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公益財団法人 武蔵野市福祉公社 



申菱東京ＵＦＪ銀行 便祥寺　支店 普通預金 15,160,765

大東京信用組遍 便祥寺　支店 普通預金 28,714,138

多摩信用金庫 武蔵野　支店 普通預金 4,240,483

申井住仏信託銀行 便祥寺中央　支店 普通預金 1

大信　金銭管理支援業務口 便祥寺　支店 普通預金 100 霸成緹縕朮縈暻開設

48,115,487遍　　　　　　　計

銀　 行　鞭 種 類 金    額

  預  金  明  細  表　

霸成緹縕朮縈暻縈緱日　現湾

譆単位：塘譙

備　　考

緱 緌 緱縠 ページ



申菱東京ＵＦＪ銀行 便祥寺　支店 普通預金 6,031,559

第輞䡄回　䡄朮　利付国債 120,588,000

第𨉷蹻回　䡄朮　大阪府公募公債 100,670,000

第　踣回　䡄朮　北九攀市公募公債 90,441,000

第　輞回　䡄朮　福岡市公募公債 100,840,000

418,570,559

暻老後福祉基金資産曛

第𨉷輭回　䡄朮　大阪府公債 131,287,000

第踽踽－𨉷回　䡄朮　兵庫県公債 141,288,000

第軺輭回　䡄朮　大阪府公募公債 121,572,000

第踽踽－輞回　䡄朮　大阪市公募公債 72,770,400

申井住仏信託銀行 便祥寺中央　支店 普通預金 817,672

467,735,072

暻ユ職給付引当資産曛

申井住仏信託銀行 便祥寺中央　支店 定期預金 10,689,850

申菱東京ＵＦＪ銀行 便祥寺　支店 定期預金 37,871,168

大東京信用組遍 便祥寺　支店 定期預金 10,000,000

申井住仏信託銀行 便祥寺中央　支店 定期預金 30,000

58,591,018

暻減価償却引当資産曛

申井住仏信託銀行 便祥寺中央　支店 定期預金 37,840,000

37,840,000

564,166,090

  特　定　資　産　明　細　表　

霸成緹縕朮縈暻縈緱日　現湾

遍　　　　　　　計

譆単位：塘譙

資　　　　　産 金    額 備　　考

計

計

計

  基　曓　⎡　産　明　細　表　

霸成緹縕朮縈暻縈緱日　現湾

譆単位：塘譙

金    額 備　　考

遍　　　　　　　計

資　　　　　産
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相　手　纏 塔　　　　容 金　　　額 備　考

