
国民健康保険事業特別会計予算



注)金額の単位は､千円とする｡



平成23年度大津市国民健康保険事業特別会計(事業勘定)歳入歳出予算事項別明細書

1　歳　　　入

款項 冉��本年度 ����7��比較 �������k��
区分 仞�ｧ｢�

1国民健康保険料 1国民健康保険料 ��ﾙLｩNﾙ]ｸﾊ�"�ﾙ�j�(ﾔ饐ｸﾊ���6,344,516 澱ﾃCコﾃsc��△141,245 ��ﾋｹD饂｢�)�右ｸﾄｨ掠Z｢�8櫁ﾎﾉEｹWHｾ�Z｢�ﾋｹD饂｢�H櫁ﾎﾉEｹWHｾ�Z｢��右ｸﾄｨ掠Z｢�Xﾎ8ｯｨﾘ)~竟"�辷�ｾ�ZｨﾋｹD饂｢�hﾎ8ｯｨﾘ)~竟(辷腕�ｾ�Zｩ�右ｸﾄｨ掠Z｢�4,281,198 157,078 478,879 22,656 1,372,855 31,850 ��

2退職被保険者等 国民健康保険料 田cRﾃ����584,417 塔�ﾃs���1現年分 2滞納線越分 3介護納付金分 現年分 4介護納付金分 滞納繰越分 5後期高齢者 支援金分現年分 6後期高齢者支援 金分滞納繰越分 鼎��ﾃscr�ﾆﾂﾃsS����rﾃSs��"ﾃCS���#津sCR��ﾃ���� 
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2国民健康保険税 1国民健康保険税 ��自LｩNﾙ]ｸﾊ�"�ﾙ�j�(ﾔ饐ｸﾊ��R�1,750 釘ﾃS���△2,750 ���右ｸﾄｨ掠Z｢�(櫁ﾎﾉEｹWHｾ�Z｢��右ｸﾄｨ掠Z｢�1,650 100 ��

2退職被保険者等 国民健康保険税 鉄��503 ��#CS2�1滞納繰越分 2介護納付金分 滞納繰越分 鼎����� 

3使用料及び手数料 1手数料 ��<)�8詹�I{��3,314 �2ﾃ3�B�0 ��<)�8詹�I{��3,314 ��

2文書交付手数料 ��R�15 ���1診療報酬明細書 等交付手数料 ��R� 

4国庫支出金 1国庫負担金 2国庫補助金 ��|9wｸｸｹWIN�9��X�%8ｾ��5,054,684 迭ﾃ�s�ﾃc�"�△15,928 ��ﾋｹD饂｢�5,054,684 ��

2高額医療費 共同事業負担金 ��c�ﾃs���185,264 ��##2ﾃSc2�1高額医療費 共同事業費負担金 ��c�ﾃs��� 

3特定健診保健 指導負担金 鼎津C途�47,361 �"ﾃ�3b�1特定健診保健 指導負担金 鼎津C途� 

1財政調整交付金 ��ﾃ3cRﾃピr�1,406,371 ��#C�ﾃC釘�1普通調整交付金 2特別調整交付金 ��ﾃ3c�ﾃ3sr�BﾃS��� 

2出産育児一時金 補助金 唐ﾃcC��0 唐ﾃcC��1出産育児一時金 補助金 唐ﾃcC�� 



5療養給付費交付金 1療養給付費 交付金 ��|9wｸｸｹWIN��WHｾ��1,310,600 塔Crﾃ33��463,261 ��ﾋｹD饂｢�1,310,600 ��

6前期高齢者交付金 1前期高齢者 交付金 ����ｨﾘ)~竟(ﾏ�WHｾ��7,830,918 途ﾃ#�"ﾃ都r�627,941 ��ﾋｹD饂｢�7,830,918 ��

7県支出金 1県負担金 2県補助金 ��ﾘ(ｧｨ�9|9N�I:��馼ｼiN��%8ｾ��161,701 ��コﾃ#cR�△23,564 ��ﾘ(ｧｨ�9|9N�I:��馼ｼiN��%8ｾ��161,701 ��

2特定健診保健 指導負担金 鼎津C途�47,361 �"ﾃ�3b�1特定健診保健指 導負担金 鼎津C途� 

1県補助金 �3�ﾃ����27,000 �2ﾃ����1県補助金 �3�ﾃ���� 

2財政調整交付金 ��ﾃ�SRﾃ3SB�1,043,948 免ﾂﾃC�b�1財政調整交付金 ��ﾃ�SRﾃ3SB� 

8共同事業交付金 1共同事業交付金 ��ﾘ(ｧｨ�9|9N��ｺI:�hｼhﾏ�WHｾ��663,002 都srﾃ#s"�△114,270 ��ﾘ(ｧｨ�9|9N��ｺI:�hｼhﾏ�WHｾ��663,002 ��

2保険財政共同安 定化事業交付金 �"ﾃ�#Rﾃs�r�3,032,166 ��##�bﾃCS��1保険財政共同安 定化事業交付金 �"ﾃ�#Rﾃs�r� 

9財産収入 1財産運用収入 ��y育�ｷ�-�Gｩ9hｾ��905 ��ﾃC���△495 ��y育��?ﾂ�905 ��

10繰入金 �� �� �� ��
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1繰入金 ��ﾄｩ?ﾈｾ��1,577,000 ��ﾃS�Rﾃ����62,000 ��]ｸﾊ��侏瓜｢�]ｸﾊ�餉R���.案ｩ?ﾈｾ��)�X醜ｸｹu餒�9��ﾄｩ?ﾈｾ��8�蝎N�9估ｩ?ﾈｾ��I]ｸﾊ�(辷�Z｢�]ｸﾊ�餉R���.案ｩ?ﾈｾ��X+ｸ,ﾉ�ﾈ自Lｨ檍ﾇb�ﾄｩ?ﾈｾ��830,000 137,547 115,200 200,000 294,253 ��

11繰越金 1繰越金 ��ﾄｨ葎ｾ��300,000 ��ﾃ����299,000 ��ﾄｨ葎ｾ��300,000 ��

12諸収入 1延滞金､加算金 及び過料 2雑入 ��自LｩNﾙ]ｸﾊ�"�露�粟��100 �����0 ��自LｩNﾙ]ｸﾊ�"�露�粟��100 ��

2退職被保険者等 延滞金 鉄��50 ���1退職被保険者等 延滞金 鉄�� 

3一般被保険者 加算金 ���1 ���1一般被保険者 加算金 ��� 

4退職被保険者等 加算金 ���1 ���1退職被保険者等 加算金 ��� 

1一般被保険者 第三者納付金 ���ﾃ����10,000 ���1-般被保険者 第三者納付金 ���ﾃ���� 

2退職被保険者等 第三者納付金 迭ﾃ����5,000 ���1退職被保険者等 第三者納付金 迭ﾃ���� 



3-般被保険者 返納金 鉄���500 ���1一般被保険者 返納金 鉄��� 

4退職被保険者等 返納金 ���1 ���1退職被保険者等 返納金 ��� 

5保険料等 末還付金戻入 ��ﾃ����1,000 ���1保険料等 未還付金戻入 ��ﾃ���� 

6雑入 鉄���10,501 ��#��ﾃ����1指定公費負担金 ?柵入 鉄����� 

計 �29,477,000 �#づC澱ﾃ����981,000 �� ��

2　歳　　　出

款項 冉��本年度 ����7��比較 �������k��
区分 仞�ｧ｢�

1総務費 1総務管理費 ��自LｨｬyyﾙN��340,398 �3ビﾃ�S��△46,660 緬_�ﾘB�27,687 ���ﾉ�X醜ｸｹu餒����ﾂ��3rﾃSCr�

2給料 3職員手当等 4共済費 田bﾃ����S�ﾃ����#Rﾃ#3b�2管理運営事業費202,851 (需用費内訳) 

7賃金 釘ﾃ�s"�消耗品費6,590燃料費72 

8報償費 ��ﾃ�S2�印刷製本費7,035修繕料40 
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2徴収費 3運営協議会費 �� �� 等{yN��93 忠o�k�N�>�o2��

11需用費 ��2ﾃs3r�通信運搬費34,154手数料8,637 

12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 18備品購入費 19負担金､補助 及び交付金 23償還金､利子 及び割引料 鼎"ﾃ����3"ﾃャ��3づc���3��3rﾃイR����保険料18 

2連合会負担金 �#づsSB�35,272 ��#bﾃS���19負担金､補助 及び交付金 �#づsSB�1国保連合会負担金28,754 

1滞納処分費 �#2ﾃ#�"�6,986 ��bﾃ##b�l報剛 4共済費 8報償費 唐ﾃ�ィ��ﾃ�sR�C���1保険料滞納処分費23,212 (需用費内訳) 

9旅費 鉄��印刷製本費555 

11需用費 鉄SR�(役務費内訳) 

12役務費 14使用料及び賃借料 唐ﾃ�釘�BﾃSsB�通信運搬費8,139手数料55 

*納入奨励費 ���26,808 ��##bﾃ���� �� 

1運営協議会費 田�b�412 ��釘�l報剛 9旅費 11需用費 鉄c"�ﾆﾂ��2�1運営協議会運営費606 (需用費内訳) 



14使用料及び賃借料 �#��食糧費13 

2保険給付費 1療養諸費 2高額療養費 ��自LｩNﾙ]ｸﾊ�"�|9wｸｸｹWIN��16,344,146 ��Rﾃ鉄Rﾃc���388,455 ��儿�%8ｾ�I^(��ｷ�-�ﾏ�WHｾ��16,344,146 ��自LｩNﾙ]ｸﾊ�)|9wｸｸｹWH馼ｼiN��bﾃ3CBﾃ�Cb�

2退職被保険者等 療養給付費 ��ﾃ3ィﾃC#r�1,108,800 �#sRﾃc#r�19負担金､補助 及び交付金 ��ﾃ3ィﾃC#r�1退職被保険者等療養給付事業費1,384,427 

3一般被保険者 療養費 �#�津c���201,617 ��づ�s2�19負担金､補助 及び交付金 �#�津c���1一般被保険者療養費支給事業費219,690 

4退職被保険者等 療養費 ��づC���ll,904 澱ﾃSsb�19負担金､補助 及び交付金 ��づC���1退職被保険者等療養費支給事業費18,480 

5審査支払手数料 鉄bﾃ#32�61,362 ��#Rﾃ�#��12役務費 鉄bﾃ#32�1医療費請求書審査支払手数料56,233 (役務費内訳) 手数料56,233 

1-般被保険者 高額療養費 ��ﾃ�3�ﾃ#cr�1,684,800 �#CRﾃCcr�19負担金､補助 及び交付金 ��ﾃ�3�ﾃ#cr�1-般被保険者高額療養費給付金1,930,267 

2退職被保険者等 高額療養費 ���"ﾃ�3"�133,049 鼎津s�2�19負担金､補助 及び交付金 ���"ﾃ�3"�1退職被保険者等高額療養費給付金182,832 

3-般被保険者高額 ��ﾃ����9,500 ��#づS���19負担金､補助 ��ﾃ����1一般被保険者高額介護合算療養費1,000 

介護合算療養費 劔及び交付金 刹虚t金 

4退職被保険者等高 鉄���500 ���19負担金､補助 鉄���1退職被保険者等高額介護合算療養費500 

額介護合算療養費 劔及び交付金 刹虚t金 
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3移送費 4諸給付費 ��自LｩNﾙ]ｸﾊ�"�昆�yN��200 �#���0 ��儿�%8ｾ�I^(��ｷ�-�ﾏ�WHｾ��200 ��自LｩNﾙ]ｸﾊ�(昆�yN�#���

■2退職被保険者等 移送費 �#���200 ���19負担金､補助 及び交付金 �#���1退職被保険者等移送費200 

1出産育児一時金 ����ﾃS3��141,611 �3津�#��12役務費 19負担金､補助 及び交付金 涛�����ﾃCC��1出産育児一時金181,531 (役務費内訳) 手数料91 

2葬祭費 ��津����18,600 ��ﾃ#���19負担金､補助 及び交付金 ��津����1葬祭費19,800 

3老人保健拠出金 1老人保健拠出金 ����ﾉ]ｸﾉ(�9|9N��ｹ(�ｾ��2,575 塔bﾃcs��△84,103 ��儿�%8ｾ�I^(��ｷ�-�ﾏ�WHｾ��2,575 ����ﾉ]ｸﾉ(�9|9N�(�ｾ�"ﾃSsR�

2老人保健事務費 拠出金 �#�b�215 ��#��19負担金､補助 及び交付金 �#�b�1老人保健事務費拠出金206 

4前期高齢者納付金 1前期高齢者 納付金 ����ｨﾘ)~竟)EｹWHｾ��10,223 途ﾃc�B�2,619 ��儿�%8ｾ�I^(��ｷ�-�ﾏ�WHｾ��10,223 ����ｨﾘ)~竟)EｹWHｾ���ﾃ##2�

5後期高齢者支援金 1後期高齢者 支援金 ��ﾎ8ｯｨﾘ)~竟(辷�ｾ��3,526,990 �2ﾃ#C津s#��277,270 ��儿�%8ｾ�I^(��ｷ�-�ﾏ�WHｾ��3,526,990 ��ﾎ8ｯｨﾘ)~竟(辷�ｾ�2ﾃS#bﾃ涛��

