
－ 29 －

（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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. 一般管理費 461,241 438,762 22,479 7,439 453,802   1. 報酬 45  1　特別職給与等                          24,465

  2. 給料 78,105 　給料                                    15,444

  3. 職員手当等 244,817 　　特別職給                              15,444

  4. 共済費 63,737 　職員手当等                               4,531

  7. 賃金 1,714 　　期末手当                               4,531

  8. 報償費 812 　共済費                                   4,490

  9. 旅費 6,392 　　市町村職員互助会負担金                    78

 10. 交際費 300 　　市町村職員共済組合負担金               4,412

 11. 需用費 9,934  2　職員給与等（総務・出納）             116,009

 12. 役務費 9,089 　給料                                    62,661

 13. 委託料 35,518 　　一般職給                              62,661

 14. 使用料及び賃 7,093 　職員手当等                              31,416

借料 　　扶養手当                               1,440

 18. 備品購入費 15 　　住居手当                               2,050

 19. 負担金、補助 3,670 　　通勤手当                                 690

及び交付金 　　単身赴任手当                           1,008

　　時間外勤務手当                         2,172

　　管理職手当                               480

　　期末手当                              23,576

　共済費                                  21,932

　　市町村職員互助会負担金                   336

　　地方公務員災害補償基金負担金             800

　　市町村職員共済組合負担金              20,796

節

一般財源



（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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                                 6,315

　派遣職員(離島医療組合)事業主負担金       6,315

 3　総務事務運営事業                      20,180

　報酬                                        45

　　情報公開・個人情報保護制度審議会委員報酬  45

　賃金                                     1,714

　　臨時職員賃金                           1,714

　報償費                                     648

　　弁護士                                   648

　旅費                                     3,656

　　普通旅費（特別職）                     2,459

　　普通旅費（一般職）                     1,197

　交際費                                     300

　　交際費                                   300

　需用費                                   1,906

　　消耗品費                               1,376

　　食糧費                                   530

　役務費                                   7,566

　　通信運搬費                             4,464

　　広告料                                   262

　　手数料                                 2,840

　使用料及び賃借料                           980

－ 30 －

節

一般財源



－ 31 －

（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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

　　例規システム使用料                       830

　　職員等自家用車公務使用料                 150

　備品購入費                                  15

　　備品購入費                                15

　負担金、補助及び交付金                   3,350

　　（負担金）沖縄県町村会                 1,138

　　（負担金）南部振興会                     254

　　（負担金）南部離島町村長議長連絡協議会    50

　　（負担金）那覇地区防犯協会                75

　　（負担金）南部市町村会                   934

　　（負担金）沖縄県公共工事契約業務連絡協議会 8

　　（負担金）沖縄県軍用地転用促進基地問題協議会

                                              15

　　（負担金）沖縄県基地交付金関係市町村連絡協議

　　会                                        10

　　（負担金）沖縄県対米請求権事業協会        10

　　（負担金）南部広域市町村圏事務組合       802

　　（負担金）公平委員会                      22

　　（負担金）第１１代齋藤用之助顕彰会        20

　　（負担金）平和首長会                       2

　　（負担金）沖縄県更生保護制度施行６０周年記念

　　大会                                      10

節

一般財源



（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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                                   560

　雑入（コピー機使用料）                     500

　広報誌送料                                  60

 4　退職手当等負担事務                   192,640

　職員手当等                             192,640

　　恩給条例負担金                           469

　　普通負担金                           163,600

　　特別負担金                            28,571

 5　非常勤職員事務事業                    37,315

　共済費                                  37,315

　　社会保険料                            32,885

　　雇用保険料                             2,600

　　労災保険料                             1,530

　　非常勤職員公務災害補償等（総合事務組合） 300

 7　成人式運営事業                           451

　需用費                                     426

　　消耗品費                                  89

　　食糧費                                    37

　　印刷製本費                               300

　役務費                                      25

　　通信運搬費                                10

　　手数料                                    15

 8　新年会運営事業                           563

－ 32 －

節

一般財源



－ 33 －

（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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

　報償費                                      60

　　余興出演者                                60

　需用費                                     465

　　消耗品費                                  40

　　食糧費                                   425

　役務費                                      38

　　通信運搬費                                20

　　手数料                                    18

◎　諸収入                                   300

　会費（新年会）                             300

 9　人材育成推進事業                       8,152

　報償費                                      20

　　講師謝礼金                                20

　旅費                                     2,662

　　職員採用候補者試験外部委員費用弁償        35

　　沖縄県派遣研修旅費                       277

　　沖縄県等赴任・帰任旅費                   600

　　研修旅費（中央研修所等）               1,750

　役務費                                     432

　　手数料                                   432

　委託料                                   1,114

　　職員採用試験委託料                       250

節

一般財源



（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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

