) 1,038,0461,038,0461,038,0461,038,046

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 [[[[ 11111111 ]]]] [[[[ 32,10032,10032,10032,100 ]]]]

2,0302,0302,0302,030 (((( 27272727 )))) 15,057,16015,057,16015,057,16015,057,160

徴徴徴徴 収収収収 費費費費

総総総総 務務務務 費費費費

介介介介 護護護護 認認認認 定定定定 費費費費

総総総総 務務務務 管管管管 理理理理 費費費費

総総総総 務務務務 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

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）職員給与費欄の（  ）内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度　　　（注2）職員給与費欄の（  ）内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度　　　（注2）職員給与費欄の（  ）内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度　　　（注2）職員給与費欄の（  ）内は、会計年度任用職員以外の職員については再任用短時間勤務職員、会計年度

　　　　　　 任用職員についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。　　　　　　 任用職員についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。　　　　　　 任用職員についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。　　　　　　 任用職員についてはパートタイム会計年度任用職員の人員であり、外数である。

計計計計

人人人人 千円千円千円千円 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

備         考備         考備         考備         考

嘱嘱嘱嘱 託託託託 報報報報 酬酬酬酬
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

職職職職 員員員員 給給給給 与与与与 費費費費
（（（（ 会会会会 計計計計 年年年年 度度度度 任任任任 用用用用 職職職職 員員員員 ））））

金    額金    額金    額金    額人 員人 員人 員人 員

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

(((( 43434343 )))) 102,481102,481102,481102,481 443,552443,552443,552443,552

(((( 42424242 )))) 100,469100,469100,469100,469 310,914310,914310,914310,914

(((( 22222222 )))) 34,66334,66334,66334,663 245,108245,108245,108245,108

(((( 22222222 )))) 34,66334,66334,66334,663 245,108245,108245,108245,108

(((( 4444 )))) 13,31913,31913,31913,319 13,31913,31913,31913,319

(((( 4444 )))) 13,31913,31913,31913,319 13,31913,31913,31913,319

(((( 16161616 )))) 52,48752,48752,48752,487 52,48752,48752,48752,487

(((( 16161616 )))) 52,48752,48752,48752,487 52,48752,48752,48752,487

(((( 1111 )))) 2,0122,0122,0122,012 132,638132,638132,638132,638

(((( 1111 )))) 2,0122,0122,0122,012 132,638132,638132,638132,638

43,54243,54243,54243,542

(((( 1111 )))) 2,0122,0122,0122,012 89,09689,09689,09689,096

(((( 4444 )))) 6,6606,6606,6606,660 69,62069,62069,62069,620

(((( 4444 )))) 6,6606,6606,6606,660 69,62069,62069,62069,620

(((( 4444 )))) 6,6606,6606,6606,660 69,62069,62069,62069,620

(((( 4444 )))) 6,6606,6606,6606,660 69,62069,62069,62069,620

[[[[ 4,2004,2004,2004,200 ]]]]

(((( 82828282 )))) 196,779196,779196,779196,779 1,234,8251,234,8251,234,8251,234,825

[[[[ 32,10032,10032,10032,100 ]]]]

12121212 (((( 587587587587 )))) 1,549,9091,549,9091,549,9091,549,909 9999 19,83619,83619,83619,836 1,222,9701,222,9701,222,9701,222,970 17,849,87517,849,87517,849,87517,849,875
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