6病床転換支援金 �� �� �� ��



1病床転換支援金 ��V���5ﾘｫx辷�ｾ��1 �3cb�△365 ��儿�%8ｾ�I^(��ｷ�-�ﾏ�WHｾ��1 ��V���5ﾘｫx辷�ｾ���

7共同事業拠出金 1共同事業拠出金 ��ﾘ(ｧｨ�9|9N�(�ｾ��646,820 都C�ﾃ�sR�△94,255 ��儿�%8ｾ�I^(��ｷ�-�ﾏ�WHｾ��646,820 ��ﾘ(ｧｨ�9|9N�(�ｾ�cCbﾃ�#��

2保険財政共同安 定化事業拠出金 �"ﾃs3�ﾃcC2�2,926,065 ��#�釘ﾃC#"�19負担金､補助 及び交付金 �"ﾃs3�ﾃcC2�1保険財政共同安定化事業拠出金2,731,643 

3その他共同事業 事務費拠出金 ��R�15 ���19負担金､補助 及び交付金 ��R�1その他共同事業事務費拠出金15 

8保健事業費 1保健事業費 ���V�uﾉf丑��331,666 �3#づ��B�3,562 ��_���1,222 ��]ｸﾉ(馼ｼiN�bﾃ#sb�

7賃金 8報償費 9旅費 釘ﾃ��2��32����2特定健診.保健指導事業費255,390 (需用費内訳) 

11需用費 ��ﾃS#��消耗品費209印刷製本費1,319 

12役務費 �#"ﾃピB�(役務費内訳) 

13委託料 19負担金､補助 及び交付金 23償還金､利子 及び割引料 �#C�ﾃS�r�S津C������通信運搬費15,976手数料6,898 

9介護納付金 1介護納付金 ��櫁ﾎﾉEｹWHｾ��1,448,502 ��ﾃ3#Bﾃ#���124,291 ��儿�%8ｾ�I^(��ｷ�-�ﾏ�WHｾ��1,448,502 ��櫁ﾎﾉ]ｸﾊ�ｹWHｾ��ﾃCCづS�"�
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10基金積立金 1基金積立金 ��ｮ霎���xｾ��905 ��ﾃC���△495 �#Y��xｾ��905 ��ｮ霎���xｾ���R�

11諸支出金 1償還金及び ��自LｩNﾙ]ｸﾊ�"�22,000 �#"ﾃ����0 �#8�ｭ(ｾ�Iy育��22,000 ��暹D�7茨ｹ?ﾈ自LｩNﾙ]ｸﾊ�)]ｸﾊ��(��#"ﾃ����

還付加算金 2線出金 兢ｸﾊ��)WHｾ��劍ｷ�-�ｨH初{��兢Hｭ(ｾ��

2退職被保険者等 ��ﾃsS��1,750 ���23償還金､利子 ��ﾃsS��1過年度収入退職被保険者等保険料(税)1,750 

保険料還付金 劔及び割引料 剳ﾔ還金 

3償還金 �3��31 ���23償還金､利子 及び割引料 �3��1療養給付費等返還金31 

1線出金 ��づ����19,000 ��#�ﾃ����28線出金 ��づ����1直営診療施設勘定繰出金18,000 

12公債費 1公債費 ��ﾋ8ｾ��1,058 ��ﾃ����50 �#8�ｭ(ｾ�Iy育��ｷ�-�ｨH初{��1,058 ���8ﾜ(ﾋ8ｾ��ｭ(ｾ��ﾃ�S��

2利子 �33��388 ��#C��23償還金､利子 及び割引料 �33��1市債利子339 

13予備費 1予備費 ��uﾉOYN��2,000 �"ﾃ����0 �� ��

計 �29,477,000 �#づC澱ﾃ����981,000 �� ��



地方債の平成21年度末における現在高並びに平成22年度末

及び平成23年度末における現在高の見込みに関する調書

区分 兌ﾙ�ﾃ#�D�7永b�ﾋｸﾝﾘﾘ"�平成22年度末 現在高見込額 唳[ﾙ�ﾃ#9D�7�(i�ﾘﾋ位俛��兌ﾙ�ﾃ#9D�7永b�ﾋｸﾝﾘﾘ(ﾊ俛隗｢�平成23年度中 起債見込額 兌ﾙ�ﾃ#9D�7�(b�ﾋ8ｾ��ｭ(ﾊ俛隗｢�

1病院事業債 唐ﾃ#C2�7,235 ��1,058 澱ﾃ�sr�

(1)へき地診療所建設事業債 唐ﾃ#C2�7,235 ��1,058 澱ﾃ�sr�

合計 唐ﾃ#C2�7,235 ��1,058 澱ﾃ�sr�
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給　　与　　費　　明　　細　　書

1　特　別　職

区分 剞E員数 (人) 从ｹu餒��劔仄Hﾜ���合計 儖Xﾖﾂ�

報酬 从ｹ{��期末手当 �&闔h詹9b�通勤手当. 佗b�

本年度 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の特別職 �3��37,655 �� �� �3rﾃcSR�4,993 鼎"ﾃcC�� 

計 �3��37,655 �� �� �3rﾃcSR�4,993 鼎"ﾃcC�� 

前年度 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の特別職 �3B�29,574 �� �� �#津SsB�3,597 �32ﾃ�s�� 

計 �3B�29,574 �� �� �#津SsB�3,597 �32ﾃ�s�� 

比較 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の特別職 釘�8,081 �� �� 唐ﾃ����1,396 湯ﾃCsr� 

計 釘�8,081 �� �� 唐ﾃ����1,396 湯ﾃCsr� 



2　一　般　職

(1)総　　　括
(　)内　短時間勤務職員の外数

区分 ��X什�B���ﾂ��給与費 劍ｺHﾜ���合計 儖Xﾖﾂ�

給料 ��X醜詹9b�計 

本年度 茶������66,118 鉄�ﾃ����116,129 �#�ﾃC���137,547 ��

前年度 茶������66,330 鼎づS3��114,861 �#�ﾃC�R�135,266 ��

比較 ��△212 ��ﾃC���1,268 ��ﾃ��2�2,281 ��

職員手当 の内訳 仞iZ｢�扶養手当 �&闔h詹9b�住居手当 �,ｨｼ韶�9b�特殊勤務手当 倬隴H､�駝�詹9b�本年度 ��ﾃccr�6,779 ��ﾃS���2,843 澱�6,719 

前年度 ��ﾃsCR�6,127 涛�b�2,724 澱�5,062 

比較 ��#s��652 田cB�119 ��1,657 

宿日直手当 亶�?ｨｼ駝�詹9b�管理職手当 弍ｩihｼ饐x詹9b�児童手当 倡�,x.�詹9b�備考 

36 �#"�3,161 �#Rﾃャ�� ��ﾃ3��� 

44 �#"�3,488 �#bﾃ涛2�808 鉄澱� 

△8 ��△327 ��#�ﾃ��2�△808 都#"� 
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(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区分 ��ﾘﾋ逢｢�増減事由別内訳 ���k��備考 

給料 ��##�"�昇給に伴う増加分280 ��平均昇給率1.4% 昇給対象者数17人 

その他の増減分△492 ��X醜,ﾉ¥�:�,佛x.��ﾘﾋ瓜ｨ�#C�"�職員の状況 現に在職する職員数その他計 本年度18人人18人 前年度18人人18人 採用､退職等の状況 退職1人会計間異動1人 

職員手当 ��ﾃC���制度改正に伴う増減分983 �&闔h詹9ccs��ｯｩihｼ饐x詹9c#3R���,x.�詹9cs�� 

その他の増減分497 傴虻ｸ,僵ｨ*I�ﾘ��Z｣#��+ｸ,ﾉ�ﾉ�ﾘﾋ瓜｣Cc�� 



(3)給料及び職員手当の状況

ア　職員1人当たり給与

区分 刪齡ﾊ行政職 

23年1月1日 現在 兌ﾘｼ�ｹ{�隗｢�竰�297,427 

平均給与月額(円) �3s�ﾃs#��

平均年齢(読) �3偵2�

22年1月1日 現在 兌ﾘｼ�ｹ{�隗｢�竰�272,819 
平均給与月額(円) �3Cbﾃ����

平均年齢(読) 鼎����

イ　初　任　給

一般会計給与費明細書の初任給と同じ｡ (P. 227参照)

ウ　級別職員数

区分 ��Yk�,ﾈｸ��般行政職 
職員数(人) 俔ﾉ�ﾉNB３��

23年1月1日 現在 湯� ��

8 �� 

7 �� 

6 �"�ll.1 

5 迭�27.8 

4 �"�ll.1 

3 迭�27.8 

2 釘�22.2 

1 �� 

計 ����100.0 

22年1月1日 現在 湯� ��

8 ���5.6 

7 �� 

6 �"�ll.1 

5 迭�27.8 

4 ���5.6 

3 釘�22.1 

2 迭�27.8 

1 �� 

計 ����100.0 

(級別の標準的な職務内容)

一般会計給与費明細書の職務内容と同じ｡ (P. 229参照)
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エ　昇　　　給

区分 劔�X霻�区分 劔�X霻�一般行政職 劔一般行政職 

本 年 皮 ��X什�B��忠�ﾂ������前 年 皮 ��X什�B��忠�ﾂ������昇給に係る職員数(B)(人) �17 剌ｸ給に係る職員数(B)(人) �16 

号給数別内訳 �(ﾘhｸｲ��ﾂ�� 剄�巨舶ﾊ内訳 �(ﾘhｸｲ��ﾂ��1 
4号給(人) ��b��4号給(人) ��R�

6号給(人) ���6号給(人) ��

8号給(人) ����8号給(人) ��

比率(B)/(A)(%) �94.4 剩范ｦ(B)/(A)(%) �88.9 

オ　期末手当･勤勉手当

一般会計給与費明細書の期末手当､勤勉手当と同じ｡ (P. 230参照)

カ　地域手当

一般会計給与費明細書の地域手当と同じ｡ (P. 231参照)

キ　その他の手当

一般会計給与費明細書のその他の手当と同じ｡ (P. 232参照)



平成23年度大津市国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)歳入歳出予算事項別明細書

1　歳　　　入

款項 冉��本年度 ����7��比較 �������k��
区分 仞�ｧ｢�

1診療報酬 1診療報′酬 ��ﾙ�]ｹ�i|9_���1,700 ��ﾃゴ��△150 ��ﾋｹD饂｢�1,700 ��

2社会保険診療報酬 �3c��400 ��#C��1現年分 �3c�� 

3老人保健診療報酬 ���1 ���1現年分 ��� 

4後期高齢者 診療報酬 釘ﾃsS"�4,500 �#S"�1現年分 釘ﾃsS"� 

5その他診療報酬 都#��750 ��#3��1現年分 都#�� 

6一部負担金 ��ﾃ#���1,201 ���1現年分 2介護給付分 現年分 ��ﾃ#����� 

7介護報酬 ���1 ���1現年分 ��� 

2使用料及び手数料 1使用料 2'手数料 ��諍w�{��1 ���0 ��諍w�{��1 ��

1手数料 �#��30 ��#"�1手数料 �#�� 
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3繰入金 1繰入金 ��馼ｼhｪ�.案ｩ?ﾈｾ��18,000 ��津����△1,000 ��馼ｼhｪ�.案ｩ?ﾈｾ��18,000 ��

4繰越金 1繰越金 ��ﾄｨ葎ｾ��1,000 ��ﾃ����0 ��ﾄｨ葎ｾ��1,000 ��

5諸収入 1雑入 ��艙?ﾂ�236 �#cb�△30 ��艙?ﾂ�236 ��

計 �28,000 �#津����△1,000 �� ��

2　歳　　　出

款項 冉��本年度 ����7��比較 �������k��
区分 仞�ｧ｢�

1診療施設費 1葛川診療所費 ��ｬyyﾙN��22,675 �#"ﾃcS��24 緬_�ﾘB�12,397 ���X醜ｸｹu餒���ﾂ途ﾃSC��

2給料 3職員手当等 4共済費 釘ﾃ����"ﾃ�����ﾃcc"�2●診療所運営費15,135 (需用費内訳) 

8報償費 �#�r�消耗品費104燃料費135 

9旅費 塔"�食糧費8光熱水費286 

11需用費 田#2�修繕料90 



12役務費 鉄cB�(役務費内訳) 

13委託料 田#��通信運搬費61手数料486 

14使用料及び賃借料 18備品購入費 19負担金､補助 及び交付金 �3��s��#�"�保険料17 

2医業費 迭ﾃ##R�6,249 ��#�ﾃ�#B�11需用費 18備品購入費 迭ﾃ�コ�C��1医薬事業費5,225 (需用費内訳) 消耗品費70医薬材料費5,115 

2予備費 1予備費 ��uﾉOYN��100 �����0 �� ��

計 �28,000 �#津����△1,000 �� ��
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給　　与　　費　　明　　細　　書

1　特　別　職

区分 剞E員数 (人) 从ｹu餒��劔仄Hﾜ���合計 儖Xﾖﾂ�

報酬 从ｹ{��期末手当 �&闔h詹9b�通勤手当 佗b�

本年度 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の特別職 �"�12,397 �� �� ��"ﾃ3途�332 ��"ﾃs#�� 

計 �"�12,397 �� �� ��"ﾃ3途�332 ��"ﾃs#�� 

前年度 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の特別職 �"�12,521 �� �� ��"ﾃS#��315 ��"ﾃ�3b� 

計 �"�12,521 �� �� ��"ﾃS#��315 ��"ﾃ�3b� 

比較 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の特別職 ��△124 �� �� ��#�#B�17 ��#��r� 