武蔵野朮金保険征務所 社会保険料 6,536,581

東京労働局 雇用保険料 1,582,376

武蔵野税務署 源泉所得税 1,366,214

武蔵野市他 住民税 1,570,900

11,056,071遍　　　　　　計

　　預　り　金　明　細　表　　

霸成緹縕朮縈暻縈緱日　現湾

縈 緌 緱縠 ページ



科　　目 相　手　纏 塔　　　　容 金　　　額 備　考

賃借料支出 礴コ胠羗菑胠䑛皪紱萆

便祥寺北町征務所賃料絓緹縕朮縑暻

薙絙

1,100,000

〃 大東京信用組遍 大信倉庫借疹料絓緹縕朮縑暻薙譙 21,000

〃 𥝱皪胠礮萆

便祥寺北町第性菏申駐車場使用料

譆緹縕朮縑暻薙譙

81,000

保険料支出 日産自動車販売萆

自動車損害賠償責任保険料菏日産

睎ュ菑絜譆緹縕朮柤薙譙

11,472

〃 萆茂木商会

自動車損害賠償責任保険料菏秔皪

籭窅皁笒𦫿菑譆緹縕朮柤薙譙

4,165

〃 萆茂木商会

自動車損害賠償責任保険料菏秔皪

籭窅𥝱ン笒譆緹縕朮柤薙譙

3,332

〃 日曓興亜損害保険萆

曓部征務所火災保険料譆緹縕朮柤

薙譙

12,496

1,233,465

　　前　払　費　用　明　細　表　　

霸成緹縕朮縈暻縈緱日　現湾

遍　　　　　計

縑 緌 緱縠 ページ



曑収金

科　　目 相　手　纏 塔　　　　容 金　　　額 備　考

前朮柤繰越 1,526,256

介護保険収入 東京都国民健康保険団体連遍会他 介護報酬譆縈菏縑暻審査薙譙等 44,279,950

利用者⎞担金収入 申菱ＵＦＪ紱癤瞀𥝱菑萆他

介護保険利用者⎞担金譆緹･縈暻薙譙

他

9,551,169 引落薙

福祉資金貸付利用料 武蔵野市

福祉資金貸付利用料譆霸成緹縈朮緱緹

暻～霸成緹縑朮緹暻譙他

5,136,509

受託征業収入 武蔵野市 受託料収入譆緹菏縈暻薙他譙 2,933,668

雑収入 申鷹福祉専門学校他 実習生受入謝礼金他 93,646

仮払金 譆福譙武蔵野市民社会福祉協議会

緹縑朮柤　福祉申団体遍弁研修会菏

講師謝礼

55,000

福利厚生費支出 武蔵野市勤労者互助会 勤労者互助会還付金譆縈暻薙譙 300

保険料支出 東京海疹日動火災保険萆

艠菑礜車両変更に伴う保険料還付

金

2,150

63,578,648

　　曑　収　金　明　細　表　　譆総括表譙　

霸成緹縕朮縈暻縈緱日　現湾

遍　　　　　計

縕 緌 緱縠 ページ



管理費

科　　目 相　手　纏 塔　　　　容 金　　　額 備　考

仮払金 譆福譙武蔵野市民社会福祉協議会

緹縑朮柤　福祉申団体遍弁研修会菏

講師謝礼

25,000

〃 譆福譙武蔵野

緹縑朮柤　福祉申団体遍弁研修会菏

講師謝礼

30,000

55,000

　　曑　収　金　明　細　表　　

霸成緹縕朮縈暻縈緱日　現湾

遍　　　　　計

縠 緌 緱縠 ページ



征業費

科　　目 相　手　纏 塔　　　　容 金　　　額 備　考

前朮柤繰越 1,526,256

福祉資金貸付利

用料

武蔵野市

福祉資金貸付利用料譆霸成緹縑朮緱緹

暻～霸成緹縕朮緹暻譙

4,258,427

〃 〃

福祉資金貸付利用料譆霸成緹縕朮縈

暻譙

878,082

現金払利用料収

入

申菱ＵＦＪ紱癤瞀𥝱菑萆

暼償湾宅サ菑粠礜利用料譆緹菏縈暻

薙譙

4,255,603 引落薙

〃 サ菑粠礜利用者

暼償湾宅サ菑粠礜利用料譆個別振

込曑済薙譙

99,765

9,491,877

権利擁護征業利

用料収入

申菱ＵＦＪ紱癤瞀𥝱菑萆 権利擁護利用料譆緹菏縈暻薙譙 301,000 引落薙

〃 サ菑粠礜利用者

権利擁護利用料譆個別振込曑済

薙譙

7,000

308,000

介護保険収入 東京都国民健康保険団体連遍会

居宅介護支援給付介護給付費譆繢菏

繮菏緹菏縈暻実績薙

2,669,892

〃 〃

居宅介護支援給付予防給付費譆緹菏

縈暻実績薙譙

116,551

2,786,443

14,112,576

暻居宅介護征業曛

小　　　　計

遍　　　　　計

　　曑　収　金　明　細　表　　

霸成緹縕朮縈暻縈緱日　現湾

暻暼償湾宅サ菑粠礜征業曛

小　　　　計

暻権利擁護征業曛

小　　　　計

繇 緌 緱縠 ページ



羗菑胠綦艴綃礴ン𥝱菑

科　　目 相　手　纏 塔　　　　容 金　　　額 備　考

受託料収入 武蔵野市

生活支援綦艴粏菑派遣征業受託

料譆縈暻実績薙譙

741,510

〃 〃

綦艴粏菑派遣征業難病者譆緹菏縈暻

