
３．歳  出

（款）  1 議会費 （項）  1 議会費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

議会費 △2,008

（歳出）議会費

目
本　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源
前　年　度
予　算　額 一　　般

財　　源
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（単位　千円）

○○議議員員報報酬酬等等 ((議議会会事事務務局局　　　　　　))

報酬  1 報酬

      議員報酬

 3 職員手当等

給料  4 共済費

○○一一般般職職人人件件費費　　８８名名分分 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

 2 給料

職員手当等       常勤職員・再任用職員　７名

      フルタイム会計年度任用職員　１名

 3 職員手当等

共済費  4 共済費

○○議議会会事事務務局局のの運運営営にに要要すするる経経費費 ((議議会会事事務務局局　　　　　　))

 1 報酬

旅費       パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 8 旅費

交際費     費用弁償

    普通旅費

    特別旅費

需用費  9 交際費

      議長交際費

10 需用費

役務費     消耗品費

    食糧費

    印刷製本費

委託料     修繕料

    医薬材料費

11 役務費

使用料及び賃借料     通信運搬費

12 委託料

      会議録反訳委託

備品購入費       議会だより編集印刷委託

      議会だより折込委託

      議会中継システム管理運用委託

負担金補助及び交       会議録検索システムデータ作成業務

付金       委託

      映像設備・音響設備保守点検委託

      議場名札書替委託

      歴代議長写真撮影委託

13 使用料及び賃借料

      本会議場等設備及び議会中継システ

      ム機器賃貸借

      会議録検索システム

      映像設備・音響設備使用料

      車等借上料

      委員会室マイクシステム

説　　　　　　　　　明

節

区　　　分 金　　額
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（款）  1 議会費 （項）  1 議会費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

議会費

       計 △2,008

（款）  2 総務費 （項）  1 総務管理費

一般管理費

（歳出）議会費，総務費

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

-　44　-



（単位　千円）

      駐車料及び通行料

17 備品購入費

      委員会室用備品

      議会図書室用図書

18 負担金補助及び交付金

      全国市議会議長会負担金

      千葉県市議会議長会負担金

      全国市議会議長会基地協議会負担金

      関東市議会議長会負担金

      千葉県市議会議長会定例総会負担金

      関東市議会議長会定期総会負担金

      研修等負担金

      東葛都市議会連絡協議会県外研修負

      担金

      全国市議会議長会基地協議会関東部

      会総会負担金

      全国市議会議長会研究フォーラム負

      担金

      東葛都市議会連絡協議会定例会負担

      金

      千葉県市議会議長会研修会負担金

      政務活動費交付金

○○特特別別職職人人件件費費　　２２名名分分 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

報酬  2 給料

      特別職　２名

 3 職員手当等

給料  4 共済費

○○一一般般職職人人件件費費　　８８２２名名分分 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

 2 給料

職員手当等       常勤職員・再任用職員　７５名

      フルタイム会計年度任用職員　７名

 3 職員手当等

共済費  4 共済費

○○総総務務事事務務にに要要すするる経経費費 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

 1 報酬

報償費       パートタイム会計年度任用職員報酬

      情報公開・個人情報保護審査会委員

      報酬

旅費       行政不服審査会委員報酬

 3 職員手当等

 8 旅費

交際費     費用弁償

    普通旅費

区　　　分 金　　額

節

説　　　　　　　　　明
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（款）  2 総務費 （項）  1 総務管理費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般管理費

（歳出）総務費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳
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（単位　千円）

10 需用費

需用費     消耗品費

    食糧費

12 委託料

役務費       電話交換及び受付業務委託

18 負担金補助及び交付金

      防衛施設周辺整備全国協議会分担金

委託料       全国基地協議会分担金

      平和首長会議分担金

○○秘秘書書事事務務にに要要すするる経経費費 ((秘秘書書広広報報課課　　　　　　))

使用料及び賃借料  7 報償費

      保育謝礼

 8 旅費

負担金補助及び交     普通旅費

付金     特別旅費

 9 交際費

      市長交際費

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    印刷製本費

11 役務費

    広告料

    筆耕翻訳料

12 委託料

      表彰額作製委託

      記念写真作製委託

13 使用料及び賃借料

      駐車料及び通行料

18 負担金補助及び交付金

      千葉県市長会負担金

      全国市長会負担金

      全国市長会関東支部分担金

○○訴訴訟訟関関係係事事務務にに要要すするる経経費費 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

 7 報償費

      顧問弁護士報償

 8 旅費

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

11 役務費

    手数料

18 負担金補助及び交付金

      訟務事務担当者協議会負担金

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節
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（款）  2 総務費 （項）  1 総務管理費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

人事管理費 △15,305

（歳出）総務費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　48　-



（単位　千円）

○○人人事事管管理理にに要要すするる経経費費 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

報酬  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

      政治倫理審査会委員報酬

職員手当等       ハラスメント苦情相談員報酬

 3 職員手当等

 8 旅費

報償費     費用弁償

    普通旅費

10 需用費

旅費     消耗品費

    印刷製本費

11 役務費

需用費     筆耕翻訳料

12 委託料

      日直業務委託

役務費       昇任試験問題作成及び採点業務委託

13 使用料及び賃借料

      人事システム

委託料       会計年度任用職員システム

18 負担金補助及び交付金

      職員採用試験負担金

使用料及び賃借料       公平委員会負担金

      人事担当者研修等負担金

○○職職員員研研修修にに要要すするる経経費費 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

負担金補助及び交  7 報償費

付金       研修講師謝礼

 8 旅費

    普通旅費

    特別旅費

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

11 役務費

    手数料

18 負担金補助及び交付金

      研修等負担金

      自主研修助成金

○○福福利利厚厚生生にに要要すするる経経費費 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

 1 報酬

      産業医報酬

 7 報償費

      健康相談等報償

 8 旅費

    普通旅費

10 需用費

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額
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（款）  2 総務費 （項）  1 総務管理費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

人事管理費

広報費

（歳出）総務費

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源
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（単位　千円）

    消耗品費

    医薬材料費

11 役務費

    手数料

12 委託料

      展望喫茶室管理業務委託

13 使用料及び賃借料

      心電計装置使用料

18 負担金補助及び交付金

      人間ドック助成金

      千葉県市役所職員体育大会助成金

○○給給与与管管理理にに要要すするる経経費費 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

 1 報酬

      特別職報酬等審議会委員報酬

 8 旅費

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

12 委託料

      給与計算電算委託

13 使用料及び賃借料

      給与システム

18 負担金補助及び交付金

      給与担当者研修等負担金

○○広広報報にに要要すするる経経費費 ((秘秘書書広広報報課課　　　　　　))

報酬  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 8 旅費

旅費     普通旅費

10 需用費

    消耗品費

需用費     食糧費

11 役務費

    広告料

役務費 12 委託料

      広報かまがや編集印刷委託

      広報かまがや新聞折込委託

委託料       広報かまがやポスティング委託

      市ホームページ保守管理委託

13 使用料及び賃借料

使用料及び賃借料       市ホームページ機器使用料

17 備品購入費

      広報用備品

備品購入費

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額
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（款）  2 総務費 （項）  1 総務管理費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

文書費

財政管理費 △2,436

（歳出）総務費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　52　-



（単位　千円）

○○文文書書管管理理にに要要すするる経経費費 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

需用費 10 需用費

    消耗品費

    印刷製本費

役務費 11 役務費

    通信運搬費

12 委託料

委託料       例規集データベース化業務委託

      保存文書外部保管委託

      保存文書リサイクル処理委託

使用料及び賃借料 13 使用料及び賃借料

      デジタル印刷機使用料

      複写機使用料

備品購入費       文書管理システム

      例規集システム

      丁合機使用料

      リーダープリンター使用料

      ラベル貼付機使用料

      紙折り機使用料

17 備品購入費

      事務用備品

○○財財務務管管理理にに要要すするる経経費費 ((企企画画財財政政課課　　　　　　))

報酬  8 旅費

    普通旅費

10 需用費

職員手当等     消耗品費

    印刷製本費

11 役務費

報償費     通信運搬費

    手数料

12 委託料

旅費       地方公会計制度業務委託

13 使用料及び賃借料

      財務会計システム

需用費       予算編成・決算統計システム

      公債台帳システム

      ふるさと納税関連システム

役務費 ○○契契約約事事務務にに要要すするる経経費費 ((契契約約管管財財課課　　　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

委託料  3 職員手当等

 7 報償費

      総合評価方式学識経験者報償

使用料及び賃借料  8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　53　-



（款）  2 総務費 （項）  1 総務管理費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

財政管理費

会計管理費 △1,857

財産管理費

（歳出）総務費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳
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（単位　千円）

10 需用費

負担金補助及び交     消耗品費

付金 13 使用料及び賃借料

      ちば電子調達システムサービス（債

      務負担行為）

      ちば電子調達システムサービス

      自治体契約実務Ｗｅｂシステム

      企業情報検索システム

18 負担金補助及び交付金

      千葉県電子自治体共同運営協議会負

      担金

      契約事務連絡協議会負担金

○○工工事事検検査査にに要要すするる経経費費 ((契契約約管管財財課課　　　　　　))

 8 旅費

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

11 役務費

    筆耕翻訳料

12 委託料

      ＣＡＤソフト保守点検委託

18 負担金補助及び交付金

      千葉県下工事検査連絡協議会負担金

○○出出納納事事務務にに要要すするる経経費費 ((会会計計課課　　　　　　　　　　))

旅費  8 旅費

    普通旅費

10 需用費

需用費     消耗品費

    印刷製本費

11 役務費

役務費     手数料

13 使用料及び賃借料

      収納ＯＣＲ

使用料及び賃借料       財務会計システム

      パソコン使用料

      源泉徴収システム

備品購入費 17 備品購入費

      事務用備品

○○庁庁舎舎管管理理にに要要すするる経経費費 ((契契約約管管財財課課　　　　　　))

旅費  8 旅費

    普通旅費

10 需用費

需用費     消耗品費

    燃料費

    印刷製本費

    光熱水費

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　55　-



（款）  2 総務費 （項）  1 総務管理費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

財産管理費

（歳出）総務費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳
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（単位　千円）

    修繕料

役務費 11 役務費

    通信運搬費

    手数料

委託料     保険料

12 委託料

      警備委託

使用料及び賃借料       庁舎管理委託

      観葉植物等設置委託

      空調設備保守点検委託

工事請負費       庭園管理委託

      エレベーター保守点検委託

      特殊建築物定期検査委託

原材料費       自家用電気工作物点検委託

      消防設備保守点検委託

      環境公害測定委託

備品購入費       免震建物点検委託

      非常用発電設備保守業務委託

      地震観測装置点検委託

負担金補助及び交       看板等作製委託

付金       自動ドア保守点検委託

13 使用料及び賃借料

      庁舎駐車場用地借上料

補償補填及び賠償       庁内電話交換機借上料

金       自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上

      料

      テレビ受信料

公課費 14 工事請負費

      市庁舎施設改修工事

15 原材料費

      庁舎等補修材料

17 備品購入費

      施設用備品

○○庁庁用用車車管管理理にに要要すするる経経費費 ((契契約約管管財財課課　　　　　　))

 8 旅費

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

    燃料費

    修繕料

11 役務費

    手数料

    保険料

12 委託料

      自動車運行管理委託

13 使用料及び賃借料

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額
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（款）  2 総務費 （項）  1 総務管理費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

財産管理費

企画費

（歳出）総務費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　58　-



（単位　千円）

      庁用車借上料

      タクシー借上料

18 負担金補助及び交付金

      鎌ケ谷地区安全運転管理者協議会負

      担金

21 補償補填及び賠償金

      交通事故等賠償金

26 公課費

      自動車重量税

○○財財産産のの取取得得等等にに要要すするる経経費費 ((契契約約管管財財課課　　　　　　))

10 需用費

    光熱水費

12 委託料

      除草委託

      樹木剪定委託

18 負担金補助及び交付金

      東武鎌ケ谷住宅地管理組合費

○○市市庁庁舎舎改改修修等等事事業業 ((契契約約管管財財課課　　　　　　))

12 委託料

      市庁舎空調設備改修工事監理委託

14 工事請負費

      空調設備改修工事

      非常用発電機改修工事

○○庁庁用用車車更更新新事事業業 ((契契約約管管財財課課　　　　　　))

11 役務費

    保険料

17 備品購入費

      庁用車

○○企企画画事事務務にに要要すするる経経費費 ((企企画画財財政政課課　　　　　　))

報酬  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

職員手当等  7 報償費

      講師謝礼

      総合戦略等検討委員会委員報償

報償費  8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

旅費 10 需用費

    消耗品費

    食糧費

需用費     印刷製本費

11 役務費

    保険料

役務費 12 委託料

      会場設置委託

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　59　-



（款）  2 総務費 （項）  1 総務管理費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

企画費

（歳出）総務費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　60　-



（単位　千円）

      啓発物資作製委託

委託料       婚活イベント実施委託

      イベント支援業務委託

18 負担金補助及び交付金

使用料及び賃借料       新鎌イルミネーション実行委員会負

      担金

      かまがやの花火実行委員会助成金

備品購入費 ○○国国際際交交流流にに要要すするる経経費費 ((企企画画財財政政課課　　　　　　))

 7 報償費

      姉妹都市交流委員会委員報償

負担金補助及び交  8 旅費

付金     費用弁償

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

13 使用料及び賃借料

      ホストファミリー用タクシー借上料

○○多多文文化化共共生生・・国国際際化化にに要要すするる経経費費 ((企企画画財財政政課課　　　　　　))

 7 報償費

      多文化共生推進会議委員報償

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

12 委託料

      行政資料等翻訳委託

18 負担金補助及び交付金

      多文化共生推進連絡協議会補助金

○○広広域域行行政政にに要要すするる経経費費 ((企企画画財財政政課課　　　　　　))

 8 旅費

    普通旅費

18 負担金補助及び交付金

      東葛広域行政連絡協議会負担金

      成田空港活用協議会負担金

○○多多文文化化共共生生推推進進セセンンタターーのの管管理理運運営営にに要要すす

るる経経費費 ((企企画画財財政政課課　　　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 7 報償費

      通訳ボランティア謝礼

      ボランティア養成講座講師謝礼

      講師謝礼

 8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

10 需用費

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　61　-



（款）  2 総務費 （項）  1 総務管理費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

企画費

市民活動推進費

（歳出）総務費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　62　-



（単位　千円）

    消耗品費

    食糧費

11 役務費

    通信運搬費

    保険料

12 委託料

      通訳サービス業務委託

13 使用料及び賃借料

      パソコン使用料

17 備品購入費

      事務用備品

○○総総合合基基本本計計画画策策定定事事業業 ((企企画画財財政政課課　　　　　　))

 1 報酬

      総合基本計画審議会委員報酬

10 需用費

    食糧費

12 委託料

      総合基本計画策定業務委託（継続費

      ）

○○協協働働のの推推進進にに要要すするる経経費費 ((市市民民活活動動推推進進課課　　))

報酬  7 報償費

      協働推進委員会委員報償

 8 旅費

職員手当等     普通旅費

10 需用費

    消耗品費

報償費     食糧費

11 役務費

    保険料

旅費 12 委託料

      市民との協働戦略プラン策定委託

      一時保育業務委託

需用費 18 負担金補助及び交付金

      市民活動応援補助金

○○地地域域振振興興にに要要すするる経経費費 ((市市民民活活動動推推進進課課　　))

役務費  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

委託料  8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

使用料及び賃借料     特別旅費

10 需用費

    印刷製本費

備品購入費 12 委託料

      自治会連合協議会等事務委託

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　63　-



（款）  2 総務費 （項）  1 総務管理費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

市民活動推進費

（歳出）総務費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　64　-



（単位　千円）

18 負担金補助及び交付金

負担金補助及び交       市民まつり実行委員会負担金

付金       自治会連合協議会補助金

○○市市民民活活動動推推進進セセンンタターーのの管管理理運運営営にに要要すするる

経経費費 ((市市民民活活動動推推進進課課　　))

扶助費  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 7 報償費

      講師謝礼

 8 旅費

    費用弁償

10 需用費

    消耗品費

11 役務費

    通信運搬費

12 委託料

      地域づくりコーディネーター養成講

      座等業務委託

      一時保育業務委託

13 使用料及び賃借料

      ホームページ用サーバー使用料

      パソコン使用料

      複写機等使用料

17 備品購入費

      閲覧用図書

18 負担金補助及び交付金

      市民活動・男女きらりフェスタ実行

      委員会負担金

○○男男女女共共同同参参画画推推進進にに要要すするる経経費費 ((市市民民活活動動推推進進課課　　))

 7 報償費

      男女共同参画計画策定委員会委員報

      償

      男女共同参画推進懇話会委員報償

      保育謝礼

 8 旅費

    普通旅費

10 需用費

    食糧費

    印刷製本費

○○男男女女共共同同参参画画推推進進セセンンタターーのの管管理理運運営営にに要要

すするる経経費費 ((市市民民活活動動推推進進課課　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 7 報償費

      男女共同参画セミナー等講師謝礼

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　65　-



（款）  2 総務費 （項）  1 総務管理費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

市民活動推進費

情報管理費

（歳出）総務費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　66　-



（単位　千円）

      保育謝礼

 8 旅費

    費用弁償

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    印刷製本費

11 役務費

    通信運搬費

    保険料

12 委託料

      女性のための相談業務委託

      一時保育業務委託

13 使用料及び賃借料

      啓発用パネル借上料

      駐車料及び通行料

19 扶助費

      配偶者暴力被害者等緊急避難支援費

○○人人権権施施策策にに要要すするる経経費費 ((市市民民活活動動推推進進課課　　))

 8 旅費

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    印刷製本費

12 委託料

      一時保育業務委託

13 使用料及び賃借料

      映画ＤＶＤ借上料

18 負担金補助及び交付金

      市川人権擁護委員協議会負担金

      千葉県人権センター負担金

○○自自治治会会集集会会所所整整備備助助成成事事業業 ((市市民民活活動動推推進進課課　　))

18 負担金補助及び交付金

      三井鎌ケ谷自治会集会所新築事業補

      助金

      三井鎌ケ谷自治会集会所解体事業補

      助金

      富岡自治会集会所借家事業補助金

      道野辺あおば自治会集会所借家事業

      補助金

○○情情報報推推進進にに要要すするる経経費費 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

報酬  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 8 旅費

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　67　-



（款）  2 総務費 （項）  1 総務管理費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

情報管理費

（歳出）総務費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　68　-



（単位　千円）

    費用弁償

職員手当等     普通旅費

10 需用費

    消耗品費

旅費 11 役務費

    通信運搬費

12 委託料

需用費       情報セキュリティ強化対策環境運用

      等委託

      自治体情報セキュリティクラウド運

役務費       用保守委託

      インターネット接続用機器保守委託

      庁内情報系サーバ等設定委託

委託料       情報系端末セットアップ委託

      ＬＧＷＡＮ接続設備保守委託

      ＬＧＷＡＮ接続系サーバ保守委託

使用料及び賃借料 13 使用料及び賃借料

      庁内ＬＡＮ用パソコン使用料

      庁内ＬＡＮ通信機器使用料

負担金補助及び交       統合管理システム

付金       インターネットシステム

      庁内ＬＡＮシステム

      庁内ＬＡＮ機器使用料

      かまがや安心ｅメールシステム

      ＬＧＷＡＮシステム

      インターネット接続用機器使用料

      ウェブストレージサービス使用料

18 負担金補助及び交付金

      地方公共団体情報システム機構負担

      金

      地方公共団体情報システム機構負担

      金（セキュリティ向上プラットフォ

      ーム利用分）

      千葉県地域ＩＴ化推進協議会負担金

      地方公共団体情報システム機構交付

      金（次期中間サーバー整備分）

      地方公共団体情報システム機構交付

      金（中間サーバーサービス利用分）

○○オオンンラライインン業業務務にに要要すするる経経費費 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

11 役務費

    通信運搬費

12 委託料

      既存環境設定変更委託

13 使用料及び賃借料

      サーバー等機器使用料

      番号制度連携システム

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　69　-



（款）  2 総務費 （項）  1 総務管理費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

情報管理費

安全対策費

（歳出）総務費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　70　-



（単位　千円）

      パソコン等使用料

      統合管理システム

○○基基幹幹系系ネネッットトワワーーククリリププレレイイスス事事業業 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

13 使用料及び賃借料

      基幹系ネットワーク通信機器使用料

○○防防災災対対策策にに要要すするる経経費費 ((安安全全対対策策課課　　　　　　))

報酬  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

      防災会議委員報酬

職員手当等  3 職員手当等

 7 報償費

      防災啓発講師等報償

報償費  8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

旅費 10 需用費

    消耗品費

    燃料費

需用費     食糧費

    印刷製本費

    光熱水費

役務費     修繕料

11 役務費

    通信運搬費

委託料     手数料

12 委託料

      防災気象情報委託

使用料及び賃借料       井戸付耐震性貯水槽機械設備保守点

      検委託

      総合防災訓練会場設営委託

工事請負費       災害時路面清掃委託

      自家用電気工作物点検委託

      災害時消毒委託

原材料費       消防設備保守点検委託

14 工事請負費

      避難場所案内標識改修工事

備品購入費 15 原材料費

      川砂

17 備品購入費

負担金補助及び交       災害用備品

付金 18 負担金補助及び交付金

      防火防災訓練災害補償等共済負担金

      １３市防災事務連絡会負担金

○○防防災災行行政政無無線線管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((安安全全対対策策課課　　　　　　))

10 需用費

    光熱水費

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　71　-



（款）  2 総務費 （項）  1 総務管理費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

安全対策費

（歳出）総務費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　72　-



（単位　千円）

    修繕料

11 役務費

    通信運搬費

12 委託料

      防災行政無線保守点検委託

13 使用料及び賃借料

      ＩＰ無線機等借上料

      防災行政無線施設（子局）用地借上

      料

18 負担金補助及び交付金

      電波利用負担金

○○防防犯犯対対策策にに要要すするる経経費費 ((安安全全対対策策課課　　　　　　))

 1 報酬

      犯罪のない安全で安心なまちづくり

      推進協議会委員報酬

 8 旅費

    普通旅費

10 需用費

    印刷製本費

    光熱水費

    修繕料

12 委託料

      樹木剪定委託

      防犯カメラ保守点検委託

17 備品購入費

      防犯キャンペーン用備品

      防犯対策用備品

18 負担金補助及び交付金

      千葉犯罪被害者支援センター賛助会

      員年会費

      防犯協会補助金

      防犯灯新設事業費補助金

      防犯灯維持管理費補助金

      防犯カメラ設置費補助金

○○危危機機管管理理にに要要すするる経経費費 ((安安全全対対策策課課　　　　　　))

