
別紙３

平成２６年度　加茂町福祉センター収支決算書

収入

大 中 小 金額（円） 内　　　訳

受託金収入 市受託金収入 5,993,714

加茂町福祉センター 5,893,714加茂町福祉センター指定管理料

その他受託金 100,000歴史民俗資料館管理受託金

交付金収入 原子力立地交付金収入 68,400

原子力立地交付金収入 68,400原子力立地交付金

事業収入 204,600

参加費収入 参加費収入 204,600

利用料収入 センター利用料収入 0

繰入金 繰入金 300,223

法人事業繰入金 300,223前年度繰越分

6,566,937

支出

大 中 小 金額（円） 内　　　訳

人件費 2,940,375

職員・非常勤職員賃金 2,549,419

職員俸給 666,000

職員手当 137,789

臨時職員賃金 1,745,630用務員賃金

法定福利費 390,956

社会保険料 362,623社会保険料

労働保険料 28,333雇用・労災保険料

事務費 福利厚生費 8,979

育成制度掛金 0

健康診断料 8,979

事業費 3,603,583

諸謝金 謝金 120,000講師謝金

消耗品費 消耗品費 203,668施設・清掃用

器具什器日 器具什器日 168,892シュレッダー、ノートパソコン

水道光熱費 水道光熱費 1,295,207電気料 1,154,804

水道料 140,403

燃料費 燃料費 95,676燃料費・ガス代

修繕料 修繕料 50,576消防設備、自動ドア修理

通信運搬費 通信運搬費 228,181通信運搬費・電話代

会議費 会議費 8,121食糧費・お茶代

業務委託費 業務委託費 872,050電気保安協会 129,610

年間清掃委託料 315,000

自動ドア保守点検 95,040

消防設備点検委託料 30,000

防犯管理委託料 259,200

その他 43,200

手数料 手数料 12,960

損害保険料 損害保険料 21,065損害保険料

賃借料 賃借料 249,520年間テレビ視聴料 4,000

カラオケリース及び情報料 245,520

租税公課費 消費税 143,483

給食費 給食費 74,388料理教室材料費

資料図書費 資料図書費 59,796新聞等購読料

繰出金 14,000

繰出金 法人事業繰出金 14,000

6,566,937

合　　　　　計

合　　　　　計



別紙３

平成２７年度　加茂町福祉センター収支決算書

収入

大 中 小 金額（円） 内　　　訳

受託金収入 市受託金収入 5,993,714

加茂町福祉センター 5,893,714加茂町福祉センター指定管理料

その他受託金 100,000歴史民俗資料館管理受託金

交付金収入 原子力立地交付金収入 90,000

原子力立地交付金収入 90,000原子力立地交付金

事業収入 202,260

参加費収入 参加費収入 197,400

利用料収入 センター利用料収入 4,860

繰入金 繰入金 129,471

法人事業繰入金 129,471前年度繰越分

6,415,445

支出

大 中 小 金額（円） 内　　　訳

人件費 3,045,782

職員・非常勤職員賃金 2,638,615

職員俸給 687,900

職員手当 208,800

臨時職員賃金 1,741,915用務員賃金

法定福利費 407,167

社会保険料 370,279社会保険料

労働保険料 36,888雇用・労災保険料

事務費 福利厚生費 8,412

育成制度掛金 1,374

健康診断料 7,038

事業費 3,347,251

諸謝金 謝金 120,000講師謝金

消耗品費 消耗品費 166,405施設・清掃用

器具什器日 器具什器日 0

水道光熱費 水道光熱費 1,408,919電気料 1,254,131

水道料 154,788

燃料費 燃料費 88,784燃料費・ガス代

修繕料 修繕料 0

通信運搬費 通信運搬費 222,529通信運搬費・電話代

会議費 会議費 4,517食糧費・お茶代

業務委託費 業務委託費 823,850電気保安協会 129,610

年間清掃委託料 297,000

自動ドア保守点検 95,040

消防設備点検委託料 16,000

防犯管理委託料 259,200

その他 27,000

手数料 手数料 432

損害保険料 損害保険料 19,316損害保険料

賃借料 賃借料 249,520年間テレビ視聴料 4,000

カラオケリース及び情報料 245,520

租税公課費 消費税 89,816

給食費 給食費 93,367料理教室材料費

資料図書費 資料図書費 59,796新聞等購読料

繰出金 14,000

繰出金 法人事業繰出金 14,000

6,415,445

合　　　　　計

合　　　　　計



別紙３

平成２８年度　加茂町福祉センター収支決算書

収入

大 中 小 金額（円） 内　　　訳

受託金収入 市受託金収入 5,993,714

加茂町福祉センター 5,893,714加茂町福祉センター指定管理料

その他受託金 100,000歴史民俗資料館管理受託金

交付金収入 原子力立地交付金収入 84,600

原子力立地交付金収入 84,600原子力立地交付金

事業収入 269,000

参加費収入 参加費収入 269,000

利用料収入 センター利用料収入 0

繰入金 繰入金 32,951

法人事業繰入金 32,951前年度繰越分

6,380,265

支出

大 中 小 金額（円） 内　　　訳

人件費 2,880,254

職員・非常勤職員賃金 2,599,599

職員俸給 689,200

職員手当 162,629

臨時職員賃金 1,747,770用務員賃金

法定福利費 280,655

社会保険料 252,210社会保険料

労働保険料 28,445雇用・労災保険料

事務費 15,958

福利厚生費 10,353

育成制度掛金 1,374

健康診断料 8,979

保守料 保守料 5,605コピー

事業費 3,470,053

諸謝金 謝金 120,000講師謝金

消耗品費 消耗品費 148,739施設・清掃用

器具什器日 器具什器日 18,150消火器

水道光熱費 水道光熱費 1,408,919電気料 1,254,131

水道料 154,788

燃料費 燃料費 90,492燃料費・ガス代

修繕料 修繕料 32,000消防設備、自動ドア修理

通信運搬費 通信運搬費 214,102通信運搬費・電話代

会議費 会議費 4,517食糧費・お茶代

業務委託費 業務委託費 837,850電気保安協会 129,610

年間清掃委託料 297,000

自動ドア保守点検 95,040

消防設備点検委託料 30,000

防犯管理委託料 259,200

その他 27,000

手数料 手数料 432

損害保険料 損害保険料 19,260損害保険料

賃借料 賃借料 249,520年間テレビ視聴料 4,000

カラオケリース及び情報料 245,520

租税公課費 消費税 194,904

給食費 給食費 71,372料理教室材料費

資料図書費 資料図書費 59,796新聞等購読料

繰出金 14,000

繰出金 法人事業繰出金 14,000

6,380,265合　　　　　計

合　　　　　計


