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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 03 財政管理費 所属 0102010100-0000 会計課

事　　業

0001 財政調整基金費【会計課】 (簡略番号：000556) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 269

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 268

一般財源 1

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 67 行政活動に伴う債権・債務処理が、適正かつ効率的に行われるようにする
 概  要  01 公金の管理及び運用
 事  務  01 確実、安全確保を基本に、公金を管理運用する

＜事業の目的＞
 確実・安全確保を基本に公金管理運用する

節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
05 災害補償費 20

＜事業の概要＞
 出納管理・資金調達及び指定金融機関等の調整・検査を行う

＜令和２年度実施内容＞
 ・財政調整基金利子積立
 ・減債基金積立金利子積立

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金 269
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 269

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
財産収入 18010201001 財政調整基金積立金利子 267
財産収入 18010201002 減債基金積立金利子 1

02款 01項 03目 000100000事業 財政調整基金費【会計課】
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 04 会計管理費 所属 0102010100-0000 会計課

事　　業

0001 会計管理費 (簡略番号：000611) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,712

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 210

一般財源 1,502

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 67 行政活動に伴う債権・債務処理が、適正かつ効率的に行われるようにする
 概  要  02 適正な歳入・歳出処理
 事  務  01 公金の歳入・歳出事務を適正に処理する

＜事業の目的＞
 適正な歳入・歳出処理

節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
05 災害補償費 20

＜事業の概要＞
 公金の歳入・歳出事務を適正に処理する

＜令和２年度実施内容＞
 ・市税の収入及び支払に関する事務
 ・歳入歳出外現金の出納管理
 ・決算書の調整事務
 ・法定調書作成事務
 ・静岡県収入証紙売捌き

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 470 25 寄附金
11 役務費 1,198 26 公課費
12 委託料 27 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 17 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 1,712

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22050201001 県証紙売捌手数料【会計課】 210

02款 01項 04目 000100000事業 会計管理費
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款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 04 会計管理費 所属 0102010100-0000 会計課

事　　業

0002 会計管理総務費 (簡略番号：000624) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 2,444

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 2,444

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 67 行政活動に伴う債権・債務処理が、適正かつ効率的に行われるようにする
 概  要  03 適正な会計事務処理
 事  務  01 適正な会計事務処理のレベル向上を図る

＜事業の目的＞
 適正な会計事務処理

節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金 36
19 扶助費

05 災害補償費 20

＜事業の概要＞
 適正な会計事務処理のレベル向上を図る

＜令和２年度実施内容＞
 ・会計事務処理の周知・指導
 ・収入・支出伝票の審査
 ・出納事務実務研修の参加

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 1,955
02 給料
03 職員手当等 416
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 37 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 賃金
15 原材料費 合　計 2,444

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

02款 01項 04目 000200000事業 会計管理総務費
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款 12 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

公債費 項 公債費 02 利子 所属 0102010100-0000 会計課

事　　業

0002 一時借入金利子償還費（一般会計） (簡略番号：007484) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 242

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 242

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 67 行政活動に伴う債権・債務処理が、適正かつ効率的に行われるようにする
 概  要  01 公金の管理及び運用
 事  務  01 確実、安全確保を基本に、公金を管理運用する

＜事業の目的＞
 確実、安全確保を基本に公金を管理運用する

節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
05 災害補償費 20

＜事業の概要＞
 出納管理・資金調達を行う

＜令和２年度実施内容＞
 ・一時借入金利子
 ・資金計画の策定
 ・資金調達の実施

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料 242
08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 242

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

12款 01項 02目 000200000事業 一時借入金利子償還費（一般会計）
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款 01 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

議会費 項 議会費 01 議会費 所属 0104010000-0000 議会事務局

事　　業

0001 議員報酬等費 (簡略番号：000004) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 107,590

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 107,590

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 77 市民の代表である市議会議員の活動が円滑かつ適正に行われるとともに、
 効率的で開かれた議会の運営ができる環境の充実
 概  要  02 議員活動の支援の実施
 事  務  03 現職議員の支援

＜事業の目的＞

節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
05 災害補償費 20

 地方自治法第203条第３項及び第４項の規定に基づき、議員に対する報酬、期末手当及び
 費用弁償を支給する。

＜事業の概要＞
 議員活動の対価として報酬、期末手当、費用弁償等を支給する。

＜令和２年度実施内容＞
 ○各報酬等の支払い
 議長報酬、副議長報酬、委員長報酬、議員報酬、議員期末手当、議員共済費、議員共済事
 務費負担金、費用弁償

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 62,820
02 給料
03 職員手当等 21,744
04 共済費 21,886

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 1,140 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 107,590

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

01款 01項 01目 000100000事業 議員報酬等費
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款 01 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

議会費 項 議会費 01 議会費 所属 0104010000-0000 議会事務局

事　　業

0002 政務活動費 (簡略番号：000018) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,700

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 1,700

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 77 市民の代表である市議会議員の活動が円滑かつ適正に行われるとともに、
 効率的で開かれた議会の運営ができる環境の充実
 概  要  02 議員活動の支援の実施
 事  務  02 会派活動の支援

