
（款）   3. 民生費  （項）   1. 社会福祉費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

  1. 社会福祉総務 312,380 333,573 △21,193 41,840 21,000 360 249,180   1. 報酬 33  1　社会福祉総務事業                       4,821

費 　賃金                                     1,714

  2. 給料 45,322 　　臨時職員賃金                           1,714

  3. 職員手当等 23,722 　報償費                                     150

  4. 共済費 15,804 　　保護司                                   150

  7. 賃金 1,714 　旅費                                        25

  8. 報償費 180 　　普通旅費                                  25

  9. 旅費 70 　需用費                                   1,799

 11. 需用費 1,841 　　消耗品費                                  19

 12. 役務費 204 　　光熱水費                               1,680

 13. 委託料 846 　　修繕料                                   100

 19. 負担金、補助 28,956 　役務費                                     183

及び交付金 　　手数料                                   183

 28. 繰出金 193,688 　委託料                                     846

　　社会福祉施設管理委託料                   846

　負担金、補助及び交付金                     104

　　（負担金）沖縄県更正保護法人がじゅまる    10

　　（負担金）災害弔意金                      32

　　（負担金）沖縄被害者支援ゆいセンター       4

　　（負担金）那覇保護区保護司会              58

◎　諸収入                                   360

　社会福祉協議会電気使用料負担               360

－ 74 －

節

一般財源



－ 75 －

（款）   3. 民生費  （項）   1. 社会福祉費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

 2　職員給与等（社会福祉）                84,848

　給料                                    45,322

　　一般職給                              45,322

　職員手当等                              23,722

　　扶養手当                               1,914

　　住居手当                               1,146

　　通勤手当                                 300

　　時間外勤務手当                         1,582

　　管理職手当                               240

　　期末手当                              18,540

　共済費                                  15,804

　　市町村職員互助会負担金                   242

　　市町村職員共済組合負担金              15,562

 3　民生委員支援事業                       3,058

　報酬                                        33

　　民生委員推薦会                            33

　旅費                                        25

　　普通旅費                                  25

　負担金、補助及び交付金                   3,000

　　（補助金）民生委員児童委員協議会       3,000

 4　久米島町社会福祉協議会支援事業        23,000

　負担金、補助及び交付金                  23,000

　　（補助金）久米島町社会福祉協議会      23,000

節

一般財源



（款）   3. 民生費  （項）   1. 社会福祉費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

◎　町債                                  21,000

　過疎債ソフト分事業                      21,000

 5　遺族援護事業                             125

　報償費                                      30

　　慰霊祭僧侶報償金                          30

　旅費                                        20

　　普通旅費                                  20

　需用費                                      42

　　消耗品費                                  42

　役務費                                      21

　　通信運搬費                                21

　負担金、補助及び交付金                      12

　　沖縄県原爆被爆者協議会                    12

 6　国民健康保険特別会計繰出金           193,688

　繰出金                                 193,688

　　国民健康保険特別会計繰出金           193,688

◎　国庫支出金                             9,684

　沖縄県国民健康保険保険基盤安定負担金     9,684

◎　県支出金                              32,156

　沖縄県国民健康保険保険基盤安定負担金    32,156

 8　生活困窮者就労支援事業                 1,640

－ 76 －

節

一般財源



－ 77 －

（款）   3. 民生費  （項）   1. 社会福祉費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　負担金、補助及び交付金                   1,640

　　補助金                                 1,640

 9　難病患者渡航費助成事業                 1,200

　負担金、補助及び交付金                   1,200

　　補助金                                 1,200

  2. 国民年金事務 5,778 3,975 1,803 3,977 1,801   2. 給料 3,027  1　国民年金事業                             116

費 　旅費                                        98

  3. 職員手当等 1,669 　　普通旅費                                  98

  4. 共済費 966 　需用費                                      18

  9. 旅費 98 　　消耗品費                                  15

 11. 需用費 18 　　食糧費                                     3

◎　国庫支出金                               116

　国民年金事務費交付金                       116

 2　職員給与等（国民年金）                 5,662

　給料                                     3,027

　　一般職給                               3,027

　職員手当等                               1,669

　　扶養手当                                 384

　　時間外勤務手当                           124

　　期末手当                               1,161

　共済費                                     966

　　市町村職員互助会負担金                    16

節

一般財源



（款）   3. 民生費  （項）   1. 社会福祉費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　　市町村職員共済組合負担金                 950