計 ��△124 �� �� ��#�#B�17 ��#��r� 



2　一　般　職

(1)総　　　括
(　)内　短時間勤務職員の外数

区分 ��X什�B���ﾂ��給与費 劍ｺHﾜ���合計 儖Xﾖﾂ�
給料 ��X醜詹9b�計 

本年度 茶�����4,110 �"ﾃ����6,210 ��ﾃ33��7,540 ��

前年度 茶�����3,992 �"ﾃ�sR�6,067 ��ﾃ##r�7,294 ��

比較 ��118 �#R�143 ���2�246 ��

職員手当 の内訳 仞iZ｢�地域手当 �,ｨｼ韶�9b�時間外勤務手当 弍ｩihｼ饐x詹9b�備考 本年度 鼎���53 唐�1,628 ��

前年度 �3c��53 ��b�1,646 ��

比較 鉄�� ��#��△18 ��
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(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区分 ��ﾘﾋ逢｢�増減事由別内訳 ���k��備考 

給料 �����昇給に伴う増加分24 ��平均昇給率1.4% 昇給対象者数1人 

その他の増減分94 ��X醜,ﾉ¥�:�,佛x.��ﾘﾋ瓜｣釘�職員の状況 現に在職する職員数その他計 本年度1人人1人 前年度1人人1人 

職員手当 �#R�制度改正に伴う増減分56 �&闔h詹9cC��ｯｩihｼ饐x詹9c�R� 

その他の増減分△31 傴虻ｸ,僵ｨ*I�ﾘ��Z｣"�+ｸ,ﾉ�ﾉ�ﾘﾋ瓜ｨ�#32� 



(3)給料及び職員手当の状況

ア　職員1人当たり給与 ウ　級別職員数

区分 刹Z能労務職 

23年1月1日 現在 兌ﾘｼ�ｹ{�隗｢�竰�340,500 

平均給与月額(円) �3sRﾃSCR�

平均年齢(読) 鼎�繧�

22年1月1日 現在 兌ﾘｼ�ｹ{�隗｢�竰�330,600 
平均給与月額(円) �3cBﾃsSB�

平均年齢(歳) 鼎�繧�

イ　初　任　給

一般会計給与費明細書の初任給と同じ｡ (P. 227参照)

区分 ��Yk�,ﾈｸ��技能労務職 
職員数(人) 俔ﾉ�ﾉNB３��

23年1月1日 現在 �"�1 �������

1 �� 

計 ���100.0 

22年1月1日 現在 �"�1 �������

1 �� 

計 ���100.0 

(級別の標準的な職務内容)
一般会計給与費明細書の職務内容と同じ｡ (P. 229参照)
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エ　昇　　　給

区分 劔�X霻�区分 劔�X霻�
技能労務職 劔技能労務職 

本 年 皮 ��X什�B��忠�ﾂ�����前 年 皮 ��X什�B��忠�ﾂ�����昇給に係る職員数(B)(人) �1 剌ｸ給に係る職員数(B)(人) �1 

号給数別内訳 �(ﾘhｸｲ��ﾂ�� 剄�巨舶ﾊ内訳 �(ﾘhｸｲ��ﾂ�� 
4号給(人) ����4号給(人) ���

6号給(人) ���6号給(人) ��

8号給(人) ���8号給(人) ��

比率(B)/(A)(%) �100.0 剩范ｦ(B)/(A)(%) �100.0 

オ　期末手当･勤勉手当

一般会計給与費明細書の期末手当､勤勉手当と同じ｡ (P. 230参照)

カ　地域手当

一般会計給与費明細書の地域手当と同じ｡ (P. 231参照)

キ　その他の手当

一般会計給与費明細書のその他の手当と同じ｡ (P. 232参照)



一一-　　　　　L-L- '

罪



注)金額の単位は､千円とする｡



平成23年度大津市葬儀事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1　歳　　　入

款項 冉��本年度 ����7��比較 �������k��
区分 仞�ｧ｢�

1事業収入 1事業収入 ���(ｵh�?ﾂ�136,286 ��c2ﾃ#�"�△26,996 ���(ｾ�yw�{��)�(ｵh詹�I{��8��ｨ諍w�{��H憺�)�諍w�{��Xﾝh�ｨ諍w�{��40,900 8,190 22,781 62,432 1,983 ��

2使用料及び手数料 1使用料 ��ﾉｩZ域yw�{��393 �3�2�0 ��ﾉｩZ域yw�{��393 ��

2土地使用料 鉄��50 ���1土地使用料 鉄�� 

3繰入金 1繰入金 ��ﾄｩ?ﾈｾ��161,000 ��ッﾃ����△25,000 ��闔ｩLｨ檍ﾇhﾄｩ?ﾈｾ��161,000 ��

4繰越金 1繰越金 ��ﾄｨ葎ｾ��1,000 ��ﾃ�ﾃ����0 ��ﾄｨ葎ｾ��1,000 ��

5諸収入 1雑入 ��艙?ﾂ�271 �#sR�△4 ��艙?ﾂ�271 ��

計 �299,000 �3S�ﾃ����△52,000 �� ��
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款項 冉��本年度 ����7��比較 �������k��
区分 仞�ｧ｢�

1葬儀事業費 1葬儀事業費 ��自LｨｬyyﾙN��88,297 ���Bﾃc3r�△16,340 �(ｸｹ{��9�X醜詹9i9��B霄Hﾜ���40,369 34,766 13,162 ���X醜ｸｹu餒���ﾂ塔づ#途�

2葬儀事業費 田Rﾃ����72,465 ��#rﾃCcR�1報酬 4共済費 7賃金 迭ﾃS#B�イ��2ﾃ#3B�1葬儀事業運営費65,000 (需用費内訳) 

8報償費 �3S"�消耗品費11,608燃料費93 

9旅費 田B�食糧費13印刷製本費298 

11需用費 ��Rﾃ����光熱水費3,408修繕料390 

12役務費 田�2�(役務費内訳) 

13委託料 �3BﾃcC��通信運搬費412手数料62 

14使用料及び賃借料 15工事請負費 18備品購入費 19負担金､補助 及び交付金 27公課費 都���c途���2�B�"ﾃ3#��保険料129 

3火葬事業費 ��CBﾃs�2�172,898 ��##づ�迭�l報剛 湯ﾃ�3B�1火葬場維持管理運営費144,703 

出



4共済費 ��ﾃS�2�(需用費内訳) 

8報償費 鼎c��消耗品費2,794燃料費6,659 

9旅費 ��#b�食糧費66印刷製本費177 

11需用費 鼎づ��2�光熱水費26,496修繕料11,921 

12役務費 ��ﾃ#���(役務費内訳) 

13委託料 都"ﾃS�r�通信運搬費455手数料342 

14使用料及び賃借料 15工事請負費 18備品購入費 19負担金､補助 及び交付金 27公課費 ��ﾃ#CB�津����ccr�"����保険料412 

2予備費 1予備費 ��uﾉOYN��1,000 ��ﾃ����0 �� ��

計 �299,000 �3S�ﾃ����△52,000 �� ��
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給　　与　　費　　明　　細　　書

1　特　別　職

区分 剞E且数 (人) 从ｹu餒��劔仄Hﾜ���合計 儖Xﾖﾂ�

報酬 从ｹ{��期末手当 �&闔h詹9b�通勤手当 佗b�

本年度 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の特別職 澱�15,358 �� �� ��Rﾃ3S��2,353 ��rﾃs��� 

計 澱�15,358 �� �� ��Rﾃ3S��2,353 ��rﾃs��� 

前年度 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の特別職 澱�15,360 �� �� ��Rﾃ3c��2,329 ��rﾃcヲ� 

計 澱�15,360 �� �� ��Rﾃ3c��2,329 ��rﾃcヲ� 

比較 �+y9�� �� �� �� �� ��

議且 �� �� �� �� �� 

その他の特別職 ��△2 �� �� ��#"�24 �#"� 

計 ��△2 �� �� ��#"�24 �#"� 



2　一　般　職

(1)総　　　括
(　)内　短時間勤務職員の外数

区分 ��X什�B���ﾂ��給与費 劍ｺHﾜ���合計 儖Xﾖﾂ�
給料 ��X醜詹9b�計 

本年度 茶�����40,369 �3Bﾃscb�75,135 ��2ﾃ�c"�88,297 ��

前年度 茶���ﾆﾂ�49,891 �3津�SB�89,045 ��RﾃS�"�104,637 ��

比較 ��#"�△9,522 ��#Bﾃ3モ�△13,910 ��#"ﾃC3��△16,340 ��

職員手当 の内訳 仞iZ｢�扶養手当 �&闔h詹9b�住居手当 �,ｨｼ韶�9b�特殊勤務手当 倬隴H､�駝�詹9b�宿日直手当 本年度 ��ﾃ3#b�4,158 ��コ�1,137 釘ﾃS�R�2,297 ��

前年度 ��ﾃc#��4,636 �#�"�996 釘ﾃイ��1,547 涛#"�

比較 ��##釘�△478 ��##r�141 ��#3#R�750 ��#�#"�

休日勤務手当 豫yyﾙ�X詹9b�期末勤勉手当 倬�;h詹9b�子ども手当 儖Xﾖﾂ�

24 �"ﾃS3R�17,809 ��780 ��

24 �"ﾃS3��21,358 ���"�276 ��

4 ��#2ﾃSC��△192 鉄�B� 
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(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区分 ��ﾘﾋ逢｢�増減事由別内訳 ���k��備考 

給料 ��#津S#"�昇給に伴う増加分70 ��平均昇給率1.4% 昇給対象者数9人 (内昇給後も給料の月額に変更のない者3人) 

その他の増減分△9,592 ��X醜,ﾉ¥�:�,佛x.��ﾘﾋ瓜ｨ�#津S�"�職員の状況 現に在職する職員数その他計 本年度11人人11人 前年度11人人11人 

職員手当 ��#Bﾃ3モ�制度改正に伴う増減分699 �&闔h詹9cS�B�ｯｩihｼ饐x詹9c�コ� 

その他の増減分△5,087 傴虻ｸ,僵ｨ*I�ﾘ��Z｣r�+ｸ,ﾉ�ﾉ�ﾘﾋ瓜ｨ�#Rﾃ�釘� 



(3)給料及び職員手当の状況

ア　職員1人当たり給与

区分 刪齡ﾊ行政職 亰ｩEﾉ┼k��R�

23年1月1日 現在 兌ﾘｼ�ｹ{�隗｢�竰�405,929 �3cRﾃ33b�

平均給与月額(円) 鉄3rﾃ�SB�499,425 

平均年齢(勧 鉄2紕�54.3 

22年1月1日 現在 兌ﾘｼ�ｹ{�隗｢�竰�423,344 �3c2ﾃ3SR�

平均給与月額(円) 鉄3づ����523,421 

平均年齢(読) 鉄r�2�53.3 

イ　初　任　給

一般会計給与費明細書の初任給と同じ｡ (P. 227参照)

ウ　級別職員数

区分 ��Yk��,ﾈｸ��一般行政職 刹Z能労務職 
職員数(人) 俔ﾉ�ﾉNB３��職員数(人) 俔ﾉ�ﾉNB３��

23年1月1日 現在 湯� ��＼ ��

8 �� ������ 

7 ���33.4 ���� 

6 ���33.3 �� 

5 ���33.3 ��＼ 

4 �� ��＼ 

3 �� �� 

2 �� 途�87.5 

1 �� ���12.5 

計 �2�100.0 唐�100.0 

22年1月1日 現在 湯� ��＼ ��

8 �� ���� 

7 �� ���� 

6 �2�100.0 �� 

5 �� ��＼ 

4 �� ��＼ 

3 �� �� 

2 �� 途�87.5 

1 �� ���12.5 

計 �2�100.0 唐�100.0 

(級別の標準的な職務内容)

一般会計給与費明細書の職務内容と同じ｡ (P. 229参照)
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エ　昇　　　給

区分 劍ﾘxﾇb�職種 刹謨ｪ 劍ﾘxﾇb�職種 
一般行政職 亰ｩEﾉ┼k��R�劔一般行政職 亰ｩEﾉ┼k��R�

本 年 皮 ��X什�B��忠�ﾂ��免ﾂ�3 唐�前 年 度 ��X什�B��忠�ﾂ��免ﾂ�3 唐�昇給に係る職員数(B)(人) �9 �2�6 剌ｸ給に係る職員数(B)(人) 冤l �2�8 

号給数別内訳 �(ﾘhｸｲ��ﾂ��3 �"�1 剄�巨舶ﾊ内訳 �(ﾘhｸｲ��ﾂ��7 �2�4 

4号給(人) 迭�1 釘��4号給(人) 釘� 釘�

6号給(人) ��� ����6号給(人) �� ��

8号給(人) �� ���8号給(人) �� ��

比率(B)/(A)(%) �81.8 �������75.0 剩范ｦ(B)/(A)(%) �100.0 �������100.0 

オ　期末手当･勤勉手当

一般会計給与費明細書の期末手当､勤勉手当と同じ｡ (P. 230参照)

カ　地域手当

一般会計給与費明細書の地域手当と同じ｡ (P. 231参照)

キ　特殊勤務手当

区分 ��9�X霻�職種 ⊥般行政職 亰ｩEﾉ┼k��R�

給料総額に対する比率(%) ����"�＼ ��B絣�

jk(2%君㌍1BiB竃隻)*(%) 鉄B絣�＼ 都R���

代表的な特殊勤務手当の名称 ��＼ ��(ｵh馼ｼh詹9b�

ク　その他の手当

一般会計給与費明細書のその他の手当と同じ｡ (P. 232参照)



計輪読 算予特莱辛
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平成23年度大津市競輪事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1　歳　　　入