＜事業の目的＞

節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金 1,700
19 扶助費

05 災害補償費 20

 議員の調査研究、その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付
 する。

＜事業の概要＞
 議員の調査研究、その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派
 又は会派に所属していない議員に対して政務活動費を交付する。

＜令和２年度実施内容＞
 ○政務活動費の交付
 100,000円×17人

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 1,700

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

01款 01項 01目 000200000事業 政務活動費
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款 01 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

議会費 項 議会費 01 議会費 所属 0104010000-0000 議会事務局

事　　業

0003 公用車管理費(議会事務局) (簡略番号：000022) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 177

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 177

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 77 市民の代表である市議会議員の活動が円滑かつ適正に行われるとともに、
 効率的で開かれた議会の運営ができる環境の充実
 概  要  02 議員活動の支援の実施
 事  務  01 正副議長の活動支援

＜事業の目的＞

節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
05 災害補償費 20

 議長の公務活動に必要な車両を適正に維持管理する。

＜事業の概要＞
 議長の公務活動に必要な車両を適正に維持管理する。

＜令和２年度実施内容＞
 ○議長車の管理
 議長車（クラウン）車検

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 106 25 寄附金
11 役務費 38 26 公課費 33
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 177

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

01款 01項 01目 000300000事業 公用車管理費(議会事務局)
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款 01 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

議会費 項 議会費 01 議会費 所属 0104010000-0000 議会事務局

事　　業

0004 議会情報発信費 (簡略番号：000027) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 9,510

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 9,510

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 77 市民の代表である市議会議員の活動が円滑かつ適正に行われるとともに、
 効率的で開かれた議会の運営ができる環境の充実
 概  要  01 開かれた議会の推進
 事  務  02 議会情報の公開

＜事業の目的＞

節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
05 災害補償費 20

 議会の公正性及び透明性を確保するため、議会の情報発信を行い、市民に開かれた議会を
 目指す。

＜事業の概要＞
 本会議及び常任委員会の会議録作成に伴う反訳業務の委託、年４回の本会議の映像配信業
 務、年４回の議会広報誌の発行業務を行い、議会の情報を広く発信する。

＜令和２年度実施内容＞
 ○情報発信に伴う各種業務
 議会だより発行、会議録反訳業務委託、議会映像配信業務委託、託児委託、会議録検索シ
 ステム管理運用業務委託

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 1,857 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 7,653 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 賃金
15 原材料費 合　計 9,510

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

01款 01項 01目 000400000事業 議会情報発信費
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款 01 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

議会費 項 議会費 01 議会費 所属 0104010000-0000 議会事務局

事　　業

0006 議会会議費 (簡略番号：011318) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 4,576

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 4,576

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 77 市民の代表である市議会議員の活動が円滑かつ適正に行われるとともに、
 効率的で開かれた議会の運営ができる環境の充実
 概  要  01 開かれた議会の推進
 事  務  01 本会議・委員会等の運営

＜事業の目的＞

節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費 202
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
05 災害補償費 20

 議員及び議会の活動の支援、円滑かつ適正な議会運営を図る。

＜事業の概要＞
 こども議会の開催、ペーパーレス会議の運営、他市議会視察受け入れなど、議員、議会活
 動の支援や、円滑な議会運営を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ○議会運営に係る各種経費
 こども議会記念品、ペーパーレス会議システム（利用者講習会謝礼、システム使用料）、
 普通旅費、議長交際費、消耗品、視察対応茶菓子等、タブレット端末（通信料、借上料）
 、会場使用料、自動車借上料、図書購入費 他

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 313
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 88 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 559 23 投資及び出資金
09 交際費 300 24 積立金
10 需用費 392 25 寄附金
11 役務費 1,174 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 1,548 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 4,576

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

01款 01項 01目 000600000事業 議会会議費
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款 01 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

議会費 項 議会費 01 議会費 所属 0104010000-0000 議会事務局

事　　業

0007 議会研修等負担金 (簡略番号：011257) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,707

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 1,707

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 77 市民の代表である市議会議員の活動が円滑かつ適正に行われるとともに、
 効率的で開かれた議会の運営ができる環境の充実
 概  要  02 議員活動の支援の実施
 事  務  03 現職議員の支援

＜事業の目的＞

節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金 782
19 扶助費

05 災害補償費 20

 調査事件に係る情報収集、及び議会の運営と市政各般の事項を調査研究することや、各市
 議会議長会や協議会に参加し、他の市議会等との情報交換や交流を図る。

＜事業の概要＞
 議会運営委員会・常任委員会の視察研修を実施し、調査事件に係る情報収集、及び議会の
 運営と市政各般の事項を調査研究する。
 他の市議会等との情報交換や交流のため、各市議会議長会や協議会に参加する。

＜令和２年度実施内容＞
 ○議員研修に伴う研修の実施
 各委員会視察研修（議会運営委員会・各常任委員会）、議員研究会の開催経費
 ○各議長会・協議会等への負担金の支払い
 各市議会議長会負担金（全国・東海・県・県西部地区）、全国自治体病院経営都市議会協
 議会・全国高速自動車道市議会協議会及び全国広域連携市議会協議会の負担金