◎　国庫支出金                             3,861

　国民年金事務費交付金                     3,861

  3. 障害者福祉費 245,691 246,908 △1,217 163,667 82,024   1. 報酬 2,592  1　障害者福祉総務事業                     4,103

  8. 報償費 140 　報酬                                     2,592

  9. 旅費 495 　　非常勤職員報酬                         2,592

 11. 需用費 45 　旅費                                       260

 12. 役務費 598 　　普通旅費                                 260

 13. 委託料 13,459 　需用費                                      45

 19. 負担金、補助 4,440 　　消耗品費                                  45

及び交付金 　役務費                                     364

 20. 扶助費 223,922 　　手数料                                   364

　負担金、補助及び交付金                     842

　　（負担金）社団法人沖縄県視覚障害者福祉協会 5

　　（負担金）社団法人沖縄県身体障害者福祉協会

                                              20

　　（負担金）社団法人沖縄県手をつなぐ育成会   9

　　（負担金）沖縄県介護保険広域連合（障害者自立

　　支援事業）                               322

　　（負担金）沖縄県身体障害者福祉協会（身体障害

　　者スポーツ大会）                          21

　　（補助金）久米島障害者家族会             465

－ 78 －

節

一般財源



－ 79 －

（款）   3. 民生費  （項）   1. 社会福祉費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

 2　地域生活支援事業                       6,927

　報償費                                     100

　　報償金                                   100

　委託料                                   3,000

　　委託料                                 3,000

　扶助費                                   3,827

　　扶助費                                 3,827

◎　国庫支出金                             1,109

　地域生活支援事業                         1,109

◎　県支出金                                 554

　地域生活支援事業費                         554

 3　障害者総合支援給付事業               179,796

　扶助費                                 179,796

　　扶助費                               179,796

◎　国庫支出金                            89,898

　障害者自立支援事業                      89,898

◎　県支出金                              44,949

　障害者自立支援事業                      44,949

 4　更正医療事業                          28,032

　扶助費                                  28,032

　　扶助費                                28,032

節

一般財源



（款）   3. 民生費  （項）   1. 社会福祉費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

◎　国庫支出金                            14,016

　障害者医療費(更生医療支援費)            14,016

◎　県支出金                               7,008

　障害者医療費(更生医療)                   7,008

 5　重度心身障害者(児)医療費助成事業      12,000

　扶助費                                  12,000

　　扶助費                                12,000

◎　県支出金                               6,000

　重度心身障害者(児)医療費助成事業         6,000

 6　地域活動支援センター委託事業           7,403

　委託料                                   6,459

　　委託料                                 6,459

　負担金、補助及び交付金                     944

　　（補助金）久米島町社会福祉協議会（工賃補助事

　　業）                                     944

 8　精神障害者支援事業                       514

　報償費                                      40

　　報償金                                    40

　旅費                                       235

　　費用弁償                                 105

　　普通旅費                                 130

－ 80 －

節

一般財源



－ 81 －

（款）   3. 民生費  （項）   1. 社会福祉費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　役務費                                     234

　　保守料                                   234

　負担金、補助及び交付金                       5

　　（負担金）財団法人沖縄県精神保健福祉協会   5

 9　移送サービス事業                       2,649

　負担金、補助及び交付金                   2,649

　　補助金                                 2,649

11　久米島町障害者相談支援事業             4,000

　委託料                                   4,000

　　委託料                                 4,000

13　軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業     267

　扶助費                                     267

　　扶助費                                   267

◎　県支出金                                 133

　軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金

                                             133

  4. 老人福祉費 321,668 319,680 1,988 26,661 29,968 265,039   1. 報酬 12,572  1　老人福祉総務事業                       3,564

  3. 職員手当等 1,146 　旅費                                        33

  4. 共済費 2,239 　　普通旅費                                  33

  7. 賃金 1,714 　需用費                                      20

  8. 報償費 4,008 　　消耗品費                                  20

　委託料                                   1,361

節

一般財源



（款）   3. 民生費  （項）   1. 社会福祉費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