　　職員研修委託料                           864

　使用料及び賃借料                         3,804

　　県派遣職員部屋賃借料                   3,804

　負担金、補助及び交付金                     120

　　職員派遣研修負担金                        30

　　負担金（幼稚園教員免許更新受講料（保育士対象

　　）                                        90

◎　諸収入                                   264

　派遣職員住宅費                             264

11　職員福利厚生事業                       1,558

　報償費                                      84

　　産業医                                    84

　旅費                                        74

　　普通旅費                                  74

　委託料                                   1,200

　　健康診断委託料                         1,200

　負担金、補助及び交付金                     200

　　（負担金）退職派遣職員支援事業           200

12　児童手当支給事務                      16,230

　職員手当等                              16,230

　　児童手当                              16,230

13　行政事務委託料                        33,204

－ 34 －

節

一般財源



－ 35 －

（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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

　委託料                                  33,204

　　委託料                                33,204

16　行政共通事務費管理事業                 7,786

　需用費                                   7,137

　　消耗品費                               2,109

　　パフォーマンスチャージ料               5,028

　役務費                                      51

　　手数料                                    51

　使用料及び賃借料                           598

　　コピー機等リース料                       598

18　マイナンバー制度運用事業               2,688

　役務費                                     977

　　中間サーバPF接続セグメント保守料         977

　使用料及び賃借料                         1,711

　　マイナンバー中間サーバー接続機器整備賃借料

                                           1,711

  2. 文書広報費 15,071 14,681 390 48 15,023   7. 賃金 1,714  1　文書管理事業                           7,095

 11. 需用費 3,908 　賃金                                     1,714

 12. 役務費 5,547 　　臨時職員賃金                           1,714

 13. 委託料 2,000 　需用費                                   1,131

 14. 使用料及び賃 1,775 　　消耗品費                               1,131

借料 　役務費                                     363

　　システム保守料                           363

節

一般財源



（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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

 18. 備品購入費 112 　委託料                                   2,000

 19. 負担金、補助 15 　　ＡＫＦ維持管理指導委託料               2,000

及び交付金 　使用料及び賃借料                         1,775

　　賃借料                                 1,775

　備品購入費                                 112

　　備品購入費                               112

 2　広報くめじま発行事業                   2,792

　需用費                                   2,777

　　印刷製本費                             2,777

　負担金、補助及び交付金                      15

　　（負担金）日本広報協会                    15

◎　諸収入                                    48

　広告掲載料                                  48

 3　ラジオ広報ＦＭ放送事業                 5,184

　役務費                                   5,184

　　広告料                                 5,184

  3. 財産管理費 59,406 46,712 12,694 59,406   7. 賃金 1,714  1　普通財産管理事業                       7,059

 11. 需用費 16,641 　賃金                                     1,714

 12. 役務費 15,726 　　臨時職員賃金（事務）                   1,714

 13. 委託料 25,138 　需用費                                      30

　　消耗品費                                  30

　役務費                                   1,536

－ 36 －

節

一般財源



－ 37 －

（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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

 14. 使用料及び賃 135 　　手数料                                   936

借料 　　グリーンビュー阿里維持管理手数料         600

 15. 工事請負費 1 　委託料                                   3,672

 19. 負担金、補助 35 　　公有財産管理台帳システム構築業務委託料 3,672

及び交付金 　使用料及び賃借料                            70

 23. 償還金利子及 1 　　使用料                                    70

び割引料 　工事請負費                                   1

 27. 公課費 15 　　工事請負費                                 1

　負担金、補助及び交付金                      35

　　（負担金）一般社団法人沖縄県軍用地等地主会連

　　合会                                      30

　　（負担金）具志川土地改良区賦課金           5

　償還金利子及び割引料                         1

　　償還金                                     1

 2　仲里庁舎管理事業                      29,114

　需用費                                  10,293

　　消耗品費                                 951

　　電気使用料                             7,000

　　ガス使用料                                50

　　上下水道使用料                           300

　　修繕料                                 1,992

　役務費                                   4,026

　　通信運搬費                             3,842

節

一般財源



（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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

　　手数料                                   184

　委託料                                  14,730

　　空調設備管理料                           813

　　水タンク清掃委託料                        84

　　庁舎ワックス清掃委託料                   500

　　庁舎警備委託料                         7,194

　　電気保安管理委託料                       143

　　庁内ネットワーク管理業務委託料           985

　　仲里庁舎屋根外壁改修調査・設計委託料   5,011

　使用料及び賃借料                            65

　　放送受信料                                65

 3　具志川庁舎管理事業                     2,736

　需用費                                   2,041

　　消耗品費                                  60

　　電気使用料                             1,700

　　ガス使用料                                31

　　上下水道使用料                           150

　　修繕料                                   100

　役務費                                     536

　　電話料                                   431

　　手数料                                   105

　委託料                                     159

　　高架水槽、貯水槽清掃委託料                42

－ 38 －

節

一般財源



－ 39 －

（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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

　　電気保安管理委託料                       117

 4　公用車管理事業                         4,400

　需用費                                   1,277

　　消耗品費                                  17

　　燃料費                                   960

　　修繕料                                   300

　役務費                                   3,108

　　手数料                                    48

　　自動車損害保険料                       3,060

　公課費                                      15

　　公課費                                    15

 5　公民館管理事業                         3,000

　需用費                                   3,000

　　修繕料                                 3,000

 6　その他公共施設等管理事業               5,736

　役務費                                   3,911

　　消防専用回線                             311

　　建物損害保険料                         3,600

　委託料                                   1,825

　　特殊建築物定期検査委託料                 292

　　消防設備定期検査委託料                 1,533

 8　新地方公会計制度支援事業               6,929

　役務費                                   2,609

節

一般財源



（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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

