
 ２０２０年度決算報告

≪一般会計≫

自 ２０２０年４月 １日 

至 ２０２１年３月３１日 

(単位：円) 

収入の部 

科 目 予算額 決算額 備 考 

前年度繰越金 1,057,336 1,057,336 

市補助金 678,000 678,000 まちづくり補助金要領第 5 条 1 項 1・2・3 号事業（コ

ミュニティ運営）分

まちづくり補助金要領第 5 条 1 項 4 号事業（まちづく

り計画の実行）分 

社会福祉協議会助成金 259,000 259,000 助成金は福祉目的のため福祉活動部へ 

自治会分担金 390,000 386,500 コミュニティ活動費として自治会より会員一所帯当り

100円×3,865 戸 

その他の収入 40,000 4 利息 

収入の部合計 2,424,336 2,380,840 

支出の部 

科 目 予算額 決算額 備 考 

総務活動部会費 80,000 21,677 コピー、印刷費等総務事務経費

広報活動部会費 230,000 125,685 広報誌等広報活動編集発行費 

地域文化活動部会費 246,000 93,634 ア－トフェスタ、講演会等、事業活動費の一部として

福祉活動部会費 372,500 372,500 社協助成分 268,000 円含む。福祉活動費の一部として 

緑化環境対策活動部会費 21,000 25,408 緑化事業活動費の一部として 

生涯学習活動部会費 77,500 0 講座開催等、事業活動費の一部として 

健康推進活動部会費 21,000 0 健康づくり等、事業活動費の一部として 

子ども活動部会費 21,000 21,017 子ども事業活動費の一部として 

災害対策活動部会費 21,000 23,456 防災事業等、事業活動費の一部として 

スポーツ活動部会費 0 0 ※スポーツクラブ 21 の自主財源で運営し、コミュニテ

ィ予算はゼロ 

まちづくり事業費 230,000 147,040 コミュニティとしての事業、

コロナ感染防止対策費 等、

予備費 1,104,336 

次年度繰越金 1,550,423 

支出の部合計 2,424,336 2,380,840 

（注１）各活動部の活動はコミュニティからの資金以外に、それぞれ独自の財源により運営されており、 

各活動部の収支にはコミュニティが申請窓口になっているもの以外は含まれず、コミュニティからの

拠出分の表示です 

≪コミュニティ基金≫
1,879,526 円 

（注１）コミュニティ基金には、コミュニティ運営で出た余剰金の一部をプールします。 

（注２）コミュニティ基金は、当面、コミュニティセンター指定管理事業、図書館委託事業の不測の出費の

備えとして用意します。 



≪コミュニティセンター会計≫

自  ２０２０年４月 １日 

至 ２０２１年３月３１日 (単位：円) 

収入の部 

科 目 予算額 決算額 備 考 

前年度繰越金 2,208,591 2,208,591 前年度の余剰金を繰越した額 

指定管理料 11,687,000 11,687,000 市からの年間指定管理料 

使用料収入 3,400,000 1,885,760 部屋及び機器の使用料、指定管理者（コミュニティ）の収入

に 

印刷機収入 800,000 343,905 印刷機コピー機の使用料収入 

その他の収入 240,000 240,377 図書館管理委託費等 

収入の部合計 18,335,591 16,365,633 

支出の部 

科 目 予算額 決算額 備 考 

人件費 7,700,000 7,320,598 スタッフ 7 名、センター長 1 名、会計 1 名の人件費

労務費 60,000 82,196 スタッフの労働保険 雇用保険料などの費用

定期清掃費 1,700,000 1,590,866 コミュニティセンターの清掃外部委託費

光熱水道費 2,300,000 1,997,182 電気、ガス、水道料金など 

通信費 150,000 162,974 事務通信費 

消耗品費 900,000 253,581 印刷機等のインク代、用紙代他、事務消耗品費 

使用料 850,000 756,787 印刷機、コピー機、カラオケリース代、トイレ芳香剤 

事務費 100,000 63,334 その他事務費 

修繕費 150,000 66,000 指定管理者として実施する施設修繕費 

機械類保守点検費 1,040,000 1,035,540 エレベーター、自動ドア、機械警備、電気設備等の施設保守

点検などの費用 

交通費 10,000 880 センター職員の業務上の交通費

租税公課 790,000 632,600 2020 年度消費税等 

保険料 20,000 19,780 施設賠償責任保険 

雑 費 355,000 174,299 税理士報酬、ホームページ利用料等 

法人税及び住民税 26,500 2020 年度分（当初予算科目＝予備費） 

予備費 2,210,591 

余剰金 2,182,516 

支出の部合計 18,335,591 16,365,633 

（注１）余剰金 2,182,516円は次期繰越金に繰り入れます。 



≪図書館中山台分室会計≫ 

自 ２０２０年４月 １日 

至 ２０２１年３月３１日 

(単位：円) 

収入の部 

科 目 予算額 決算額 備 考 

前年度繰越金 1,673,202 1,673,202 前年度の余剰金を繰越した額 

委託金収入 5,055,105 4,773,660 市からの年間図書館業務委託料 

その他の収入 13 13 預金利息 

収入の部合計 6,728,320 6,446,875 

支出の部 

科 目 予算額 決算額 備 考 

人件費 3,950,000 3,881,775 図書スタッフ 5 名の年間人件費 

労務費 15,000 13,315 スタッフの労働保険料などの費用

清掃費 270,000 170,000 清掃費 

通信費 10,000 0 事務通信費 

消耗品費 30,000 11,894 事務消耗品費 

事務費 30,000 6,100 その他事務費 

修繕費 30,000 0 施設修繕費 

交通費 20,000 2,280 スタッフの業務用交通費

新聞費 150,000 104,272 ロビーにおいてある新聞の購読料金

租税公課 250,000 218,900 2020 年度消費税、印紙税 

雑 費 300,000 364,249 上記区分けに入らない費用（図書館管理等委託費を含む） 

予備費 1,673,320 運営予備費 

法人税及び住民税 55,500 2020 年度分(当初予算項目=予備費) 