 1 報酬

      国民保護協議会委員報酬

 8 旅費

    普通旅費

○○夜夜間間防防犯犯パパトトロローールル事事業業 ((安安全全対対策策課課　　　　　　))

12 委託料

      夜間防犯パトロール委託

○○自自主主防防災災組組織織資資器器材材整整備備事事業業 ((安安全全対対策策課課　　　　　　))

10 需用費

    消耗品費

○○防防災災行行政政無無線線デデジジタタルル化化事事業業 ((安安全全対対策策課課　　　　　　))

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　73　-



（款）  2 総務費 （項）  1 総務管理費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

安全対策費

市民生活費

コミュニティセンタ

ー費

（歳出）総務費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　74　-



（単位　千円）

12 委託料

      防災行政無線同報系整備工事監理業

      務委託（継続費）

14 工事請負費

      防災行政無線同報系整備工事（継続

      費）

○○防防犯犯灯灯管管理理・・ＬＬＥＥＤＤ化化推推進進事事業業 ((安安全全対対策策課課　　　　　　))

10 需用費

    光熱水費

14 工事請負費

      防犯灯独立柱建替・撤去工事

○○国国土土強強靭靭化化地地域域計計画画策策定定事事業業 ((安安全全対対策策課課　　　　　　))

12 委託料

      国土強靭化地域計画策定委託

○○各各種種相相談談にに要要すするる経経費費 ((市市民民活活動動推推進進課課　　))

報償費  7 報償費

      法律相談報償

 8 旅費

旅費     普通旅費

10 需用費

    食糧費

需用費

○○ココミミュュニニテティィセセンンタターーのの管管理理運運営営にに要要すするる

需用費 経経費費

・・ココミミュュニニテティィセセンンタターーのの管管理理運運営営にに要要すするる

経経費費 ((市市民民活活動動推推進進課課　　))

役務費 10 需用費

    修繕料

11 役務費

委託料     手数料

12 委託料

      コミュニティセンター指定管理料（

使用料及び賃借料       債務負担行為）

13 使用料及び賃借料

      鎌ケ谷コミュニティセンター来館者

備品購入費       用駐車場用地借上料

      南初富コミュニティセンター来館者

      用駐車場用地借上料

負担金補助及び交       鎌ケ谷コミュニティセンター用地借

付金       上料

      道野辺中央コミュニティセンター来

      館者用駐車場用地借上料

17 備品購入費

      施設用備品

18 負担金補助及び交付金

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　75　-



（款）  2 総務費 （項）  1 総務管理費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

コミュニティセンタ

ー費

（歳出）総務費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　76　-



（単位　千円）

      排水組合負担金

・・くくぬぬぎぎ山山ココミミュュニニテティィセセンンタターーのの管管理理運運営営

にに要要すするる経経費費 ((市市民民活活動動推推進進課課　　))

10 需用費

    消耗品費

    印刷製本費

    光熱水費

    修繕料

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

12 委託料

      清掃委託

      夜間施設管理委託

      空調設備保守点検委託

      観葉植物等設置委託

      消防設備保守点検委託

      樹木剪定委託

      機械警備委託

      自動ドア保守点検委託

      樹木消毒委託

      消毒委託

13 使用料及び賃借料

      印刷機使用料

      自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上

      料

      テレビ受信料

17 備品購入費

      施設用備品

・・北北中中沢沢ココミミュュニニテティィセセンンタターーのの管管理理運運営営にに

要要すするる経経費費 ((市市民民活活動動推推進進課課　　))

10 需用費

    消耗品費

    印刷製本費

    光熱水費

    修繕料

11 役務費

    通信運搬費

12 委託料

      清掃委託

      夜間施設管理委託

      観葉植物等設置委託

      ガス空調設備保守点検委託

      消防設備保守点検委託

      機械警備委託

      自動ドア保守点検委託

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　77　-



（款）  2 総務費 （項）  1 総務管理費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

コミュニティセンタ

ー費

（歳出）総務費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　78　-



（単位　千円）

      樹木消毒委託

      消毒委託

13 使用料及び賃借料

      印刷機使用料

      自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上

      料

      テレビ受信料

17 備品購入費

      施設用備品

・・粟粟野野ココミミュュニニテティィセセンンタターーのの管管理理運運営営にに要要

すするる経経費費 ((市市民民活活動動推推進進課課　　))

10 需用費

    消耗品費

    印刷製本費

    光熱水費

    修繕料

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

12 委託料

      清掃委託

      浄化槽維持管理委託

      夜間施設管理委託

      エレベーター保守点検委託

      観葉植物等設置委託

      消防設備保守点検委託

      自動ドア保守点検委託

      機械警備委託

      電気温水器定期点検委託

      消毒委託

13 使用料及び賃借料

      印刷機使用料

      自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上

      料

      テレビ受信料

17 備品購入費

      施設用備品

・・軽軽井井沢沢地地区区集集会会所所のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費((市市民民活活動動推推進進課課　　))

10 需用費

    燃料費

    光熱水費

    修繕料

11 役務費

    手数料

12 委託料

      浄化槽維持管理委託

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　79　-



（款）  2 総務費 （項）  1 総務管理費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

コミュニティセンタ

ー費

       計

（款）  2 総務費 （項）  2 徴税費

税務総務費

（歳出）総務費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　80　-



（単位　千円）

      清掃管理委託

      樹木剪定委託

      消毒委託

13 使用料及び賃借料

      マイコンガスメーター借上料

      ガス漏れ警報器借上料

○○ココミミュュニニテティィセセンンタターー等等改改修修事事業業 ((市市民民活活動動推推進進課課　　))

12 委託料

      鎌ケ谷コミュニティセンター外壁等

      改修工事設計委託

○○一一般般職職人人件件費費　　３３６６名名分分 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

報酬  2 給料

      常勤職員・再任用職員　３５名

      フルタイム会計年度任用職員　１名

給料  3 職員手当等

 4 共済費

○○市市税税のの賦賦課課等等にに要要すするる経経費費 ((課課税税課課　　　　　　　　　　))

職員手当等  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

共済費  8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

旅費 10 需用費

    消耗品費

    印刷製本費

需用費 17 備品購入費

      加除式台本

18 負担金補助及び交付金

役務費       地方税共同機構負担金

      東葛飾税務研究会負担金

      千葉県都市税務協議会負担金

委託料 ○○市市税税のの徴徴収収等等にに要要すするる経経費費 ((収収税税課課　　　　　　　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

使用料及び賃借料       固定資産評価審査委員会委員報酬

 3 職員手当等

 8 旅費

備品購入費     費用弁償

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

    印刷製本費

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　81　-



（款）  2 総務費 （項）  2 徴税費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

税務総務費

賦課徴収費 △19,798

（歳出）総務費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　82　-



（単位　千円）

    修繕料

負担金補助及び交 11 役務費

付金     広告料

    手数料

12 委託料

      不動産鑑定委託

      預貯金照会システム導入委託

13 使用料及び賃借料

      駐車料及び通行料

18 負担金補助及び交付金

      研修等負担金

○○市市民民税税課課税税事事務務にに要要すするる経経費費 ((課課税税課課　　　　　　　　　　))

報償費  7 報償費

      確定申告受付時報償

10 需用費

需用費     消耗品費

    印刷製本費

12 委託料

役務費       市民税電算委託

      地方税電子化データ運用電算委託

      基幹系端末等設定委託

委託料       確定申告相談会受付等業務委託

13 使用料及び賃借料

      市民税システム

使用料及び賃借料       申告受付支援システム

      圧着機使用料

      ｅＬ－ＴＡＸ端末使用料（増設分）

備品購入費       国税連携用パソコン使用料

      音声応答転送装置

18 負担金補助及び交付金

負担金補助及び交       地方税共同機構負担金

付金 ○○諸諸税税課課税税事事務務にに要要すするる経経費費 ((課課税税課課　　　　　　　　　　))

10 需用費

    消耗品費

償還金利子及び割     印刷製本費

引料 11 役務費

    手数料

12 委託料

      軽自動車税電算委託

      原動機付自転車等標識作製委託

      減免申請書発送業務委託

      基幹系端末等設定委託

13 使用料及び賃借料

      軽自動車税システム

      法人市民税システム

      軽自動車税連携用端末使用料

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　83　-



（款）  2 総務費 （項）  2 徴税費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

賦課徴収費

       計 △15,938

（歳出）総務費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　84　-



（単位　千円）

18 負担金補助及び交付金

      軽自動車税関係事務負担金

○○固固定定資資産産税税課課税税事事務務にに要要すするる経経費費 ((課課税税課課　　　　　　　　　　))

10 需用費

    消耗品費

    印刷製本費

12 委託料

      資産税電算委託

      償却資産電算委託

      不動産鑑定委託（時点修正）

      登記所通知オンライン化委託

13 使用料及び賃借料

      固定資産税システム

      登記所通知オンライン用端末使用料

18 負担金補助及び交付金

      資産評価システム研究センター負担

      金

      研修等負担金

○○徴徴収収事事務務にに要要すするる経経費費 ((収収税税課課　　　　　　　　　　))

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

12 委託料

      税徴収業務電算委託

13 使用料及び賃借料

      税徴収システム

      基幹系端末等使用料

      ＬＧＷＡＮ端末等使用料

17 備品購入費

      口座振替用備品

18 負担金補助及び交付金

      日本マルチペイメントネットワーク

      推進協議会負担金

22 償還金利子及び割引料

      過誤納還付及び還付加算金

○○税税務務地地図図情情報報シシスステテムムにに要要すするる経経費費 ((課課税税課課　　　　　　　　　　))

12 委託料

      税務地図情報システム委託

      税務地図情報システム保守点検委託

      税務地図情報システム用データ作成

      委託

13 使用料及び賃借料

      税務地図情報システム

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　85　-



（款）  2 総務費 （項）  3 戸籍住民基本台帳費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

戸籍住民基本台帳費

（歳出）総務費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　86　-



（単位　千円）

○○一一般般職職人人件件費費　　３３１１名名分分 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

報酬  2 給料

      常勤職員・再任用職員　２１名

      フルタイム会計年度任用職員　１０

給料       名

 3 職員手当等

 4 共済費

職員手当等 ○○戸戸籍籍住住民民基基本本台台帳帳事事務務にに要要すするる経経費費 ((市市民民課課　　　　　　　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

共済費  3 職員手当等

 8 旅費

    費用弁償

旅費     普通旅費

10 需用費

    消耗品費

需用費     印刷製本費

11 役務費

    通信運搬費

役務費     手数料

12 委託料

      番号制度電話応対及び案内者派遣

委託料       戸籍附票システム改修委託

      戸籍総合管理システム改修委託

      住民記録システム機器等導入委託

使用料及び賃借料       自動交付機時間外管理委託

      住民基本台帳ネットワーク機器等導

      入委託

備品購入費       住民基本台帳閲覧簿作製委託

      基幹系端末等保守委託

      通知カード・個人番号カード裏書用

負担金補助及び交       プリンタ保守委託

付金       個人番号カード顔認証システム用機

      器保守委託

13 使用料及び賃借料

      住民記録システム

      戸籍総合管理システム

      住民基本台帳ネットワークシステム

      機器等使用料

      印鑑登録システム

      自動交付機等使用料

      基幹系端末等使用料

      住民基本台帳ネットワークシステム

      自動交付機関連システム

      通知カード・個人番号カード交付支

      援システム

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　87　-



（款）  2 総務費 （項）  3 戸籍住民基本台帳費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

戸籍住民基本台帳費

       計

（款）  2 総務費 （項）  4 選挙費

選挙管理委員会費

（歳出）総務費

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

-　88　-



（単位　千円）

      住民基本台帳システム番号制度用タ

      ッチパネル使用料

18 負担金補助及び交付金

      戸籍住民基本台帳事務協議会負担金

      地方公共団体情報システム機構交付

      金

○○住住居居表表示示事事務務にに要要すするる経経費費 ((市市民民課課　　　　　　　　　　))

10 需用費

    消耗品費

12 委託料

      住居表示板作製委託

○○旅旅券券事事務務にに要要すするる経経費費 ((市市民民課課　　　　　　　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

13 使用料及び賃借料

      証紙等自動販売機使用料

      ＩＣ旅券用窓口交付端末機使用料

○○住住民民票票等等ココンンビビニニ交交付付導導入入事事業業 ((市市民民課課　　　　　　　　　　))

 8 旅費

    普通旅費

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

12 委託料

      コンビニ交付証明書交付センター更

      新対応作業委託

13 使用料及び賃借料

      コンビニ交付システム

17 備品購入費

      コンビニ交付用備品

18 負担金補助及び交付金

      地方公共団体情報システム機構負担

      金

○○一一般般職職人人件件費費　　３３名名分分 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

報酬  2 給料

      常勤職員・再任用職員　３名

 3 職員手当等

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　89　-



（款）  2 総務費 （項）  4 選挙費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

選挙管理委員会費

選挙啓発費

（歳出）総務費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　90　-



（単位　千円）

 4 共済費

給料 ○○選選挙挙管管理理委委員員会会事事務務局局のの運運営営にに要要すするる経経費費((選選挙挙管管理理委委員員会会事事務務局局))

 1 報酬

      選挙管理委員会委員報酬

職員手当等  8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

共済費     特別旅費

 9 交際費

      委員長交際費

旅費 10 需用費

    消耗品費

11 役務費

交際費     通信運搬費

12 委託料

      例月電算委託

需用費 13 使用料及び賃借料

      裁判員候補者予定者名簿調製システ

      ム

役務費       住民記録照会システム

      在外選挙人住所確認システム

17 備品購入費

委託料       公印

18 負担金補助及び交付金

      全国市区選挙管理委員会連合会分担

使用料及び賃借料       金

      選管サポート事業年会費

      全国市区選挙管理委員会連合会関東

備品購入費       支部定期総会負担金

      東葛飾地区選挙管理委員会連絡協議

      会分担金

負担金補助及び交       全国市区選挙管理委員会連合会役員

付金       会出席者負担金

      全国市区選挙管理委員会連合会関東

      支部分担金

      千葉県市区町村選挙管理委員会連合

      会負担金

○○選選挙挙啓啓発発にに要要すするる経経費費 ((選選挙挙管管理理委委員員会会事事務務局局))

報償費  7 報償費

      書道展審査員報償

10 需用費

需用費     消耗品費

12 委託料

      明るい選挙推進啓発委託

委託料 18 負担金補助及び交付金

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　91　-



（款）  2 総務費 （項）  4 選挙費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

選挙啓発費

千葉県知事選挙費

参議院議員選挙費 △38,320

（歳出）総務費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　92　-



（単位　千円）

      東葛飾地区明るい選挙推進協議会連

負担金補助及び交       絡会議負担金

付金

○○千千葉葉県県知知事事選選挙挙にに要要すするる経経費費 ((選選挙挙管管理理委委員員会会事事務務局局))

報酬  1 報酬

      期日前投票投票立会人報酬

      投票管理者報酬

職員手当等       パートタイム会計年度任用職員報酬

      投票立会人報酬

      期日前投票投票管理者報酬

報償費       開票立会人報酬

      開票管理者報酬

 3 職員手当等

旅費  7 報償費

      投・開票本部報償

      点字判読者報償

需用費  8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

役務費 10 需用費

    消耗品費

    燃料費

委託料     食糧費

11 役務費

    通信運搬費

使用料及び賃借料     手数料

12 委託料

      選挙事務電算委託

      ポスター掲示場設置管理撤去委託

      期日前投票所受付等業務委託

      啓発サイン作製設置管理撤去委託

      選挙公報新聞折込委託

13 使用料及び賃借料

      市役所期日前投票所備品借上料

      開票システム

      東部学習センター期日前投票所備品

      借上料

      開票所備品借上料

      レンタカー賃借料

      投票箱送致用タクシー借上料

      開票所用複写機等使用料

廃　目

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　93　-



（款）  2 総務費 （項）  4 選挙費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

千葉県議会議員選挙 △18,089

費

市議会議員選挙費 △64,208

       計 △86,474

（款）  2 総務費 （項）  5 統計調査費

統計調査総務費

諸統計調査費

（歳出）総務費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　94　-



（単位　千円）

廃　目

廃　目

○○一一般般職職人人件件費費　　３３名名分分 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

給料  2 給料

      常勤職員・再任用職員　３名

 3 職員手当等

職員手当等  4 共済費

○○統統計計事事務務にに要要すするる経経費費 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

 8 旅費

共済費     普通旅費

12 委託料

      人口統計電算委託

旅費       統計かまがやデータ作成委託

18 負担金補助及び交付金

      千葉県統計協会負担金

委託料

負担金補助及び交

付金

○○諸諸統統計計調調査査事事務務にに要要すするる経経費費 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

報酬  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

職員手当等  7 報償費

      統計調査員等報償

 8 旅費

報償費     費用弁償

    普通旅費

10 需用費

旅費     消耗品費

    食糧費

11 役務費

需用費     通信運搬費

12 委託料

      国勢調査業務委託

役務費 13 使用料及び賃借料

      携帯電話使用料

      国勢調査地図システム

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　95　-



（款）  2 総務費 （項）  5 統計調査費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

諸統計調査費

       計

（款）  2 総務費 （項）  6 監査委員費

監査委員費

       計

（款）  3 民生費 （項）  1 社会福祉費

社会福祉総務費 △87,742

（歳出）総務費，民生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　96　-



（単位　千円）

      パソコン使用料

委託料       複写機使用料

使用料及び賃借料

○○一一般般職職人人件件費費　　４４名名分分 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

報酬  2 給料

      常勤職員・再任用職員　４名

 3 職員手当等

給料  4 共済費

○○監監査査委委員員事事務務局局のの運運営営にに要要すするる経経費費 ((監監査査委委員員事事務務局局　　))

 1 報酬

職員手当等       監査委員報酬

 8 旅費

    費用弁償

共済費     普通旅費

 9 交際費

      監査委員交際費

旅費 10 需用費

    消耗品費

13 使用料及び賃借料

交際費       駐車料及び通行料

18 負担金補助及び交付金

      全国都市監査委員会負担金

需用費       千葉県市監査委員協議会負担金

      千葉県市監査委員協議会第１ブロッ

      ク負担金

使用料及び賃借料       関東都市監査委員会負担金

負担金補助及び交

付金

○○一一般般職職人人件件費費　　８８００名名分分 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

報酬  2 給料

      常勤職員・再任用職員　７４名

      フルタイム会計年度任用職員　６名

給料  3 職員手当等

 4 共済費

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　97　-



（款）  3 民生費 （項）  1 社会福祉費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

社会福祉総務費

（歳出）民生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　98　-



（単位　千円）

○○社社会会福福祉祉事事務務にに要要すするる経経費費 ((社社会会福福祉祉課課　　　　　　))

職員手当等  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

共済費  7 報償費

      指導監査業務報償

      保健福祉施設指定管理者候補者選考

報償費       委員会委員報償

 8 旅費

    費用弁償

旅費     普通旅費

10 需用費

    消耗品費

需用費     食糧費

11 役務費

    保険料

役務費 18 負担金補助及び交付金

      県市町村自然災害弔慰金負担金

      福祉健康フェア実行委員会負担金

委託料       研修等負担金

      社会福祉協議会補助金

19 扶助費

使用料及び賃借料       災害見舞金

      原爆被爆者見舞金

      行旅病人及行旅死亡人取扱法等に基

負担金補助及び交       づく費用

付金 24 積立金

      保健福祉基金積立金

○○民民生生委委員員・・児児童童委委員員にに要要すするる経経費費 ((社社会会福福祉祉課課　　　　　　))

扶助費  1 報酬

      民生委員推薦会委員報酬

 7 報償費

積立金       民生委員・児童委員報償

 8 旅費

    普通旅費

繰出金 10 需用費

    消耗品費

18 負担金補助及び交付金

      民生委員児童委員協議会補助金

○○地地域域福福祉祉にに要要すするる経経費費 ((社社会会福福祉祉課課　　　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 7 報償費

      地域福祉計画策定・推進委員会委員

      報償

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　99　-



（款）  3 民生費 （項）  1 社会福祉費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

社会福祉総務費

（歳出）民生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　100　-



（単位　千円）

      保護司報償

 8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    印刷製本費

11 役務費

    通信運搬費

12 委託料

      地域福祉計画策定業務委託

      健康福祉情報サービス事業委託

      住基等データ作成委託

      一時保育委託

13 使用料及び賃借料

      避難行動要支援者管理システム

18 負担金補助及び交付金

      千葉県更生保護助成協会負担金

      社明運動推進委員会負担金

○○戦戦没没者者遺遺族族等等のの援援護護にに要要すするる経経費費 ((社社会会福福祉祉課課　　　　　　))

 7 報償費

      戦没者追悼式献詠者謝礼

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

12 委託料

      戦没者追悼式飾付委託

○○障障ががいい者者支支援援事事務務にに要要すするる経経費費 ((障障ががいい福福祉祉課課　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 8 旅費

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

    印刷製本費

12 委託料

      障がい者計画及び障がい福祉計画策

      定業務委託

      障がい福祉システム保守委託

      障がい福祉システム住基等データ作

      成委託

13 使用料及び賃借料

      障がい福祉システム

      障害支援区分システム

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　101　-



（款）  3 民生費 （項）  1 社会福祉費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

社会福祉総務費

総合福祉センター費

（歳出）民生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　102　-



（単位　千円）

18 負担金補助及び交付金

      障がい福祉団体活動補助金

○○国国民民健健康康保保険険特特別別会会計計繰繰出出金金 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

27 繰出金

      国民健康保険特別会計繰出金

○○中中国国残残留留邦邦人人等等のの支支援援にに要要すするる経経費費 ((社社会会福福祉祉課課　　　　　　))

 7 報償費

      講習会等講師謝礼

      通訳業務等謝礼

 8 旅費

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

11 役務費

    手数料

19 扶助費

      医療支援給付

      生活支援給付

      住宅支援給付

      配偶者支援金

      介護支援給付

      その他支援給付

○○生生活活困困窮窮者者自自立立支支援援事事業業にに要要すするる経経費費 ((社社会会福福祉祉課課　　　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 4 共済費

 8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

    特別旅費

12 委託料

      学習・生活支援事業業務委託

      就労準備支援事業業務委託

19 扶助費

      住居確保給付金

○○総総合合福福祉祉保保健健セセンンタターーのの管管理理にに要要すするる経経費費((社社会会福福祉祉課課　　　　　　))