　　ソフト保守料                           2,609

　委託料                                   4,320

　　委託料                                 4,320

11　公共施設等総合管理計画策定事業           432

　委託料                                     432

　　公共施設等総合管理計画保守業務委託       432

  4. 企画財政費 187,604 213,998 △26,394 4,400 54,803 128,401   1. 報酬 27,516  2　企画財政事務運営事業                   5,208

  2. 給料 31,424 　旅費                                       707

  3. 職員手当等 17,837 　　普通旅費                                 707

  4. 共済費 10,919 　需用費                                     334

  8. 報償費 120 　　消耗品費                                  58

  9. 旅費 2,684 　　光熱水費                                 276

 11. 需用費 20,649 　使用料及び賃借料                            63

 12. 役務費 519 　　回線使用料                                63

 13. 委託料 40,952 　負担金、補助及び交付金                   4,104

 14. 使用料及び賃 684 　　沖縄県地域づくりネットワーク              20

借料 　　沖縄県離島振興協議会                   1,135

 15. 工事請負費 3,187 　　沖縄県過疎地域振興協議会                 357

 18. 備品購入費 200 　　全国過疎地域自立促進連盟                  74

 19. 負担金、補助 8,204 　　公益財団法人日本離島センター負担金        18

及び交付金 　　（補助金）コミュニティ助成事業         2,500

 25. 積立金 22,665

◎　諸収入                                 2,744

－ 40 －

節

一般財源



－ 41 －

（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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

 27. 公課費 44 　一般コミュニティ助成事業助成金           2,500

　雑入（ＦＭくめじま）                       144

　雑入（アイランダー）                       100

 4　ふるさと寄附金推進事業                35,995

　需用費                                   8,650

　　消耗品費                               8,550

　　印刷製本費                               100

　役務費                                     274

　　代理納付事務                             274

　委託料                                   5,168

　　委託料                                 5,168

　負担金、補助及び交付金                   2,900

　　（負担金）全国離島甲子園               2,000

　　（補助金）遠征費補助金                   900

　積立金                                  19,003

　　ふるさと寄附金積立金                  19,003

◎　寄付金                                19,000

　久米島町ふるさと寄附金                  19,000

◎　繰入金                                16,892

　ふるさと納税基金                        16,892

◎　財産収入                                   3

　ふるさと納税寄付金                           3

節

一般財源



（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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　総合計画推進事業                         956

　報酬                                       254

　　久米島町振興計画審議会                   254

　報償費                                     100

　　報償金                                   100

　旅費                                       226

　　費用弁償                                 226

　需用費                                      30

　　消耗品費                                  30

　委託料                                     346

　　委託料                                   346

10　基金運営事業                           3,662

　積立金                                   3,662

　　財政調整基金積立金                     1,338

　　減債基金積立金                            38

　　久米島町地域振興基金積立金             1,342

　　久米島町地域福祉基金積立金                35

　　庁舎等新改築基金                         300

　　地域雇用創出推進基金積立金                 1

　　前村幸秀人材育成基金積立金               400

　　中山間ふるさと農村活性化基金積立金        13

　　環境保全基金積立金                         1

　　土地開発基金積立金                       194

－ 42 －

節

一般財源



－ 43 －

（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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

◎　財産収入                               3,663

　財政調整基金                             1,329

　減債基金                                    38

　地域振興基金                             1,342

　庁舎等新改築基金                           300

　土地開発基金                               194

　地域福祉基金                                35

　中山間ふるさと農村基金                      13

　環境保全基金                                 1

　地域雇用創出基金                             1

　奨学貸付金                                  10

　前村幸秀人材育成基金                       400

11　職員給与等（企画財政）                60,180

　給料                                    31,424

　　一般職給                              31,424

　職員手当等                              17,837

　　扶養手当                               2,664

　　住居手当                               1,224

　　通勤手当                                 252

　　時間外勤務手当                         1,076

　　管理職手当                               240

　　期末手当                              12,381

節

一般財源



（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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

　共済費                                  10,919

　　市町村職員互助会負担金                   157

　　市町村職員共済組合負担金              10,762

27　久米島高校魅力化支援事業               5,148

　報酬                                     3,226

　　非常勤職員報酬                         3,226

　旅費                                       351

　　費用弁償                                 234

　　普通旅費                                 117

　需用費                                     261

　　消耗品費                                  11

　　印刷製本費                               250

　役務費                                      10

　　通信運搬費                                10

　使用料及び賃借料                           100

　　使用料                                   100

　負担金、補助及び交付金                   1,200

　　里親補助金                             1,200

◎　町債                                   4,400

　過疎債ソフト分事業                       4,400

29　学習センター（町営塾）運営事業        26,000

　報酬                                    12,000

－ 44 －

節

一般財源



－ 45 －

（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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