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 100 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 825 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 1,707

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

01款 01項 01目 000700000事業 議会研修等負担金
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款 02 06 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 監査委員費 01 監査委員費 所属 0105010000-0000 監査委員事務局

事　　業

0001 監査費 (簡略番号：001767) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,320

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 1,320

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 55 公正で合理的かつ効率的な行財政運営に資する
 概  要  01 適正な監査等の実施
 事  務  01 定期監査・決算審査等の実施

＜事業の目的＞
 公正で合理的かつ効率的な行政運営を図るため、適正な監査・検査・審査を実施する。

節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
05 災害補償費 20

＜事業の概要＞
 定期監査、財政援助団体等の監査、例月出納検査、決算審査等を実施する識見監査委員と
 議会選出監査委員の報酬。

＜令和２年度実施内容＞
 ・定期監査の実施
 ・財政援助団体等の監査の実施
 ・例月出納検査の実施
 ・決算審査等の実施

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 1,320
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 1,320

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

02款 06項 01目 000100000事業 監査費
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款 02 06 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

総務費 項 監査委員費 01 監査委員費 所属 0105010000-0000 監査委員事務局

事　　業

0002 監査事務費 (簡略番号：001772) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 556

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 556

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 55 公正で合理的かつ効率的な行財政運営に資する
 概  要  05 監査水準と能力の向上
 事  務  01 研修会・研究会の参加

＜事業の目的＞
 各都市監査委員会が主催する総会及び研修会等に参加し、監査委員及び職員の能力向上を

節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金 114
19 扶助費

05 災害補償費 20

 図るとともに情報交換による知識の習得に努める。

＜事業の概要＞
 監査委員と職員が参加する各都市監査委員会が主催する研修会・研究会（全国、東海地区
 、東海・近畿・北陸三地区共催、静岡県）にかかわる旅費及び負担金。

＜令和２年度実施内容＞
 ・各都市監査委員会総会、研究会・研修会へ参加
 ※全国（広島市）、東海地区（富士市）、東海・近畿・北陸三地区共催（金沢市）、静岡
 県（沼津市）
 ・監査事務消耗品費

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 430 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 12 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 556

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

02款 06項 01目 000200000事業 監査事務費
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歳入 （単位：千円）

R2 R1

18 1 2 1 利子及び配当金 会計課 会計課 1,096 1,109 ▲ 13

●財政調整基金積立金利子　267千円
「特財（その他）」
　基金の運用による利子
　対象元金×年利率見込×平均期間
　2,670,564,767円×0.01％×365/365≒267,000円
　＜充当先＞2.1.3.1（財政調整基金費【会計課】）　267千円
●減債基金積立金利子　１千円
「特財（その他）」　基金の運用による利子
　対象元金×年利率見込×平均期間
　2,443,274円×0.01％×365/365≒244円
　＜充当先＞2.1.3.1（財政調整基金費【会計課】）　244円
●株配当金　828千円
「一財」
　静岡銀行他市保有株式等の配当見込額　828,707円

21 1 1 1 前年度繰越金 会計課 会計課 200,000 200,000 0
前年度繰越金　200,000千円
「一財」
　前年度繰越金見込額

22 2 1 1 預金利子 会計課 会計課 14 64 ▲ 50

預金利子【会計課】　14千円
「一財」
　・歳計現金の預金利息
　　元金(年平均）×年率（年平均）
　　800,000,000円×0.001％＝8,000円
　・短期預金利息
　　元金×年率×期間
　　300,000,000円×0.02％×120/365≒19,000円
　　一般会計案分率35％　19,000円×0.35≒6,000円

22 5 2 1 総務費雑入 会計課 会計課 210 190 20

県証紙売捌手数料【会計課】　210千円
「特財（その他）」
　静岡県収入証紙の売捌手数料（購入代金（歳計外会計支出）×0.0330）
　支出見込額6,370,000円×0.0330≒210,000円
　＜充当先＞2.1.4.1（会計管理費）　210千円

201,320 201,363 ▲ 43

説　　　　　　　　明

歳入合計

節 節名称
所属名称 当　初

予算額
前年度
予算額

差　額目款 項
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※担当課の省略表記は以下のとおり

部名
総務部 健康福祉部 教育文化部

秘広課 ･･･　秘書広報課 長介課 ･･･　長寿介護課 教総課 ･･･　教育総務課
地支課 ･･･　地域支援課 健づ課 ･･･　健康づくり課 学教課 ･･･　学校教育課

危機管理部 こども未来部 社教課 ･･･　社会教育課
危管課 ･･･　危機管理課 こ政課 ･･･　こども政策課 消防本部

企画財政部 子応課 ･･･　子育て応援課 消本部 ･･･　消防本部
企政課 ･･･　企画政策課 建設経済部 議会事務局

生活環境部 都計課 ･･･　都市計画課 議事局 ･･･　議会事務局
環推課 ･･･　環境推進課 商観課 ･･･　商工観光課 監査委員事務局
下水課 ･･･　下水道課 茶振課 ･･･　茶業振興課 監委事 ･･･　監査委員事務局
小市課 ･･･　小笠市民課
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