需用費 10 需用費

    消耗品費

    光熱水費

役務費     修繕料

11 役務費

    通信運搬費

委託料     手数料

12 委託料

      庁舎管理委託

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　103　-



（款）  3 民生費 （項）  1 社会福祉費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

総合福祉センター費

社会福祉施設費

（歳出）民生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　104　-



（単位　千円）

      観葉植物等設置委託

使用料及び賃借料       空調設備保守点検委託

      地域福祉センター指定管理料　（債

      務負担行為）

工事請負費       特殊建築物定期検査委託

      エレベーター保守点検委託

      舞台吊物類及び照明・調光類保守点

備品購入費       検委託

      自家用電気工作物点検委託

      消防設備保守点検委託

      庭園管理委託

      警備委託

      自動ドア保守点検委託

      受変電設備清掃委託

13 使用料及び賃借料

      空調機借上料

      住民記録照会システム

      自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上

      料

14 工事請負費

      総合福祉保健センター４階書庫改装

      工事

      懸垂幕昇降装置設置工事

17 備品購入費

      総合福祉保健センター用備品

○○福福祉祉作作業業所所のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((障障ががいい福福祉祉課課　　　　))

需用費 12 委託料

      福祉作業所指定管理料（債務負担行

      為）

委託料 13 使用料及び賃借料

      防犯カメラ使用料

      自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上

使用料及び賃借料       料

○○社社会会福福祉祉セセンンタターーのの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

10 需用費

工事請負費     修繕料

12 委託料

      社会福祉センター指定管理料（債務

      負担行為）

      ＰＣＢ廃棄物収集運搬委託

      ＰＣＢ廃棄物処理委託

      ＰＣＢ機器分析等作業委託

○○社社会会福福祉祉セセンンタターー改改修修事事業業 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

12 委託料

      非常用発電機設置工事設計委託

      建具改修工事設計委託

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　105　-



（款）  3 民生費 （項）  1 社会福祉費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

社会福祉施設費

障がい者福祉費

（歳出）民生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　106　-



（単位　千円）

14 工事請負費

      建具改修工事

      駐車場整備工事

○○障障ががいい者者のの支支援援にに要要すするる経経費費 ((障障ががいい福福祉祉課課　　　　))

報酬  7 報償費

      身体障がい者相談員等報償

11 役務費

職員手当等     手数料

12 委託料

      所得一覧表作成委託

報償費 18 負担金補助及び交付金

      心身障害者扶養年金加入納付金

      障がい者グループホーム等入居者家

旅費       賃補助金

      障がい者グループホーム運営費補助

      金

需用費       短期入所特別支援加算事業補助金

19 扶助費

      重度心身障がい者（児）医療費助成

役務費       難病患者援助金

      精神障がい者医療費助成

      障がい者等交通費助成

委託料       軽度・中等度難聴児補聴器購入費助

      成

      住宅改造費助成

使用料及び賃借料       小児慢性特定疾患児日常生活用具給

      付費

      在宅重度心身障がい者（児）一時介

工事請負費       護料助成

○○障障ががいい者者介介護護給給付付費費等等審審査査会会にに要要すするる経経費費((障障ががいい福福祉祉課課　　　　))

 1 報酬

負担金補助及び交       障がい者介護給付費等審査会委員報

付金       酬

 8 旅費

    費用弁償

扶助費 10 需用費

    消耗品費

11 役務費

    通信運搬費

○○障障ががいい支支援援区区分分認認定定調調査査にに要要すするる経経費費 ((障障ががいい福福祉祉課課　　　　))

 7 報償費

      認定調査員報償

 8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

11 役務費

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節
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（款）  3 民生費 （項）  1 社会福祉費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

障がい者福祉費

（歳出）民生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　108　-



（単位　千円）

    手数料

12 委託料

      支援認定調査委託

○○自自立立支支援援給給付付事事業業にに要要すするる経経費費 ((障障ががいい福福祉祉課課　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

      育成医療嘱託医報酬

 3 職員手当等

 8 旅費

    費用弁償

10 需用費

    消耗品費

    印刷製本費

11 役務費

    手数料

13 使用料及び賃借料

      障害福祉サービス費請求内容審査シ

      ステム

19 扶助費

      介護給付・訓練等給付費

      障がい児通所給付費

      自立支援医療費（更生医療分）

      補装具費

      療養介護医療費

      自立支援医療費（育成医療分）

○○地地域域生生活活支支援援事事業業にに要要すするる経経費費 ((障障ががいい福福祉祉課課　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 7 報償費

      地域自立支援協議会委員報償

      講師謝礼

 8 旅費

    費用弁償

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

11 役務費

    手数料

12 委託料

      基幹相談業務委託

      ねたきり身体障がい者入浴サービス

      委託

      相談支援事業委託

      手話通訳・要約筆記派遣委託

19 扶助費

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額
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（款）  3 民生費 （項）  1 社会福祉費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

障がい者福祉費

身体障がい者福祉セ

ンター費

（歳出）民生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳
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（単位　千円）

      日常生活用具給付費

      移動支援給付費

      福祉タクシー助成

      日中一時支援給付費

      後見人等報酬扶助

      身体障がい者自動車改造費助成

      身体障がい者運転免許証取得助成

○○五五市市共共同同知知的的障障害害者者更更生生施施設設にに要要すするる経経費費((障障ががいい福福祉祉課課　　　　))

18 負担金補助及び交付金

      五市共同知的障害者更生施設運営費

      等負担金

○○小小規規模模作作業業所所等等のの支支援援にに要要すするる経経費費 ((障障ががいい福福祉祉課課　　　　))

18 負担金補助及び交付金

      地域活動支援センターⅢ型運営費補

      助金

○○障障ががいい者者のの手手当当のの支支給給にに要要すするる経経費費 ((障障ががいい福福祉祉課課　　　　))

19 扶助費

      重度身体障がい者福祉手当

      特別障害者手当

      重度知的障がい者及びねたきり身体

      障がい者介護手当

      心身障がい児童福祉手当

      障害児福祉手当

      福祉手当（経過措置分）

○○障障ががいい者者福福祉祉施施設設等等のの助助成成にに要要すするる経経費費 ((障障ががいい福福祉祉課課　　　　))

18 負担金補助及び交付金

      知的障害者通所更生施設整備資金補

      助金　（元金）

      障がい者福祉施設整備資金補助金

      （元金）

      知的障害者通所更生施設整備資金利

      子補給金　（債務負担行為）

      障がい者福祉施設整備資金利子補給

      金　（債務負担行為）

○○友友和和園園空空調調設設備備改改修修事事業業 ((障障ががいい福福祉祉課課　　　　))

14 工事請負費

      空調設備改修工事

○○身身体体障障ががいい者者福福祉祉セセンンタターーのの運運営営にに要要すするる

報酬 経経費費 ((障障ががいい福福祉祉課課　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

職員手当等       身体障がい者福祉センター嘱託医報

      酬

 3 職員手当等

報償費  7 報償費

      講師謝礼

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節
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（款）  3 民生費 （項）  1 社会福祉費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

身体障がい者福祉セ

ンター費

老人福祉費

（歳出）民生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳
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（単位　千円）

 8 旅費

旅費     費用弁償

    普通旅費

10 需用費

需用費     消耗品費

    修繕料

    医薬材料費

役務費 11 役務費

    保険料

12 委託料

委託料       福祉バス添乗員業務委託

      手話講習会委託

13 使用料及び賃借料

使用料及び賃借料       駐車料

17 備品購入費

      センター用備品

備品購入費

○○高高齢齢者者在在宅宅福福祉祉にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

報酬  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

職員手当等  8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

報償費 10 需用費

    消耗品費

    印刷製本費

旅費     修繕料

    医薬材料費

11 役務費

需用費     通信運搬費

    手数料

    保険料

役務費 12 委託料

      緊急通報システム委託

      高齢者緊急一時保護委託

委託料       寝具洗濯乾燥消毒サービス委託

      軽度生活支援事業委託

13 使用料及び賃借料

使用料及び賃借料       介護給付費単位数表標準マスタ使用

      料

18 負担金補助及び交付金

原材料費       千葉県ホームヘルパー協議会負担金

19 扶助費

      紙おむつ給付

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額
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（款）  3 民生費 （項）  1 社会福祉費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

老人福祉費

（歳出）民生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　114　-



（単位　千円）

      住宅改造費助成

公有財産購入費 ○○高高齢齢者者生生ききががいい対対策策にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

10 需用費

    消耗品費

負担金補助及び交     光熱水費

付金 11 役務費

    通信運搬費

12 委託料

扶助費       老人憩の家等設置委託

      敬老会通知電算委託

      敬老祝金通知等電算委託

繰出金       除草委託

      樹木消毒委託

15 原材料費

      ゲートボール場補修用ダスト

16 公有財産購入費

      北中沢ゲートボール場用地購入費（

      債務負担行為）

18 負担金補助及び交付金

      敬老事業補助金

      老人クラブ補助金

19 扶助費

      敬老祝金

      はり・きゅう・マッサージ等施術料

      助成金

○○介介護護事事業業者者のの助助成成にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

18 負担金補助及び交付金

      介護サービス利用者負担額軽減事業

      助成金

○○高高齢齢者者のの施施設設措措置置にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

 7 報償費

      老人ホーム入所判定委員会委員報償

19 扶助費

      老人保護措置費

○○老老人人福福祉祉施施設設のの助助成成にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

18 負担金補助及び交付金

      社会福祉施設整備資金補助金

      （元金）

      社会福祉施設整備資金利子補給金

      （債務負担行為）

○○四四市市複複合合事事務務組組合合負負担担金金にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

18 負担金補助及び交付金

      四市複合事務組合負担金

      （三山園分）

○○介介護護保保険険特特別別会会計計繰繰出出金金 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

27 繰出金

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節
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（款）  3 民生費 （項）  1 社会福祉費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

老人福祉費

（歳出）民生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　116　-



（単位　千円）

      介護保険特別会計繰出金

○○福福祉祉有有償償運運送送のの事事務務にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

 7 報償費

      福祉有償運送運営協議会委員報償

○○介介護護保保険険運運営営推推進進事事業業にに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

 1 報酬

      介護保険運営及びサービス推進協議

      会委員報酬

 7 報償費

      指導監査業務報償

12 委託料

      高齢者保健福祉計画・介護保険事業

      計画策定委託

○○介介護護ササーービビスス利利用用者者負負担担対対策策事事業業にに要要すするる

経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

11 役務費

    手数料

19 扶助費

      特別対策介護給付費

○○シシルルババーー人人材材セセンンタターーにに要要すするる経経費費 ((高高齢齢者者支支援援課課　　　　))

18 負担金補助及び交付金

      千葉県シルバー人材センター連合会

      負担金

      シルバー人材センター補助金

○○後後期期高高齢齢者者医医療療費費負負担担金金にに要要すするる経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

18 負担金補助及び交付金

      療養給付費負担金

○○後後期期高高齢齢者者医医療療事事務務費費負負担担金金にに要要すするる経経費費((保保険険年年金金課課　　　　　　))

18 負担金補助及び交付金

      広域連合市町村負担金

○○後後期期高高齢齢者者医医療療特特別別会会計計繰繰出出金金 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

27 繰出金

      保険基盤安定負担金繰出金（県負担

      分）

      保険基盤安定負担金繰出金（市負担

      分）

      後期高齢者医療事務費繰出金

○○後後期期高高齢齢者者保保健健事事業業にに要要すするる経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 8 旅費

    費用弁償

10 需用費

    印刷製本費

11 役務費

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額
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（款）  3 民生費 （項）  1 社会福祉費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

老人福祉費

国民年金事務費

       計

（款）  3 民生費 （項）  2 児童福祉費

児童福祉総務費

（歳出）民生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳
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（単位　千円）

    通信運搬費

    手数料

12 委託料

      健康診査委託

      健康診査受診券作成委託

13 使用料及び賃借料

      国保健診システム（後期高齢者医療

      分）

18 負担金補助及び交付金

      人間ドック等利用助成金

○○国国民民年年金金事事務務にに要要すするる経経費費 ((保保険険年年金金課課　　　　　　))

報酬  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

職員手当等  8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

旅費 10 需用費

    消耗品費

12 委託料

需用費       国民年金システム端末導入委託

      国民年金基礎年金事務電算委託

13 使用料及び賃借料

委託料       国民年金システム

使用料及び賃借料

○○一一般般職職人人件件費費　　１１９９４４名名分分 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

報酬  2 給料

      常勤職員・再任用職員　１７１名

      フルタイム会計年度任用職員　２３

給料       名

 3 職員手当等

 4 共済費

職員手当等 ○○児児童童総総務務事事務務にに要要すするる経経費費

・・児児童童総総務務事事務務にに要要すするる経経費費 ((ここどどもも支支援援課課　　　　))

 1 報酬

共済費       パートタイム会計年度任用職員報酬

      子ども・子育て会議委員報酬

 3 職員手当等

報償費  7 報償費

      保育謝礼

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　119　-



（款）  3 民生費 （項）  2 児童福祉費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

児童福祉総務費

（歳出）民生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　120　-



（単位　千円）

 8 旅費

旅費     費用弁償

    普通旅費

10 需用費

需用費     消耗品費

    食糧費

    印刷製本費

役務費 13 使用料及び賃借料

      パソコン使用料

・・児児童童総総務務事事務務にに要要すするる経経費費 ((幼幼児児保保育育課課　　　　　　))

委託料  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

使用料及び賃借料  7 報償費

      監査業務報償

 8 旅費

工事請負費     費用弁償

    普通旅費

10 需用費

備品購入費     消耗品費

13 使用料及び賃借料

      駐車料及び通行料

負担金補助及び交 14 工事請負費

付金       園外活動道路安全対策工事

19 扶助費

      認可外・一時預かり事業等利用費

扶助費       保育手当

      特定教育・保育施設等実費徴収助成

      金

○○家家庭庭児児童童相相談談にに要要すするる経経費費 ((ここどどもも支支援援課課　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 4 共済費

 7 報償費

      要保護児童対策支援員報償

      講師謝礼

      児童虐待防止対策等地域協議会委員

      報償

 8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    印刷製本費

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　121　-



（款）  3 民生費 （項）  2 児童福祉費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

児童福祉総務費

（歳出）民生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　122　-



（単位　千円）

    修繕料

    医薬材料費

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

    保険料

12 委託料

      子育て短期支援事業業務委託

13 使用料及び賃借料

      家庭児童相談システム

      駐車料及び通行料

18 負担金補助及び交付金

      研修等負担金

19 扶助費

      多子世帯子育て支援助成金

○○フファァミミリリーー・・ササポポーートト・・セセンンタターーのの運運営営にに

要要すするる経経費費 ((ここどどもも支支援援課課　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 4 共済費

 7 報償費

      保育謝礼

 8 旅費

    費用弁償

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    印刷製本費

11 役務費

    通信運搬費

    保険料

13 使用料及び賃借料

      パソコン使用料

18 負担金補助及び交付金

      ネットワーク会員負担金

19 扶助費

      ひとり親世帯利用料助成金

      無償化世帯利用料助成金

○○民民間間保保育育所所等等のの補補助助にに要要すするる経経費費 ((幼幼児児保保育育課課　　　　　　))

18 負担金補助及び交付金

      管内民間保育所運営費補助金

      小規模保育事業運営費補助金

      創設保育所整備資金補助金（元金）

      認可外保育施設運営費補助金

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　123　-



（款）  3 民生費 （項）  2 児童福祉費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

児童福祉総務費

（歳出）民生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　124　-



（単位　千円）

      創設保育所整備資金利子補給金（債

      務負担行為）

○○私私立立幼幼稚稚園園等等にに要要すするる経経費費 ((幼幼児児保保育育課課　　　　　　))

11 役務費

    手数料

12 委託料

      除染土仮置き場管理委託

13 使用料及び賃借料

      幼稚園就園奨励費システム

18 負担金補助及び交付金

      預り保育運営費補助金

      私立幼稚園振興費補助金

19 扶助費

      幼稚園施設等利用費

      私立幼稚園預り保育利用助成金

      私立幼稚園副食費補足給付事業給付

      金

      私立幼稚園利用費助成金

○○つつどどいいのの広広場場のの運運営営にに要要すするる経経費費 ((ここどどもも支支援援課課　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 8 旅費

    費用弁償

10 需用費

    消耗品費

11 役務費

    手数料

17 備品購入費

      つどいの広場用備品

18 負担金補助及び交付金

      研修等負担金

○○子子どどもも医医療療費費助助成成にに要要すするる経経費費 ((ここどどもも支支援援課課　　　　))

11 役務費

    手数料

12 委託料

      子ども医療費受給券作成委託

13 使用料及び賃借料

      子ども医療費受給資格者台帳システ

      ム

      子ども医療費償還払助成システム

19 扶助費

      子ども医療費助成金

○○病病児児保保育育にに要要すするる経経費費 ((幼幼児児保保育育課課　　　　　　))

12 委託料

      病後児保育委託

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　125　-



（款）  3 民生費 （項）  2 児童福祉費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

児童福祉総務費

（歳出）民生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　126　-



（単位　千円）

18 負担金補助及び交付金

      病児保育負担金

○○子子育育てて支支援援セセンンタターーのの運運営営にに要要すするる経経費費 ((ここどどもも支支援援課課　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 7 報償費

      講師謝礼

      子育てサポーター養成講師謝礼

      保育謝礼

      リフレッシュ講座講師謝礼

 8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

    印刷製本費

    修繕料

    医薬材料費

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

    保険料

12 委託料

      子育てサポーター活動委託

      子育て支援アプリ保守委託

      ホームページサーバー維持管理委託

17 備品購入費

      子育て支援センター用備品

18 負担金補助及び交付金

      子育て応援イベント実行委員会負担

      金

      研修等負担金

○○未未熟熟児児等等養養育育医医療療にに要要すするる経経費費 ((ここどどもも支支援援課課　　　　))

11 役務費

    手数料

19 扶助費

      未熟児等養育医療費助成金

○○利利用用者者支支援援事事業業にに要要すするる経経費費 ((ここどどもも支支援援課課　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 7 報償費

      講師謝礼

      保育謝礼

 8 旅費

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　127　-



（款）  3 民生費 （項）  2 児童福祉費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

児童福祉総務費

児童措置費

母子等福祉費 △89,291

（歳出）民生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　128　-



（単位　千円）

    費用弁償

10 需用費

    消耗品費

    印刷製本費

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

18 負担金補助及び交付金

      研修等負担金

○○児児童童手手当当にに要要すするる経経費費 ((ここどどもも支支援援課課　　　　))

委託料 12 委託料

      児童手当通知書等作成委託

13 使用料及び賃借料

使用料及び賃借料       児童手当台帳管理システム

19 扶助費

      児童手当

扶助費 ○○施施設設型型給給付付にに要要すするる経経費費 ((幼幼児児保保育育課課　　　　　　))

12 委託料

      管内民間保育所運営委託

      管外保育所運営委託

      管外幼稚園施設型給付費

      管外認定こども園施設型給付費

○○地地域域型型保保育育給給付付にに要要すするる経経費費 ((幼幼児児保保育育課課　　　　　　))

12 委託料

      管内小規模保育事業地域型保育給付

      費

      居宅訪問型保育事業地域型保育給付

      費

      管外小規模保育事業地域型保育給付

      費

      管外事業所内保育事業地域型保育給

      付費

      管外家庭的保育事業地域型保育給付

      費

○○母母子子等等福福祉祉にに要要すするる経経費費 ((ここどどもも支支援援課課　　　　))

報酬  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 7 報償費

報償費       家庭生活支援員報償

 8 旅費

    費用弁償

旅費 10 需用費

    消耗品費

11 役務費

需用費     保険料

13 使用料及び賃借料

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　129　-



（款）  3 民生費 （項）  2 児童福祉費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

母子等福祉費

保育所費 △47,618

（歳出）民生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　130　-



（単位　千円）

      ひとり親家庭等医療費等助成システ

役務費       ム

18 負担金補助及び交付金

      千葉県母子・父子自立支援員・婦人

使用料及び賃借料       相談員連絡協議会負担金

19 扶助費

      ひとり親家庭等医療費等助成金

負担金補助及び交       母子生活支援施設措置費

付金       ひとり親家庭高等職業訓練促進給付

      金

      ひとり親家庭等援護支度金

扶助費       遺児手当

      助産施設措置費

      ひとり親家庭自立支援教育訓練給付

      金

      ひとり親家庭高等学校卒業程度認定

      試験合格支援給付金

○○児児童童扶扶養養手手当当にに要要すするる経経費費 ((ここどどもも支支援援課課　　　　))

 7 報償費

      障がい認定医師報償

13 使用料及び賃借料

      児童扶養手当システム

19 扶助費

      児童扶養手当

○○保保育育園園総総務務事事務務にに要要すするる経経費費 ((幼幼児児保保育育課課　　　　　　))

報酬  7 報償費

      保育職員研修講師謝礼

10 需用費

職員手当等     印刷製本費

11 役務費

    広告料

報償費 13 使用料及び賃借料

      保育認定システム

      子育てワンストップサービスシステ

旅費       ム

      給食管理システム

      子ども・子育て支援全国総合システ

需用費       ムプリンター使用料

18 負担金補助及び交付金

      日本スポーツ振興センター災害共済

役務費       掛金負担金

      千葉県保育協議会負担金

      千葉県保育協議会東葛支会負担金

委託料       千葉県北部保育行政連絡協議会負担

      金

○○市市立立保保育育園園のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　131　-



（款）  3 民生費 （項）  2 児童福祉費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

保育所費

（歳出）民生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　132　-



（単位　千円）

・・市市立立保保育育園園のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((幼幼児児保保育育課課　　　　　　))

使用料及び賃借料  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

      保育園嘱託医報酬

工事請負費       保育園嘱託歯科医報酬

 3 職員手当等

 7 報償費

原材料費       講師謝礼

 8 旅費

    費用弁償

備品購入費     普通旅費

10 需用費

    消耗品費

負担金補助及び交     修繕料

付金     賄材料費

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

    筆耕翻訳料

    保険料

12 委託料

      保育士派遣委託

      保育園清掃員派遣委託

      特殊建築物建築設備定期点検委託

      空調設備保守点検委託

      排水設備清掃委託

      樹木剪定等委託

      自家用電気工作物点検委託

      消防設備保守点検委託

      機械警備委託

      浄化槽維持管理委託

      保育園児歯科検診委託

      保育園砂場消毒委託

      園舎・園庭樹木消毒委託

      １１０番通報システム保守点検委託

      小荷物専用昇降機保守点検委託

      受水槽・高架水槽清掃委託

13 使用料及び賃借料

      自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上

      料

14 工事請負費

      保育園施設整備工事

17 備品購入費

      口座振替用備品

18 負担金補助及び交付金

      研修等負担金

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額
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（款）  3 民生費 （項）  2 児童福祉費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