　　地域おこし協力隊報酬                  12,000

　委託料                                  14,000

　　委託料（地域おこし協力隊活動費）      14,000

31　じんぶん館管理運営事業                35,531

　報酬                                     6,036

　　地域おこし協力隊報酬                   4,000

　　非常勤職員報酬                         2,036

　需用費                                  10,670

　　消耗品費                                 300

　　燃料費                                    90

　　光熱水費                               3,600

　　修繕料                                   200

　　賄材料費                               6,480

　役務費                                     185

　　通信運搬費                               144

　　貯水槽法定検査手数料                      18

　　水質検査手数料                            12

　　手数料                                     2

　　自動車損害保険料                           9

　委託料                                  15,218

　　委託料（地域おこし協力隊活動費）       4,000

　　舎食管理業務委託                       9,993

　　貯水槽清掃業務委託                        99

節

一般財源



（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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

　　寮運営委託                             1,126

　使用料及び賃借料                            91

　　ＡＥＤリース料                            91

　工事請負費                               3,187

　　工事請負費                             3,187

　備品購入費                                 100

　　備品購入費                               100

　公課費                                      44

　　重量税                                    44

◎　使用料及び手数料                       5,473

　じんぶん館使用料(交流学習室)                 1

　じんぶん館使用料(宿泊研修施設)           5,472

◎　諸収入                                 4,104

　じんぶん館舎食                           4,104

32　移住定住促進体制整備事業              12,924

　報酬                                     6,000

　　地域おこし協力隊報酬                   6,000

　需用費                                     574

　　光熱水費                                  15

　　修繕料                                   559

　委託料                                   6,100

　　委託料（地域おこし協力隊活動費）       6,000

－ 46 －

節

一般財源



－ 47 －

（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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

　　住宅管理委託料                           100

　使用料及び賃借料                           250

　　賃借料                                   250

◎　使用料及び手数料                         924

　移住定住促進住宅使用料                     924

33　移住・定住・交流推進事業               2,000

　報償費                                      20

　　報償金                                    20

　旅費                                     1,400

　　費用弁償                               1,000

　　普通旅費                                 400

　需用費                                     130

　　消耗品費                                 100

　　印刷製本費                                30

　役務費                                      50

　　通信運搬費                                20

　　手数料                                    30

　委託料                                     120

　　委託料                                   120

　使用料及び賃借料                           180

　　使用料                                   180

　備品購入費                                 100

節

一般財源



（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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

　　備品購入費                               100

◎　諸収入                                 2,000

　平成28年度移住・定住に関する推進体制整備支援事

業助成金                                   2,000

  5. 改善センタ－ 13,063 13,010 53 786 12,277  11. 需用費 6,452  1　具志川改善センター管理事業            13,063

管理費 　需用費                                   6,452

 12. 役務費 130 　　消耗品費                                 257

 13. 委託料 6,416 　　燃料費                                    10

 14. 使用料及び賃 65 　　電気使用料                             5,700

借料 　　上下水道使用料                           228

　　ガス使用料                                57

　　修繕料                                   200

　役務費                                     130

　　電話料                                    57

　　手数料                                    73

　委託料                                   6,416

　　受水槽・貯水槽清掃委託料                  79

　　ワックス清掃委託料                       198

　　電気保安業務管理委託料                   169

　　施設管理業務委託料                     5,970

　使用料及び賃借料                            65

　　使用料                                    65

－ 48 －

節

一般財源



－ 49 －

（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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

◎　使用料及び手数料                         540

　具志川改善センタ－使用料                   540

◎　諸収入                                   246

　ＦＭくめじま具志川改善センター電気使用料   144

　具志川改善センター自動販売機設置料         102

  6. 交通安全対策 1,770 1,420 350 1,302 468  11. 需用費 320  1　交通安全推進事業                       1,770

費 　需用費                                     320

 15. 工事請負費 1,350 　　食糧費                                    20

 19. 負担金、補助 100 　　修繕料                                   300

及び交付金 　工事請負費                               1,350

　　交通安全設備工事費                     1,350

　負担金、補助及び交付金                     100

　　（負担金）那覇地区交通安全協会久米島支部 100

◎　財産収入                                  52

　交通安全協会施設賃料                        52

◎　交通安全対策特別交付金                 1,250

　交通安全対策特別交付金                   1,250

  7. 電算管理費 60,117 57,874 2,243 60,117   9. 旅費 37  1　庁内ＬＡＮ管理事業                     9,746

 11. 需用費 3,581 　旅費                                        37

 12. 役務費 16,758 　　普通旅費                                  37

　役務費                                     285

節

一般財源



（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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

 13. 委託料 5,832 　　情報機器処分手数料                        93

 14. 使用料及び賃 32,607 　　サイボウズライセンス更新手数料           192

借料 　使用料及び賃借料                         9,424

 19. 負担金、補助 1,302 　　情報機器リース料                       2,069

及び交付金 　　イントラネット光ファイバーケーブル電柱共架使

　　用料                                     862

　　セキュリティソフト使用料               1,006

　　プロバイダ使用料                         352

　　インターネット接続回線使用料             667

　　フレッツＶＰＮワイド利用料             1,037

　　サイボウズライセンス使用料               809

　　クラウドサーバ使用料                     584

　　フレッツＶＰＮワイド関連機器賃借料     2,038

 2　ＬＧＷＡＮ管理事業                     2,240

　役務費                                     186

　　LGWAN機器保守料                          186

　使用料及び賃借料                           752

　　ｅＬＴＡＸソフトウェア利用料             752

　負担金、補助及び交付金                   1,302

　　負担金                                 1,302

 3　統合型ＧＩＳ管理事業                   4,174

　役務費                                     641

　　統合型地理情報システム保守料             641

－ 50 －

節

一般財源



－ 51 －

（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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