余剰金 1,618,590 

支出の部合計 6,728,320 6,446,875 

注：余剰金 1,618,590 円は次期繰越金に繰り入れます。 



 ２０２１年度予算 

≪一般会計≫ 

自 ２０２１年４月 １日 

至 ２０２２年３月３１日 

（単位：円） 

収入の部 

科 目 予算額 備 考 

前年度繰越金 1,550,423 前年度の繰越金 

市補助金 678,000 まちづくり補助金要領第 5条 1項 1・2・3号事業 

社会福祉協議会助成金 259,000 助成金は福祉目的のため福祉活動部へ 

自治会分担金 390,000 コミュニティ活動費として自治会より会員１所帯当り 100円×3,900戸

その他の収入 40,000 長寿祭り参加費等、利息 

収入の部合計 2,917,423 

支出の部 

科 目 予算額 備 考 

総務活動部会費 80,000 コピー、印刷費等、総務事務経費

広報活動部会費 230,000 広報誌等広報活動編集発行費 

地域文化活動部会費 246,000 ア－トフェスタ、講演会等、事業活動費の一部として

福祉活動部会費 349,500 社協助成分 236,000円含む。福祉事業活動費の一部として。 

緑化環境対策活動部会費 21,000 緑化事業活動費の一部として 

生涯学習活動部会費 77,500 講座開催等、事業活動費の一部として 

健康推進活動部会費 21,000 健康づくり等、事業活動費の一部として 

子ども活動部会費 21,000 子ども事業活動費の一部として 

災害対策活動部会費 21,000 防災事業等、事業活動費の一部として 

スポーツ活動部会費 0 ※スポーツクラブ 21の自主財源で運営し、コミュニティ予算はゼロ

まちづくり事業費 230,000 コミュニティとしての事業、長寿まつり等の費用

予備費 1,620,423 コミュニティの活動の予備として

支出の部合計 2,917,423 

（注１）各部会の活動はコミュニティからの資金以外にそれぞれ独自の財源により運営されており、上記各

活動部の収支はコミュニティが申請窓口になっているもの以外含まれず、コミュニティからの拠出分

の表示です。 

≪コミュニティ基金≫ 

1,879,526円 

（注１）コミュニティ基金には、コミュニティ運営で出た余剰金の一部をプールします。 

（注２）コミュニティ基金は、当面は、コミュニティセンター指定管理事業、図書館委託事業の不測の出費

の備えとして用意します。 



≪コミュニティセンター会計≫ 

自 ２０２１年４月 １日 

至 ２０２２年３月３１日 

（単位：円） 

収入の部 

科 目 予算額 備 考 

前年度繰越金 2,182,516 前年度の余剰金を繰越した額 

指定管理料収入 11,022,000 市からの年間指定管理料 

使用料収入 3,150,000 部屋及び機器の使用料、指定管理者（コミュニティ）の収入に 

印刷機収入 550,000 印刷機・コピー機の使用料収入 

その他の収入 240,300 図書館管理委託費等 

収入の部合計 17,144,816 

支出の部 

科 目 予算額 備 考 

人件費 7,400,000 コミセンスタッフ 7 名、センター長 1 名、会計 1 名の人件費

労務費 80,000 スタッフの労働保険、雇用保険料などの費用

清掃費 1,700,000 センターの清掃外部委託費

光熱水道費 2,000,000 電気、ガス、水道料金など 

通信費 150,000 事務通信費 

消耗品費 700,000 事務消耗品費 

使用料 850,000 印刷機、コピー機、カラオケのリース代、トイレ芳香剤 

事務費 50,000 その他事務費 

修繕費 50,000 指定管理者として実施する施設修繕費 

機械類保守点検費 1,040,000 エレベーター、自動ドア等の施設保守点検などの費用

交通費 2,000 センター職員の業務用交通費

租税公課 670,000 2021 年度消費税、印紙税 

保険料 270,000 税理士報酬等 

雑 費 

予備費 2,182,816 2021 年度法人税などの他、コミュニティセンターの円滑な運営や利用者満足度

の向上のための費用 

支出の部合計 17,144,816 



≪図書館中山台分室会計≫ 

自 ２０２１年４月 １日 

至 ２０２２年３月３１日 

（単位：円） 

収入の部 

科 目 予算額 備 考 

前年度繰越金 1,618,590 前年度の余剰金を繰越した額 

委託金収入 5,094,694 市からの年間図書館業務委託料 

その他収入 6 受取利息 

収入の部合計 6,713,290 

支出の部 

科 目 予算額 備 考 

人件費 4,000,000 図書スタッフ 5 名の年間人件費 

労務費 15,000 スタッフの労働保険料などの費用

清掃費 270,000 清掃費 

通信費 5,000 事務通信費 

消耗品費 30,000 事務消耗品費 

事務費 30,000 その他事務費 

修繕費 25,000 施設修繕費 

交通費 20,000 スタッフの業務用交通費

新聞費 150,000 ロビーにおいてある新聞の購読料金

租税公課 232,000 2021 年度消費税、印紙税 

雑 費 317,000 上記区分けに入らない費用（図書館管理等委託費を含む） 

予備費 1,619,290 2021 年度法人税などの他、図書館中山台分室の円滑な運営や利用者満足

度の向上のための費用 

支出の部合計 6,713,290 
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