款項 冉��本年度 ����7��比較 �������k��
区分 仞�ｧ｢�

1繰入金 1線入金 ��自Lｨ檍ﾇhﾄｩ?ﾈｾ��782,000 ���782,000 ��ｺ9}h馼ｼb�自Lｨ檍ﾇhﾄｩ?ﾈｾ��782,000 ��

2繰越金 1繰越金 ��ﾄｨ葎ｾ��100 ���100 ��ﾄｨ葎ｾ��100 ��

3諸収入 1稚入 ��椹�ﾂ�2,900 �"ﾃC3"ﾃC3��△2,429,531 ��ｺ9}i�Xｻｹd��ﾂ�ﾏ�WHｾ�ｭ)WHｾ��(艙?ﾂ�10 2,890 ��

k■競輪事業収入 *∴競輪事業収入 暢ｺ9}h馼ｼh�?ﾂ�0 ��づS釘ﾃs�"�△18,594,702 �� ��

*使用料及び手数料 *使用料 朝HI5�7�&靄ｩZ��諍w�{��0 �"ﾃ�コ�△2,185 �� ��

*財産収入 *財産運用収入 暢ﾞ�蝎�ﾙWH�?ﾂ�0 �"ﾃcSB�△2,654 �� ��
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*利子及び配当金 ���28 ��##�� �� 

計 �785,000 �#�ﾃ�3"ﾃ����△20,247,000 �� ��

款項 冉��本年度 ����7��比較 �������k��
区分 仞�ｧ｢�

1競輪事業費 1総務費 *開催費 ���ﾙk�ｬyyﾙN��258,830 ���津�澱�139,734 等{yN�����w�N���8勾�Y{��244 10 ll,056 ��ｺ9}h馼ｼi�H螽ﾆ��#Sづ�3��茨冽�N�>�o2��

14使用料及び賃借料 15工事請負費 19負担金､補助 及び交付金 22補償､補填 及び賠償金 27公課費 �#�津Cc2�3bﾃ鉄2��������ﾃ�ィ�印刷製本費10 

*施設管理費 ���281,878 ��##��ﾃピ�� �� 

*開催.費 ���18,649,273 ��#�づcC津#s2� �� 

出



2公債費 1公債費 ��ﾋ8ｾ��513,220 鼎Bﾃ�c��469,059 �#8�ｭ(ｾ�Iy育��ｷ�-�ｨH初{��513,220 ���8ﾜ(ﾋ8ｾ��ｭ(ｾ�S�2ﾃ##��

2利子 �"ﾃ鉄��8,189 ��#Rﾃ#3��23償還金､利子 及び割引料 �"ﾃ鉄��1市債利子2,950 

3予備費 1予備費 ��uﾉOYN��10,000 ���ﾃ����0 �� ��

*繰上充用金 *繰上充用金 暢ﾄｨ�8�w�ｾ��0 ��ﾃ��津C�2�△1,919,403 �� ��

計 �785,000 �#�ﾃ�3"ﾃ����△20,247,000 �� ��
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地方債の平成21年度末における現在高並びに平成22年度末

及び平成23年度末における現在高の見込みに関する調書

区分 兌ﾙ�ﾃ#�D�7永b�ﾋｸﾝﾘﾘ"�平成22年度末 現在高見込額 兌ﾙ�ﾃ#9D�7�(i�ﾘﾋ位俛��兌ﾙ�ﾃ#9D�7永b�ﾋｸﾝﾘﾘ(ﾊ俛隗｢�
平成23年度中 起債見込額 兌ﾙ�ﾃ#9D�7�(b�ﾋ8ｾ��ｭ(ﾊ俛隗｢�

1競輪事業債 鉄Srﾃ3���513,220 ��513,220 ��

(1)競輪事業債 鉄Srﾃ3���513,220 ��513,220 ��

合計 鉄Srﾃ3���513,220 ��513,220 ��



農業集落排水事業特別会計予算



症)金額の単位は､千円とする｡



平成23年度大津市農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1　歳　　　入

款項 冉��本年度 ����7��比較 �������k��
区分 仞�ｧ｢�

1使用料及び手数料 1使用料 ��7�&韆yw�{��9 湯�0 ��E�h�x飄)�X馼ｼb�7�&韆yw�{��9 ��

2農業集落排水 使用料 免ﾂﾃSs��ll,612 ��#C��1現年分 免ﾂﾃSs�� 

2繰入金 1繰入金 ��自Lｨ檍ﾇhﾄｩ?ﾈｾ��20,500 ��rﾃs���2,800 ��E�h�x飄)�R�馼ｼh自Lｨ檍ﾇb�ﾄｩ?ﾈｾ��20,500 ��

3繰越金 1繰越金 ��ﾄｨ葎ｾ��100 �����0 ��ﾄｨ葎ｾ��100 ��

4諸収入 1雑入 ��艙?ﾂ�320 ���320 ����N��Xｭ)WHｾ��320 ��

*分担金及び負担金 *負担金 暢ﾏhｺH岔�Y;倬hｼb�X�%8ｾ��0 ��3"ﾃC唐�△132,498 �� ��

*県支出金 �� �� �� ��
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*県補助金 朝E�h�x飄)�R�馼ｼi^(�ｾ��0 �"ﾃ����△2,081 �� ��

計 �32,500 ��cBﾃ����△131,500 �� ��

2　歳　　　出

款項 冉��本年度 ����7��比較 �������k��
区分 仞�ｧ｢�

1農業集落排水 事業費 1農業集落排水 事業費 ��E�h�x飄)�R��yﾘ�ｨｬyyﾙN��21,477 ��S"ﾃ鼎��△131,471 土,�ｾ��雲��N��几yN��819 60 ll ��E�h�x飄)�X�yﾘ郢�ﾘｬyyﾙN�#�ﾃCsr�茨冽�N�>�o2��

11需用費 唐ﾃ3c��消耗品費1,111燃料費124 

12役務費 ��Cr�印刷製本費30光熱水草3,523 

13委託料 ���ﾃン��修繕料3,572 

14使用料及び賃借料 ���(役務費内訳) 

15工事請負費 涛s��通信運搬費96手数料1 

18備品購入費 19負担金､補助 及び交付金 22補償､補填 及び賠償金 ����#r����保険料50 



23償還金､利子 及び割引料 27公課費 釘��S�� 

2公債費 1公債費 ��ﾋ8ｾ��8,117 途ﾃピR�242 �#8�ｭ(ｾ�Iy育��ｷ�-�ｨH初{��8,117 ���8ﾜ(ﾋ8ｾ��ｭ(ｾ�づ��r�

2利子 �"ﾃ��b�3,077 ��##s��23償還金､利子 及び割引料 �"ﾃ��b�1市債利子2,806 

3予備費 1予備費 ��uﾉOYN��100 �����0 �� ��

計 �32,500 ��cBﾃ����△131,500 �� ��
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地方債の平成21年度末における現在高並びに平成22年度末

及び平成23年度末における現在高の見込みに関する調書

区分 兌ﾙ�ﾃ#�D�7永b�ﾋｸﾝﾘﾘ"�平成22年度末 現在高見込額 兌ﾙ�ﾃ#9D�7�(i�ﾘﾋ位俛��兌ﾙ�ﾃ#9D�7永b�ﾋｸﾝﾘﾘ(ﾊ俛隗｢�
平成23年度中 起債見込額 兌ﾙ�ﾃ#9D�7�(b�ﾋ8ｾ��ｭ(ﾊ俛隗｢�

1農業集落排水事業債 ���づc�2�110,818 ��8,117 ���"ﾃs���

(1)農業集落排水事業債 ���づc�2�110,818 ��8,117 ���"ﾃs���

合計 ���づc�2�110,818 ��8,117 ���"ﾃs���



市　場 事　業　特　別 会　計卸 売 予 算



注)金額の単位は､千円とする｡



平成23年度大津市卸売市場事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1　歳　　　入

款項 冉��本年度 ����7��比較 �������k��
区分 仞�ｧ｢�

1使用料及び手数料 1使用料 2手数料 ���8�ｨ諍w�{��191,181 �#c�ﾃS迭�△69,414 ��7�&韆yw�{��(�8�ｨ諍w�{��1,746 189,435 ��

1督促手数料 ���1 ���1督促手数料 ��� 

2市場手数料 ���1 ���1自動車保管場所 等証明手数料 ��� 

2繰入金 1繰入金 ��ﾄｩ?ﾈｾ��142,000 �#づ����114,000 ��自Lｨ檍ﾇhﾄｩ?ﾈｾ��142,000 ��

3繰越金 1繰越金 ��ﾄｨ葎ｾ��1,000 ��ﾃ����0 ��ﾄｨ葎ｾ��1,000 ��

4諸収入 1延滞金､加算金 及び過料 2貸付金元利収入 ��露�粟��1 ���0 ��露�粟��1 ��

2過料 ���1 ���1過料 ��� 

1卸売市場費 貸付金元利収入 涛"ﾃ����88,660 �2ﾃ3C��1市場経営資金 融資預託金 元金収入 鉄rﾃ���� 
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3雑入 �� �� �(�捶偰~9<�¥｢��ﾙWHｾ�ﾋ8ｾ��?ﾂ�35,000 ��1雑入 涛"ﾃ��R�92,741 都B�1消費税還付金 2消費税還付 加算金 3雑入 ������"ﾃ��2� 

計 �519,000 鼎s�ﾃ����48,000 �� ��

款項 冉��本年度 ����7��比較 �������k��
区分 仞�ｧ｢�

1卸売市場費 1卸売市場費 ��自LｨｬyyﾙN��65,167 田津C#��△4,254 ��_���4,010 ���X醜ｸｹu餒�y�ﾂ鉄づ涛R�

2給料 3職員手当等 4共済費 7賃金 8報償費 �#づs���#�ﾃ塔r�津csB��ﾃ3�r�Cモ�2嘱託職員雇用費6,172 

2市場事業費 �3cづ�C2�315,734 鉄"ﾃC���1報酬 ��Sb�1集荷奨励特別貸付金35,000 

8報償費 田b�2市場協会等運営補助金6,470 

出



9旅費 都b�3経営資金融資預託金57,000 

11需用費 ���"ﾃ�S��4市場施設改善事業費28,181 

12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 免ﾂﾃc�r���"ﾃc�R�づcビ�5市場管理運営費241,492 (需用費内訳) 

15工事請負費 ��津C���消耗品費663燃料費100 

16原材料費 �3��食糧費27印刷製本費87 

18備品購入費 �#3��光熱水費105,000修繕料6,182 

19負担金､補助 及び交付金 21貸付金 27公課費 澱ﾃsCR��"ﾃ����Bﾃ3�2�(役務費内訳) 通信運搬費522広告料3 手数料9,813筆耕翻訳料3 保険料1,266 

2公債費 1公債費 ��ﾋ8ｾ��76,604 都2ﾃ�CB�3,460 �#8�ｭ(ｾ�Iy育��ｷ�-�ｨH初{��76,604 ���8ﾜ(ﾋ8ｾ��ｭ(ｾ�sbﾃc�B�

2利子 唐ﾃ�ッ�ll,701 ��#2ﾃc�R�23償還金､利子 及び割引料 唐ﾃ�ッ�1市債利子8,086 

3予備費 1予備費 ��uﾉOYN��1,000 ��ﾃ����0 �� ��

計 �519,000 鼎s�ﾃ����48,000 �� ��
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地方債の平成21年度末における現在高並びに平成22年度末

及び平成23年度末における現在高の見込みに関する調書

区分 兌ﾙ�ﾃ#�D�7永b�ﾋｸﾝﾘﾘ"�平成22年度末 現在高見込額 兌ﾙ�ﾃ#9D�7�(i�ﾘﾋ位俛��兌ﾙ�ﾃ#9D�7永b�ﾋｸﾝﾘﾘ(ﾊ俛隗｢�
平成23年度中 起債見込額 兌ﾙ�ﾃ#9D�7�(b�ﾋ8ｾ��ｭ(ﾊ俛隗｢�

1卸売市場事業債 �#ッﾃ����213,766 ��76,604 ��3rﾃ�c"�

(1)卸売市場事業債 �#ッﾃ����213,766 ��76,604 ��3rﾃ�c"�

合計 �#ッﾃ����213,766 ��76,604 ��3rﾃ�c"�



給　　与　　費　　明　　細　　書

1　特　別　職

区分 剞E員数 (人) 从ｹu餒��劔仄Hﾜ���合計 儖Xﾖﾂ�

報酬 从ｹ{��期末手当 �&闔h詹9b�通勤手当 佗b�

本年度 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の特別職 ��r�4,166 �� �� 釘ﾃ�cb�367 釘ﾃS32� 

計 ��r�4,166 �� �� 釘ﾃ�cb�367 釘ﾃS32� 

前年度 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の特別職 ��r�4,191 �� �� 釘ﾃ����336 釘ﾃS#r� 

計 ��r�4,191 �� �� 釘ﾃ����336 釘ﾃS#r� 

比較 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の特別職 ��△25 �� �� ��##R�31 澱� 

計 ��△25 �� �� ��##R�31 澱� 
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2　一　般　職

(1)総　　　括
(　)内　短時間勤務職員の外数

区分 ��X什�B���ﾂ��給与費 劍ｺHﾜ���合計 儖Xﾖﾂ�
給料 ��X醜詹9b�計 

本年度 茶���r�28,701 �#�ﾃ塔r�49,688 湯ﾃ3�r�58,995 ��

前年度 茶���r�30,636 �#2ﾃ��2�53,739 湯ﾃSCR�63,284 ��

比較 ��△1,935 ��#"ﾃ��b�△4,051 ��##3��△4,289 ��

職員手当 の内訳 仞iZ｢�扶養手当 �&闔h詹9b�住居手当 �,ｨｼ韶�9b�時間外勤務手当 亶�?ｨｼ駝�詹9b�本年度 鉄モ�2,929 鼎�"�630 ��ﾃ3s��10 