　委託料                                   3,533

　　地籍情報データ整備委託費               1,059

　　再構築業務委託料                       2,474

 4　総合行政システム管理事業              37,742

　需用費                                   3,581

　　情報機器関連消耗品費                   2,213

　　システム帳票印刷費                       868

　　情報機器修繕費                           500

　役務費                                  12,082

　　総合行政システムサポート               8,034

　　総合行政システム機器保守               3,686

　　住基ネットプログラム修正サポート         362

　委託料                                   2,299

　　社会保障・税番号制度システム整備業務委託

                                           2,299

　使用料及び賃借料                        19,780

　　総合行政システム基本ソフト使用         6,506

　　住基ネットシステムリース               1,895

　　総合行政システムリース                11,379

 5　戸籍システム管理事業                   6,215

　役務費                                   3,564

　　戸籍総合システム保守                   3,240

　　戸籍総合システム機器保守                 324

節

一般財源



（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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

　使用料及び賃借料                         2,651

　　戸籍総合システムリース                 2,651

  8. 防災対策費 8,792 7,974 818 8,792   1. 報酬 16  1　防災対策事業                           8,792

  3. 職員手当等 960 　報酬                                        16

  9. 旅費 179 　　防災会議委員                              16

 11. 需用費 1,414 　職員手当等                                 960

 12. 役務費 300 　　時間外勤務手当                           960

 13. 委託料 1,992 　旅費                                       179

 14. 使用料及び賃 245 　　費用弁償                                  33

借料 　　普通旅費                                 146

 19. 負担金、補助 536 　需用費                                   1,414

及び交付金 　　消耗品費                                 680

 22. 補償補填及び 3,150 　　燃料費                                    36

賠償金 　　食糧費                                    50

　　電気使用料                               348

　　修繕料                                   300

　役務費                                     300

　　通信運搬費                                98

　　手数料                                   202

　委託料                                   1,992

　　委託料                                 1,992

　使用料及び賃借料                           245

　　ＡＥＤリース料                           245

－ 52 －

節

一般財源



－ 53 －

（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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                     536

　　（負担金）沖縄県総合行政情報通信ネットワーク

                                             536

　補償補填及び賠償金                       3,150

　　消火栓・消火水槽修繕一般会計補償金     3,150

 10. プロジェクト 44,049 40,875 3,174 44,049   1. 報酬 4,060  1　プロジェクト事務運営事業                  73

推進費 　需用費                                      73

  2. 給料 12,694 　　消耗品費                                  73

  3. 職員手当等 6,636  2　職員給与等（プロジェクト）            23,622

  4. 共済費 4,292 　給料                                    12,694

  8. 報償費 176 　　一般職給                              12,694

  9. 旅費 3,116 　職員手当等                               6,636

 11. 需用費 753 　　扶養手当                                 756

 12. 役務費 200 　　住居手当                                 252

 13. 委託料 10,262 　　通勤手当                                  51

 14. 使用料及び賃 1,860 　　時間外勤務手当                           324

借料 　　管理職手当                               240

　　期末手当                               5,013

　共済費                                   4,292

　　市町村職員互助会負担金                    64

　　市町村職員共済組合負担金               4,228

 6　高速船導入推進事業                       158

　報酬                                        60

節

一般財源



（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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

　　委員報酬                                  60

　旅費                                        98

　　普通旅費                                  98

15　ＩＣＴ街づくり推進事業                 5,171

　旅費                                        49

　　普通旅費                                  49

　需用費                                     500

　　修繕料                                   500

　委託料                                   2,762

　　委託料                                 2,762

　使用料及び賃借料                         1,860

　　使用料                                 1,860

23　久米島ロボットモビリティ推進事業         486

　旅費                                       386

　　費用弁償                                 188

　　普通旅費                                 198

　役務費                                     100

　　手数料                                   100

24　国際海洋資源・エネルギー利活用推進事業 6,091

　報償費                                     176

　　報償金                                   176

　旅費                                     2,265

　　費用弁償                                 805

－ 54 －

節

一般財源



－ 55 －

（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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                               1,460

　需用費                                     150

　　消耗品費                                  50

　　食糧費                                   100

　委託料                                   3,500

　　地域おこし企業人交流プログラム事業     3,500

28　風の帰る森プロジェクト推進事業           448

　旅費                                       318

　　普通旅費                                 318

　需用費                                      30

　　消耗品費                                  30

　役務費                                     100

　　手数料                                   100

30　地産地消推進事業                       8,000

　報酬                                     4,000

　　地域おこし協力隊報酬                   4,000

　委託料                                   4,000

　　委託料                                 4,000

 11. 沖縄振興特別 397,413 982,085 △584,672 339,085 23,200 35,128   1. 報酬 34,355  3　漁港施設機能強化事業                  17,024