保育所費

（歳出）民生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　134　-



（単位　千円）

・・道道野野辺辺保保育育園園のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((幼幼児児保保育育課課　　　　　　))

 7 報償費

      子育て支援イベント講師謝礼

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    印刷製本費

    光熱水費

    医薬材料費

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

12 委託料

      保育園給食調理業務委託

      布団乾燥委託

13 使用料及び賃借料

      複写機使用料

      タクシー借上料

15 原材料費

      砂場用川砂

17 備品購入費

      保育用備品

・・南南初初富富保保育育園園のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((幼幼児児保保育育課課　　　　　　))

 7 報償費

      子育て支援イベント講師謝礼

10 需用費

    消耗品費

    燃料費

    食糧費

    印刷製本費

    光熱水費

    医薬材料費

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

12 委託料

      保育園給食調理業務委託

      布団乾燥委託

13 使用料及び賃借料

      駐車場用地借上料

      複写機使用料

      ガス漏れ警報器借上料

      タクシー借上料

      マイコンガスメーター借上料

15 原材料費

      砂場用川砂

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　135　-



（款）  3 民生費 （項）  2 児童福祉費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

保育所費

（歳出）民生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　136　-



（単位　千円）

17 備品購入費

      保育用備品

・・粟粟野野保保育育園園のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((幼幼児児保保育育課課　　　　　　))

 7 報償費

      子育て支援イベント講師謝礼

10 需用費

    消耗品費

    燃料費

    食糧費

    印刷製本費

    光熱水費

    飼料費

    医薬材料費

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

12 委託料

      保育園給食調理業務委託

      布団乾燥委託

13 使用料及び賃借料

      駐車場用地借上料

      複写機使用料

      ガス漏れ警報器借上料

      タクシー借上料

      マイコンガスメーター借上料

15 原材料費

      砂場用川砂

17 備品購入費

      保育用備品

・・鎌鎌ケケ谷谷保保育育園園のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((幼幼児児保保育育課課　　　　　　))

 7 報償費

      子育て支援イベント講師謝礼

10 需用費

    消耗品費

    燃料費

    食糧費

    印刷製本費

    光熱水費

    医薬材料費

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

12 委託料

      保育園給食調理業務委託

      布団乾燥委託

13 使用料及び賃借料

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　137　-



（款）  3 民生費 （項）  2 児童福祉費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

保育所費

児童福祉施設費

（歳出）民生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　138　-



（単位　千円）

      複写機使用料

      タクシー借上料

      ガス漏れ警報器借上料

15 原材料費

      砂場用川砂

17 備品購入費

      保育用備品

○○中中高高齢齢者者交交流流保保育育事事業業にに要要すするる経経費費 ((幼幼児児保保育育課課　　　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 8 旅費

    費用弁償

○○保保育育園園改改修修事事業業 ((幼幼児児保保育育課課　　　　　　))

12 委託料

      道野辺保育園他２園防火設備改修工

      事設計委託

      粟野保育園外壁・屋上改修工事設計

      委託

14 工事請負費

      道野辺保育園トイレ改修工事

○○児児童童遊遊園園等等のの管管理理にに要要すするる経経費費 ((ここどどもも支支援援課課　　　　))

報酬 10 需用費

    消耗品費

    光熱水費

職員手当等 12 委託料

      児童遊園管理等委託

      プレーパーク事業委託

報償費 13 使用料及び賃借料

      児童遊園用地借上料

○○児児童童セセンンタターーのの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費

旅費 ・・中中央央児児童童セセンンタターーのの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費((ここどどもも支支援援課課　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

需用費  3 職員手当等

 7 報償費

      教室・クラブ講師謝礼

役務費  8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

委託料 10 需用費

    消耗品費

    食糧費

使用料及び賃借料     光熱水費

    修繕料

    飼料費

    医薬材料費

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　139　-



（款）  3 民生費 （項）  2 児童福祉費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

児童福祉施設費

（歳出）民生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　140　-



（単位　千円）

11 役務費

工事請負費     通信運搬費

    手数料

    保険料

原材料費 12 委託料

      清掃委託

      冷暖房設備保守点検委託

公有財産購入費       樹木剪定委託

      樹木消毒委託

      機械警備委託

備品購入費       消防設備保守点検委託

      自動ドア保守点検委託

      浄化槽維持管理委託

負担金補助及び交       館内消毒委託

付金       砂場消毒委託

13 使用料及び賃借料

      複写機使用料

      自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上

      料

15 原材料費

      砂場用川砂

18 負担金補助及び交付金

      千葉県児童館連絡協議会負担金

      研修等負担金

・・南南児児童童セセンンタターーのの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((ここどどもも支支援援課課　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 7 報償費

      教室・クラブ講師謝礼

      保育謝礼

 8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    光熱水費

    修繕料

    飼料費

    医薬材料費

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

    保険料

12 委託料

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　141　-



（款）  3 民生費 （項）  2 児童福祉費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

児童福祉施設費

（歳出）民生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　142　-



（単位　千円）

      清掃委託

      冷暖房設備保守点検委託

      児童センター時間外施設管理業務委

      託

      樹木剪定委託

      消防設備保守点検委託

      機械警備委託

      浄化槽維持管理委託

      砂場消毒委託

      自動ドア保守点検委託

      館内消毒委託

      樹木消毒委託

13 使用料及び賃借料

      複写機使用料

      自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上

      料

15 原材料費

      砂場用川砂

      補修用原材料

18 負担金補助及び交付金

      研修等負担金

・・くくぬぬぎぎ山山児児童童セセンンタターーのの管管理理運運営営にに要要すするる

経経費費 ((ここどどもも支支援援課課　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 7 報償費

      教室・クラブ講師謝礼

      保育謝礼

 8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    修繕料

    医薬材料費

11 役務費

    手数料

    保険料

12 委託料

      砂場消毒委託

13 使用料及び賃借料

      複写機使用料

18 負担金補助及び交付金

      研修等負担金

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　143　-



（款）  3 民生費 （項）  2 児童福祉費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

児童福祉施設費

（歳出）民生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　144　-



（単位　千円）

・・北北中中沢沢児児童童セセンンタターーのの管管理理運運営営にに要要すするる経経

費費 ((ここどどもも支支援援課課　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 7 報償費

      教室・クラブ講師謝礼

      保育謝礼

 8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    修繕料

    飼料費

    医薬材料費

11 役務費

    手数料

    保険料

12 委託料

      砂場砂入れ委託

      砂場消毒委託

13 使用料及び賃借料

      複写機使用料

17 備品購入費

      児童センター用備品

18 負担金補助及び交付金

      研修等負担金

・・粟粟野野児児童童セセンンタターーのの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費((ここどどもも支支援援課課　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 7 報償費

      教室・クラブ講師謝礼

      保育謝礼

 8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    修繕料

    飼料費

    医薬材料費

11 役務費

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　145　-



（款）  3 民生費 （項）  2 児童福祉費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

児童福祉施設費

（歳出）民生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　146　-



（単位　千円）

    手数料

    保険料

12 委託料

      冷水機保守点検委託

13 使用料及び賃借料

      複写機使用料

17 備品購入費

      児童センター用備品

18 負担金補助及び交付金

      研修等負担金

○○放放課課後後児児童童ククララブブのの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費((ここどどもも支支援援課課　　　　))

10 需用費

    消耗品費

    燃料費

    光熱水費

    修繕料

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

    保険料

12 委託料

      放課後児童クラブ運営委託

      空調設備保守点検委託

      消毒業務委託

      清掃委託

      機械警備委託

      浄化槽維持管理委託

      消防設備保守点検委託

      防犯カメラ保守点検委託

13 使用料及び賃借料

      登下校出欠管理システム

      五本松小学校放課後児童クラブ施設

      借上料

      パソコン及び複写機等使用料

      自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上

      料

      放課後児童クラブ管理システム

15 原材料費

      補修用原材料

17 備品購入費

      放課後児童クラブ用備品

○○ここどどもも発発達達セセンンタターーのの管管理理運運営営にに要要すするる経経

費費 ((ここどどもも支支援援課課　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

      こども発達センター嘱託医報酬

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　147　-



（款）  3 民生費 （項）  2 児童福祉費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

児童福祉施設費

（歳出）民生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　148　-



（単位　千円）

 3 職員手当等

 7 報償費

      講座等講師謝礼

 8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

    燃料費

    食糧費

    印刷製本費

    光熱水費

    修繕料

    賄材料費

    医薬材料費

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

    保険料

12 委託料

      通園バス運行委託

      給食供給委託

      空調設備保守点検委託

      除草委託

      清掃委託

      樹木剪定委託

      樹木消毒委託

      浄化槽維持管理委託

      機械警備委託

      遊具点検委託

      歯科健康診断委託

      砂場消毒委託

      消防設備保守点検委託

      受水槽清掃委託

      館内消毒委託

13 使用料及び賃借料

      複写機使用料

      パソコン使用料

      自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上

      料

      入場料

      タクシー借上料

      駐車料及び通行料

14 工事請負費

      トイレ改修工事

15 原材料費

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　149　-



（款）  3 民生費 （項）  2 児童福祉費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

児童福祉施設費

       計

（款）  3 民生費 （項）  3 生活保護費

生活保護総務費 △6,650

（歳出）民生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　150　-



（単位　千円）

      砂場用川砂

17 備品購入費

      発達センター用備品

18 負担金補助及び交付金

      研修等負担金

      千葉県通園施設連絡協議会負担金

○○放放課課後後児児童童ククララブブ整整備備・・改改修修事事業業 ((ここどどもも支支援援課課　　　　))

12 委託料

      北部小学校放課後児童クラブ改修工

      事設計委託

14 工事請負費

      道野辺小学校放課後児童クラブ改修

      工事

      五本松小学校放課後児童クラブテナ

      ント施設復旧工事

      北部小学校放課後児童クラブ改修工

      事

17 備品購入費

      放課後児童クラブ用備品

○○児児童童遊遊園園改改修修事事業業 ((ここどどもも支支援援課課　　　　))

14 工事請負費

      児童遊園改修工事

○○（（仮仮称称））東東部部地地区区児児童童セセンンタターー設設置置事事業業 ((ここどどもも支支援援課課　　　　))

12 委託料

      基本設計委託

      用地測量委託

      不動産鑑定委託

16 公有財産購入費

      （仮称）東部地区児童センター設置

      事業用地購入費

○○一一般般職職人人件件費費　　１１５５名名分分 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

報酬  2 給料

      常勤職員・再任用職員　１５名

 3 職員手当等

給料  4 共済費

○○生生活活保保護護事事務務にに要要すするる経経費費 ((社社会会福福祉祉課課　　　　　　))

 1 報酬

職員手当等       パートタイム会計年度任用職員報酬

      社会福祉課嘱託医報酬

 3 職員手当等

共済費  8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節
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（款）  3 民生費 （項）  3 生活保護費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

生活保護総務費

扶助費

       計

（款）  4 衛生費 （項）  1 保健衛生費

保健衛生総務費

（歳出）民生費，衛生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　152　-



（単位　千円）

10 需用費

旅費     消耗品費

    印刷製本費

    修繕料

需用費 11 役務費

    手数料

12 委託料

役務費       被保護者健康管理支援事業委託

      生活保護レセプト点検委託

13 使用料及び賃借料

委託料       生活保護電算処理システム

      電子レセプト管理システムクラウド

      サービス利用料

使用料及び賃借料       駐車料及び通行料

18 負担金補助及び交付金

      千葉県東葛飾地区生活保護事務ブロ

負担金補助及び交       ック研究会負担金

付金       千葉県県西地域医療福祉連絡協議会

      負担金

○○生生活活保保護護にに要要すするる経経費費 ((社社会会福福祉祉課課　　　　　　))

扶助費 19 扶助費

      医療扶助

      生活扶助

      住宅扶助

      介護扶助

      教育扶助

      生業扶助

      施設事務費

      葬祭扶助

      法外援護費

      就労自立給付金

      進学準備給付金

      出産扶助

○○一一般般職職人人件件費費　　５５２２名名分分 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

報酬  2 給料

      常勤職員・再任用職員　４５名

      フルタイム会計年度任用職員　７名

給料  3 職員手当等

 4 共済費

○○保保健健衛衛生生事事務務にに要要すするる経経費費 ((健健康康増増進進課課　　　　　　))

職員手当等  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 7 報償費

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　153　-



（款）  4 衛生費 （項）  1 保健衛生費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

保健衛生総務費

（歳出）衛生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　154　-



（単位　千円）

      災害医療コーディネーター等報償

共済費       保健・医療・福祉問題協議会委員報

      償

      献血推進協議会委員報償

報償費  8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

旅費 10 需用費

    消耗品費

11 役務費

需用費     手数料

    保険料

12 委託料

役務費       かまがや安心医療ナビシステム改修

      委託

      健康管理システム番号制度対応改修

委託料       委託

      緊急用ブレスレット作製委託

13 使用料及び賃借料

使用料及び賃借料       健康管理システム

      かまがや安心医療ナビシステム

      健康管理システム機器使用料

負担金補助及び交       自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上

付金       料

18 負担金補助及び交付金

      二次救急医療機関運営事業負担金

貸付金       健康都市連合負担金

      医師会補助金

      骨髄移植ドナー支援事業補助金

      船橋歯科医師会補助金

      食品衛生協会補助金

20 貸付金

      保健師等修学資金貸付金

○○健健康康づづくくりり推推進進にに要要すするる経経費費 ((健健康康増増進進課課　　　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 7 報償費

      健康づくり推進協議会委員報償

      いきいきプラン・健康かまがや２１

      推進アドバイザー報償

      食育講師謝礼

      食の講演会講師謝礼

      保育謝礼

      福祉健康フェア講師謝礼

      食生活改善推進員研修会講師謝礼

      食生活改善推進員謝礼

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　155　-



（款）  4 衛生費 （項）  1 保健衛生費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

保健衛生総務費

予防費 △10,798

（歳出）衛生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　156　-



（単位　千円）

 8 旅費

    費用弁償

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    印刷製本費

11 役務費

    手数料

    保険料

12 委託料

      いきいきプラン・健康かまがや２１

      策定委託

18 負担金補助及び交付金

      千葉県食生活改善協議会負担金

      行政栄養士研修会負担金

○○狂狂犬犬病病予予防防等等にに要要すするる経経費費 ((環環境境課課　　　　　　　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

    印刷製本費

12 委託料

      鑑札等作製委託

      畜犬登録台帳システム保守委託

      畜犬登録促進指導委託

18 負担金補助及び交付金

      飼い主のいない猫不妊去勢手術助成

      金

○○各各種種健健（（検検））診診にに要要すするる経経費費 ((健健康康増増進進課課　　　　　　))

報酬  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 8 旅費

旅費     費用弁償

10 需用費

    消耗品費

需用費     燃料費

    印刷製本費

    修繕料

役務費     医薬材料費

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　157　-



（款）  4 衛生費 （項）  1 保健衛生費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

予防費

（歳出）衛生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　158　-



（単位　千円）

12 委託料

委託料       子宮頸がん検診委託

      胃がん検診委託

      乳がん検診委託

使用料及び賃借料       肝炎ウイルス検診委託

      放射線機器保守業務委託

      肺がん検診委託

負担金補助及び交       大腸がん検診委託

付金       健康診査委託

      子宮体がん検診委託

      検診台帳及びクーポン券作成委託

      肝炎ウイルス検診受診勧奨通知作成

      委託

      パートタイム会計年度任用職員等胸

      部検診委託

13 使用料及び賃借料

      乳房エックス線撮影装置使用料

      胃部及び胸部用画像診断システム借

      上料

      検診衣使用料

      胃部及び胸部レントゲン撮影機器使

      用料

18 負担金補助及び交付金

      新たなステージに入ったがん検診の

      総合支援事業一部負担金助成金

○○予予防防接接種種にに要要すするる経経費費 ((健健康康増増進進課課　　　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 8 旅費

    費用弁償

10 需用費

    消耗品費

    印刷製本費

    医薬材料費

11 役務費

    通信運搬費

12 委託料

      インフルエンザ予防接種委託

      四種混合予防接種委託

      小児用肺炎球菌予防接種委託

      日本脳炎予防接種委託

      ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型）予防

      接種委託

      麻しん風しん混合予防接種委託

      風しん抗体検査委託

      Ｂ型肝炎予防接種委託

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　159　-



（款）  4 衛生費 （項）  1 保健衛生費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

予防費

環境衛生費 △120,202

（歳出）衛生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　160　-



（単位　千円）

      水痘予防接種委託

      ロタウイルス予防接種委託

      風しん予防接種委託

      高齢者用肺炎球菌予防接種委託

      ＢＣＧ予防接種委託

      子宮頸がん予防接種委託

      二種混合予防接種委託

      予診票点検業務委託

      予防接種不適当者判断委託

      風しん抗体検査及び予防接種クーポ

      ン券作成委託

      不活化ポリオ予防接種委託

      麻しん予防接種委託

18 負担金補助及び交付金

      予防接種事故補償負担金

      予防接種費用助成金

○○生生活活排排水水対対策策にに要要すするる経経費費 ((環環境境課課　　　　　　　　　　))

報酬 10 需用費

    消耗品費

    光熱水費

職員手当等 11 役務費

    手数料

12 委託料

報償費       家庭雑排水共同処理施設保守点検委

      託

○○四四市市複複合合事事務務組組合合にに要要すするる経経費費 ((環環境境課課　　　　　　　　　　))

旅費  8 旅費

    普通旅費

18 負担金補助及び交付金

需用費       四市複合事務組合負担金（斎場分）

○○道道路路のの安安全全衛衛生生管管理理にに要要すするる経経費費 ((ククリリーーンン推推進進課課　　))

10 需用費

役務費     消耗品費

12 委託料

      残土・ごみ処理等作業委託

委託料       小動物死体処理作業委託

○○害害虫虫駆駆除除にに要要すするる経経費費 ((環環境境課課　　　　　　　　　　))

10 需用費

使用料及び賃借料     消耗品費

12 委託料

      害虫駆除作業委託

負担金補助及び交 ○○公公衆衆浴浴場場衛衛生生対対策策にに要要すするる経経費費 ((環環境境課課　　　　　　　　　　))

付金 18 負担金補助及び交付金

      公衆浴場設備改善事業補助金

      公衆浴場衛生対策事業奨励金

      ふれあいお風呂の日事業補助金

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　161　-



（款）  4 衛生費 （項）  1 保健衛生費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

環境衛生費

（歳出）衛生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　162　-



（単位　千円）

○○手手賀賀沼沼・・印印旛旛沼沼等等水水質質保保全全にに要要すするる経経費費 ((環環境境課課　　　　　　　　　　))

 8 旅費

    普通旅費

18 負担金補助及び交付金

      手賀沼水環境保全協議会負担金

      印旛沼水質保全協議会負担金

○○環環境境保保全全のの啓啓発発にに要要すするる経経費費 ((環環境境課課　　　　　　　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

      環境審議会委員報酬

 3 職員手当等

 7 報償費

      ビオトープ利活用推進指導員報償

      講師謝礼

 8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    印刷製本費

11 役務費

    保険料

13 使用料及び賃借料

      トラクター借上料

      駐車料及び通行料

18 負担金補助及び交付金

      住宅用省エネルギー・再生可能エネ

      ルギーシステム設置費補助金

○○大大気気汚汚染染・・騒騒音音・・振振動動防防止止対対策策のの推推進進にに要要

すするる経経費費 ((環環境境課課　　　　　　　　　　))

 8 旅費

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

    燃料費

11 役務費

    手数料

12 委託料

      下総飛行場周辺航空機騒音実態調査

      業務委託

      自動車騒音・面的評価業務委託

      刈払機保守点検委託

○○地地下下水水汚汚染染防防止止対対策策のの推推進進にに要要すするる経経費費 ((環環境境課課　　　　　　　　　　))

11 役務費

    手数料

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　163　-



（款）  4 衛生費 （項）  1 保健衛生費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

環境衛生費

健康管理センター費 △5,172

（歳出）衛生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　164　-



（単位　千円）

○○放放射射線線対対策策にに要要すするる経経費費 ((環環境境課課　　　　　　　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

11 役務費

    手数料

○○水水道道のの衛衛生生対対策策にに要要すするる経経費費 ((環環境境課課　　　　　　　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

○○健健康康管管理理事事務務にに要要すするる経経費費 ((健健康康増増進進課課　　　　　　))

報酬  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

職員手当等  8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

報償費 10 需用費

    消耗品費

    修繕料

旅費 11 役務費

    手数料

12 委託料

需用費       保健推進員等胸部検診委託

13 使用料及び賃借料

      検診衣使用料

役務費 18 負担金補助及び交付金

      千葉県市町村保健活動連絡協議会負

      担金

委託料 ○○母母子子保保健健にに要要すするる経経費費 ((健健康康増増進進課課　　　　　　))

 7 報償費

      保健推進員謝礼

使用料及び賃借料       ３歳児健康診査報償

      健康診査事後検診報償

      １歳６か月児健康診査報償

      １０か月児健康相談報償

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　165　-



（款）  4 衛生費 （項）  1 保健衛生費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

健康管理センター費

（歳出）衛生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　166　-



（単位　千円）

      思春期講演会医師等報償

負担金補助及び交       保健推進員研修会講師謝礼

付金       ブックスタート事業講師謝礼

      保育謝礼

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    印刷製本費

    医薬材料費

11 役務費

    通信運搬費

    保険料

12 委託料

      妊婦健康診査委託

      乳児健康診査委託

      １歳６か月児健康診査委託

      ３歳児健康診査委託

      産後ケア業務委託

      甲状腺超音波検査委託

      ブックスタートシール作製委託

      小児用レフラクトメーター保守点検

      委託

      １歳６か月児・３歳児精密健康診査

      委託

18 負担金補助及び交付金

      妊婦健康診査費用助成金

      乳児健康診査費用助成金

○○成成人人保保健健にに要要すするる経経費費 ((健健康康増増進進課課　　　　　　))

 7 報償費

      健康づくり講座医師等報償

      保育謝礼

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    医薬材料費

○○歯歯科科保保健健にに要要すするる経経費費 ((健健康康増増進進課課　　　　　　))

 7 報償費

      よい歯のコンクール審査会歯科医師

      報償

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    印刷製本費

    医薬材料費

11 役務費

    通信運搬費

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　167　-



（款）  4 衛生費 （項）  1 保健衛生費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

健康管理センター費

       計 △101,854

（款）  4 衛生費 （項）  2 清掃費

清掃総務費 △26,584

（歳出）衛生費

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

-　168　-



（単位　千円）

    手数料

12 委託料

      歯周病検診委託

      妊婦歯科健康診査委託

      歯周病検診通知圧着加工委託

○○精精神神保保健健にに要要すするる経経費費 ((健健康康増増進進課課　　　　　　))