前年度 田cb�2,818 鼎cb�564 ��ﾃ3#��10 

比較 ��#s��111 �#b�66 鼎�� 

管理職手当 弍ｩihｼ饐x詹9b�子ども手当 儖Xﾖﾂ�

2,860 免ﾂﾃsC��368 ��

3,752 ��2ﾃ3S��156 ��

△892 ��#�ﾃc���212 ��



(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区分 ��ﾘﾋ逢｢�増減事由別内訳 ���k��備考 

給料 ��#�ﾃ�3R�昇給に伴う増加分89 ��平均昇給率1.4% 昇給対象者数7人 (内昇給後も給料の月額に変更のない者1人) 

その他の増減分△2,024 ��X醜,ﾉ¥�:�,佛x.��ﾘﾋ瓜ｨ�#"ﾃ�#B�職員の状況 現に在職する職員数その他計 本年度7人人7人 前年度7人人7人 採用､退職等の状況 退職1人会計間異動1人 

職員手当 ��#"ﾃ��b�制度改正に伴う増減分456 �&闔h詹9c#�2�ｯｩihｼ饐x詹9c��r���,x.�詹9cSb� 

その他の増減分△2,572 傴虻ｸ,僵ｨ*I�ﾘ��Z｣��+ｸ,ﾉ�ﾉ�ﾘﾋ瓜ｨ�#"ﾃS��� 

卸売市場　-279-



(3)給料及び職員手当の状況

ア　職員1人当たり給与

区分 刪齡ﾊ行政職 

23年1月1日 現在 兌ﾘｼ�ｹ{�隗｢�竰�340,614 

平均給与月額(円) 鼎SづC���

平均年齢(歳) 鼎B絣�

22年1月1日 現在 兌ﾘｼ�ｹ{�隗｢�竰�369,447 

平均給与月額(円) 鼎ィﾃS#��

平均年齢(読) 鼎r紕�

イ　初　任　給

一般会計給与費明細書の初任給と同じ｡ (P. 227参照)

ウ　級別職員数
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区分 ��Yk�,ﾈｸ��般行政職 
職員数(人) 俔ﾉ�ﾉNB３��

23年1月1日 現在 湯� ��

8 ���14.3 

7 ���14.3 

6 ���14.3 

5 ���14.3 

4 �� 

3 ���14.3 

2 �"�28.5 

1 �� 

計 途�100.0 

22年1月1日 現在 湯� ��

8 ���14.2 

7 ���14.3 

6 �"�28.6 

5 ���14.3 

4 �� 

3 �� 

2 �"�28.6 

1 �� 

計 途�100.0 

(級別の標準的な職務内容)

一般会計給与費明細書の職務内容と同じ｡ (P. 229参照)



エ　昇　　　給

区分 劔�X霻�区分 劔�X霻�一般行政職 劔一般行政職 

本 年 皮 ��X什�B��忠�ﾂ��途�前 年 皮 ��X什�B��忠�ﾂ��途�昇給に係る職員数(B)(人) �7 剌ｸ給に係る職員数(B)(人) �6 

号給数別内訳 �(ﾘhｸｲ��ﾂ��2 剄�巨舶ﾊ内訳 �(ﾘhｸｲ��ﾂ��2 

4号給(人) 迭��4号給(人) 釘�

6号給(人) ���6号給(人) ��

8号給(人) ���8号給(人) ��

比率(B)/(A)(%) �100.0 剩范ｦ(B)/(A)(%) �85.7 

オ　期末手当･勤勉手当

一般会計給与費明細書の期末手当､勤勉手当と同じ｡ (P. 230参照)

カ　地域手当

一般会計給与費明細書の地域手当と同じ｡ (P. 231参照)

キ　その他の手当

一般会計給与費明細書のその他の手当と同じ｡ (P. 232参照)
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平成23年度大津市財産区特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1　歳　　　入

款項 冉��本年度 ����7��比較 �������k��
区分 仞�ｧ｢�

1財産収入 1財産運用収入 ��ﾞ�蝎�ﾙWH�?ﾂ�27,698 �3rﾃ#���△9,593 ��ｻIgｸﾞ�蝌ｾb�ﾞ�蝎�ﾙWH�?ﾂ�)��ﾈﾞ�蝌ｾb�ﾞ�蝎�ﾙWH�?ﾂ�9�Xﾕﾘﾞ�蝌ｾb�ﾞ�蝎�ﾙWH�?ﾂ�I>ﾉ�Xｩ鞐�蝌ｾb�ﾞ�蝎�ﾙWH�?ﾂ�Xﾈ驀hﾞ�蝌ｾb�ﾞ�蝎�ﾙWH�?ﾂ�ihxﾞ�蝌ｾb�ﾞ�蝎�ﾙWH�?ﾂ�28 221 6,090 21,325 33 1 ��

2利子及び配当金 途ﾃ�#��9,816 ��#�ﾃャr�1橋本財産区 利子収入 2神領財産区 利子収入 3大江財産区 利子収入 4南大童財産区 利子収入 5月輪財産区 利子収入 ��ﾃ3���s���c唐��ﾃS�"�2ﾃ#�B� 
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6平野財産区 利子収入 7牧財産区 利子収入 8桐生財産区 利子収入 �3SB�C��2� 

2繰入金 p1繰入金 ��ﾄｩ?ﾈｾ��42,373 �3rﾃン2�4,480 ��ｻIgｸﾞ�蝌ｾb�ﾄｩ?ﾈｾ��)��ﾈﾞ�蝌ｾb�ﾄｩ?ﾈｾ��9�Xﾕﾘﾞ�蝌ｾb�ﾄｩ?ﾈｾ��I>ﾉ�Xｩ鞐�蝌ｾb�ﾄｩ?ﾈｾ��Xﾈ驀hﾞ�蝌ｾb�ﾄｩ?ﾈｾ��i[ﾙnﾈﾞ�蝌ｾb�ﾄｩ?ﾈｾ��yg�ﾞ�蝌ｾhﾄｩ?ﾈｾ��鮎ｹ�hﾞ�蝌ｾb�ﾄｩ?ﾈｾ��6,141 10,506 6,376 3,996 9,478 3,479 1,480 917 ��

3繰越金 1繰越金 ��ﾄｨ葎ｾ��4,000 釘ﾃ����0 ��ｻIgｸﾞ�蝌ｾb�ﾄｨ葎ｾ��)��ﾈﾞ�蝌ｾb�ﾄｨ葎ｾ��9�Xﾕﾘﾞ�蝌ｾb�ﾄｨ葎ｾ��500 400 500 ��



4南大萱財産区 繰越金 5月輪財産区 繰越金 6平野財産区 繰越金 7牧財産区繰越金 8桐生財産区 繰越金 ��ﾃ����S���S���S������� 

計 �82,000 塔津����△7,000 �� ��

2　歳

款項 冉��本年度 ����7��比較 �������k��
区分 仞�ｧ｢�

1財産管理費 1橋本財産区 財産管理費 ��ｻIgｸﾞ�蝌ｾb�ﾞ�蝌ｬyyﾒ餒��7,478 途ﾃSSB�△76 ��_���474 ��ﾏhｺH馼ｼh��ﾈｾ�BﾃsSR�

8報償費 9旅費 10交際費 ��c��S�����2管理運営費2,723 (需用費内訳) 

11需用費 ��#r�消耗品費29食糧費78 

12役務費 塔r�印刷製本費20 

13委託料 ��ﾃ#s��(役務費内訳) 
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2神領財産区 財産管理費 3大江財産区 財産管理費 �� �� ��H諍w�{��-�,�妺{��10 �,ｩ�ﾘ暮L�N���ﾔﾈﾙ�{��b�

15工事請負費 19負担金､補助 及び交付金 鉄#R�BﾃsSR�手数料42筆耕翻訳料19 

1神領財産区 財産管理費 免ﾂﾃCCb�5,446 澱ﾃ����l報剛 ��C��1公共事業助成金7,910 

8報償費 9旅費 10交際費 ��c��S�����2管理運営費3,536 (需用費内訳) 

11需用費 ��#r�消耗品費29食糧費78 

12役務費 塔r�印刷製本費20 

13委託料 ��ﾃ����(役務費内訳) 

14使用料及び賃借料 ����通信運搬費10広告料16 

15工事請負費 19負担金､補助 及び交付金 ��ﾃ�S��rﾃ����手数料42筆耕翻訳料19 

1大江財産区 財産管理費 ��2ﾃ�cB�12,570 鉄釘�1報酬 鼎sB�1公共事業助成金7,000 

8報償費 9旅費 10交際費 ��c��S�����2管理運営費6,164 (需用費内訳) 

11需用費 ��#r�消耗品費29食糧費78 

12役務費 塔r�印刷製本費20 

13委託料 �2ﾃ�CR�(役務費内訳) 

14使用料及び賃借料 ����通信運搬費10広告料16 



4南大葦財産区 財産管理費 5月輪財産区 財産管理費 �� �� ��Xﾔ磯i��儂���儿�%8ｾ�I^(��ｷ�-�ﾏ�WHｾ��2,100 7,000 偃��I{�)Tﾘﾖｹgﾉo9{����1南大萱財産区 財産管理費 �#bﾃ��2�38,073 ��#��ﾃ�c��1報酬 鼎sB�1公共事業助成金22,750 

8報償費 9旅費 10交際費 ��c��S�����2管理運営費4,163 (需用費内訳) 

11需用費 �##��消耗品費45食糧費156 

12役務費 塔r�印刷製本費20 

13委託料 �"ﾃ����(役務費内訳) 

14使用料及び賃借料 ����通信運搬費10広告料16 

15工事請負費 19負担金､補助 及び交付金 ��ﾃ�S��#"ﾃsS��手数料42筆耕翻訳料19 

1月輪財産区 財産管理費 ��"ﾃs#R�ll,655 ��ﾃ�s��l報剛 鼎sB�1公共事業助成金7,500 

8報償費 9旅費 10交際費 ��c��S�����2管理運営費5,225 (需用費内訳) 

11需用費 ��#r�消耗品費29食糧費78 

12役務費 塔r�印刷製本費20 

13委託料 �2ﾃ#Sb�(役務費内訳) 

14使用料及び賃借料 ����通信運搬費10広告料16 

15工事請負費 ��ﾃ�S��手数料42筆耕翻訳料19 
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6平野財産区 �� �� ��儿�%8ｾ�I^(��ｷ�-�ﾏ�WHｾ��7,500 ��1平野財産区 �2ﾃ�32�4,695 ��#ツ"�l報剛 塔R�1公共事業助成金1,950 

財産管理費 7牧財産区 財産管理費 8桐生財産区 財産管理費 俥�蝌ｬyyﾙN��剴几yN����ﾏ�ﾝｹN�����w�N��50 10 85 �(ｬyyﾘ戊�9N��ﾃャ2�茨冽�N�>�o2��

12役務費 田��消耗品費29食糧費36 

13委託料 ��ﾃ�S��印刷製本費20 

14使用料及び賃借料 ����(役務費内訳) 

15工事請負費 鉄#R�通信運搬費10広告料16 

19負担金､補助 及び交付金 ��ﾃ鉄��手数料42 

1牧財産区 財産管理費 ��ﾃS#��4,521 ��#2ﾃ����9旅費 10交際費 11需用費 鉄������#2�1管理運営費1,521 (需用費内訳) 

12役務費 田��消耗品費25食糧費78 

13委託料 都3R�印刷製本費20 

14使用料及び賃借料 ����(役務費内訳) 

15工事請負費 鉄#R�通信運搬費10広告料16 手数料42 

1桐生財産区 財産管理費 涛#��486 鼎3B�9旅費 10交際費 11需用費 �������#��1管理運営費920 (需用費内訳) 



12役務費 ����消耗品費10食糧費10. 

13委託料 �3��(役務費内訳) 

15工事請負費 塔C��通信運搬費10 

2予備費 1予備費 ��uﾉOYN��4,000 釘ﾃ����0 �� ��

計 �82,000 塔津����△7,000 �� ��
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計場駐 算予特莱辛車



荏)金額の単位は､千円とする｡

■■　　.