  9. 旅費 1,475 　　委託料                                 1,361

 11. 需用費 1,023 　負担金、補助及び交付金                   2,150

 12. 役務費 230 　　（負担金）南部地区老人クラブ連合会活動推進員

 13. 委託料 14,311 　　設置                                     205

 14. 使用料及び賃 1,679 　　（負担金）沖縄県在宅老人福祉事業（老人クラブ

借料 　　助成事業）                               542

 19. 負担金、補助 236,716 　　（負担金）沖縄県在宅老人福祉事業（老連活動促

及び交付金 　　進事業）                                 260

 20. 扶助費 8,418 　　（補助金）久米島町老人クラブ連合会     1,143

 28. 繰出金 36,137

◎　県支出金                                 359

　単位老人クラブ助成事業                     223

　老連活動促進事業                           136

◎　使用料及び手数料                         364

　老人福祉センタ－使用料                     364

 2　地域支援事業（介護用品支給事業）       2,430

　負担金、補助及び交付金                   2,430

　　補助金                                 2,430

◎　諸収入                                 2,430

　地域支援事業（包括的支援事業・任意事業） 2,430

 3　地域支援事業（通所型介護予防事業）    12,519

　報酬                                     4,796

－ 82 －

節

一般財源



－ 83 －

（款）   3. 民生費  （項）   1. 社会福祉費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　　非常勤職員報酬                         4,796

　職員手当等                                 300

　　住居手当                                 300

　共済費                                   1,049

　　社会保険料等                           1,049

　賃金                                     1,714

　　臨時職員賃金                           1,714

　報償費                                   3,156

　　報償金                                 3,156

　旅費                                       210

　　普通旅費                                 210

　需用費                                     340

　　消耗品費                                  30

　　燃料費                                   240

　　修繕料                                    70

　役務費                                      10

　　自動車損害保険料                          10

　使用料及び賃借料                           817

　　使用料                                   415

　　賃借料                                   402

　負担金、補助及び交付金                     127

　　負担金                                   127

節

一般財源



（款）   3. 民生費  （項）   1. 社会福祉費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

◎　諸収入                                 4,616

　地域支援事業（介護予防事業）             4,463

　地域支援事業（通所型介護予防事業）利用者負担金

                                             153

 4　地域支援事業（包括的支援事業）        12,080

　報酬                                     7,776

　　非常勤職員報酬                         7,776

　職員手当等                                 846

　　住居手当                                 846

　共済費                                   1,190

　　社会保険料                             1,190

　旅費                                       256

　　普通旅費                                 256

　需用費                                     180

　　消耗品費                                  30

　　燃料費                                   120

　　修繕料                                    30

　役務費                                     207

　　通信運搬費                                12

　　手数料                                   195

　委託料                                     893

　　委託料                                   893

　使用料及び賃借料                           732

－ 84 －

節

一般財源



－ 85 －

（款）   3. 民生費  （項）   1. 社会福祉費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　　使用料                                   467

　　賃借料                                   265

◎　諸収入                                12,080

　地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）

                                          10,075

　包括的支援事業（社会保障充実分）         2,005

 5　地域支援事業（介護予防普及啓発事業）     744

　報償費                                     458

　　報償金                                   458

　旅費                                       286

　　費用弁償                                 286

◎　諸収入                                   258

　地域支援事業（介護予防事業）               258

 6　地域支援事業（地域介護予防活動支援事業） 725

　委託料                                     600

　　委託料                                   600

　負担金、補助及び交付金                     125

　　（負担金）損害保険料                     125

◎　諸収入                                   265

　地域支援事業（介護予防事業）               265

節

一般財源



（款）   3. 民生費  （項）   1. 社会福祉費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

 8　地域支援事業（食の自立支援事業）       8,773

　役務費                                      13

　　通信運搬費                                13

　委託料                                   8,760

　　委託料                                 8,760

◎　諸収入                                 8,773

　地域支援事業（包括的支援事業・任意事業） 7,573

　介護予防支援事業（介護予防サービス計画費）

                                           1,200

10　老人保護措置費                         8,127

　報償費                                       8

　　報償金                                     8

　旅費                                        52

　　費用弁償                                  31

　　普通旅費                                  21

　扶助費                                   8,067

　　扶助費                                 8,067

◎　分担金及び負担金                         482

　老人ホ－ム入所負担金                       482

11　介護保険事業                         139,745

　旅費                                       454

－ 86 －

節

一般財源



－ 87 －

（款）   3. 民生費  （項）   1. 社会福祉費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　　普通旅費                                 454