 1 報酬

      精神保健嘱託医報酬

 7 報償費

      自殺対策講演会等講師謝礼

      こころの健康講座医師等報償

      精神保健学習会等報償

      保育謝礼

10 需用費

    消耗品費

○○フフッッ化化物物洗洗口口にに要要すするる経経費費 ((健健康康増増進進課課　　　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 8 旅費

    費用弁償

10 需用費

    消耗品費

    印刷製本費

    医薬材料費

12 委託料

      フッ化物洗口液等配送委託

○○清清掃掃事事務務にに要要すするる経経費費 ((ククリリーーンン推推進進課課　　))

報酬  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

      廃棄物減量等推進審議会委員報酬

職員手当等  3 職員手当等

 8 旅費

    費用弁償

旅費     普通旅費

24 積立金

      軽井沢地区公共施設等整備基金積立

負担金補助及び交       金

付金 ○○柏柏・・白白井井・・鎌鎌ケケ谷谷環環境境衛衛生生組組合合にに要要すするる経経

費費（（周周辺辺整整備備等等）） ((ククリリーーンン推推進進課課　　))

18 負担金補助及び交付金

積立金       柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合負担

      金（周辺整備費分）

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　169　-



（款）  4 衛生費 （項）  2 清掃費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

清掃総務費

塵芥処理費

（歳出）衛生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　170　-



（単位　千円）

      柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合負担

      金（都市公園整備事業償還分）

○○廃廃棄棄物物処処理理施施設設周周辺辺整整備備事事業業 ((ククリリーーンン推推進進課課　　))

18 負担金補助及び交付金

      柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合負担

      金（周辺整備費分）

○○廃廃棄棄物物処処理理事事務務にに要要すするる経経費費 ((ククリリーーンン推推進進課課　　))

旅費 10 需用費

    消耗品費

    印刷製本費

需用費 11 役務費

    通信運搬費

13 使用料及び賃借料

役務費       ごみステーション管理等システム

      ごみ分別アプリケーションサービス

      使用料

委託料       ごみステーション管理等システム用

      パソコン等賃貸借

18 負担金補助及び交付金

使用料及び賃借料       全国都市清掃会議負担金

      千葉県環境衛生促進協議会負担金

      環境美化対策推進協議会補助金

負担金補助及び交 ○○ごごみみ減減量量業業務務にに要要すするる経経費費 ((ククリリーーンン推推進進課課　　))

付金 18 負担金補助及び交付金

      買い物袋の持参推進運動協議会負担

      金

      有価物回収運動奨励金

      生ごみ処理容器等購入費補助金

○○柏柏・・白白井井・・鎌鎌ケケ谷谷環環境境衛衛生生組組合合にに要要すするる経経

費費（（ごごみみ処処理理等等）） ((ククリリーーンン推推進進課課　　))

18 負担金補助及び交付金

      柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合負担

      金（共同化処理費分）

      柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合負担

      金（ごみ処理費分）

      柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合負担

      金（建設費償還分）

○○旧旧ククリリーーンンセセンンタターー管管理理にに要要すするる経経費費 ((ククリリーーンン推推進進課課　　))

10 需用費

    光熱水費

11 役務費

    通信運搬費

12 委託料

      旧クリーンセンター機械警備委託

○○最最終終処処分分場場にに要要すするる経経費費 ((ククリリーーンン推推進進課課　　))

 8 旅費

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　171　-



（款）  4 衛生費 （項）  2 清掃費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

塵芥処理費

し尿処理費

（歳出）衛生費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　172　-



（単位　千円）

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

    燃料費

    光熱水費

11 役務費

    手数料

12 委託料

      最終処分場浸出液処理設備維持管理

      委託

13 使用料及び賃借料

      最終処分場（緩衝緑地）用地借上料

18 負担金補助及び交付金

      最終処分場技術管理者資格講習負担

      金

○○ククリリーーンンセセンンタターーししららささぎぎ長長寿寿命命化化対対策策事事

業業 ((ククリリーーンン推推進進課課　　))

18 負担金補助及び交付金

      柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合負担

      金（長寿命化対策事業）

○○ふふれれああいい収収集集事事業業 ((ククリリーーンン推推進進課課　　))

10 需用費

    消耗品費

18 負担金補助及び交付金

      柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合負担

      金（ふれあい収集事業）

○○しし尿尿処処理理事事務務にに要要すするる経経費費 ((ククリリーーンン推推進進課課　　))

報酬  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

職員手当等  8 旅費

    普通旅費

10 需用費

旅費     消耗品費

12 委託料

      し尿収集・運搬委託

需用費       し尿処理手数料徴収委託

18 負担金補助及び交付金

      千葉県浄化槽推進協議会負担金

委託料       合併処理浄化槽設置整備事業補助金

      合併処理浄化槽設置整備事業補助金

      （転換補助）

負担金補助及び交 ○○柏柏・・白白井井・・鎌鎌ケケ谷谷環環境境衛衛生生組組合合にに要要すするる経経

付金 費費（（しし尿尿処処理理等等）） ((ククリリーーンン推推進進課課　　))

18 負担金補助及び交付金

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　173　-



（款）  4 衛生費 （項）  2 清掃費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

し尿処理費

       計 △1,035

（款）  5 労働費 （項）  1 労働諸費

労働諸費

       計

（款）  6 農林水産業費 （項）  1 農業費

農業委員会費

（歳出）衛生費，労働費，農林水産業費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　174　-



（単位　千円）

      柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合負担

      金（し尿処理費分）

      柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合負担

      金（管理費分）

○○雇雇用用安安定定事事務務にに要要すするる経経費費 ((商商工工振振興興課課　　　　　　))

報酬  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

職員手当等  7 報償費

      保育謝礼

 8 旅費

報償費     費用弁償

    普通旅費

10 需用費

旅費     消耗品費

11 役務費

    保険料

需用費 18 負担金補助及び交付金

      中小企業退職金共済掛金補助金

役務費

負担金補助及び交

付金

○○農農業業委委員員会会事事務務局局のの運運営営にに要要すするる経経費費 ((農農業業委委員員会会事事務務局局))

報酬  1 報酬

      農業委員会委員報酬

      農地利用最適化推進委員報酬

旅費  8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

交際費  9 交際費

      会長交際費

10 需用費

需用費     消耗品費

    印刷製本費

12 委託料

      農地台帳システムデータ照合委託

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　175　-



（款）  6 農林水産業費 （項）  1 農業費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

農業委員会費

農業総務費 △3,308

農業振興費

（歳出）農林水産業費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　176　-



（単位　千円）

      農地台帳システム保守管理委託

委託料       写真作製委託

      現地調査システム保守管理委託

      農地台帳システム用機器保守管理委

使用料及び賃借料       託

13 使用料及び賃借料

      現地調査システム機器賃貸借

負担金補助及び交       農地台帳システム用機器使用料

付金 18 負担金補助及び交付金

      千葉県農業会議負担金

      東葛飾地区農業委員会連合会負担金

      農業まつり負担金

○○一一般般職職人人件件費費　　９９名名分分 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

報酬  2 給料

      常勤職員・再任用職員　８名

      フルタイム会計年度任用職員　１名

給料  3 職員手当等

 4 共済費

○○農農業業総総務務事事務務にに要要すするる経経費費 ((農農業業振振興興課課　　　　　　))

職員手当等  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

共済費  8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

旅費     特別旅費

10 需用費

    消耗品費

需用費 11 役務費

    手数料

13 使用料及び賃借料

役務費       千葉県森林クラウド

18 負担金補助及び交付金

      農家団体負担金

使用料及び賃借料

負担金補助及び交

付金

○○農農業業振振興興資資金金融融資資等等にに要要すするる経経費費 ((農農業業振振興興課課　　　　　　))

報酬 18 負担金補助及び交付金

      農業振興資金融資貸付金利子補給金

      農業近代化資金融資貸付金利子補給

職員手当等       金

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　177　-



（款）  6 農林水産業費 （項）  1 農業費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

農業振興費

（歳出）農林水産業費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　178　-



（単位　千円）

      農業災害対策資金融資貸付金利子補

報償費       給金

      農業経営基盤強化資金融資貸付金利

      子補給金

旅費 20 貸付金

      農業振興資金融資預託金

○○市市民民農農園園にに要要すするる経経費費 ((農農業業振振興興課課　　　　　　))

需用費 12 委託料

      市民農園掲示板作製・設置委託

13 使用料及び賃借料

役務費       市民農園用地借上料

○○鎌鎌ケケ谷谷農農産産物物ブブラランンドド育育成成にに要要すするる経経費費 ((農農業業振振興興課課　　　　　　))

 1 報酬

委託料       パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 7 報償費

使用料及び賃借料       農産物ブランド化推進協議会委員報

      償

 8 旅費

負担金補助及び交     費用弁償

付金 10 需用費

    消耗品費

    印刷製本費

貸付金 11 役務費

    手数料

    保険料

12 委託料

      農産物ブランドＰＲ促進用物品作製

      委託

      農産物ブランドＰＲ観光ポスター印

      刷・掲出業務委託

13 使用料及び賃借料

      庁用車借上料

      土地賃借料

○○援援農農ボボラランンテティィアア推推進進にに要要すするる経経費費 ((農農業業振振興興課課　　　　　　))

 7 報償費

      ボランティア向け就農技術指導講習

      会謝礼

○○農農業業振振興興対対策策事事業業にに要要すするる経経費費 ((農農業業振振興興課課　　　　　　))

18 負担金補助及び交付金

      農業振興対策事業補助金

○○農農業業関関係係者者等等ととのの連連携携にに要要すするる経経費費 ((農農業業振振興興課課　　　　　　))

 7 報償費

      農家実行組合長報償

      農政推進協議会委員報償

○○農農業業関関係係団団体体ととのの協協力力事事業業にに要要すするる経経費費 ((農農業業振振興興課課　　　　　　))

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　179　-



（款）  6 農林水産業費 （項）  1 農業費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

農業振興費

畜産業費

農地費 △230

       計 △2,694

（歳出）農林水産業費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　180　-



（単位　千円）

18 負担金補助及び交付金

      果樹剪定枝等リサイクル事業推進協

      議会負担金

      農業まつり負担金

      東葛飾農林業振興普及協議会負担金

      千葉県園芸協会負担金

      千葉農林水産統計協会負担金

      東葛飾植物防疫協会負担金

○○果果樹樹剪剪定定枝枝リリササイイククルル事事業業 ((農農業業振振興興課課　　　　　　))

13 使用料及び賃借料

      果樹剪定枝リサイクル事業用地借上

      料

18 負担金補助及び交付金

      果樹剪定枝リサイクル事業負担金

○○イインンタターーネネッットト梨梨販販売売事事業業 ((農農業業振振興興課課　　　　　　))

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    印刷製本費

11 役務費

    保険料

12 委託料

      羽田空港ＰＲイベント業務委託

13 使用料及び賃借料

      入場料

      駐車料及び通行料

18 負担金補助及び交付金

      インターネット梨販売に係る補助金

      市特産品販売に係る補助金

○○畜畜産産振振興興にに要要すするる経経費費 ((農農業業振振興興課課　　　　　　))

需用費 10 需用費

    消耗品費

18 負担金補助及び交付金

負担金補助及び交       千葉県畜産協会負担金

付金       農業振興対策事業補助金

○○農農地地事事務務にに要要すするる経経費費 ((農農業業振振興興課課　　　　　　))

負担金補助及び交 18 負担金補助及び交付金

付金       県営手賀沼土地改良施設維持管理及

      び修繕保全事業負担金

      手賀沼地域農業農村整備事業推進協

      議会負担金

      千葉県土地改良事業団体連合会負担

      金

      印旛沼流域市町村排水負担金

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　181　-



（款）  7 商工費 （項）  1 商工費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

商工総務費

商工振興費 △1,381

（歳出）商工費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　182　-



（単位　千円）

○○一一般般職職人人件件費費　　８８名名分分 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

給料  2 給料

      常勤職員・再任用職員　８名

 3 職員手当等

職員手当等  4 共済費

共済費

○○商商工工業業振振興興にに要要すするる経経費費 ((商商工工振振興興課課　　　　　　))

報酬  8 旅費

    普通旅費

10 需用費

職員手当等     消耗品費

    光熱水費

12 委託料

報償費       しんかまにぎわい広場管理委託

13 使用料及び賃借料

      しんかまにぎわい広場用地借上料

旅費 18 負担金補助及び交付金

      商工業振興補助金

○○中中小小企企業業資資金金融融資資等等にに要要すするる経経費費 ((商商工工振振興興課課　　　　　　))

需用費  1 報酬

      中小企業資金融資審査会委員報酬

18 負担金補助及び交付金

役務費       中小企業資金融資貸付金利子補給金

20 貸付金

      中小企業資金融資預託金

委託料 21 補償補填及び賠償金

      代位弁済に係る損失補償金

○○企企業業誘誘致致基基本本計計画画推推進進事事業業 ((商商工工振振興興課課　　　　　　))

使用料及び賃借料  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

      企業誘致審査委員会委員報酬

負担金補助及び交  3 職員手当等

付金  7 報償費

      企業誘致推進協議会委員報償

 8 旅費

貸付金     費用弁償

    普通旅費

10 需用費

補償補填及び賠償     消耗品費

金     食糧費

    印刷製本費

11 役務費

    手数料

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　183　-



（款）  7 商工費 （項）  1 商工費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

商工振興費

消費者対策費

観光費 △450

（歳出）商工費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　184　-



（単位　千円）

13 使用料及び賃借料

      企業誘致ホームページサーバー使用

      料

○○空空きき店店舗舗活活用用事事業業 ((商商工工振振興興課課　　　　　　))

18 負担金補助及び交付金

      空き店舗活用補助金

○○創創業業支支援援事事業業 ((商商工工振振興興課課　　　　　　))

12 委託料

      創業支援事業企画運営委託

○○ココミミュュニニテティィビビジジネネスス事事業業・・ベベンンチチャャーービビ

ジジネネスス事事業業 ((商商工工振振興興課課　　　　　　))

 7 報償費

      コミュニティ・ベンチャービジネス

      事業補助金審査会委員報償

18 負担金補助及び交付金

      コミュニティ・ベンチャービジネス

      事業補助金

○○消消費費者者対対策策にに要要すするる経経費費 ((商商工工振振興興課課　　　　　　))

報酬  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

職員手当等  4 共済費

 8 旅費

    費用弁償

共済費     普通旅費

    特別旅費

10 需用費

旅費     消耗品費

    修繕料

17 備品購入費

需用費       消費生活センター用備品

18 負担金補助及び交付金

      研修等負担金

備品購入費       千葉県消費生活センター連絡協議会

      負担金

負担金補助及び交

付金

○○観観光光振振興興にに要要すするる経経費費 ((商商工工振振興興課課　　　　　　))

報償費  8 旅費

    普通旅費

10 需用費

旅費     消耗品費

13 使用料及び賃借料

      観光ホームページサーバー使用料

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　185　-



（款）  7 商工費 （項）  1 商工費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

観光費

       計

（款）  8 土木費 （項）  1 土木管理費

土木管理総務費

（歳出）商工費，土木費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　186　-



（単位　千円）

18 負担金補助及び交付金

需用費       千葉県観光物産協会負担金

      ちばプロモーション協議会負担金

      ふるさと産品協会補助金

役務費 ○○観観光光ビビジジョョンン推推進進事事業業 ((商商工工振振興興課課　　　　　　))

 7 報償費

      訪日外国人おもてなし講座講師謝礼

委託料       観光タウンミーティング報償

      審査会委員報償

 8 旅費

使用料及び賃借料     特別旅費

10 需用費

    消耗品費

負担金補助及び交     燃料費

付金     印刷製本費

    飼料費

11 役務費

    通信運搬費

    保険料

12 委託料

      ＰＲグッズ作製委託

      北海道観光イベント用梨集荷発送業

      務委託

      おもてなし講座ポスター等作製委託

      フォトコンテストポスター等作製委

      託

13 使用料及び賃借料

      北海道観光イベントブース借上料

      自動車借上料

      駐車料及び通行料

18 負担金補助及び交付金

      商工業振興補助金

○○一一般般職職人人件件費費　　１１６６名名分分 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

報酬  2 給料

      常勤職員・再任用職員　１５名

      フルタイム会計年度任用職員　１名

給料  3 職員手当等

 4 共済費

○○用用地地事事務務にに要要すするる経経費費 ((道道路路河河川川整整備備課課　　))

職員手当等  8 旅費

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　187　-



（款）  8 土木費 （項）  1 土木管理費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

土木管理総務費

建築指導費

（歳出）土木費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　188　-



（単位　千円）

18 負担金補助及び交付金

共済費       千葉県公共用地対策協議会負担金

      千葉県官公署登記事務連絡協議会負

      担金

旅費 ○○道道路路管管理理にに要要すするる経経費費 ((道道路路河河川川管管理理課課　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

需用費  3 職員手当等

 8 旅費

    普通旅費

役務費 10 需用費

    消耗品費

    燃料費

委託料     光熱水費

    修繕料

11 役務費

使用料及び賃借料     保険料

12 委託料

      道路台帳補正委託

工事請負費       排水施設維持管理委託

      測量委託

      新鎌ケ谷駅南北交通広場等清掃委託

公有財産購入費       東武鎌ケ谷駅東口駅前広場清掃等管

      理委託

      自家用電気工作物点検委託

備品購入費       道路管理立看板作製委託

13 使用料及び賃借料

      市道用地借上料

負担金補助及び交       排水施設用地借上料

付金 14 工事請負費

      手すり設置工事

16 公有財産購入費

      境界標

17 備品購入費

      道路管理用備品

18 負担金補助及び交付金

      東葛地区建設行政連絡会負担金

      測量費用等助成金

○○建建築築指指導導にに要要すするる経経費費 ((建建築築住住宅宅課課　　　　　　))

報償費  8 旅費

    普通旅費

10 需用費

旅費     消耗品費

11 役務費

    保険料

12 委託料

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　189　-



（款）  8 土木費 （項）  1 土木管理費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

建築指導費

施設建設監理費

交通安全対策費

（歳出）土木費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　190　-



（単位　千円）

      ＧＩＳソフト保守委託

需用費 13 使用料及び賃借料

      建築行政共用データベースシステム

18 負担金補助及び交付金

役務費       日本建築行政会議負担金

      千葉県特定行政庁連絡協議会負担金

      全国建築審査会協議会負担金

委託料       研修等負担金

○○住住宅宅耐耐震震改改修修促促進進事事業業 ((建建築築住住宅宅課課　　　　　　))

 7 報償費

使用料及び賃借料       耐震相談・耐震診断建築士報償

18 負担金補助及び交付金

      住宅耐震改修促進事業補助金

負担金補助及び交

付金

○○施施設設建建設設監監理理にに要要すするる経経費費 ((建建築築住住宅宅課課　　　　　　))

旅費  8 旅費

    普通旅費

10 需用費

需用費     消耗品費

13 使用料及び賃借料

      営繕工事単価（刊行物単価）利用料

使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金

      研修等負担金

      千葉県公共建築等連絡協議会負担金

負担金補助及び交

付金

○○交交通通安安全全対対策策にに要要すするる経経費費 ((道道路路河河川川管管理理課課　　))

報酬  1 報酬

      交通安全対策会議委員報酬

 7 報償費

報償費       講師謝礼

 8 旅費

    普通旅費

旅費 10 需用費

    消耗品費

    食糧費

需用費     印刷製本費

    光熱水費

    修繕料

役務費 11 役務費

    通信運搬費

    筆耕翻訳料

12 委託料

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　191　-



（款）  8 土木費 （項）  1 土木管理費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

交通安全対策費

       計

（歳出）土木費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　192　-



（単位　千円）

      交通安全対策支援システム管理委託

委託料       交通安全運動用懸垂幕等作製委託

18 負担金補助及び交付金

      交通安全協会補助金

使用料及び賃借料 ○○自自転転車車駐駐車車場場整整備備・・維維持持管管理理にに要要すするる経経費費((道道路路河河川川管管理理課課　　))

12 委託料

      新鎌ケ谷駅及び鎌ケ谷駅周辺自転車

工事請負費       等駐車場需要調査委託

13 使用料及び賃借料

      自転車駐車場用地借上料

公有財産購入費 16 公有財産購入費

      新鎌ケ谷駅自転車等駐車場用地購入

      費（債務負担行為）

負担金補助及び交 ○○放放置置自自転転車車対対策策にに要要すするる経経費費 ((道道路路河河川川管管理理課課　　))

付金  8 旅費

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

    印刷製本費

    光熱水費

    修繕料

11 役務費

    通信運搬費

    保険料

12 委託料

      放置自転車等保管返還業務委託

      放置自転車等撤去委託

      放置防止指導委託

      放置自転車防止看板等作製委託

13 使用料及び賃借料

      放置自転車保管場所借上料

○○交交通通災災害害共共済済事事務務にに要要すするる経経費費 ((道道路路河河川川管管理理課課　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

○○歩歩道道等等整整備備事事業業 ((道道路路河河川川管管理理課課　　))

12 委託料

      交通立看板作製委託

14 工事請負費

      歩道等整備工事

○○交交通通安安全全施施設設更更新新事事業業 ((道道路路河河川川管管理理課課　　))

14 工事請負費

      交通安全施設更新工事

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　193　-



（款）  8 土木費 （項）  2 道路橋梁費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

道路橋梁総務費

道路維持費 △10,179

道路新設改良費

（歳出）土木費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　194　-



（単位　千円）

○○一一般般職職人人件件費費　　３３６６名名分分 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

給料  2 給料

      常勤職員・再任用職員　３６名

 3 職員手当等

職員手当等  4 共済費

○○道道路路橋橋梁梁事事務務にに要要すするる経経費費 ((道道路路河河川川整整備備課課　　))

 8 旅費

共済費     普通旅費

10 需用費

    消耗品費

旅費 13 使用料及び賃借料

      土木設計積算システム

18 負担金補助及び交付金

需用費       千葉県道路協会負担金

      関東国道協会負担金

      千葉県道路整備促進協議会負担金

使用料及び賃借料       千葉県道路協会東葛飾支部負担金

      船橋我孫子線工事促進期成同盟会負

      担金

負担金補助及び交

付金

○○道道路路維維持持・・補補修修事事業業 ((道道路路河河川川管管理理課課　　))

報償費  7 報償費

      道路愛護活動報償

12 委託料

委託料       道路補修・清掃委託

      排水管（溝）清掃委託

      道路等除草作業委託

工事請負費       産業廃棄物処理委託

      道路等維持工事設計委託

      放射性物質測定委託

補償補填及び賠償       道路等維持管理委託

金 14 工事請負費

      市道維持工事

21 補償補填及び賠償金

      道路維持・補修事業に伴う移設補償

○○主主要要市市道道整整備備事事業業 ((道道路路河河川川整整備備課課　　))