推進交付金 　負担金、補助及び交付金                  17,024

  4. 共済費 5,701 　　漁船巻き上げ機設置補助                17,024

  8. 報償費 100

◎　県支出金                              15,321

節

一般財源



（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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 1,433 　沖縄振興特別推進交付金                  13,619

 11. 需用費 567 　沖縄振興特別推進交付金県支援金           1,702

 13. 委託料 100,919  5　久米島紬販売促進事業                   2,500

 15. 工事請負費 139,443 　負担金、補助及び交付金                   2,500

 18. 備品購入費 15,409 　　補助金                                 2,500

 19. 負担金、補助 99,486

及び交付金 ◎　県支出金                               2,250

　沖縄振興特別推進交付金                   2,000

　沖縄振興特別推進交付金県支援金             250

17　久米島観光プロモーション事業          25,380

　委託料                                  25,380

　　ＷＥＢプロモーション業務委託          25,380

◎　県支出金                              22,842

　沖縄振興特別推進交付金                  20,304

　沖縄振興特別推進交付金県支援金           2,538

23　球美の島エコアイランド化推進事業      46,383

　委託料                                   7,575

　　委託料                                 7,575

　工事請負費                              38,808

　　工事請負費                            38,808

◎　県支出金                              37,106

－ 56 －

節

一般財源



－ 57 －

（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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

　沖縄振興特別推進交付金                  37,106

26　沖縄らしい風景づくり推進事業           2,600

　負担金、補助及び交付金                   2,600

　　団体補助金                               600

　　景観補助金                             2,000

◎　県支出金                               2,340

　沖縄振興特別推進交付金                   2,080

　沖縄振興特別推進交付金県支援金             260

29　文化遺産保存活用事業                  10,050

　委託料                                  10,050

　　古文書修復委託料                      10,050

◎　県支出金                               9,045

　沖縄振興特別推進交付金                   8,040

　沖縄振興特別推進交付金県支援金           1,005

30　久米島現代版組踊り創作事業             6,169

　委託料                                   6,169

　　組踊り演技指導、公演開催業務委託       6,169

◎　県支出金                               5,551

　沖縄振興特別推進交付金                   4,935

　沖縄振興特別推進交付金県支援金             616

節

一般財源



（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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

32　英語指導員配置事業                     2,142

　報酬                                     1,872

　　指導員報酬                             1,872

　共済費                                     270

　　社会保険料等                             270

◎　県支出金                               1,719

　沖縄振興特別推進交付金                   1,528

　沖縄振興特別推進交付金県支援金             191

37　久米島特産品販路開拓事業              11,090

　旅費                                        90

　　普通旅費                                  90

　負担金、補助及び交付金                  11,000

　　販路開拓事業補助金                    11,000

◎　県支出金                               9,981

　沖縄振興特別推進交付金                   8,872

　沖縄振興特別推進交付金県支援金           1,109

39　久米島観光誘客支援事業                13,391

　委託料                                   7,354

　　久米島空港観光案内業務                 6,036

　　観光広報推進業務委託                   1,318

　負担金、補助及び交付金                   6,037

－ 58 －

節

一般財源



－ 59 －

（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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

　　ハワイアンフェスティバル開催事業       2,112

　　ワンラブ久米島開催事業                 2,000

　　のんびりウォーク開催事業               1,925

◎　県支出金                              12,051

　沖縄振興特別推進交付金                  10,712

　沖縄振興特別推進交付金県支援金           1,339

50　特別支援教育支援員配置事業            30,524

　報酬                                    26,156

　　支援員報酬                            26,156

　共済費                                   4,368

　　社会保険料等                           4,368

◎　県支出金                              27,471

　沖縄振興特別推進交付金                  24,419

　沖縄振興特別推進交付金県支援金           3,052

51　基礎学力向上学習支援員配置事業         7,390

　報酬                                     6,327

　　支援員報酬                             6,327

　共済費                                   1,063

　　社会保険料等                           1,063

◎　県支出金                               6,651

節

一般財源



（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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

　沖縄振興特別推進交付金                   5,912

　沖縄振興特別推進交付金県支援金             739

52　優良雌牛導入事業                      34,200

　負担金、補助及び交付金                  34,200

　　優良雌牛導入補助                      34,200

◎　県支出金                              30,780

　沖縄振興特別推進交付金                  27,360

　沖縄振興特別推進交付金県支援金           3,420

57　体験交流型観光商品開発販売促進事業    10,101

　委託料                                  10,101

　　商品開発販売促進業務委託              10,101

◎　県支出金                               9,090

　沖縄振興特別推進交付金                   8,080

　沖縄振興特別推進交付金県支援金           1,010

61　スポーツ合宿誘致事業                   1,054

　旅費                                       964

　　費用弁償                                 440

　　普通旅費                                 524

　需用費                                      90

　　消耗品費                                  90

－ 60 －

節

一般財源



－ 61 －

（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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