平成23年度大津市駐車場事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1　歳　　　入

款項 冉��本年度 ����7��比較 �������k��
区分 仞�ｧ｢�

1使用料及び手数料 1使用料 ��)8棈�ｨ諍w�{��277,639 �#s"ﾃs迭�4,844 ��)8棈�ｨ諍w�{��277,639 ��

2建物使用料 ��s2�17 ��Sb�1建物使用料 ��s2� 

3土地使用料 �"�2 ���1土地使用料 �"� 

2繰入金 1繰入金 ��ﾄｩ?ﾈｾ��259,000 �##2ﾃ����36,000 ��ﾙLｨ檍ﾇhﾄｩ?ﾈｾ��259,000 ��

3繰越金 1繰越金 ��ﾄｨ里ﾘｾ��1,000 ��ﾃ����0 ��ﾄｨ葎ｾ��1,000 ��

4諸収入 1雅人 ��艙?ﾂ�186 ��ッ�0 ��艙?ﾂ�186 ��

計 �538,000 鼎途ﾃ����41,000 �� ��
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款項 冉��本年度 ����7��比較 �������k��
区分 仞�ｧ｢�

1駐車場事業費 1駐車場事業費 ��馼ｼiN��228,256 ����ﾃ�迭�38,161 等{yN�����w�N���)o�k�N��100 1,100 785 ��)8棈�ｨ馼ｼiN�##づ#Sb�茨冽�N�>�o2��

13委託料 ��3"ﾃ田r�消耗品費20印刷製本費550 

14使用料及び賃借料 ��rﾃ3#r�修繕料530 

15工事請負費 迭ﾃ##��(役務費内訳) 

18備品購入費 19負担金､補助 及び交付金 27公課費 �#S��c"ﾃ�唐�づ3���広告料262保険料523 

2公債費 1公債費 ��ﾋ8ｾ��269,742 �#c�ﾃ3c��8,382 �#8�ｭ(ｾ�Iy育��ｷ�-�ｨH初{��269,742 ���8ﾜ(ﾋ8ｾ�#c津sC"�

2利子 �3津��"�44,545 ��#RﾃSC2�23償還金､利子 及び割引料 �3津��"�1'市債利子39,002 

3予備費 1予備費 ��uﾉOYN��1,000 ��ﾃ����0 �� ��

計 �538,000 鼎途ﾃ����41,000 �� ��

出



債務負担行為で平成24年度以降にわたるものについての平成22年度末までの

支出額又は支出額の見込み及び平成23年度以降の支出予定額等に関する調書

事項 侘�7逢｢�平成22年度末まで の支出(見込)額 剳ｽ成23年度以降の 支出予定額 剄ｶの財源内訳 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��

期間 仞�ｧ｢�期間 仞�ｧ｢�国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

自動車駐車場管理運営事業費 (指定管理者管理委託料) 平成20年度 田�"ﾃ�#2�年 3 �#SBﾃs3B�平成23年度 から平成25 年度まで 鼎#づ�ヲ� �� 鼎#づ�ヲ�
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地方債の平成21年度未における現在高並びに平成22年度末

及び平成23年度末における現在高の見込みに関する調書

区分 兌ﾙ�ﾃ#�D�7永b�ﾋｸﾝﾘﾘ"�平成22年度末 現在高見込額 兌ﾙ�ﾃ#9D�7�(i�ﾘﾋ位俛��兌ﾙ�ﾃ#9D�7永b�ﾋｸﾝﾘﾘ(ﾊ俛隗｢�
平成23年度中 起債見込額 兌ﾙ�ﾃ#9D�7�(b�ﾋ8ｾ��ｭ(ﾊ俛隗｢�

1駐車場整備事業債 �"ﾃ#SrﾃS#b�1,996,167 ��269,742 ��ﾃs#bﾃC#R�

(1)駐車場整備.事業債 �"ﾃ#SrﾃS#b�1,996,167 ��269,742 ��ﾃs#bﾃC#R�

合計 �"ﾃ#SrﾃS#b�1,996,167 ��269,742 ��ﾃs#bﾃC#R�



1
日
･

料!
=

缶　朝rJg　替　輔　簡　塵



｡岬も?Edi.空車砂Q昏倒　(世



平成23年度大津市介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1　歳　　　入

款項 冉��本年度 ����7��比較 �������k��
区分 仞�ｧ｢�

1保険料 1介護保険料 ���c�ﾘiNﾙ]ｸﾊ�"�]ｸﾊ���3,448,794 �2ﾃ3�"ﾃsc"�66,032 ��ﾋｹD�7瓜ｩX�,｢�*X�]ｸﾊ���(ﾋｹD�7瓜ｩ<�¥｢�*X�]ｸﾊ���9�右ｸﾄｨ掠ZｩX�,｢�*X�]ｸﾊ���309,691 3,132,103 7,000 ��

2支払基金交付金 1支払基金交付金 ��櫁ﾎﾈｸｹWIN��WHｾ��5,285,584 迭ﾃ�#rﾃ#C��258,344 ��ﾋｹD�7瓜｢�5,285,584 ��

2地域支援事業 支援交付金 �#Bﾃ#���23,524 都Sr�1現年度分 �#Bﾃ#��� 

3使用料及び手数料 1総務手数料 ��<)�8詹�I{��551 鉄#2�28 ��<)�8詹�I{��551 ��

4国庫支出金 1国庫負担金 2国庫補助金 ��櫁ﾎﾈｸｹWIN��%8ｾ��3,217,387 �2ﾃ�Cbﾃ�S"�171,235 ��ﾋｹD�7瓜｢�3,217,387 ��

1調整交付金 田��ﾃイ��665,271 ��bﾃSc��1現年度分調整 交付金 田��ﾃイ�� 
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2地域支援事業交付 金(介護予防事業) �#�ﾃ#3B�19,603 田3��1現年度分 �#�ﾃ#3B� 

3地域支援事業交付 金(包括的支援 事業.任意事業) ��3津#s��136,286 �"ﾃ涛"�1現年度分 ��3津#s�� 

5県支出金 1県負担金 2県補助金 ��櫁ﾎﾈｸｹWIN��%8ｾ��2,508,662 �"ﾃC��ﾃ�#B�108,638 ��ﾋｹD�7瓜｢�2,508,662 ��

1地域支援事業交付 金(介護予防事業) ���ﾃ��r�9,801 �3�b�1現年度分 ���ﾃ��r� 

2地域支援事業交付 金(包括的支援 事業.任意事業) 田津c3��68,143 ��ﾃC澱�1現年度分 田津c3�� 

6財産収入 1財産運用収入 ��y育�ｷ�-�Gｩ9hｾ��3,196 澱ﾃ����△2,804 ��y育��?ﾂ�3,196 ��

7繰入金 1一般会計繰入金 ��櫁ﾎﾈｸｹWIN�ｩ?ﾈｾ��2,202,326 �"ﾃ�釘ﾃc�2�107,643 ��ﾋｹD�7瓜｢�2,202,326 ��

2地域支援 事業費繰入金 (介護予防事業) ���ﾃ��r�9,801 �3�b�1現年度分 ���ﾃ��r� 

3地域支援事業費繰 入金(包括的支援 事業.任意事業) 田津s���70,309 ��#S���1現年度分 田津s��� 

4その他一般会計 繰入金 鼎c津�3��416,207 鉄2ﾃc3��1職員給与費等 繰入金 ��cbﾃc3�� 



2基金繰入金 �� �� �(駟k�N�ｩ?ﾈｾ��303,200 ��1介護給付費 準備基金繰入金 �3�づ3���176,724 ��3�ﾃS釘�1介護給付費準備 基金繰入金 �3�づ3��� 

2介護従事者処遇 改善臨時特例 基金繰入金 田づc#��67,487 ��ﾃ�C"�2介護従事者処遇 改善臨時特例 基金繰入金 田づc#�� 

8繰越金 1繰越金 ��ﾄｨ葎ｾ��1,000 ��ﾃ����0 ��ﾄｨ葎ｾ��1,000 ��

9諸収入 1延滞金､加算金 及び過料 2貸付金元利収入 3雑入 ����螽ｾ��1 ���0 ����螽ｾ��1 ��

1貸付金元利収入 �#s2�273 ���1元金 �#s2� 

1第三者納付金 ���1 ���1第三者納付金 ��� 

2返納金 釘�4 ���1返納金 釘� 

3保険料等 未還付金戻入 ���1 ���1保険料等 未還付金戻入 ��� 

4雑入 �#���180 �3��1雅人 �#��� 

計 �18,540,000 ��rﾃc#"ﾃ����918,000 �� ��
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款二項 冉��本年度 ����7��比較 �������k��

区分 仞�ｧ｢�

1総務費 1総務管理費 2徴収費 ��ﾙLｨｬyyﾙN��238,229 �##"ﾃツR�15,364 �(ｸｹ{��79,399 ���X醜ｸｹu餒�#��ﾂ��cbﾃc3��

3職員手当等 4共済費 7賃金 田�ﾃ#���#bﾃ�3���ﾃc���2管理運営事業費71,591 (需用費内訳) 

8報償費 ��#��消耗品費2,251燃料費93 

9旅費 �#C��食糧費10印刷製本費889 

11需用費 �2ﾃ#sB�修繕料31 

12役務費 ��Bﾃ##R�(役務費内訳) 

13委託料 �32ﾃcsB�通信運搬費5,816手数料8,396 

14使用料及び賃借料 19負担金､補助 及び交付金 ��rﾃSCr�����保険料13 

2連合会負担金 �"ﾃCs2�2,436 �3r�19負担金､補助 及び交付金 �"ﾃCs2�1国保連合会負担金2,473 

1賦課徴収費 ��づ�唐�.20,128 ��#�ﾃ�3��8報償費 9旅費 11需用費 ��#��"�"ﾃs���1賦課徴収費18,198 (需用費内訳) 

12役務費 ���ﾃ�#B�消耗品費1,038印刷製本費1,673 

13委託料 ��ﾃ3c��(役務費内訳) 

出



3認定審査会費 �� �� �#8�ｭ(ｾ�Iy育��ｷ�-�ｨH初{��3,872 �,ｩ�ﾘ暮L�N�ﾃc#�ﾔﾈﾙ�{��ﾃS�"�詹�I{���1認定審査会費 �#�づsィ�180,516 �3づ#c��1報酬 涛"ﾃ3ィ�1認定審査会運営事業費42,424 

4共済費 7賃金 8報償費 途ﾃイ��Bﾃ�3"�2ﾃ3�b�2認定調査費.176,360 (需用費内訳) 

9旅費 鼎�"�消耗品費1,321燃料費496 

11需用費 �"ﾃcs��食糧費15印刷製本費735 

12役務費 都Bﾃsc��修繕料111 

13委託料 �3�ﾃ田r�(役務費内訳) 

14使用料及び賃借料 鉄�b�通信運搬費9,502手数料65,190 

27公課費 湯�保険料77 

2保険給付費 1介護サービス 諸費 2介護予防 サ-ビス諸費 ��櫁ﾎﾈ5H�ｸ7(5飲IN��15,832,357 ��Bﾃ塔Bﾃ��"�847,455 ��儿�%8ｾ�I^(��ｷ�-�ﾏ�WHｾ��15,832,357 ��ｸ��陞靜ﾈ5H�ｸ7(5虻ｹWIN�ﾃssづ�cr�)&闔ijy(Xﾅ陞靜ﾈ5H�ｸ7(5丑�"ﾃ�C津ゴ2�2韈ｹ�ﾘ櫁ﾎﾈ5H�ｸ7(5虻ｹWIN�ﾃ�c2ﾃSsB�Hｸ��陞靜ﾉY�9w�ｾ�y?ﾉN�3�ﾃs���Xｸ��陞靜ﾈ��陝ﾈ�9N�RﾃcC��hｸ��陞靜ﾈ5H�ｸ7(5杏h枴N�#2ﾃC�b�

1介護予防 サービス諸費 涛SrﾃC�B�995,558 ��#3づ�CB�19負担金､補助 及び交付金 涛SrﾃC�B�1介護予防サービス給付費798,407 2地域密着型介護予防サービス費4,903 

介護保険　-299-



介護保険　-300-

3高額介護 サ-ビス費 4特定入所者介護 サービス等費 5その他諸費 �� �� �� �8櫁ﾎﾉuﾉf浦�9w�ｾ�y?ﾉN�ﾃS3��H櫁ﾎﾉuﾉf員ｩ�陝ﾈ�9N�2ﾃ#���X櫁ﾎﾉuﾉf�5H�ｸ7(5杏h枴N���"ﾃ#sB�1高額介護 サービス費 �#唐ﾃ�cB�260,524 �3rﾃSC��19負担金､補助 及び交付金 �#唐ﾃ�cB�1高額介護サービス費298,064 

2高額介護予防 サービス費 鉄�r�767 ��##c��19負担金､補助 及び交付金 鉄�r�1高額介護予防サ-ビス費507 

3高額医療合算 介護サービス費 ��づ����5,000 ��2ﾃ����19負担金､補助 及び交付金 ��づ����1高額医療合算介護サービス費18,000 

4高額医療合算介護 予防サービス費 田���1,000 ��#C���19負担金､補助 及び交付金 田���1高額医療合算介護予防サービス費600 

1特定入所者介護 サービス費 鼎ビﾃC�"�482,468 釘ﾃ�3B�19負担金､補助 及び交付金 鼎ビﾃC�"�1特定入所者介護サービス費487,402 

2特定入所者介護 予防サービス費 ��ﾃSs��1,494 都r�19負担金､補助 及び交付金 ��ﾃSs��1特定入所者介護予防サ-ビス費1,571 

1その他諸費 �#"ﾃs���25,762 ���2ﾃ�SB�12役務費 �#"ﾃs���1審査支払手数料22,708 (役務費内訳) 手数料22,708 

3基金積立金 1基金積立金 ��櫁ﾎﾈｸｹWIN����OXｮ霎���xｾ��2,919 迭ﾃ#���△2,281 �#Y��xｾ��2,919 ��櫁ﾎﾈｸｹWIN��OXｮ霎���xｾ�"ﾃ����

■■~



2介護従事者処遇 改善臨時特例 基金積立金 �#sr�800 ��#S#2�25積立金 �#sr�1介護従事者処遇改善臨時特例基金277 積立金 

4地域支援事業費 1介護予防事業費 2包括的支援事業 ･任意事業費 ��櫁ﾎﾉuﾉf畏)~竟"�邵ﾟH馼ｼiN��80,938 都づC�R�2,523 土,�ｾ��1,611 ��?�鴿uﾉf����ｸ�)F8簡馼ｼiN�2ﾃ#�"�

8報償費 �3�R�2二次予防事業費8,289 

9旅費 ��b�3一次予防事業費1,273 

11需用費 �"ﾃ�#B�4ショートステイ事業費2,466 

12役務費 ���ﾃC�"�5家事援助サービス事業費24,740 

13委託料 14使用料及び賃借料 19負担金､補助 及び交付金 田BﾃCSR�"��ﾃ#32�6認知症対策事業費958 (需用費内訳) 消耗品費735印刷製本費2,089 (役務費内訳) 通信運搬費10,450保険料42 

1包括的支援事業費 �#Sbﾃc迭�255,334 ��ﾃ3c��l報剛 ��津田��1職員給与費(7人)60,280 

2給料 3職員手当等 4共済費 �#津C#��#�ﾃ3c"��"ﾃ#C��2包括的支援事業費196,415 (需用費内訳) 

8報償費 ��ﾃ��"�消耗品費1,547燃料費588 

9旅費 11需用費 �3ィ�2ﾃツR�光熱水費906修繕料822 
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12役務費 �"ﾃ3�2�(役務費内訳) 

13委託料 ��S津��B�通信運搬費1,936手数料33 

14使用料及び賃借料 19負担金､補助 及び交付金 27公課費 澱ﾃcc���3�����保険料414 

2任意事業費 涛�ﾃS���87,548 釘ﾃ�32�8報償費 ��ﾃ�C��1介護給付等費用適正化事業費1,015 

9旅費 �3��2成年後見制度利用支援事業費264 

11需用費 �3#"�3紙おむつ給付事業費76,519 

12役務費 都���4｢食｣の自立支援事業費(一般)12,085 

13委託料 ��"ﾃ�c"�5介護相談員派遣事業費1,198 

19負担金､補助 及び交付金 都rﾃ�Cr�6福祉用貝.住宅改修支援事業費500 (需用費内訳) 消耗品費113食糧費6 印刷製本費203 (役務費内訳) 通信運搬費780 

5諸支出金 1償還金及び 還付加算金 ��ﾘ(ｧｨ櫁ﾎﾈ5H�ｲ�7(5丑��ﾙWHｾ��273 �#s2�0 �#��ﾙWHｾ��273 ��ﾘ(ｧｨ櫁ﾎﾈ5H�ｸ7(5丑�9��ﾙWHｾ�#s2�

2償還金 ��ﾃ����1,000 ���23償還金､利子 及び割引料 ��ﾃ����1介護給付費等返還金1,000 



2延滞金 ��露�粟��10 ����0 �#8�ｭ(ｾ�Iy育��ｷ�-�ｨH初{��10 ��露�粟����

6予備費 1予備費 ��uﾉOYN��10,000 ���ﾃ����0 �� ��

計 �18,540,000 ��rﾃc#"ﾃ����918,000 �� ��
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給　　与　　費　　明　　細　　書

1特　別　職

区分 剞E員数 (人) 从ｹu餒��劔仄Hﾜ���合計 儖Xﾖﾂ�
報酬 从ｹ{��期末手当 �&闔h詹9b�通勤手当 佗b�

本年度 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の特別職 涛b�112,352 �� �� ���"ﾃ3S"�10,599 ��#"ﾃ鉄�� 

計 涛b�112,352 �� �� ���"ﾃ3S"�10,599 ��#"ﾃ鉄�� 

前年度 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の特別職 塔��91,366 �� �� 涛�ﾃ3cb�8,707 ����ﾃ�s2� 

計 塔��91,366 �� �� 涛�ﾃ3cb�8,707 ����ﾃ�s2� 

比較 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の特別職 ��b�20,986 �� �� �#�ﾃ塔b�1,892 �#"ﾃピ�� 

計 ��b�20,986 �� �� �#�ﾃ塔b�1,892 �#"ﾃピ�� 



2　一　般　職

(1)総　　括　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( )内　短時間勤務職員の外数

区分 ��X什�B���ﾂ��給与費 劍ｺHﾜ���合計 儖Xﾖﾂ�
給料 ��X醜詹9b�計 

本年度 茶���#��108,827 塔"ﾃSs��191,397 �3RﾃS#��226,918 ��

前年度 茶���#��109,867 塔�ﾃ都��190,845 �32ﾃSコ�224,430 ��

比較 ��△1,040 ��ﾃS�"�552 ��ﾃ�3b�2,488 ��

職員手当 の内訳 仞iZ｢�扶養手当 �&闔h詹9b�住居手当 �,ｨｼ韶�9b�時間外勤務手当 偬�?ｩ+ﾈ詹9b�本年度 �"ﾃcsb�ll,151 ��ﾃツ2�4,009 ��"ﾃ33R�36 

前年度 �"ﾃ##b�10,089 ��ﾃ3���3,920 免ﾂﾃc�2�48 

比較 鼎S��1,062 鼎s2�89 都#"�△12 

休日勤務手当 豫yyﾙ�X詹9b�期末勤勉手当p 倬�;h詹9b�子ども手当 儖Xﾖﾂ�

107 釘ﾃ3湯�43,584 ��2,410 ��

107 釘ﾃCSB�45,259 ��ﾃ��"�760 ��

△55 ��#�ﾃcsR�△1,112 ��ﾃcS�� 
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(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区分 ��ﾘﾋ逢｢�増減事由別内訳 ���k��備考 

給料 ��#�ﾃ�C��昇給に伴う増加分385 ��平均昇給率1.4.% 昇給対象者数26人 

その他の増減分△1,425 ��X醜,ﾉ¥�:�,佛x.��ﾘﾋ瓜ｨ�#�ﾃC#R�職員の状況 現に在職する職員数その他計 本年度28人人28人 前年度28人人28人 採用､退職等の状況 採用1人退職1人 

職員手当 ��ﾃS�"�制度改正に伴う増減分2,582 豫yyﾙ�X詹9c�ﾃ��R�ｯｩihｼ饐x詹9c3途���,x.�詹9c�ﾃ�s�� 

その他の増減分△990 傴虻ｸ,僵ｨ*I�ﾘ��Z｣3��+ｸ,ﾉ�ﾉ�ﾘﾋ瓜ｨ�#�ﾃ�#�� 



(3)給料及び職員手当の状況

ア　職員1人当たり給与

区分 刪齡ﾊ行政職 

23年1月1日 現在 兌ﾘｼ�ｹ{�隗｢�竰�322,741 

平均給与月額(円) 鼎�BﾃS�2�

平均年齢(歳) 鼎�繧�

22年1月1日 現在 兌ﾘｼ�ｹ{�隗｢�竰�326,976 
平均給与月額(円) 鼎�BﾃCC��

平均年齢(読) 鼎�紕�

イ　初　任　給

一般会計給与費明細書の初任給と同じ｡ (P. 227参照)

ウ　級別職員数

区分 ��Yk�,ﾈｸ��般行政職 
職員数(人) 俔ﾉ�ﾉNB３��

23年1月1日 現在 湯� ��

8 �� 

7 ���3.6 

6 �� 

5 免ﾂ�39.3 

4 迭�17.8 

3 唐�28.6 

2 �2�10.7 

1 �� 

計 �#��100.0 

22年1月1日 現在 湯� ��

8 �� 

7 ���3.6 

6 ���3.6 

5. 唐�28.6 

4 途�25.0 

3 途�25.0 

2 釘�14.2 

1 �� 

計 �#��100.0 

(級別の標準的な職務内容)

一般会計給与費明細書の職務内容と同じ｡ (P. 229参照)

介護保険　-307-



介護保険　-308-

エ　昇　　　給

区分 劔�X霻�区分 劔�X霻�
一般行政職 劔一般行政職 

本 年 皮 ��X什�B��忠�ﾂ���#��前 年 皮 ��X什�B��忠�ﾂ���#��昇給に係る職員数(B)(人) �26 剌ｸ給に係る職員数(B)(人) �27 

号給数別内訳 �(ﾘhｸｲ��ﾂ��1 剄�巨舶ﾊ内訳 �(ﾘhｸｲ��ﾂ��1 
4号給(人) �#R��4号給(人) �#b�

6号給(人) ���6号給(人) ��

8号給(人) ���8号給(人) ��

比率(B)/(A)(%) �92.9 剩范ｦ(B)/(A)(%) �96.4 

オ　期末手当･勤勉手当

一般会計給与費明細書の期末手当､勤勉手当と同じ｡ (P. 230参照)

カ　地域手当

一般会計給与費明細書の地域手当と同じ｡ (P. 231参照)

キ　その他の手当

一般会計給与費明細書のその他の手当と同じ｡ (P. 232参照)



堅田駅西口土地区画整理事業特別会計予算



■~　　′

注)金額の単位は､千円とする｡



平成23年度大津市堅田駅西口土地区画整理事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1　歳　　　入

款項 冉��本年度 ����7��比較 �������k��
区分 仞�ｧ｢�

1使用料及び手数料 1使用料 ��7�&霎h枴�騫ﾒ�馼ｼh諍w�{��1,202 ��3��1,072 ��7�&韆yw�{��1,202 ��

2国庫支出金 1国庫補助金 ��7�&霎h枴�騫ﾒ�馼ｼiN�(�ｾ��156,200 ���Bﾃ#���42,000 ����檍��gｹ�餔R��ﾘﾘxﾏ�WHｾ��156,200 ��

3県支出金 1県補助金 ��7�&霎h枴�騫ﾒ�馼ｼiN�(�ｾ��3,698 �"ﾃピB�824 ��7�&霎h枴�騫ﾒ�馼ｼiN�(�ｾ��(ｽ亶ﾘﾍ冽��頽��<�¥ｩ�I���馼ｼiN�(�ｾ��1,313 2,385 ��

4財産収入 1財産運用収入 2財産売払収入 ��y育�ｷ�-�Gｩ9hｾ��344 �#���64 ��y育��?ﾂ�344 佶�68遥�ﾈﾏｹ7�&霎h枴�騫ﾘ馼ｼhﾞ��ﾙ+)�隶霎�3CB�

1不動産売払収入 �#��ﾃ�Sb�57,216 ��C"ﾃイ��1保留地処分金 �#��ﾃ�Sb� 

5繰入金 1繰入金 ��ﾄｩ?ﾈｾ��191,000 ���rﾃ����84,000 ��ﾙLｨ檍ﾇhﾄｩ?ﾈｾ��191,000 ��

堅田駅西口土地区画　-309-



堅田駅西口土地区画　-310-

6繰越金 1繰越金 ��ﾄｨ葎ｾ��1,000 ��ﾃ����0 ��ﾄｨ葎ｾ��1,000 ��

7市債 1市債 ��7�&霎h枌��騫ﾘ馼ｼhﾜ"�366,500 ��srﾃ3���189,200 ��7�&霎h枴�騫ﾒ�馼ｼhﾜ"�366,500 ��

計 �920,000 鼎c�ﾃ����460,000 �� ��

2　歳　　　出

款項 冉��本年度 ����7��比較 �������k��
区分 仞�ｧ｢�

1土地区画 整理事業費 1土地区画 整理事業費 ��7�&霎h枌��騫ﾘ馼ｼiN��907,617 鼎C津C���458,208 緬_�ﾘB�3,122 ���X醜ｸｹu餒�Y�ﾂ鉄�ﾃCC��

2給料 �#2ﾃ#S"�2土地区画整理事業費856,833 

3職員手当等 4共済費 7賃金 ��津Ssr�づ�3r��ﾃc���3堅田駅西口土地区画整理事業344 `財政調整基金積立金 (需用費内訳) 

8報償費 �3S"�消耗品費812燃料費198 

9旅費 �#モ�食糧費20印刷製本費130 

11需用費 ��ﾃSs2�光熱水費298修繕料115 



12役務費 迭ﾃS32�(役務費内訳) 

13委託料 �#�ﾃイ��通信運搬費375広告料3,700 

14使用料及び賃借料 15工事請負費 17公有財産購入費 18備品購入費 19負担金､補助 及び交付金 22補償､補填 及び賠償金 25積立金 27公課費 鉄#2�C#�ﾃ����#���sb�sBﾃCc��3#Rﾃ����3CB�#��手数料1,245保険料213 

2公債費 1公債費 ��ﾋ8ｾ��2,069 涛�"�1,157 �#8�ｭ(ｾ�Iy育��ｷ�-�ｨH初{��2,069 ���8ﾜ(ﾋ8ｾ�"ﾃ�c��

2利子 湯ﾃ3�B�8,679 田3R�23'償還金､利子 及び割引料 湯ﾃ3�B�1市債利子9,314 

3予備費 1予備費 ��uﾉOYN��1,000 ��ﾃ����0 �� ��

_計 �920,000 鼎c�ﾃ����460,000 �� ��
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堅田駅西口土地区画　-312-

地方債の平成21年度末における現在高並びに平成22年度末

及び平成23年度末における現在高の見込みに関する調書

区分 兌ﾙ�ﾃ#�D�7永b�ﾋｸﾝﾘﾘ"�平成22年度末 現在高見込額 兌ﾙ�ﾃ#9D�7�(i�ﾘﾋ位俛��兌ﾙ�ﾃ#9D�7永b�ﾋｸﾝﾘﾘ(ﾊ俛隗｢�
平成23年度中 起債見込額 兌ﾙ�ﾃ#9D�7�(b�ﾋ8ｾ��ｭ(ﾊ俛隗｢�

1普通債 ��#bﾃ����219,488 ���rﾃ����2,069 �3#Rﾃ3���

(1)土地区画整理事業債 ��#bﾃ����219,488 ���rﾃ����2,069 �3#Rﾃ3���

2準公営企業債 �#C�ﾃ����320,800 �#Sづc��� 鉄s津C���

(1)土地区画整理事業債 �#C�ﾃ����320,800 �#Sづc��� 鉄s津C���

合計 �3cづ����540,288 �3cbﾃS���2,069 涛�Bﾃs���



給　　与　　費　　明　　細　　書

1　特　別　職

区分 剞E員数 (人) 从ｹu餒��劔仄Hﾜ����合計 儖Xﾖﾂ�

報酬 从ｹ{��期末手当 �&闔h詹9b�通勤手当 佗b�

本年度 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の特別職 ��2�3,122 �� �� �2ﾃ�#"�426 �2ﾃSC�� 