旅費  8 旅費

    普通旅費

10 需用費

需用費     消耗品費

12 委託料

      詳細設計委託

委託料       物件調査委託

      不動産鑑定委託

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　195　-



（款）  8 土木費 （項）  2 道路橋梁費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

道路新設改良費

（歳出）土木費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　196　-



（単位　千円）

      登記事務委託

使用料及び賃借料       永久標設置及び査定図作成委託

13 使用料及び賃借料

      主要市道整備工事に伴う用地借上料

工事請負費 14 工事請負費

      主要市道整備工事

16 公有財産購入費

公有財産購入費       主要市道整備事業用地購入費

21 補償補填及び賠償金

      主要市道整備事業に伴う物件補償

補償補填及び賠償 ○○交交差差点点改改良良事事業業 ((道道路路河河川川整整備備課課　　))

金 10 需用費

    消耗品費

12 委託料

      物件調査委託

      不動産鑑定委託

      登記事務委託

      実施設計委託

      永久標設置及び査定図作成委託

14 工事請負費

      交差点改良工事

16 公有財産購入費

      交差点改良事業用地購入費

21 補償補填及び賠償金

      交差点改良事業に伴う物件補償

○○一一般般市市道道整整備備事事業業 ((道道路路河河川川整整備備課課　　))

10 需用費

    消耗品費

12 委託料

      不動産鑑定委託

      永久標設置及び査定図作成委託

      登記事務委託

14 工事請負費

      一般市道整備工事

16 公有財産購入費

      一般市道整備事業用地購入費

○○私私道道整整備備事事業業 ((道道路路河河川川整整備備課課　　))

10 需用費

    消耗品費

14 工事請負費

      私道舗装整備工事

○○通通学学路路整整備備事事業業 ((道道路路河河川川整整備備課課　　))

10 需用費

    消耗品費

12 委託料

      測量委託

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　197　-



（款）  8 土木費 （項）  2 道路橋梁費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

道路新設改良費

       計

（款）  8 土木費 （項）  3 河川費

河川総務費

河川維持費 △4,896

河川改良費

（歳出）土木費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　198　-



（単位　千円）

      不動産鑑定委託

      永久標設置及び査定図作成委託

      登記事務委託

14 工事請負費

      用地保全工事

16 公有財産購入費

      通学路整備事業用地購入費

21 補償補填及び賠償金

      通学路整備事業に伴う物件補償

○○河河川川事事務務にに要要すするる経経費費 ((道道路路河河川川整整備備課課　　))

旅費  8 旅費

    普通旅費

10 需用費

需用費     消耗品費

12 委託料

      家屋調査委託

役務費 18 負担金補助及び交付金

      真間川流域総合治水対策協議会負担

      金

委託料       千葉県河川協会負担金

      千葉県河川協会東葛飾支部負担金

      研修等負担金

負担金補助及び交 ○○河河川川管管理理にに要要すするる経経費費 ((道道路路河河川川管管理理課課　　))

付金 10 需用費

    光熱水費

11 役務費

    保険料

18 負担金補助及び交付金

      一文字貯留池負担金

○○流流域域環環境境整整備備事事業業 ((道道路路河河川川管管理理課課　　))

役務費 11 役務費

    通信運搬費

12 委託料

委託料       河川管理委託

      河川・水路清掃委託

      スクリーン清掃委託

工事請負費 14 工事請負費

      河川・水路維持工事

○○雨雨水水浸浸透透貯貯留留にに要要すするる経経費費 ((道道路路河河川川整整備備課課　　))

需用費 12 委託料

      雨水浸透貯留対策協働モデル委託

○○河河川川・・水水路路整整備備事事業業 ((道道路路河河川川整整備備課課　　))

18 負担金補助及び交付金

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　199　-



（款）  8 土木費 （項）  3 河川費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

河川改良費

（歳出）土木費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　200　-



（単位　千円）

      紙敷川改修事業負担金

役務費 ○○準準用用河河川川整整備備事事業業 ((道道路路河河川川整整備備課課　　))

10 需用費

    消耗品費

委託料 11 役務費

    手数料

12 委託料

使用料及び賃借料       家屋調査委託

      物件調査委託

      不動産鑑定委託

工事請負費       実施設計委託

      登記事務委託

      特別調査委託

公有財産購入費       永久標設置及び査定図作成委託

13 使用料及び賃借料

      準用河川整備工事に伴う用地借上料

負担金補助及び交 14 工事請負費

付金       準用河川整備工事

16 公有財産購入費

      準用河川整備事業用地購入費

貸付金 20 貸付金

      千葉県地方土地開発公社預託金

21 補償補填及び賠償金

補償補填及び賠償       準用河川整備事業に伴う物件補償

金 ○○地地域域排排水水整整備備事事業業 ((道道路路河河川川整整備備課課　　))

10 需用費

    消耗品費

12 委託料

      実施設計委託

      家屋調査委託

      測量委託

13 使用料及び賃借料

      地域排水整備工事に伴う用地借上料

14 工事請負費

      地域排水整備工事

      浸透枡設置モニター工事

21 補償補填及び賠償金

      地域排水整備事業に伴う物件補償

○○雨雨水水貯貯留留池池整整備備事事業業 ((道道路路河河川川整整備備課課　　))

10 需用費

    消耗品費

12 委託料

      実施設計委託

      不動産鑑定委託

      永久標設置委託

14 工事請負費

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　201　-



（款）  8 土木費 （項）  3 河川費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

河川改良費

       計

（款）  8 土木費 （項）  4 都市計画費

都市計画総務費

（歳出）土木費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　202　-



（単位　千円）

      貯留池整備工事

16 公有財産購入費

      貯留池整備事業用地購入費

○○一一般般職職人人件件費費　　２２９９名名分分 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

報酬  2 給料

      常勤職員・再任用職員　２８名

      フルタイム会計年度任用職員　１名

給料  3 職員手当等

 4 共済費

○○都都市市計計画画事事務務にに要要すするる経経費費 ((都都市市計計画画課課　　　　　　))

職員手当等  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

      都市計画審議会委員報酬

共済費  3 職員手当等

 8 旅費

    費用弁償

報償費     普通旅費

10 需用費

    消耗品費

旅費     食糧費

12 委託料

      生産緑地標識設置等委託

需用費       特定生産緑地指定箇所調査委託

      都市計画図作成委託

18 負担金補助及び交付金

委託料       千葉県都市協会負担金

      千葉県地区計画制度連絡協議会負担

      金

備品購入費 ○○開開発発指指導導事事務務にに要要すするる経経費費 ((都都市市計計画画課課　　　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

負担金補助及び交  3 職員手当等

付金  8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

償還金利子及び割 10 需用費

引料     消耗品費

17 備品購入費

      事務用備品

○○公公共共交交通通機機関関のの整整備備促促進進にに要要すするる経経費費 ((都都市市計計画画課課　　　　　　))

22 償還金利子及び割引料

      補助金等返還金

○○景景観観形形成成事事務務にに要要すするる経経費費 ((都都市市計計画画課課　　　　　　))

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　203　-



（款）  8 土木費 （項）  4 都市計画費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

都市計画総務費

土地区画整理費

（歳出）土木費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　204　-



（単位　千円）

 1 報酬

      景観審議会委員報酬

 7 報償費

      景観アドバイザー報償

10 需用費

    食糧費

○○ココミミュュニニテティィババスス運運行行助助成成事事業業 ((都都市市計計画画課課　　　　　　))

 7 報償費

      地域公共交通会議委員報償

10 需用費

    食糧費

    印刷製本費

18 負担金補助及び交付金

      コミュニティバス運行助成事業補助

      金

○○都都市市計計画画ママススタターーププラランン策策定定事事業業 ((都都市市計計画画課課　　　　　　))

 7 報償費

      都市計画マスタープラン検討委員会

      委員報償

10 需用費

    食糧費

12 委託料

      都市計画マスタープラン策定委託（

      継続費）

○○新新鎌鎌ケケ谷谷地地区区広広域域交交流流拠拠点点形形成成推推進進にに要要すす

報酬 るる経経費費 ((都都市市計計画画課課　　　　　　))

10 需用費

    消耗品費

職員手当等     光熱水費

    修繕料

12 委託料

旅費       新鎌ケ谷駅自由通路等清掃管理委託

      イルミネーション設置委託

      新鎌ケ谷地区樹木剪定委託

需用費 13 使用料及び賃借料

      新鎌ケ谷センター地区共同事業用地

      借上料

委託料       歩行者専用通路用地借上料

14 工事請負費

      新鎌ケ谷地区維持管理工事

使用料及び賃借料 17 備品購入費

      事務用備品

○○市市街街地地整整備備にに要要すするる経経費費 ((都都市市計計画画課課　　　　　　))

工事請負費  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額
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（款）  8 土木費 （項）  4 都市計画費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

土地区画整理費

街路事業費 △166,581

（歳出）土木費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　206　-



（単位　千円）

 8 旅費

公有財産購入費     普通旅費

10 需用費

    消耗品費

備品購入費     修繕料

12 委託料

      イルミネーション設置委託

負担金補助及び交       初富駅前広場用地樹木剪定委託

付金 18 負担金補助及び交付金

      千葉県市街地整備推進協議会負担金

○○近近隣隣商商業業拠拠点点整整備備にに要要すするる経経費費 ((都都市市計計画画課課　　　　　　))

補償補填及び賠償 16 公有財産購入費

金       北初富駅前広場整備事業用地購入費

      （債務負担行為）

○○都都市市軸軸形形成成促促進進事事業業 ((都都市市計計画画課課　　　　　　))

10 需用費

    消耗品費

12 委託料

      物件調査委託

      不動産鑑定委託

      測量委託

14 工事請負費

      用地保全工事

16 公有財産購入費

      初富駅前広場整備事業用地購入費

21 補償補填及び賠償金

      物件補償

○○新新鎌鎌ケケ谷谷駅駅周周辺辺地地区区市市街街地地整整備備促促進進事事業業 ((都都市市計計画画課課　　　　　　))

12 委託料

      新鎌ケ谷駅西側地区基本構想基礎調

      査委託

○○近近隣隣商商業業拠拠点点整整備備事事業業 ((都都市市計計画画課課　　　　　　))

12 委託料

      設計委託

      測量委託

○○街街路路事事務務にに要要すするる経経費費 ((道道路路河河川川整整備備課課　　))

報酬  8 旅費

    普通旅費

    特別旅費

職員手当等 10 需用費

    消耗品費

12 委託料

旅費       都市計画道路用地残地等管理委託

13 使用料及び賃借料

      土木設計積算システム

      高架下歩行者通路借上料

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節
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（款）  8 土木費 （項）  4 都市計画費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

街路事業費

（歳出）土木費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　208　-



（単位　千円）

14 工事請負費

需用費       管理施設設置工事

18 負担金補助及び交付金

      連続立体交差事業促進協議会分担金

委託料       千葉県街路事業推進協議会負担金

      連続立体交差事業促進協議会全国大

      会負担金

使用料及び賃借料       千葉東葛間広域幹線道路建設促進期

      成同盟会負担金

      研修等負担金

工事請負費 ○○北北千千葉葉道道路路整整備備推推進進にに要要すするる経経費費 ((道道路路河河川川整整備備課課　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

公有財産購入費  3 職員手当等

 8 旅費

    費用弁償

負担金補助及び交     普通旅費

付金 18 負担金補助及び交付金

      北千葉道路建設促進期成同盟負担金

○○都都市市計計画画道道路路３３・・４４・・５５号号船船橋橋我我孫孫子子ババイイ

補償補填及び賠償 パパスス線線整整備備事事業業 ((道道路路河河川川整整備備課課　　))

金 18 負担金補助及び交付金

      都市計画道路３・４・５号線街路事

      業地元負担金

○○新新京京成成線線連連続続立立体体交交差差事事業業 ((道道路路河河川川整整備備課課　　))

18 負担金補助及び交付金

      新京成線連続立体交差事業地元負担

      金

○○新新鎌鎌ケケ谷谷西西側側地地区区都都市市計計画画道道路路整整備備事事業業 ((道道路路河河川川整整備備課課　　))

10 需用費

    消耗品費

12 委託料

      物件調査委託

      不動産鑑定委託

      永久標設置及び査定図作成委託

      登記事務委託

14 工事請負費

      管理施設設置工事

16 公有財産購入費

      新鎌ケ谷西側地区都市計画道路整備

      事業用地購入費

21 補償補填及び賠償金

      新鎌ケ谷西側地区都市計画道路整備

      事業に伴う物件補償

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　209　-



（款）  8 土木費 （項）  4 都市計画費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

下水道費 △31,600

公園費 △54,282

（歳出）土木費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　210　-



（単位　千円）

○○下下水水道道事事業業会会計計繰繰出出金金 ((企企画画財財政政課課　　　　　　))

負担金補助及び交 18 負担金補助及び交付金

付金       下水道事業会計負担金

23 投資及び出資金

      下水道事業会計出資金

投資及び出資金

○○公公園園維維持持管管理理にに要要すするる経経費費 ((公公園園緑緑地地課課　　　　　　))

報酬  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

職員手当等  7 報償費

      公園サポーター報償

      安全講習会講師謝礼

報償費  8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

旅費 10 需用費

    消耗品費

    燃料費

需用費     光熱水費

    修繕料

    医薬材料費

役務費 11 役務費

    通信運搬費

    手数料

委託料 12 委託料

      都市公園等維持管理委託

      市制記念公園等管理委託

使用料及び賃借料       桜の開花期間警備委託

      都市公園浄化槽維持管理委託

      貝柄山公園池濾過設備点検委託

工事請負費       公園管理事務所清掃管理委託

      公園管理事務所機械警備委託

      公園管理事務所消防設備保守点検委

原材料費       託

13 使用料及び賃借料

      簡易トイレ使用料

公有財産購入費       児童用電気自動車借上料

      両替機借上料

      全自動貸金庫使用料

備品購入費 14 工事請負費

      既設公園等整備工事

15 原材料費

      都市公園等維持用材料

17 備品購入費

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　211　-



（款）  8 土木費 （項）  4 都市計画費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

公園費

（歳出）土木費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　212　-



（単位　千円）

      公園管理用備品

負担金補助及び交 ○○緑緑化化推推進進にに要要すするる経経費費 ((公公園園緑緑地地課課　　　　　　))

付金  7 報償費

      蛍の里報償

 8 旅費

積立金     普通旅費

10 需用費

    消耗品費

    印刷製本費

    医薬材料費

11 役務費

    保険料

13 使用料及び賃借料

      市営陸上競技場用地借上料

      市民の森用地借上料

      粟野地区公園用地借上料

      囃子水公園等用地借上料

      入場料

16 公有財産購入費

      緑道整備事業用地購入費（債務負担

      行為）

18 負担金補助及び交付金

      千葉県緑化推進委員会負担金

      日本公園緑地協会負担金

      全国都市公園整備促進協議会負担金

      千葉県公園緑地整備促進協議会負担

      金

      みどりの保全助成金

24 積立金

      みどりの基金積立金

○○街街区区公公園園整整備備事事業業 ((公公園園緑緑地地課課　　　　　　))

 8 旅費

    普通旅費

12 委託料

      登記事務委託

      除草委託

      永久標設置委託

      不動産鑑定委託

14 工事請負費

      公園整備工事

16 公有財産購入費

      （仮称）鎌ケ谷一丁目ふれあいの森

      公園用地購入費（債務負担行為）

      （仮称）丸山三丁目ふれあいの森公

      園用地購入費（債務負担行為）

○○公公園園施施設設長長寿寿命命化化事事業業 ((公公園園緑緑地地課課　　　　　　))

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　213　-



（款）  8 土木費 （項）  4 都市計画費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

公園費

       計 △237,070

（款）  8 土木費 （項）  5 住宅費

住宅管理費 △33,850

（歳出）土木費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　214　-



（単位　千円）

 8 旅費

    普通旅費

12 委託料

      調査委託

      測量委託

      実施設計委託

14 工事請負費

      公園施設整備工事

○○桜桜××鎌鎌ケケ谷谷＝＝魅魅力力アアッッププ事事業業 ((公公園園緑緑地地課課　　　　　　))

12 委託料

      看板作製委託

14 工事請負費

      桜の植樹工事

○○緑緑のの基基本本計計画画策策定定事事業業 ((公公園園緑緑地地課課　　　　　　))

 7 報償費

      緑の基本計画策定委員会委員報償

 8 旅費

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

12 委託料

      緑の基本計画策定業務委託（継続費

      ）

○○市市営営住住宅宅のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((建建築築住住宅宅課課　　　　　　))

報酬  1 報酬

      市営住宅入居者選考委員会委員報酬

 8 旅費

旅費     普通旅費

10 需用費

    消耗品費

需用費     修繕料

11 役務費

    手数料

役務費 12 委託料

      樹木剪定委託

      特殊建築物建築設備定期検査委託

委託料       浄化槽維持管理委託

      貯水槽清掃委託

      消防設備保守点検委託

使用料及び賃借料       樹木消毒委託

      バランス釜法定点検委託

13 使用料及び賃借料

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　215　-



（款）  8 土木費 （項）  5 住宅費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

住宅管理費

住環境整備費

       計 △33,839

（款）  9 消防費 （項）  1 消防費

常備消防費

（歳出）土木費，消防費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　216　-



（単位　千円）

      市営住宅管理システム

      粟野市営住宅用地借上料

○○住住宅宅政政策策にに要要すするる経経費費 ((建建築築住住宅宅課課　　　　　　))

報償費  8 旅費

    普通旅費

10 需用費

旅費     消耗品費

20 貸付金

      空家等適正管理資金

需用費 ○○空空家家等等対対策策事事業業 ((建建築築住住宅宅課課　　　　　　))

 7 報償費

      空家等対策協議会委員報償

委託料 10 需用費

    食糧費

12 委託料

負担金補助及び交       家屋図データ変換委託

付金 18 負担金補助及び交付金

      空家等除却費補助金

貸付金

○○一一般般職職人人件件費費　　１１５５４４名名分分 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

報酬  2 給料

      常勤職員・再任用職員　１５４名

 3 職員手当等

給料  4 共済費

○○消消防防事事務務にに要要すするる経経費費 ((消消防防総総務務課課　　　　　　))

 1 報酬

職員手当等       パートタイム会計年度任用職員報酬

      消防委員会委員報酬

 3 職員手当等

共済費  7 報償費

      音楽隊講師謝礼

 8 旅費

報償費     普通旅費

    特別旅費

 9 交際費

旅費       消防長交際費

10 需用費

    消耗品費

交際費     燃料費

    光熱水費

    修繕料

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　217　-



（款）  9 消防費 （項）  1 消防費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

常備消防費

（歳出）消防費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　218　-



（単位　千円）

    医薬材料費

需用費 11 役務費

    手数料

    保険料

役務費 12 委託料

      署活動無線機増波改修委託

      住民基本台帳データ変換委託

委託料 13 使用料及び賃借料

      通信指令業務共同運用機器賃借料

      駐車料及び通行料

使用料及び賃借料 17 備品購入費

      消防用備品

18 負担金補助及び交付金

工事請負費       通信指令業務共同運用負担金

      消防救急無線整備等市町村負担金

      全国消防長会負担金

備品購入費       全国消防協会負担金

      千葉県消防長会負担金

      安全運転管理者協議会負担金

負担金補助及び交       全国消防長会関東支部負担金

付金       消防長会等会議負担金

26 公課費

      自動車重量税

補償補填及び賠償 ○○消消防防庁庁舎舎のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((消消防防総総務務課課　　　　　　))

金 11 役務費

    通信運搬費

12 委託料

公課費       無線機保守点検委託

      空調設備保守点検委託

      有線電話設備保守点検委託

      清掃委託（定期清掃）

      清掃委託（日常清掃）

      自家用電気工作物点検委託

      庭園管理委託

      機械警備委託

      エレベーター保守点検委託

      消防用設備点検委託

      自動ドア保守点検委託

      浄化槽維持管理委託

      消毒委託

13 使用料及び賃借料

      寝具借上料

      複写機使用料

      テレビ受信料

21 補償補填及び賠償金

      リネン類補償費

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　219　-



（款）  9 消防費 （項）  1 消防費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

常備消防費

（歳出）消防費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　220　-



（単位　千円）

○○職職員員研研修修にに要要すするる経経費費 ((消消防防総総務務課課　　　　　　))

 7 報償費

      救急科病院研修謝礼

 8 旅費

    普通旅費

    特別旅費

18 負担金補助及び交付金

      消防学校等入校負担金

      技能講習会等負担金

○○予予防防業業務務にに要要すするる経経費費 ((予予防防課課　　　　　　　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    修繕料

11 役務費

    手数料

13 使用料及び賃借料

      パソコン等使用料

      駐車料及び通行料

17 備品購入費

      消防用備品

18 負担金補助及び交付金

      幼年・少年・婦人防火委員会補助金

○○警警防防業業務務にに要要すするる経経費費 ((警警防防課課　　　　　　　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 7 報償費

      防火水槽用地借上謝礼

 8 旅費

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    印刷製本費

    修繕料

    医薬材料費

11 役務費

    手数料

12 委託料

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　221　-



（款）  9 消防費 （項）  1 消防費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

常備消防費

非常備消防費

（歳出）消防費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　222　-



（単位　千円）

      家屋調査委託

      救急救命士病院研修（再教育）委託

      救急救命士就業前病院研修委託

      保育委託

13 使用料及び賃借料

      防火水槽用地借上料

      自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上

      料

      駐車料及び通行料

      広域応援隊合同訓練用器材借上料

14 工事請負費

      防火水槽解体撤去工事

17 備品購入費

      救急用備品

18 負担金補助及び交付金

      特定行為指示指導等負担金

      東葛飾南部地域救急業務メディカル

      コントロール協議会負担金

      救命実務研修等各種負担金

21 補償補填及び賠償金

      消火栓補償

○○大大規規模模災災害害時時応応援援にに要要すするる経経費費 ((警警防防課課　　　　　　　　　　))

10 需用費

    消耗品費

    燃料費

    修繕料

11 役務費

    手数料

13 使用料及び賃借料

      調理用器材借上料

○○消消火火栓栓改改修修事事業業 ((警警防防課課　　　　　　　　　　))

21 補償補填及び賠償金

      消火栓補償

○○消消防防団団運運営営にに要要すするる経経費費 ((警警防防課課　　　　　　　　　　))