　需用費                                      31

　　消耗品費                                  31

　負担金、補助及び交付金                 139,260

　　（負担金）沖縄県介護保険広域連合     139,260

16　セーフティネット支援対策事業           2,466

　委託料                                   2,466

　　委託料                                 2,466

◎　国庫支出金                             1,233

　セーフティネット支援対策等事業補助金     1,233

17　敬老会運営事業                         1,032

　報償費                                     120

　　報償金                                   120

　需用費                                     432

　　消耗品費                                 432

　使用料及び賃借料                           130

　　送迎バス使用料                           130

　扶助費                                     350

　　扶助費                                   350

20　老人医療事業                         128,763

　委託料                                       1

　　老人医療審査支払手数料                     1

節

一般財源



（款）   3. 民生費  （項）   1. 社会福祉費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　負担金、補助及び交付金                  92,624

　　負担金（沖縄県後期高齢者医療広域連合（共通経

　　費））                                 7,164

　　負担金（沖縄県後期高齢者医療広域連合（医療給

　　付））                                85,460

　扶助費                                       1

　　老人医療費給付費                           1

　繰出金                                  36,137

　　後期高齢者医療特別会計繰出金          36,137

◎　県支出金                              25,069

　沖縄県後期高齢者医療広域連合保険料負担金・基盤

安定負担金                                25,069

22　地域支援事業（認知症高齢者見守り事業）   600

　報償費                                     166

　　報償金                                   166

　旅費                                       184

　　費用弁償                                 110

　　普通旅費                                  74

　需用費                                      20

　　消耗品費                                  20

　委託料                                     230

　　委託料                                   230

－ 88 －

節

一般財源



－ 89 －

（款）   3. 民生費  （項）   1. 社会福祉費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

◎　諸収入                                   600

　包括的支援事業（社会保障充実分）           600

23　地域支援事業（成年後見制度利用支援事業） 100

　報償費                                     100

　　報償金                                   100

◎　諸収入                                   100

　地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）   100

   . 援護事務費 0 7 △7 廃目

　　計 885,517 904,143 △18,626 236,145 21,000 30,328 598,044

節

一般財源



（款）   3. 民生費  （項）   2. 児童福祉費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

  1. 児童福祉総務 182,504 176,653 5,851 128,098 54,406   1. 報酬 2,678  1　児童福祉総務事業                       3,261

費 　報酬                                     2,678

  2. 給料 5,956 　　非常勤職員報酬                         2,678

  3. 職員手当等 2,718 　共済費                                     397

  4. 共済費 2,295 　　報酬、給料及び賃金に係る社会保険料       397

  9. 旅費 151 　旅費                                       151

 11. 需用費 30 　　費用弁償                                  41

 12. 役務費 5 　　普通旅費（児童扶養手当事務）             110

 19. 負担金、補助 17,490 　需用費                                      30

及び交付金 　　消耗品費                                  30

 20. 扶助費 151,181 　役務費                                       5

　　通信運搬費                                 5

◎　国庫支出金                             1,534

　児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費国庫補助金

                                           1,529

　特別児童扶養手当事務                         5

 2　職員給与等（児童福祉）                10,572

　給料                                     5,956

　　一般職給                               5,956

　職員手当等                               2,718

　　扶養手当                                  96

　　住居手当                                 174

－ 90 －

節

一般財源



－ 91 －

（款）   3. 民生費  （項）   2. 児童福祉費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　　時間外勤務手当                           243