◎　県支出金                                 948

　沖縄振興特別推進交付金                     843

　沖縄振興特別推進交付金県支援金             105

64　航空路線拡充対策事業                  20,081

　報償費                                     100

　　報償金                                   100

　旅費                                       379

　　普通旅費                                 379

　需用費                                     477

　　食糧費                                   477

　負担金、補助及び交付金                  19,125

　　負担金                                19,125

◎　県支出金                              17,643

　沖縄振興特別推進交付金                  15,683

　沖縄振興特別推進交付金県支援金           1,960

66　児童・生徒各種大会派遣支援事業         7,000

　負担金、補助及び交付金                   7,000

　　補助金                                 7,000

◎　県支出金                               6,300

　沖縄振興特別推進交付金                   5,600

　沖縄振興特別推進交付金県支援金             700

節

一般財源



（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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

71　火葬場・葬祭場施設整備事業           116,044

　工事請負費                             100,635

　　工事請負費                           100,635

　備品購入費                              15,409

　　備品購入費                            15,409

◎　県支出金                              92,835

　沖縄振興特別推進交付金                  92,835

◎　町債                                  23,200

　火葬場・葬祭場施設整備事業（推進交付金事業）

                                          23,200

75　久米島町観光リゾート開発基本計画策定事業

                                           8,640

　委託料                                   8,640

　　委託料                                 8,640

◎　県支出金                               7,776

　沖縄振興特別推進交付金                   6,912

　沖縄振興特別推進交付金県支援金             864

76　複合型防災・生涯学習機能施設整備事業  17,000

　委託料                                  17,000

　　委託料                                17,000

－ 62 －

節

一般財源



－ 63 －

（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費 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

◎　県支出金                              13,600

　沖縄振興特別推進交付金                  13,600

77　久米島町防災情報システム整備事業       8,650

　委託料                                   8,650

　　防災情報システム基本計画策定業務委託   8,650

◎　県支出金                               7,785

　沖縄振興特別推進交付金                   6,920

　沖縄振興特別推進交付金県支援金             865

　　計 1,248,526 1,817,391 △568,865 339,085 27,600 64,378 817,463

節

一般財源



（款）   2. 総務費  （項）   2. 徴税費 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. 税務総務費 61,022 60,398 624 61,022   2. 給料 30,556  1　税務総務事業                           4,744

  3. 職員手当等 15,389 　賃金                                     3,428

  4. 共済費 10,333 　　臨時職員賃金                           3,428

  7. 賃金 3,428 　旅費                                       834

  9. 旅費 834 　　普通旅費                                 834

 11. 需用費 312 　需用費                                     312

 19. 負担金、補助 170 　　消耗品費                                 312

及び交付金 　負担金、補助及び交付金                     170

　　（負担金）財団法人資産評価システム研究センタ

　　ー                                        45

　　（負担金）南部地区個人住民税徴収対策協議会 2

　　（負担金）北那覇地区税務協議会             5

　　（負担金）地方税電子化協議会             118

 2　職員給与等（税務）                    56,278

　給料                                    30,556

　　一般職給                              30,556

　職員手当等                              15,389

　　扶養手当                               1,380

　　住居手当                                 858

　　通勤手当                                 101

　　時間外勤務手当                         1,040

　　管理職手当                               240

　　期末手当                              11,770

－ 64 －

節

一般財源



－ 65 －

（款）   2. 総務費  （項）   2. 徴税費 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

　共済費                                  10,333

　　市町村職員互助会負担金                   153

　　市町村職員共済組合負担金              10,180

  2. 賦課費 11,993 12,779 △786 11,993  11. 需用費 554  2　賦課事務事業                          11,993

 12. 役務費 371 　需用費                                     554

 13. 委託料 5,018 　　印刷製本費                               554

 23. 償還金利子及 6,050 　役務費                                     371

び割引料 　　通信運搬費                                89

　　手数料                                   282

　委託料                                   5,018

　　軽自動車税調査委託料                     300

　　固定資産評価替委託料（時点修正）       4,019

　　家屋評価支援業務委託料                   699

　償還金利子及び割引料                     6,050

　　過誤納還付金                           6,050

　　計 73,015 73,177 △162 73,015

節

一般財源



（款）   2. 総務費  （項）   3. 戸籍住民基本台帳費 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. 戸籍住民基本 53,661 51,223 2,438 2,134 4,745 46,782   2. 給料 25,305  1　戸籍住民基本台帳事業                   3,546

台帳費 　報償費                                      48

  3. 職員手当等 12,313 　　行政相談委員                              32

  4. 共済費 8,283 　　人権擁護委員                              16

  7. 賃金 1,714 　旅費                                       370

  8. 報償費 48 　　普通旅費                                 370

  9. 旅費 370 　需用費                                   1,022

 11. 需用費 1,022 　　消耗品費                                 592

 12. 役務費 105 　　食糧費                                     6

 19. 負担金、補助 4,501 　　印刷製本費                               424

及び交付金 　役務費                                     105

　　通信運搬費                               105

　負担金、補助及び交付金                   2,001

　　（負担金）沖縄県連合戸籍住民基本台帳事務協議

　　会                                         7

　　（負担金）沖縄県人権協会                   3

　　（負担金）那覇人権擁護委員協議会          17

　　通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金

                                           1,974

◎　国庫支出金                             1,974

　個人番号カード関連事務の委任に係る交付金 1,974

◎　使用料及び手数料                           6

－ 66 －

節

一般財源



－ 67 －

（款）   2. 総務費  （項）   3. 戸籍住民基本台帳費 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