報酬  1 報酬

      消防団員報酬

 8 旅費

旅費     費用弁償

    特別旅費

 9 交際費

交際費       消防団長交際費

10 需用費

    消耗品費

需用費     燃料費

    食糧費

    光熱水費

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　223　-



（款）  9 消防費 （項）  1 消防費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

非常備消防費

消防施設費

（歳出）消防費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　224　-



（単位　千円）

    修繕料

役務費     医薬材料費

11 役務費

    手数料

委託料 12 委託料

      東葛飾支部消防操法大会会場設営委

      託

使用料及び賃借料       東葛飾支部消防操法大会会場整備委

      託

      機械警備委託

備品購入費       浄化槽維持管理委託

13 使用料及び賃借料

      ガス漏れ警報器借上料

負担金補助及び交       マイコンガスメーター借上料

付金       駐車料及び通行料

17 備品購入費

      消防団備品

公課費 18 負担金補助及び交付金

      千葉県市町村総合事務組合負担金

      千葉県消防協会負担金

      研修等負担金

      消防団運営交付金

      消防団操法奨励金

26 公課費

      自動車重量税

○○消消防防団団装装備備品品整整備備事事業業 ((警警防防課課　　　　　　　　　　))

10 需用費

    消耗品費

○○消消防防車車両両更更新新事事業業 ((消消防防総総務務課課　　　　　　))

役務費 11 役務費

    手数料

    保険料

委託料 17 備品購入費

      救急自動車

      指揮広報車

使用料及び賃借料       資材搬送車

26 公課費

      自動車重量税

備品購入費 ○○消消防防団団車車両両更更新新事事業業 ((消消防防総総務務課課　　　　　　))

11 役務費

    手数料

公課費     保険料

17 備品購入費

      消防ポンプ自動車

26 公課費

      自動車重量税

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　225　-



（款）  9 消防費 （項）  1 消防費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

消防施設費

       計

（款） 10 教育費 （項）  1 教育総務費

教育委員会費 △28

事務局費

（歳出）消防費，教育費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　226　-



（単位　千円）

○○消消防防指指令令業業務務共共同同運運用用事事業業 ((消消防防総総務務課課　　　　　　))

13 使用料及び賃借料

      通信指令業務共同運用機器賃借料

○○鎌鎌ケケ谷谷消消防防署署改改修修事事業業 ((消消防防総総務務課課　　　　　　))

12 委託料

      実施設計委託

○○特特別別職職人人件件費費　　１１名名分分 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

報酬  2 給料

      特別職　１名

 3 職員手当等

給料  4 共済費

○○教教育育委委員員会会運運営営にに要要すするる経経費費 ((教教育育総総務務課課　　　　　　))

 1 報酬

職員手当等       教育委員会委員報酬

 8 旅費

    特別旅費

共済費 13 使用料及び賃借料

      タクシー借上料

18 負担金補助及び交付金

旅費       研修等負担金

使用料及び賃借料

負担金補助及び交

付金

○○一一般般職職人人件件費費　　３３００名名分分 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

報酬  2 給料

      常勤職員・再任用職員　２８名

      フルタイム会計年度任用職員　２名

給料  3 職員手当等

 4 共済費

○○教教育育委委員員会会事事務務局局のの運運営営にに要要すするる経経費費 ((教教育育総総務務課課　　　　　　))

職員手当等  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

共済費  7 報償費

      点検・評価助言者謝礼

 8 旅費

報償費     普通旅費

    特別旅費

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　227　-



（款） 10 教育費 （項）  1 教育総務費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

事務局費

教育指導費

（歳出）教育費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　228　-



（単位　千円）

 9 交際費

旅費       教育長交際費

10 需用費

    消耗品費

交際費 11 役務費

    手数料

13 使用料及び賃借料

需用費       タクシー借上料

      駐車料及び通行料

18 負担金補助及び交付金

役務費       東葛飾地区教育委員会連絡協議会負

      担金

      千葉県都市教育長協議会負担金

使用料及び賃借料       研修等負担金

負担金補助及び交

付金

○○教教育育事事務務にに要要すするる経経費費 ((教教育育総総務務課課　　　　　　))

報酬  8 旅費

    普通旅費

10 需用費

職員手当等     消耗品費

    燃料費

    修繕料

報償費 11 役務費

    保険料

18 負担金補助及び交付金

旅費       千葉県公立学校施設整備期成会負担

      金

○○外外国国語語指指導導助助手手にに要要すするる経経費費 ((学学校校教教育育課課　　　　　　))

需用費  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

役務費  8 旅費

    費用弁償

10 需用費

委託料     消耗品費

    修繕料

12 委託料

使用料及び賃借料       引越し業務委託

17 備品購入費

      外国語指導助手用生活備品

備品購入費 18 負担金補助及び交付金

      自治体国際化協会負担金

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　229　-



（款） 10 教育費 （項）  1 教育総務費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

教育指導費

（歳出）教育費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　230　-



（単位　千円）

○○教教職職員員のの研研修修にに要要すするる経経費費 ((学学校校教教育育課課　　　　　　))

負担金補助及び交  7 報償費

付金       講師謝礼

10 需用費

    消耗品費

18 負担金補助及び交付金

      千葉県小中学校教育研究会負担金

      東葛飾地方技術教育センター講習会

      負担金

      研修等負担金

○○教教育育指指導導にに要要すするる経経費費 ((学学校校教教育育課課　　　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 7 報償費

      日本語指導講師謝礼

      講師謝礼

      教育相談室学習指導員報償

      いじめ調査委員報償

 8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

    特別旅費

10 需用費

    消耗品費

    印刷製本費

11 役務費

    手数料

    保険料

12 委託料

      学力診断テスト実施委託

13 使用料及び賃借料

      入場料

      バス借上料

18 負担金補助及び交付金

      小中学校諸負担金

      中学生平和教育派遣実行委員会負担

      金

      指導行政連絡協議会負担金

      ふれあい体験学習負担金

      研究指定校助成金

      研究自主公開助成金

○○小小中中学学校校体体育育文文化化活活動動にに要要すするる経経費費 ((学学校校教教育育課課　　　　　　))

11 役務費

    保険料

13 使用料及び賃借料

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　231　-



（款） 10 教育費 （項）  1 教育総務費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

教育指導費

（歳出）教育費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　232　-



（単位　千円）

      バス借上料

18 負担金補助及び交付金

      小中学校体育連盟負担金

      学校連携観戦事業負担金

      葛南地区小中学校体育連盟負担金

      東葛飾地方中学校駅伝競走大会負担

      金

      中学校体育優秀選手派遣助成金

      小中学校文化事業参加助成金

○○学学校校運運営営にに要要すするる経経費費 ((学学校校教教育育課課　　　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

      学区審議会委員報酬

 3 職員手当等

 7 報償費

      学校評議員報償

 8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

    印刷製本費

    修繕料

11 役務費

    筆耕翻訳料

12 委託料

      学校施設環境整備員派遣委託

      学区別人口統計電算委託

13 使用料及び賃借料

      住民記録システム

○○情情報報教教育育にに要要すするる経経費費 ((学学校校教教育育課課　　　　　　))

10 需用費

    消耗品費

    修繕料

11 役務費

    通信運搬費

12 委託料

      プログラミング教育支援委託

      情報教育支援委託

13 使用料及び賃借料

      コンピュータ使用料

○○少少人人数数教教育育推推進進にに要要すするる経経費費 ((学学校校教教育育課課　　　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 8 旅費

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額
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（款） 10 教育費 （項）  1 教育総務費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

教育指導費

特別支援学校費

（歳出）教育費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　234　-



（単位　千円）

    費用弁償

    特別旅費

13 使用料及び賃借料

      入場料

○○学学校校地地域域支支援援にに要要すするる経経費費 ((学学校校教教育育課課　　　　　　))

 7 報償費

      部活動外部指導者報償

      小中学校社会人講師派遣報償

10 需用費

    消耗品費

11 役務費

    保険料

18 負担金補助及び交付金

      学校支援地域本部事業実行委員会負

      担金

○○特特別別支支援援教教育育推推進進事事業業 ((学学校校教教育育課課　　　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 8 旅費

    費用弁償

    特別旅費

13 使用料及び賃借料

      入場料

○○心心身身障障ががいい児児のの教教育育にに要要すするる経経費費 ((学学校校教教育育課課　　　　　　))

報酬  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

職員手当等  7 報償費

      教育支援委員報償

 8 旅費

報償費     費用弁償

    特別旅費

10 需用費

旅費     消耗品費

11 役務費

    手数料

需用費 12 委託料

      教育支援検診委託

      胸部検診業務委託

役務費 13 使用料及び賃借料

      入場料

      検診衣賃貸借

委託料 18 負担金補助及び交付金

      松戸地方特別支援学級合同運動会・

      作品展・学芸発表会負担金

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　235　-



（款） 10 教育費 （項）  1 教育総務費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

特別支援学校費

       計

（款） 10 教育費 （項）  2 小学校費

学校管理費

（歳出）教育費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳
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（単位　千円）

      千葉県特別支援教育研究連盟負担金

使用料及び賃借料       松戸地方特別支援教育研究連盟負担

      金

      市特別支援学級設置校連絡協議会負

負担金補助及び交       担金

付金       全国難聴言語障害教育研究協議会負

      担金

      千葉県言語障害教育研究部会負担金

扶助費       千葉県特別支援学級設置校長会負担

      金

      松戸地方特別支援学級設置校長会負

      担金

19 扶助費

      特別支援教育就学奨励費扶助

○○小小学学校校のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費

報酬 ・・小小学学校校のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((教教育育総総務務課課　　　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

職員手当等  3 職員手当等

 8 旅費

    費用弁償

旅費 10 需用費

    消耗品費

    燃料費

需用費     光熱水費

    修繕料

11 役務費

役務費     通信運搬費

    手数料

    筆耕翻訳料

委託料 12 委託料

      樹木剪定委託

      電気空調設備保守点検委託

使用料及び賃借料       消防設備保守点検委託

      浄化槽維持管理委託

      ガス空調設備保守点検委託

工事請負費       特殊建築物定期検査委託

      機械警備委託

      衛生設備清掃委託

原材料費       自家用電気工作物点検委託

      排水管等清掃委託

      窓ガラス清掃委託

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　237　-



（款） 10 教育費 （項）  2 小学校費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

学校管理費

（歳出）教育費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　238　-



（単位　千円）

      受水槽・高架水槽及び集水槽清掃委

備品購入費       託

      遊器具点検委託

      小荷物専用昇降機保守点検委託

      樹木消毒委託

      プール循環浄化装置点検委託

      体育館吊り下げ式バスケットゴール

      点検委託

      防犯カメラ保守点検委託

      漏水調査委託

      不用備品等処理委託

      車椅子昇降車保守点検委託

13 使用料及び賃借料

      複写機使用料

      学校用地借上料

      印刷機使用料

      ガス漏れ警報器借上料

      テレビ受信料

14 工事請負費

      施設整備工事

17 備品購入費

      学校用備品

・・鎌鎌ケケ谷谷小小学学校校のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((教教育育総総務務課課　　　　　　))

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    印刷製本費

    修繕料

    飼料費

    医薬材料費

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

13 使用料及び賃借料

      タクシー借上料

15 原材料費

      砂場用川砂等

・・東東部部小小学学校校のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((教教育育総総務務課課　　　　　　))

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    印刷製本費

    修繕料

    飼料費

    医薬材料費

11 役務費

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節
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（款） 10 教育費 （項）  2 小学校費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

学校管理費

（歳出）教育費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳
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（単位　千円）

    通信運搬費

    手数料

13 使用料及び賃借料

      タクシー借上料

15 原材料費

      砂場用川砂等

・・北北部部小小学学校校のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((教教育育総総務務課課　　　　　　))

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    修繕料

    飼料費

    医薬材料費

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

13 使用料及び賃借料

      タクシー借上料

15 原材料費

      砂場用川砂等

・・南南部部小小学学校校のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((教教育育総総務務課課　　　　　　))

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    印刷製本費

    修繕料

    飼料費

    医薬材料費

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

13 使用料及び賃借料

      タクシー借上料

15 原材料費

      砂場用川砂等

・・西西部部小小学学校校のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((教教育育総総務務課課　　　　　　))

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    印刷製本費

    修繕料

    飼料費

    医薬材料費

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　241　-



（款） 10 教育費 （項）  2 小学校費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

学校管理費

（歳出）教育費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　242　-



（単位　千円）

13 使用料及び賃借料

      タクシー借上料

15 原材料費

      砂場用川砂等

・・中中部部小小学学校校のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((教教育育総総務務課課　　　　　　))

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    印刷製本費

    修繕料

    飼料費

    医薬材料費

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

13 使用料及び賃借料

      タクシー借上料

15 原材料費

      砂場用川砂等

・・初初富富小小学学校校のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((教教育育総総務務課課　　　　　　))

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    印刷製本費

    修繕料

    飼料費

    医薬材料費

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

13 使用料及び賃借料

      タクシー借上料

15 原材料費

      砂場用川砂等

・・道道野野辺辺小小学学校校のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((教教育育総総務務課課　　　　　　))

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    印刷製本費

    修繕料

    飼料費

    医薬材料費

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

13 使用料及び賃借料

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　243　-



（款） 10 教育費 （項）  2 小学校費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

学校管理費

教育振興費

       計

（款） 10 教育費 （項）  3 中学校費

学校管理費

（歳出）教育費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　244　-



（単位　千円）

      タクシー借上料

15 原材料費

      砂場用川砂等

・・五五本本松松小小学学校校のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((教教育育総総務務課課　　　　　　))

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    印刷製本費

    修繕料

    飼料費

    医薬材料費

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

13 使用料及び賃借料

      タクシー借上料

15 原材料費

      砂場用川砂等

○○義義務務教教育育施施設設維維持持補補修修事事業業 ((教教育育総総務務課課　　　　　　))

12 委託料

      小学校整備事業設計委託

      工事監理委託（継続費）

14 工事請負費

      小学校施設整備工事

      小学校施設整備工事（継続費）

○○義義務務教教育育施施設設楽楽器器更更新新事事業業 ((教教育育総総務務課課　　　　　　))

13 使用料及び賃借料

      グランドピアノ借上料

○○要要保保護護・・準準要要保保護護にに要要すするる経経費費 ((学学校校教教育育課課　　　　　　))

備品購入費 19 扶助費

      要保護・準要保護児童援助費

○○小小学学校校のの図図書書にに要要すするる経経費費 ((教教育育総総務務課課　　　　　　))

扶助費 17 備品購入費

      図書室用図書

○○中中学学校校のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費

報酬 ・・中中学学校校のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((教教育育総総務務課課　　　　　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

職員手当等  3 職員手当等

 8 旅費

    費用弁償

旅費 10 需用費

    燃料費

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　245　-



（款） 10 教育費 （項）  3 中学校費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

学校管理費

（歳出）教育費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　246　-



（単位　千円）

    光熱水費

需用費     修繕料

11 役務費

    通信運搬費

役務費     手数料

12 委託料

      浄化槽維持管理委託

委託料       樹木剪定委託

      電気空調設備保守点検委託

      ガス空調設備保守点検委託

使用料及び賃借料       消防設備保守点検委託

      特殊建築物定期検査委託

      機械警備委託

工事請負費       自家用電気工作物点検委託

      衛生設備清掃委託

      窓ガラス清掃委託

原材料費       受水槽・高架水槽及び集水槽清掃委

      託

      排水管等清掃委託

備品購入費       樹木消毒委託

      プール循環浄化装置点検委託

      漏水調査委託

      体育館吊り下げ式バスケットゴール

      点検委託

      防犯カメラ保守点検委託

      小荷物専用昇降機保守点検委託

      不用備品等処理委託

      遊器具点検委託

      車椅子昇降車保守点検委託

13 使用料及び賃借料

      複写機使用料

      印刷機使用料

      学校用地借上料

      ガス漏れ警報器借上料

      テレビ受信料

      ＣＡＴＶ使用料

14 工事請負費

      施設整備工事

17 備品購入費

      学校用備品

・・鎌鎌ケケ谷谷中中学学校校のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((教教育育総総務務課課　　　　　　))

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    印刷製本費

    修繕料

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　247　-



（款） 10 教育費 （項）  3 中学校費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

学校管理費

（歳出）教育費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　248　-



（単位　千円）

    医薬材料費

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

13 使用料及び賃借料

      タクシー借上料

15 原材料費

      砂場用川砂等

・・第第二二中中学学校校のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((教教育育総総務務課課　　　　　　))

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    印刷製本費

    修繕料

    医薬材料費

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

13 使用料及び賃借料

      タクシー借上料

15 原材料費

      砂場用川砂等

・・第第三三中中学学校校のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((教教育育総総務務課課　　　　　　))

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    印刷製本費

    修繕料

    医薬材料費

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

13 使用料及び賃借料

      タクシー借上料

15 原材料費

      砂場用川砂等

・・第第四四中中学学校校のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((教教育育総総務務課課　　　　　　))

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    印刷製本費

    修繕料

    医薬材料費

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　249　-



（款） 10 教育費 （項）  3 中学校費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

学校管理費

教育振興費 △2,848

       計

（款） 10 教育費 （項）  4 社会教育費

社会教育総務費 △92,713

（歳出）教育費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　250　-



（単位　千円）

13 使用料及び賃借料

      タクシー借上料

15 原材料費

      砂場用川砂等

・・第第五五中中学学校校のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((教教育育総総務務課課　　　　　　))

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    印刷製本費

    修繕料

    医薬材料費

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

13 使用料及び賃借料

      タクシー借上料

15 原材料費

      砂場用川砂等

○○義義務務教教育育施施設設維維持持補補修修事事業業 ((教教育育総総務務課課　　　　　　))

12 委託料

      中学校整備事業設計委託

14 工事請負費

      中学校施設整備工事

○○義義務務教教育育施施設設楽楽器器更更新新事事業業 ((教教育育総総務務課課　　　　　　))

13 使用料及び賃借料

      グランドピアノ借上料

17 備品購入費

      楽器

○○要要保保護護・・準準要要保保護護にに要要すするる経経費費 ((学学校校教教育育課課　　　　　　))

備品購入費 19 扶助費

      要保護・準要保護生徒援助費

○○中中学学校校のの図図書書にに要要すするる経経費費 ((教教育育総総務務課課　　　　　　))

扶助費 17 備品購入費

      図書室用図書

○○一一般般職職人人件件費費　　３３６６名名分分 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

報酬  2 給料

      常勤職員・再任用職員　３３名

      フルタイム会計年度任用職員　３名

給料  3 職員手当等

 4 共済費

○○文文化化財財保保護護にに要要すするる経経費費 ((文文化化・・ススポポーーツツ課課))

職員手当等  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　251　-



（款） 10 教育費 （項）  4 社会教育費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

社会教育総務費

（歳出）教育費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　252　-



（単位　千円）

      文化財審議会委員報酬

共済費  7 報償費

      指定文化財報償

      文化財調査謝礼

報償費  8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

旅費 10 需用費

    消耗品費

    燃料費

需用費     印刷製本費

    修繕料

12 委託料

役務費       文化財説明看板作製委託

13 使用料及び賃借料

      埋蔵文化財発掘用重機等借上料

委託料 18 負担金補助及び交付金

      全国史跡整備市町村協議会負担金

      研修等負担金

使用料及び賃借料       全国史跡整備市町村協議会関東地区

      協議会負担金

      千葉県史跡整備市町村協議会負担金

負担金補助及び交 ○○文文化化振振興興にに要要すするる経経費費 ((文文化化・・ススポポーーツツ課課))

付金  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 8 旅費

    普通旅費

13 使用料及び賃借料

      入場料

      駐車料及び通行料

18 負担金補助及び交付金

      市民文化祭実行委員会負担金

      美術展覧会実行委員会負担金

      芸術文化関係団体等活動補助金

○○生生涯涯学学習習のの推推進進にに要要すするる経経費費 ((生生涯涯学学習習推推進進課課　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

      生涯学習審議会委員報酬

 3 職員手当等

 7 報償費

      講師謝礼

 8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

10 需用費

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　253　-



（款） 10 教育費 （項）  4 社会教育費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

社会教育総務費

（歳出）教育費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　254　-



（単位　千円）

    消耗品費

    食糧費

    印刷製本費

12 委託料

      学校開放施設管理事業委託

      コミュニティスクール運営委託

      コミュニティルーム日常清掃・日常

      管理委託

      コミュニティルーム定期清掃委託

18 負担金補助及び交付金

      東葛飾地区社会教育連絡協議会負担

      金

      研修等負担金

○○青青少少年年のの社社会会参参加加・・体体験験活活動動のの機機会会づづくくりり

にに要要すするる経経費費 ((生生涯涯学学習習推推進進課課　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

    特別旅費

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    印刷製本費

11 役務費

    保険料

12 委託料

      成人式会場設営等委託

      かまがや再発見クラブ事業委託

      会場設置委託

      啓発物資作製委託

13 使用料及び賃借料

      元気っ子ゼミナールバス借上料

      青少年事業施設入場料

      士幌町交流事業施設入場料

      寝具借上料

18 負担金補助及び交付金

      士幌町交流事業実行委員会負担金

      成人式実行委員会負担金

      青少年教育関係団体等活動補助金

○○家家庭庭・・地地域域のの教教育育力力のの向向上上にに要要すするる経経費費 ((生生涯涯学学習習推推進進課課　　))

 7 報償費

      講師謝礼

      保育謝礼

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　255　-



（款） 10 教育費 （項）  4 社会教育費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

社会教育総務費

生涯学習推進費

（歳出）教育費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　256　-



（単位　千円）

10 需用費

    消耗品費

12 委託料

      一時保育業務委託

18 負担金補助及び交付金

      社会教育関係団体等活動補助金

○○民民間間開開発発にによよるる埋埋蔵蔵文文化化財財調調査査にに要要すするる経経

費費 ((文文化化・・ススポポーーツツ課課))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 8 旅費

    費用弁償

10 需用費

    消耗品費

    印刷製本費

13 使用料及び賃借料

      埋蔵文化財発掘用重機等借上料

○○国国史史跡跡下下総総小小金金中中野野牧牧跡跡保保存存整整備備事事業業 ((文文化化・・ススポポーーツツ課課))

12 委託料

      清掃管理委託

18 負担金補助及び交付金

      国史跡下総小金中野牧跡周知普及実

      行委員会負担金

○○埋埋蔵蔵文文化化財財緊緊急急調調査査事事業業 ((文文化化・・ススポポーーツツ課課))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 8 旅費

