
別紙３

令和元年度　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 5,792,222 

加茂町福祉センター 5,692,222 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 75,600 

原子力立地交付金収入 75,600 原子力立地交付金

事業収入 267,270 

参加費収入 参加費収入 258,000 

利用料収入 センター利用料収入 9,270 

繰入金 繰入金 146,377 

法人事業繰入金 146,377 

6,281,469 

支出

大 中 小 金額（円） 内　　　訳

人件費 2,723,243 

職員・非常勤職員賃金 職員賃金・手当 2,442,675 

法定福利費 社会保険料、労働保険料 280,568 

事務費 14,097 

福利厚生費 9,894 

育成制度掛金 0 

健康診断料 9,894 

保守料 保守料 4,203 コピー

事業費 3,528,129 

諸謝金 謝金 120,000 講師謝金

消耗品費 消耗品費 180,611 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 1,368,395 電気料 1,187,074 

水道料 181,321 

燃料費 燃料費 99,720 燃料費・ガス代

修繕料 修繕料 20,814 消防設備他

通信運搬費 通信運搬費 208,688 通信運搬費・電話代

会議費 会議費 5,060 食糧費・お茶代

業務委託費 業務委託費 888,125 電気保安協会 130,811 

年間清掃委託料 360,800 

自動ドア保守点検 95,920 

消防設備点検委託料 28,994 

防犯管理委託料 261,600 

その他 10,000 

手数料 手数料 1,818 

損害保険料 損害保険料 23,760 損害保険料

賃借料 賃借料 294,448 年間テレビ視聴料 4,000 

カラオケリース及び情報料 290,448 

租税公課費 消費税 170,000 

給食費 給食費 83,210 料理教室材料代

資料図書費 資料図書費 63,480 新聞等購読料

繰出金 16,000 

繰出金 法人事業繰出金 16,000 

6,281,469 

合　　　　　計

合　　　　　計



別紙３

令和２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 5,844,445 

加茂町福祉センター 5,744,445 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 72,000 

原子力立地交付金収入 72,000 原子力立地交付金

事業収入 190,050 

参加費収入 参加費収入 184,000 

利用料収入 センター利用料収入 6,050 

繰入金 繰入金 0 

法人事業繰入金 0 

6,106,495 

支出

大 中 小 金額（円） 内　　　訳

人件費 2,629,338 

職員・非常勤職員賃金 職員賃金・手当 2,298,012 

法定福利費 社会保険料、労働保険料 331,326 

事務費 14,283 

福利厚生費 9,669 

育成制度掛金 0 

健康診断料 9,669 

保守料 保守料 4,614 コピー

事業費 3,502,471 

諸謝金 謝金 105,000 講師謝金

消耗品費 消耗品費 146,509 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 1,342,089 電気料

水道料

燃料費 燃料費 89,891 燃料費・ガス代

修繕料 修繕料 3,560 

通信運搬費 通信運搬費 224,426 通信運搬費・電話代

会議費 会議費 4,414 食糧費・お茶代

業務委託費 業務委託費 970,071 電気保安協会 132,011 

年間清掃委託料 418,000 

自動ドア保守点検 96,800 

消防設備点検委託料 29,260 

防犯管理委託料 264,000 

その他 30,000 

手数料 手数料 220 

損害保険料 損害保険料 23,760 損害保険料

賃借料 賃借料 295,888 年間テレビ視聴料 4,000 

カラオケリース及び情報料 291,888 

租税公課費 消費税 177,200 

給食費 給食費 55,543 料理教室材料代

資料図書費 資料図書費 63,900 新聞等購読料

繰出金 16,000 

繰出金 法人事業繰出金 16,000 

6,162,092 

合　　　　　計

合　　　　　計



別紙３

令和３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 5,844,445 

加茂町福祉センター 5,744,445 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 86,400 

原子力立地交付金収入 86,400 原子力立地交付金

事業収入 170,550 

参加費収入 参加費収入 163,400 

利用料収入 センター利用料収入 7,150 

繰入金 繰入金 848,257 

法人事業繰入金 848,257 法人拠点より繰入

6,949,652 

支出

大 中 小 金額（円） 内　　　訳

人件費 3,269,003 

職員・非常勤職員賃金 職員賃金・手当 2,915,704 

法定福利費 社会保険料、労働保険料 353,299 

事務費 15,471 

福利厚生費 10,500 

育成制度掛金 3,000 

健康診断料 7,500 

保守料 保守料 4,971 コピー

事業費 3,649,178 

諸謝金 謝金 90,000 講師謝金

消耗品費 消耗品費 170,704 施設・清掃用

器具什器日 器具什器日 10,658 

水道光熱費 水道光熱費 1,480,617 電気料 1,316,468 

水道料 164,149 

燃料費 燃料費 107,843 燃料費・ガス代

修繕料 修繕料 10,638 

通信運搬費 通信運搬費 218,864 通信運搬費・電話代

会議費 会議費 8,425 食糧費・お茶代

業務委託費 業務委託費 962,071 電気保安協会 132,011 

年間清掃委託料 440,000 

自動ドア保守点検 96,800 

消防設備点検委託料 29,260 

防犯管理委託料 264,000 

その他 0 

手数料 手数料 220 

損害保険料 損害保険料 24,020 損害保険料

賃借料 賃借料 295,888 年間テレビ視聴料 4,000 

カラオケリース及び情報料 291,888 

租税公課費 消費税 150,000 

給食費 給食費 53,230 料理教室材料代

資料図書費 資料図書費 66,000 新聞等購読料

繰出金 16,000 

繰出金 法人事業繰出金 16,000 

6,949,652 

合　　　　　計

合　　　　　計