　個人番号カード発行手数料                     6

◎　使用料及び手数料                         303

　戸籍謄抄本交付及び戸籍証明                 303

 2　職員給与等（町民）                    45,901

　給料                                    25,305

　　一般職給                              25,305

　職員手当等                              12,313

　　扶養手当                                 756

　　住居手当                               1,074

　　通勤手当                                  51

　　時間外勤務手当                           500

　　管理職手当                               240

　　期末手当                               9,692

　共済費                                   8,283

　　市町村職員互助会負担金                   126

　　市町村職員共済組合負担金               8,157

◎　国庫支出金                               139

　外国人登録事務委託金                       139

◎　県支出金                                  21

　人口動態調査交付金                          21

◎　使用料及び手数料                       2,722

　住民票謄抄本交付                         1,480

節

一般財源



（款）   2. 総務費  （項）   3. 戸籍住民基本台帳費 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

　印鑑登録及び証明交付                       840

　戸籍諸証明交付                             393

　住民票諸証明交付                             9

 3　総合窓口対応事業                       1,714

　賃金                                     1,714

　　臨時職員賃金                           1,714

◎　使用料及び手数料                       1,714

　戸籍謄抄本交付及び戸籍証明               1,714

 4　結婚披露宴助成事業                     2,500

　負担金、補助及び交付金                   2,500

　　（補助金）結婚披露宴助成金             2,500

　　計 53,661 51,223 2,438 2,134 4,745 46,782

－ 68 －

節

一般財源



－ 69 －

（款）   2. 総務費  （項）   4. 選挙費 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. 選挙管理委員 2,138 2,133 5 2,138   1. 報酬 1,980  1　選挙管理委員会事務                     2,138

会費 　報酬                                     1,980

  9. 旅費 153 　　選挙管理委員会                         1,980

 19. 負担金、補助 5 　旅費                                       153

及び交付金 　　費用弁償（島内）                          72

　　費用弁償（島外）                          81

　負担金、補助及び交付金                       5

　　（負担金）沖縄県市町村選挙管理委員会連合会 5

   . 参議院議員選 0 5,352 △5,352 廃目

挙費

   . 海区漁業調整 0 805 △805 廃目

委員選挙費

   . 県議会議員選 0 4,248 △4,248 廃目

挙費

　　計 2,138 12,538 △10,400 2,138

節

一般財源



（款）   2. 総務費  （項）   5. 統計調査費 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. 統計調査費 487 1,038 △551 439 48   1. 報酬 297  1　統計調査総務事務                          42

  8. 報償費 16 　負担金、補助及び交付金                      42

  9. 旅費 82 　　（負担金）沖縄県統計協会                  42

 11. 需用費 37  3　住宅・土地統計調査                        46

 12. 役務費 13 　報酬                                        19

 19. 負担金、補助 42 　　非常勤職員報酬                            19

及び交付金 　旅費                                        23

　　費用弁償                                   2

　　普通旅費                                  21

　需用費                                       2

　　消耗品費                                   2

　役務費                                       2

　　通信運搬費                                 2

◎　県支出金                                  45

　工業統計調査                                45

 4　工業統計調査                             158

　報酬                                       131

　　非常勤職員報酬                           131

　旅費                                        23

　　費用弁償                                   2

　　普通旅費                                  21

　需用費                                       2

－ 70 －

節

一般財源



－ 71 －

（款）   2. 総務費  （項）   5. 統計調査費 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

　　消耗品費                                   2

　役務費                                       2

　　通信運搬費                                 2

◎　県支出金                                 156

　工業統計調査                               156

 8　商業統計調査                              12

　旅費                                        11

　　費用弁償                                  11

　役務費                                       1

　　通信運搬費                                 1

◎　県支出金                                  10

　工業統計調査                                10

12　就業構造基本調査                         229

　報酬                                       147

　　非常勤職員報酬                           147

　報償費                                      16

　　報償金                                    16

　旅費                                        25

　　費用弁償                                  12

　　普通旅費                                  13

　需用費                                      33

節

一般財源



（款）   2. 総務費  （項）   5. 統計調査費 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

　　消耗品費                                  33

　役務費                                       8

　　通信運搬費                                 8

◎　県支出金                                 228

　工業統計調査                               228

　　計 487 1,038 △551 439 48

－ 72 －

節

一般財源



－ 73 －

（款）   2. 総務費  （項）   6. 監査委員費 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. 監査委員費 1,389 1,339 50 1,389   1. 報酬 1,020  2　監査委員費                             1,389

  9. 旅費 290 　報酬                                     1,020

 11. 需用費 15 　　識見委員                                 540

 19. 負担金、補助 64 　　議選委員                                 480

及び交付金 　旅費                                       290

　　費用弁償（監査事務）                      45

　　費用弁償（出張等）                       180

　　普通旅費                                  65

　需用費                                      15

　　消耗品費                                   3

　　食糧費                                    12

　負担金、補助及び交付金                      64

　　（負担金）沖縄県町村監査委員協議会        61

　　（負担金）南部地区町村等監査委員協議会     3

　　計 1,389 1,339 50 1,389

節

一般財源