    費用弁償

10 需用費

    消耗品費

    印刷製本費

12 委託料

      出土遺物実測委託

○○生生涯涯学学習習推推進進セセンンタターーのの管管理理運運営営にに要要すするる

報酬 経経費費 ((生生涯涯学学習習推推進進課課　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

職員手当等  3 職員手当等

 7 報償費

      生涯学習指導者養成事業等講師謝礼

報償費  8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

旅費 10 需用費

    消耗品費

    食糧費

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　257　-



（款） 10 教育費 （項）  4 社会教育費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

生涯学習推進費

（歳出）教育費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　258　-



（単位　千円）

    光熱水費

需用費     修繕料

11 役務費

    通信運搬費

役務費     保険料

12 委託料

      清掃委託

委託料       空調設備保守点検委託

      研修用パソコン保守点検委託

      観葉植物等設置委託

使用料及び賃借料       エレベーター保守点検委託

      自家用電気工作物点検委託

      端末処分委託

工事請負費       消防設備保守点検委託

      自動ドア保守点検委託

      機械警備委託

備品購入費       樹木剪定委託

      受水槽等清掃委託

      消毒委託

負担金補助及び交       ガス空調設備保守点検委託

付金       樹木害虫駆除委託

13 使用料及び賃借料

      ちば施設予約システムサービス利用

      料（債務負担行為）

      ちば施設予約システム機器賃貸借

      研修用パソコン使用料

      複写機使用料

      印刷機使用料

      自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上

      料

      テレビ受信料

17 備品購入費

      施設用備品

18 負担金補助及び交付金

      千葉県公民館連絡協議会負担金

      東葛飾地区公民館連絡協議会負担金

      ちば施設予約システム利用負担金

      研修等負担金

○○生生涯涯学学習習推推進進セセンンタターー改改修修事事業業 ((生生涯涯学学習習推推進進課課　　))

12 委託料

      受水槽等給水設備改修工事設計委託

      柱上負荷開閉器等改修工事設計委託

14 工事請負費

      受水槽等給水設備改修工事

      柱上負荷開閉器等改修工事

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　259　-



（款） 10 教育費 （項）  4 社会教育費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

学習センター費

（歳出）教育費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　260　-



（単位　千円）

○○学学習習セセンンタターーのの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費

報酬 ・・東東部部学学習習セセンンタターーのの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費((生生涯涯学学習習推推進進課課　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

職員手当等  7 報償費

      講師謝礼

 8 旅費

報償費     費用弁償

    普通旅費

10 需用費

旅費     消耗品費

    燃料費

    食糧費

需用費     光熱水費

    修繕料

11 役務費

役務費     通信運搬費

    手数料

12 委託料

委託料       施設管理委託

      リフレッシュルーム管理委託

      空調設備保守点検委託

使用料及び賃借料       舞台設備保守点検委託

      観葉植物等設置委託

      浄化槽維持管理委託

工事請負費       清掃委託

      特殊建築物定期検査委託

      汚水槽清掃委託

備品購入費       エレベーター保守点検委託

      消防設備保守点検委託

      自家用電気工作物点検委託

負担金補助及び交       樹木剪定委託

付金       ロールバックチェアー保守点検委託

      リフレッシュルーム機器保守点検委

      託

      昇降ステージ保守点検委託

      自動券売機保守点検委託

      機械警備委託

      自動ドア保守点検委託

      消毒委託

      受水槽清掃委託

      防犯カメラ保守点検委託

13 使用料及び賃借料

      リフレッシュルーム機器借上料

      臨時駐車場用地借上料

      複写機使用料

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　261　-



（款） 10 教育費 （項）  4 社会教育費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

学習センター費

（歳出）教育費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　262　-



（単位　千円）

      印刷機使用料

      自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上

      料

      テレビ受信料

      自動券売機借上料

17 備品購入費

      施設用備品

・・中中央央公公民民館館のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((生生涯涯学学習習推推進進課課　　))

12 委託料

      複写機保守点検委託

13 使用料及び賃借料

      丁合機等使用料

      印刷機使用料

      複写機使用料

17 備品購入費

      施設用備品

・・北北部部公公民民館館のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((生生涯涯学学習習推推進進課課　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 7 報償費

      講師謝礼

 8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    光熱水費

    修繕料

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

    保険料

12 委託料

      施設管理委託

      観葉植物等設置委託

      清掃管理委託

      浄化槽維持管理委託

      特殊建築物定期検査委託

      空調設備保守点検委託

      消防設備保守点検委託

      自家用電気工作物点検委託

      機械警備委託

      樹木剪定等委託

      樹木消毒等委託

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　263　-



（款） 10 教育費 （項）  4 社会教育費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

学習センター費

（歳出）教育費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　264　-



（単位　千円）

      消毒委託

      自動ドア保守点検委託

13 使用料及び賃借料

      複写機使用料

      自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上

      料

      印刷機使用料

      テレビ受信料

      入場料

17 備品購入費

      施設用備品

18 負担金補助及び交付金

      研修等負担金

・・南南部部公公民民館館のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((生生涯涯学学習習推推進進課課　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 7 報償費

      講師謝礼

 8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

    燃料費

    食糧費

    光熱水費

    修繕料

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

12 委託料

      施設管理委託

      清掃管理委託

      観葉植物等設置委託

      特殊建築物定期検査委託

      浄化槽維持管理委託

      除草委託

      消防設備保守点検委託

      自家用電気工作物点検委託

      機械警備委託

      自動ドア保守点検委託

      樹木消毒委託

      消毒委託

13 使用料及び賃借料

      用地借上料

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　265　-



（款） 10 教育費 （項）  4 社会教育費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

学習センター費

（歳出）教育費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　266　-



（単位　千円）

      複写機使用料

      自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上

      料

      印刷機使用料

      テレビ受信料

17 備品購入費

      施設用備品

18 負担金補助及び交付金

      研修等負担金

・・東東初初富富公公民民館館のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((生生涯涯学学習習推推進進課課　　))

 1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

 7 報償費

      講師謝礼

 8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

    光熱水費

    修繕料

11 役務費

    通信運搬費

    手数料

12 委託料

      施設管理委託

      清掃管理委託

      浄化槽維持管理委託

      観葉植物等設置委託

      特殊建築物定期検査委託

      エレベーター保守点検委託

      消防設備保守点検委託

      昇降ステージ保守点検委託

      自家用電気工作物点検委託

      樹木剪定委託

      受水槽清掃委託

      自動ドア保守点検委託

      機械警備委託

      冷水機保守点検委託

      消毒委託

13 使用料及び賃借料

      複写機使用料

      印刷機使用料

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　267　-



（款） 10 教育費 （項）  4 社会教育費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

学習センター費

図書館費 △19,754

（歳出）教育費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　268　-



（単位　千円）

      自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上

      料

      テレビ受信料

14 工事請負費

      調理機器改修工事

      トイレ改修工事

      エレベーターワイヤーロープ交換工

      事

17 備品購入費

      施設用備品

18 負担金補助及び交付金

      研修等負担金

○○ききららりり鎌鎌ケケ谷谷市市民民会会館館のの管管理理運運営営にに要要すするる

経経費費 ((文文化化・・ススポポーーツツ課課))

 7 報償費

      きらりホール運営委員報償

      きらりホール及び中央公民館指定管

      理者業務評価委員会報償

 8 旅費

    普通旅費

10 需用費

    食糧費

    光熱水費

    修繕料

12 委託料

      きらりホール及び中央公民館指定管

      理料（債務負担行為）

      清掃委託

      設備定期保守管理業務委託

      観葉植物等設置委託

      廃棄物処理委託

13 使用料及び賃借料

      市民会館賃借料（債務負担行為）

      調光操作卓賃貸借料

      自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上

      料

17 備品購入費

      施設用備品

○○図図書書館館のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((図図書書館館　　　　　　　　　　))

報酬  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

      図書館協議会委員報酬

職員手当等  3 職員手当等

 7 報償費

      講師謝礼

      保育謝礼

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　269　-



（款） 10 教育費 （項）  4 社会教育費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

図書館費

（歳出）教育費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　270　-



（単位　千円）

 8 旅費

報償費     費用弁償

    普通旅費

10 需用費

旅費     消耗品費

    食糧費

    印刷製本費

需用費     光熱水費

    修繕料

11 役務費

役務費     通信運搬費

    手数料

12 委託料

委託料       図書整理等業務委託

      清掃委託

      施設管理委託

使用料及び賃借料       空調設備保守点検委託

      観葉植物等設置委託

      図書データ作成委託

備品購入費       特殊建築物定期検査委託

      郵送・宅配サービス業務委託

      図書学校配達業務委託

負担金補助及び交       エレベーター保守点検委託

付金       樹木剪定・消毒委託

      消防設備保守点検委託

      書誌データ更新・書換保守委託

      自家用電気工作物点検委託

      自動ドア保守点検委託

      視聴覚資料マーク作成委託

      機械警備委託

      受水槽清掃委託

      一時保育業務委託

13 使用料及び賃借料

      図書館システム

      書誌情報使用料

      複写機使用料

      映像上映権使用料

      自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上

      料

      テレビ受信料

17 備品購入費

      図書館用備品

18 負担金補助及び交付金

      日本図書館協会施設会員負担金

      千葉県公共図書館協会負担金

○○図図書書館館蔵蔵書書・・資資料料整整備備事事業業 ((図図書書館館　　　　　　　　　　))

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　271　-



（款） 10 教育費 （項）  4 社会教育費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

図書館費

青少年センター費

郷土資料館費 △944

（歳出）教育費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　272　-



（単位　千円）

17 備品購入費

      図書

      視聴覚資料

○○非非行行防防止止対対策策のの推推進進にに要要すするる経経費費 ((青青少少年年セセンンタターー　　))

報酬  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

      青少年センター運営協議会委員報酬

職員手当等  3 職員手当等

 7 報償費

      補導員報償

報償費       補導員研修講師謝礼

 8 旅費

    費用弁償

旅費     普通旅費

10 需用費

    消耗品費

需用費     食糧費

    印刷製本費

11 役務費

役務費     通信運搬費

    保険料

13 使用料及び賃借料

使用料及び賃借料       ネットパトロール用パソコン使用料

18 負担金補助及び交付金

      千葉県青少年補導センター連絡協議

負担金補助及び交       会負担金

付金       青少年補導員連絡協議会補助金

○○郷郷土土資資料料館館のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((郷郷土土資資料料館館　　　　　　))

報酬  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

 3 職員手当等

職員手当等  7 報償費

      講師謝礼

 8 旅費

報償費     費用弁償

    普通旅費

10 需用費

旅費     消耗品費

    燃料費

    印刷製本費

需用費     光熱水費

    修繕料

11 役務費

役務費     通信運搬費

    保険料

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　273　-



（款） 10 教育費 （項）  4 社会教育費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

郷土資料館費

       計 △28,985

（款） 10 教育費 （項）  5 保健体育費

保健体育総務費

（歳出）教育費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　274　-



（単位　千円）

12 委託料

委託料       清掃委託

      空調設備保守点検委託

      古文書修補業務委託

使用料及び賃借料       機械警備委託

      消防設備保守点検委託

      消毒委託

工事請負費       自動ドア保守点検委託

13 使用料及び賃借料

      リーダープリンター使用料

備品購入費       パソコン使用料

      複写機使用料

      自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上

負担金補助及び交       料

付金       ガス漏れ警報器借上料

14 工事請負費

      郷土資料館空調機改修工事

17 備品購入費

      郷土資料館用備品

18 負担金補助及び交付金

      千葉県史料保存活用連絡協議会負担

      金

      千葉県博物館協会負担金

○○一一般般職職人人件件費費　　１１２２名名分分 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

報酬  2 給料

      常勤職員・再任用職員　１１名

      フルタイム会計年度任用職員　１名

給料  3 職員手当等

 4 共済費

○○学学校校保保健健事事務務にに要要すするる経経費費 ((学学校校教教育育課課　　　　　　))

職員手当等  1 報酬

      学校医報酬

      学校歯科医報酬

共済費       学校薬剤師報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

      産業医報酬

報償費  7 報償費

      健康相談等報償

      アレルギー講習謝礼

旅費  8 旅費

    費用弁償

    普通旅費

10 需用費

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　275　-



（款） 10 教育費 （項）  5 保健体育費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

保健体育総務費

（歳出）教育費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　276　-



（単位　千円）

    消耗品費

需用費     印刷製本費

    医薬材料費

11 役務費

役務費     手数料

12 委託料

      心電図等検査委託

委託料       内科等健康診断委託

      歯科健康診断委託

      健康診断使用医療用具滅菌処理委託

使用料及び賃借料       害虫駆除委託

      小中学校環境衛生検査委託

      小中学校環境衛生検査委託（アレル

工事請負費       ゲン等）

13 使用料及び賃借料

      自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上

負担金補助及び交       料

付金 18 負担金補助及び交付金

      千葉県学校保健会負担金

      学校保健会補助金

補償補填及び賠償 ○○学学校校安安全全事事務務にに要要すするる経経費費 ((学学校校教教育育課課　　　　　　))

金 10 需用費

    消耗品費

11 役務費

    保険料

18 負担金補助及び交付金

      日本スポーツ振興センター災害共済

      掛金負担金

21 補償補填及び賠償金

      全国市長会学校災害賠償補償金

○○通通学学路路安安全全対対策策事事業業 ((学学校校教教育育課課　　　　　　))

10 需用費

    消耗品費

    燃料費

    光熱水費

    修繕料

11 役務費

    保険料

12 委託料

      児童付添活動委託

      樹木剪定等委託

      スケアード・ストレイト自転車交通

      安全教室業務委託

      防犯カメラ保守点検委託

14 工事請負費

      安全施設等設置工事

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　277　-



（款） 10 教育費 （項）  5 保健体育費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

保健体育総務費

体育施設費 △16,995

（歳出）教育費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　278　-



（単位　千円）

○○児児童童生生徒徒安安全全パパトトロローールル事事業業 ((学学校校教教育育課課　　　　　　))

12 委託料

      児童生徒安全パトロール業務委託

○○体体育育施施設設のの管管理理運運営営にに要要すするる経経費費 ((文文化化・・ススポポーーツツ課課))

報酬  7 報償費

      スポーツ施設指定管理者候補者選考

      委員会報償

職員手当等       スポーツ施設指定管理者業務評価委

      員会委員報償

10 需用費

報償費     光熱水費

    修繕料

11 役務費

旅費     手数料

12 委託料

      スポーツ施設指定管理料　（債務負

需用費       担行為）

      多目的グラウンド管理運営委託

      観葉植物等設置委託

役務費       陸上競技場電子機器保守点検業務委

      託

      市民体育館ＰＣＢ検査委託

委託料       樹木剪定等委託

13 使用料及び賃借料

      トレーニング機器借上料

使用料及び賃借料       東初富テニスコート用地借上料

      中沢みんなのスポーツ広場用地借上

      料

工事請負費       軽井沢多目的グラウンド用地借上料

      中沢多目的グラウンド用地借上料

      自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上

原材料費       料

      東野少年野球場国有地借上料

15 原材料費

公有財産購入費       人工芝用珪砂

17 備品購入費

      施設用備品

備品購入費 18 負担金補助及び交付金

      千葉県体育施設協会負担金

○○ススポポーーツツ振振興興にに要要すするる経経費費 ((文文化化・・ススポポーーツツ課課))

負担金補助及び交  1 報酬

付金       パートタイム会計年度任用職員報酬

      スポーツ推進委員報酬

      スポーツ推進審議会委員報酬

 3 職員手当等

 7 報償費

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　279　-



（款） 10 教育費 （項）  5 保健体育費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

体育施設費

学校給食センター費

（歳出）教育費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　280　-



（単位　千円）

      講師謝礼

 8 旅費

    普通旅費

10 需用費

    消耗品費

    食糧費

11 役務費

    通信運搬費

    保険料

12 委託料

      学校プール開放業務委託

      スポーツ教室委託

      水泳教室業務委託

      手形作製委託

13 使用料及び賃借料

      施設等使用料

18 負担金補助及び交付金

      ファイターズ鎌ケ谷の会負担金

      マラソン大会実行委員会負担金

      東葛飾地区スポーツ推進委員連絡協

      議会負担金

      生涯スポーツ振興補助金

○○ススポポーーツツ施施設設維維持持補補修修事事業業 ((文文化化・・ススポポーーツツ課課))

12 委託料

      不動産鑑定委託

14 工事請負費

      体育施設改修工事

16 公有財産購入費

      東初富テニスコート用地権利金

○○陸陸上上競競技技場場改改修修事事業業 ((文文化化・・ススポポーーツツ課課))

12 委託料

      陸上競技場メインスタンド改修工事

      実施設計委託

○○一一般般職職人人件件費費　　５５名名分分 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

報酬  2 給料

      常勤職員・再任用職員　４名

      フルタイム会計年度任用職員　１名

給料  3 職員手当等

 4 共済費

○○学学校校給給食食運運営営にに要要すするる経経費費 ((学学校校教教育育課課　　　　　　))

職員手当等  1 報酬

      パートタイム会計年度任用職員報酬

      学校給食センター運営委員会委員報

共済費       酬

 3 職員手当等

 8 旅費

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　281　-



（款） 10 教育費 （項）  5 保健体育費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

学校給食センター費

       計

（款） 11 災害復旧費 （項）  1 土木施設災害復旧費

土木災害復旧費

（歳出）教育費，災害復旧費

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

-　282　-



（単位　千円）

    費用弁償

旅費     普通旅費

10 需用費

    消耗品費

需用費     印刷製本費

    賄材料費

11 役務費

役務費     通信運搬費

    手数料

    保険料

委託料 12 委託料

      学校直送品残滓処理委託

13 使用料及び賃借料

使用料及び賃借料       用地借上料

      給食管理システム

      複写機使用料

公有財産購入費       テレビ受信料

16 公有財産購入費

      学校給食センター施設購入費（債務

負担金補助及び交       負担行為）

付金 18 負担金補助及び交付金

      学校給食センター運営業務負担金（

      債務負担行為）

      学校給食センター維持管理業務負担

      金（債務負担行為）

      千葉県学校給食センター研究会負担

      金

○○学学校校給給食食費費徴徴収収シシスステテムム整整備備事事業業 ((学学校校教教育育課課　　　　　　))

10 需用費

    印刷製本費

11 役務費

    手数料

12 委託料

      学校給食費徴収業務委託（債務負担

      行為）

○○土土木木施施設設災災害害復復旧旧にに要要すするる経経費費 ((企企画画財財政政課課　　　　　　))

旅費  8 旅費

    普通旅費

10 需用費

需用費     消耗品費

14 工事請負費

      災害復旧工事

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

節

-　283　-



（款） 11 災害復旧費 （項）  1 土木施設災害復旧費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

土木災害復旧費

       計

（款） 12 公債費 （項）  1 公債費

元金

利子 △21,280

       計

（款） 13 諸支出金 （項）  1 普通財産取得費

土地取得費

       計

（款） 13 諸支出金 （項）  2 基金費

財政調整基金費

減債基金費 △4

（歳出）災害復旧費，公債費，諸支出金

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

（単位　千円）

工事請負費

○○借借入入金金元元金金償償還還金金にに要要すするる経経費費 ((企企画画財財政政課課　　　　　　))

償還金利子及び割 22 償還金利子及び割引料

引料       臨時財政対策債

      土木債

      教育債

      総務債

      消防債

      減税補てん債

      民生債

      公営住宅債

○○借借入入金金利利子子償償還還金金にに要要すするる経経費費 ((企企画画財財政政課課　　　　　　))

償還金利子及び割 22 償還金利子及び割引料

引料       土木債

      臨時財政対策債

      教育債

      消防債

      民生債

      総務債

      公営住宅債

      減税補てん債

      衛生債

○○用用地地借借上上にに要要すするる経経費費 ((契契約約管管財財課課　　　　　　))

使用料及び賃借料 13 使用料及び賃借料

      県立鎌ケ谷高等学校用地借上料

      県立鎌ケ谷高等学校通学路用地借上

      料

○○財財政政調調整整基基金金積積立立にに要要すするる経経費費 ((企企画画財財政政課課　　　　　　))

積立金 24 積立金

      財政調整基金積立金

○○減減債債基基金金積積立立にに要要すするる経経費費 ((企企画画財財政政課課　　　　　　))

積立金 24 積立金

      減債基金積立金

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　284　-



（単位　千円）

工事請負費

○○借借入入金金元元金金償償還還金金にに要要すするる経経費費 ((企企画画財財政政課課　　　　　　))

償還金利子及び割 22 償還金利子及び割引料

引料       臨時財政対策債

      土木債

      教育債

      総務債

      消防債

      減税補てん債

      民生債

      公営住宅債

○○借借入入金金利利子子償償還還金金にに要要すするる経経費費 ((企企画画財財政政課課　　　　　　))

償還金利子及び割 22 償還金利子及び割引料

引料       土木債

      臨時財政対策債

      教育債

      消防債

      民生債

      総務債

      公営住宅債

      減税補てん債

      衛生債

○○用用地地借借上上にに要要すするる経経費費 ((契契約約管管財財課課　　　　　　))

使用料及び賃借料 13 使用料及び賃借料

      県立鎌ケ谷高等学校用地借上料

      県立鎌ケ谷高等学校通学路用地借上

      料

○○財財政政調調整整基基金金積積立立にに要要すするる経経費費 ((企企画画財財政政課課　　　　　　))

積立金 24 積立金

      財政調整基金積立金

○○減減債債基基金金積積立立にに要要すするる経経費費 ((企企画画財財政政課課　　　　　　))

積立金 24 積立金

      減債基金積立金

節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

-　285　-



（款） 13 諸支出金 （項）  2 基金費

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

公共施設整備基金費 △2

ふるさと基金費

特定防衛施設周辺整 △1,358

備調整交付金事業基

金費

森林環境譲与税基金

費

       計

（款） 14 予備費 （項）  1 予備費

予備費

       計

     合　計

（歳出）諸支出金，予備費

目
本　年　度
予　算　額

前　年　度
予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

-　286　-



（単位　千円）

○○公公共共施施設設整整備備基基金金積積立立にに要要すするる経経費費 ((企企画画財財政政課課　　　　　　))

積立金 24 積立金

      公共施設整備基金積立金

○○ふふるるささとと基基金金積積立立にに要要すするる経経費費 ((企企画画財財政政課課　　　　　　))

積立金 24 積立金

      ふるさと基金積立金

○○特特定定防防衛衛施施設設周周辺辺整整備備調調整整交交付付金金事事業業基基金金

積立金 積積立立にに要要すするる経経費費 ((総総務務課課　　　　　　　　　　))

24 積立金

      特定防衛施設周辺整備調整交付金事

      業基金積立金

○○森森林林環環境境譲譲与与税税基基金金積積立立にに要要すするる経経費費 ((農農業業振振興興課課　　　　　　))

積立金 24 積立金

      森林環境譲与税基金積立金

区　　　分 金　　額

節

説　　　　　　　　　明
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