計 ��2�3,122 �� �� �2ﾃ�#"�426 �2ﾃSC�� 

前年度 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の特別職 ��"�3,131 �� �� �2ﾃ�3��402 �2ﾃS32� 

計 ��"�3,131 �� �� �2ﾃ�3��402 �2ﾃS32� 

比較 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の特別職 ���△9 �� �� ��#��24 ��R� 

計 ���△9 �� �� ��#��24 ��R� 
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堅田駅西口土地区画　-314-

2　一　般　職

(1)総　　　括
(　)内　短時間勤務職員の外数

区分 ��X什�B���ﾂ��給与費 劍ｺHﾜ���合計 儖Xﾖﾂ�
給料 ��X醜詹9b�計 

本年度 茶���R�23,252 ��津Ssr�42,829 途ﾃc���50,440 ��

前年度 茶���R�22,259 ��づ�3��41,097 澱ﾃン��47,995 ��

比較 ��993 都3��1,732 都�2�2,445 ��

職員手当 の内訳 仞iZ｢�扶養手当 �&闔h詹9b�住居手当 �,ｨｼ韶�9b�時間外勤務手当 豫yyﾙ�X詹9b�本年度 都���2,404 鼎cb�■1,159 ��ﾃ�#b�3,278 

前年度 ��ﾃ3S��2,125 鼎cb�1,134 ��ﾃS#B�1,846 

比較 ��#Ss��279 ��25 ��#C唐�1,432 

期末勤勉手当 倬�;h詹9b�子ども手当 儖Xﾖﾂ�

9,684 ��780 ��

9,769 鼎#B�200 ��

△85 ��#C#B�580 ��



(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区分 ��ﾘﾋ逢｢�増減事由別内訳 ���k��備考 

給料 涛�2�昇給に伴う増加分43 ��平均昇給率1.4% 昇給対象者数5人 (内昇給後も給料の月額に変更のない者1人) 

その他の増減分950 ��X醜,ﾉ¥�:�,佛x.��ﾘﾋ瓜｣鉄��職員の状況 現に在職する職員数その他計 本年度5人人5人 前年度5人人5人 

職員手当 都3��制度改正に伴う増減分329 �&闔h詹9c#C��ｯｩihｼ饐x詹9cモ� 

その他の増減分410 傴虻ｸ,僵ｨ*I�ﾘ��Z｣R�+ｸ,ﾉ�ﾉ�ﾘﾋ瓜｣C�R� 
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堅田駅西口土地区画　-316-

(3)給料及び職員手当の状況

ア　職員1人当たり給与

区分 刪齡ﾊ行政職 

23年1月1日 現在 兌ﾘｼ�ｹ{�隗｢�竰�336,094 

平均給与月額(円) 鉄��ﾃ#3��

平均年齢(歳) 鼎r纈�

22年1月1日 現在 兌ﾘｼ�ｹ{�隗｢�竰�373,896 

平均給与､月額(円) 鉄CづC湯�

平均年齢(読) 鼎R紕�

イ　初　任　給

一般会計給与費明細書の初任給と同じ｡ (P. 227参照)

ウ　級別職員数

区分 ��Yk�,ﾈｸ��般行政職 
職員数(人) 俔ﾉ�ﾉNB３��

23年1月1日 現在 湯� ��

8 �� 

7 ���20.0 

6 �"�40.0 

5 ���20.0 

4 ���20.0 

3 �� 

2 �� 

1 �� 

計 迭�100.0 

22年1月1日 現在 湯� ��

8 �� 

7 ���20.0 

6 ���20.0 

5 ���20.0 

4 ���20.0 

3 ���20.0 

2 �� 

1 �� 

計 迭�100.0 

(級別の標準的な職務内容)

一般会計給与費明細書の職務内容と同じ｡ (P. 229参照)



エ　昇　　　給

区分 劔�X霻�区分 劔�X霻�一般行政職 劔一般行政職 

本 年 皮 ��X什�B��忠�ﾂ��迭�前 年 皮 ��X什�B��忠�ﾂ��迭�昇給に係る職員数(B)(人) �5 剌ｸ給に係る職員数(B)(人) �5 

号給数別内訳 �(ﾘhｸｲ��ﾂ��1 剄�巨舶ﾊ内訳 �(ﾘhｸｲ��ﾂ��1 

4号給(人) �2��4号給(人) 釘�

6号給(人) ���6号給(人) ��

8号給(人) ����8号給(人) ��

比率(B)/(A)(%) �100.0 剩范ｦ(B)/(A)(%) �100.0 

オ　期末手当･勤勉手当

一般会計給与費明細書の期末手当､勤勉手当と同じ｡ (P. 230参照)

カ　地域手当

一般会計給与費明細書の地域手当と同じ｡ (P. 231参照)

キ　その他の手当

一般会計給与費明細書のその他の手当と同じ｡ (P. 232参照)
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注)金額の単位は､千円とする｡



平成23年度大津市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1　歳　　　入

款項 冉��本年度 ����7��比較 �������k��
区分 仞�ｧ｢�

1保険料 1後期高齢者医療 保険料 ��X�,ｩ*X�]ｸﾊ���703,857 鼎�BﾃS�B�299,343 ��ﾋｹD�7瓜｢�(暹D�7瓜｢�692,928 10,929 ��

2特別徴収保険料 ��ﾃSCBﾃ#���2,010,345 ��#Ccbﾃ�#r�1現年度分 ��ﾃSCBﾃ#��� 

2使用料及び手数料 1手数料 ��<)�8詹�I{��284 鉄SB�△270 ��<)�8詹�I{��284 ��

2文書交付手数料 ���1 ���1納付証明書 交付手数料 偵�� 

3繰入金 1繰入金 ��ﾄｩ?ﾈｾ��447,000 鼎ィﾃ����△37,000 ��自Lｨ檍ﾇhﾄｩ?ﾈｾ��)]ｸﾊ�餉R���.案ｩ?ﾈｾ��73,049 373,951 ��

4繰越金 1繰越金 ��ﾄｨ葎ｾ��14,000 ��2ﾃSCb�454 ��ﾄｨ葎ｾ��14,000 ��

5諸収入 �� �� �� ��

後期高齢者医療　-319-
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1延滞金､加算金 及び過料 2償還金及び 還付加算金 3雅人 ��露�粟��10 ����0 ��露�粟��10 ��

2過料 ����10 ���1過料 ���� 

1保険料還付金 迭ﾃ����6,000 ��#�ﾃ����1保険料還付金 迭ﾃ���� 

2還付加算金 ����10 ���1還付加算金 ���� 

1雑入 �"ﾃc���10 �"ﾃc���1雑入 �"ﾃc��� 

計 �2,717,000 �"ﾃ��津����△202,000 �� ��

2　歳　　　出

款項 冉��本年度 ����7��比較 �������k��
区分 仞�ｧ｢�

1総務費 1総務管理費 ��自LｨｬyyﾙN��73,954 田rﾃS�r�6,437 ��_���HｺHﾜ���y,�ｾ��6,878 975 4,832 ��ｬyyﾘ戊�8馼ｼiN�2ﾃ鉄B�茨冽�N�>�o2��

8報償費 塔sR�消耗品費763印刷製本費1,940 

9旅費 ��b�(役務費内訳) 

11需用費 12役務費 �"ﾃs�2�#Bﾃ#Cb�通信運搬費24,246 



13委託料 14使用料及び賃借料 18備品購入費 19負担金､補助 及び交付金 23償還金､利子 及び割引料 �#RﾃSヲ�rﾃ������������� 

2後期高齢者医療 広域連合納付金 1後期高齢者医療 広域連合納付金 ��ﾎ8ｯｨﾘ)~竟(�9|2�ﾔﾈ司��ﾘyEｹWHｾ��2,636,036 �"ﾃイ2ﾃCs2�△207,437 ��儿�%8ｾ�I^(��ｷ�-�ﾏ�WHｾ��2,636,036 ��ﾎ8ｯｨﾘ)~竟(�9|8ﾔﾈ司��ﾘx戊�9N�"ﾃc3bﾃ�3b�

3諸支出金 1償還金及び 還付加算金 ��]ｸﾊ��)WHｾ��5,000 澱ﾃ����△1,000 �#8�ｭ(ｾ�Iy育��ｷ�-�ｨH初{��5,000 ��暹D�7茨ｹ?ﾉNﾙ]ｸﾊ�)]ｸﾊ��Hｭ(ｾ�Rﾃ����

2還付加算金 ����10 ���23償還金､利子 及び割引料 ����1過年度収入被保険者保険料返還加算金10 

4予備費 1予備費 ��uﾉOYN��2,000 �"ﾃ����0 �� ��

計 �2,717,000 �"ﾃ��津����△202,000 �� ��
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給　　与　　費　　明　　細　　書

1　特　別　職

区分 剞E員数 (人) 从ｹu餒��劔綿ｺHﾜ���合計 儖Xﾖﾂ�

報酬 从ｹ{��期末手当 �&闔h詹9b�通勤手当 佗b�

本年度 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の特別職 �2�6,878 �� �� 澱ﾃピ��975 途ﾃゴ2� 

計 �2�6,878 �� �� 澱ﾃピ��975 途ﾃゴ2� 

前年度 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の特別職 �"�4,735 �� �� 釘ﾃs3R�617 迭ﾃ3S"� 

計 �"�4,735 �� �� 釘ﾃs3R�617 迭ﾃ3S"� 

比較 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の特別職 ���2,143 �� �� �"ﾃ�C2�358 �"ﾃS��� 

汁 ���2,143 �� �� �"ﾃ�C2�358 �"ﾃS��� 



母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算



注)金額の単位は､千円とする｡



平成23年度大津市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1　歳　　　入

款項 冉��本年度 ����7��比較 �������k��
区分 仞�ｧ｢�

1繰入金 1線入金 ��ﾄｩ?ﾈｾ��19,500 �3�ﾃ����△11,500 ��ﾙLｨ檍ﾇhﾄｩ?ﾈｾ��19,500 ��

2繰越金 1繰越金 ��ﾄｨ葎ｾ��1,000 ���1,000 ��ﾄｨ葎ｾ��1,000 ��

3諸収入 1貸付金元利収入 2雑入 ��^ｨ��忱WyY�8��ｾ���ﾙWHｾ�ﾋ9y茨ｹ?ﾂ�37,874 �#津C#��8,445 ��^ｨ��Y�8��ｾ���ﾙWHｾ�ﾋ9y茨ｹ?ﾂ�(忱WyY�8��ｾ���ﾙWHｾ�ﾋ9y茨ｹ?ﾂ�37,439 43■5 肌Cｨｾ�3rﾃC���y育�3��x,仞�C3B�y育���

1違約金及び 延納利息 �3��71 ��#C��1違約金及び 延納利息 �3�� 

4市債 1市債 ��^ｨ��忱WyY�2���ｾ��ﾙWH馼ｼhﾜ"�33,095 鉄2ﾃs���△20,605 ��^ｨ��忱WyY�2���ｾ��ﾙWH馼ｼhﾜ"�33,095 ��

計 �91,500 ���Bﾃ#���△22,700 �� ��

母子寡婦福祉資金貸付　-323-
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2　歳　　　出

款項 冉��本年度 ����7��比較 �������k��
区分 仞�ｧ｢�

1母子寡婦福祉 資金貸付事業費 1母子寡婦福祉 資金貸付事業費 ��^ｨ��忱WyY�2���ｾ��ﾙWH駟k�N��2,984 �2ﾃ#���△216 等{yN�����w�N���)o�k�N��18 134 150 ��^ｨ��忱WyY�8��ｾ��ﾙWH駟k�N�"ﾃ塔B�茨冽�N�>�o2��

13委託料 ��ﾃ�S��消耗品費60印刷製本費74 

14使用料及び賃借料 ��ﾃS�2�(役務費内訳) 

18備品購入費 鼎��通信運搬費150 

2母子寡婦福祉 資金貸付金 塔rﾃS�b�110,一oo° ��##"ﾃCィ�21貸付金 塔rﾃS�b�1母子寡婦福祉資金貸付金87,516 

2予備費 1予備費 ��uﾉOYN��1,000 ��ﾃ����0 �� ��

計 �91,500 ���Bﾃ#���△22,700 �� ��



地方債の平成21年度末における現在高並びに平成22年度末

及び平成23年度末における現在高の見込みに関する調書

区分 兌ﾙ�ﾃ#�D�7永b�ﾋｸﾝﾘﾘ"�平成22年度末 現在高見込額 兌ﾙ�ﾃ#9D�7�(i�ﾘﾋ位俛��兌ﾙ�ﾃ#9D�7永b�ﾋｸﾝﾘﾘ(ﾊ俛隗｢�平成23年度中 起債見込額 兌ﾙ�ﾃ#9D�7�(b�ﾋ8ｾ��ｭ(ﾊ俛隗｢�

1母子寡婦福祉資金貸付事業債 �#s2ﾃ#c��290,789 �32ﾃ�迭� �3#2ﾃャB�

(1)母子寡婦福祉資金貸付事業債 �#s2ﾃ#c��290,789 �32ﾃ�迭� �3#2ﾃャB�

合計 �#s2ﾃ#c��290,789 �32ﾃ�迭� �3#2ﾃャB�
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