　　期末手当                               2,205

　共済費                                   1,898

　　市町村職員互助会負担金                    30

　　市町村職員共済組合負担金               1,868

 3　母子父子家庭等医療費助成事務           2,996

　扶助費                                   2,996

　　扶助費                                 2,996

◎　県支出金                               1,497

　母子父子家庭等医療費助成                 1,497

 4　児童手当交付金事務                   148,185

　扶助費                                 148,185

　　扶助費                               148,185

◎　国庫支出金                           102,099

　児童手当交付金                         102,099

◎　県支出金                              22,968

　児童手当交付金                          22,968

 5　出産助成金交付事業                    16,900

　負担金、補助及び交付金                  16,900

　　補助金                                16,900

 6　特定不妊治療費助成金交付事業             590

節

一般財源



（款）   3. 民生費  （項）   2. 児童福祉費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　負担金、補助及び交付金                     590

　　補助金                                   590

  2. 保育所運営費 388,866 429,335 △40,469 165,530 48,286 175,050   1. 報酬 32,246  1　公立保育所運営事業                    50,373

  2. 給料 69,259 　報酬                                    32,246

  3. 職員手当等 30,369 　　非常勤職員報酬                        32,246

  4. 共済費 21,604 　職員手当等                                 600

  7. 賃金 1,639 　　住居手当                                 600

  8. 報償費 20 　賃金                                     1,639

  9. 旅費 228 　　臨時職員賃金                           1,639

 11. 需用費 13,626 　報償費                                      20

 12. 役務費 278 　　講師謝礼金                                20

 13. 委託料 6,013 　旅費                                       228

 14. 使用料及び賃 126 　　費用弁償                                  21

借料 　　普通旅費                                 207

 18. 備品購入費 400 　需用費                                  13,626

 19. 負担金、補助 213,058 　　消耗品費                               1,020

及び交付金 　　燃料費                                   312

　　印刷製本費                                10

　　電気使用料                             2,976

　　上下水道使用料                           828

　　ガス使用料                               336

　　修繕料                                   200

　　賄材料費                               7,800

－ 92 －

節

一般財源



－ 93 －

（款）   3. 民生費  （項）   2. 児童福祉費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　　医薬材料費                               144

　役務費                                     278

　　電話料                                   144

　　手数料                                   134

　委託料                                   1,201

　　衛生害虫駆除委託料                        65

　　電気保安管理委託料                       111

　　検査委託料                               525

　　献立等作成業務委託料                     500

　使用料及び賃借料                           126

　　コピー機リース料                          16

　　使用料                                    50

　　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）リース料      60

　備品購入費                                 400

　　備品購入費                               400

　負担金、補助及び交付金                       9

　　（負担金）沖縄県保育協議会                 9

◎　使用料及び手数料                      14,362

　公立保育所使用料                        14,312

　公立保育所使用料（過年度繰越分）            50

◎　諸収入                                 1,910

　保育士給食費                             1,344

節

一般財源



（款）   3. 民生費  （項）   2. 児童福祉費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　保育所園児主食費（現年度分）               246

　保育所園児主食費（過年度分）                20

　一時保育料                                 300

 2　職員給与等（保育所）                 120,632

　給料                                    69,259

　　一般職給                              69,259

　職員手当等                              29,769

　　扶養手当                               1,152

　　住居手当                                 258

　　通勤手当                                 359

　　時間外勤務手当                         1,663

　　期末手当                              26,337

　共済費                                  21,604

　　市町村職員互助会負担金                   347

　　市町村職員共済組合負担金              21,257

 3　法人保育園支援事業                   217,861

　委託料                                   4,812

　　病児・病後児保育業務委託料             4,812

　負担金、補助及び交付金                 213,049

　　主食費負担金                             625

　　運営費補助金                         211,524

　　延長保育事業補助金                       900

－ 94 －

節

一般財源



－ 95 －

（款）   3. 民生費  （項）   2. 児童福祉費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

◎　国庫支出金                           109,363

　保育所運営負担金                       109,363

◎　県支出金                              56,167

　保育所運営負担金                        56,167

◎　分担金及び負担金                      31,486

　私立保育所保育料負担金                  28,386

　私立保育所保育料負担金（過年度滞納分）   3,100

◎　諸収入                                   528

　保育所園児主食費（現年度分）               528

　　計 571,370 605,988 △34,618 293,628 48,286 229,456

節

一般財源



（款）   3. 民生費  （項）    . 災害救助費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

   . 災害救助費 0 1 △1 廃項

　　計 0 1 △1

－ 96 －

節

一般財源