実績薙譙

25,858

〃 〃

㌙知症高齢者見守り支援征業綦艴

粏菑派遣譆緹菏蹻暻実績譙

834,500

介護保険収入 東京都国民健康保険団体連遍会

介護保険収入訪問介護サ菑粠礜給

付金譆縈菏縑暻審査薙譙

16,477,291

居宅介護サ菑粠礜収入 東京都国民健康保険団体連遍会

居宅介護サ菑粠礜譆自立支援法譙収

入緹菏縈暻実績薙

1,567,354

〃 武蔵野市 移動支援征業譆緹菏縈暻実績薙譙 173,000

介護保険収入 申菱ＵＦＪ紱癤瞀𥝱菑萆

介護保険利用者⎞担金譆緱～縈暻

薙譙

2,014,756 引落薙

㌙知症見守り支援征業 申菱ＵＦＪ紱癤瞀𥝱菑萆

㌙知症高齢者見守り支援征業利用

者⎞担金譆緹菏縈暻薙譙

198,000 引落薙

居宅介護サ菑粠礜収入 申菱ＵＦＪ紱癤瞀𥝱菑萆

居宅介護サ菑粠礜利用者⎞担金譆緱

～縈暻実績譙

35,442 引落薙

佷ｰﾑ𠈓倓佘傈個人利用料収入
申菱ＵＦＪ紱癤瞀𥝱菑萆

羗菑胠綦艴綃個人利用料利用者

⎞担金譆緹菏縈暻実績薙譙

552,995 引落薙

雑収入 申鷹福祉専門学校 実習生受入謝礼金 8,000

福利厚生費支出 勤労者互助会 会費還付金譆緹暻曒ユ職者緱鞭譙 300

22,629,006

　　曑　収　金　明　細　表　　

霸成緹縕朮縈暻縈緱日　現湾

遍　　　　　計

繢 緌 緱縠 ページ



高齢者総遍礴ン𥝱菑

譆単位：塘譙

科　　目 相　手　纏 塔　　　　容 金　　　額 備　考

暻高齢者総遍礴ン𥝱菑管理運営曛

雑収入 東京コ眙コ菑䑛菏翛笒艠ン瞔萆

自動販売機売疹手数料譆緱～縈暻

薙譙

1,046

1,046

暻湾宅介護支援礴ン𥝱菑曛

受託征業収入 武蔵野市 要介護㌙定調査受託料譆縈暻薙譙 352,800

〃 〃

要介護㌙定調査弁行訪問受託料

譆真半期薙譙

60,900

〃 〃

家族介護教室受託料譆霸成緹縑朮柤

薙譙

105,000

〃 〃 住宅改修補助金譆縈暻薙譙 2,000

介護保険収入 東京都国民健康保険団体連遍会 介護報酬他譆縈暻薙他譙 654,305

保険料支出 東京海疹日動火災保険萆

艠菑礜車両入替に伴う保険料還付

金

2,150

1,177,155

暻竽皪サ菑粠礜礴ン𥝱菑曛

受託征業収入 武蔵野市

仈傣ｲ利用者食征助成補助金譆緱菏緹菏縈

暻薙譙

258,400

〃 〃 仈傣ｲ食征ｻｰ伾傣𠂤委託料譆縈暻薙譙 200,900

介護保険収入 東京都国民健康保険団体連遍会 介護報酬他 11,931,874

〃 申菱聵翟翯紱癤瞀𥝱菑萆 利用者⎞担金収入他 1,276,658 引落薙

〃 サ菑粠礜利用者 利用者⎞担金収入 5,384

利用者⎞担金収入 申菱ＵＦＪ紱癤瞀𥝱菑萆

利用者食征⎞担金収入他譆緹菏縈暻

薙他譙

1,063,108 引落薙

〃 サ菑粠礜利用者

利用者食征⎞担金収入他譆緹菏縈暻

薙他譙

24,500

雑収入 高齢者総遍乩偣ﾀｰ職員他 職員給食試食代菏給食代他 43,600

14,804,424

暻社会活動礴ン𥝱菑曛

雑収入 利用者 ふれあいまつもと利用料 6,700

6,700

15,989,325遍　　　　　計

　　曑　収　金　明　細　表　　

霸成緹縕朮縈暻縈緱日　現湾

小　　　　計

小　　　　計

小　　　　計

小　　　　計

繮 緌 緱縠 ページ



北町高齢者礴ン𥝱菑

譆単位：塘譙

科　　目 相　手　纏 塔　　　　容 金　　　額 備　考

介護保険収入 東京都国民健康保険団体連遍会

竽皪サ菑粠礜利用報酬譆緹菏縈利用

薙譙

8,511,121

〃 申菱ＵＦＪ紱癤瞀𥝱菑萆 利用者⎞担金収入譆緹･縈暻薙譙 1,069,520 引落薙

利用者⎞担金収入 申菱ＵＦＪ紱癤瞀𥝱菑萆

利用者食征⎞担金収入他譆緹菏縈暻

薙譙

999,000 引落薙

受託征業収入 武蔵野市

仈傣ｲ利用者食征助成補助金譆緱菏緹菏縈

暻薙譙

178,800

雑収入 北町翛䑛ン竎皝皁他 翛䑛ン竎皝皁等昼食代譆縈暻薙譙 34,300

10,792,741

　　曑　収　金　明　細　表　　

霸成緹縕朮縈暻縈緱日　現湾

遍　　　　　計

緱緫 緌 緱縠 ページ



曑払金

科　　目 相　手　纏 塔　　　　容 金　　　額 備　考

給料手当支出 嘱託職員繢鞭 嘱託職員ユ職慰労金支給 4,692,942 縈/縈緱付ユ職

臨昷雇賃金支出 ̈録綦艴粏菑他 ̈録綦艴粏菑賃金譆縈暻実績薙譙 6,817,702

法定福利費支出 武蔵野朮金征務所 健康菏厚生朮金保険料譆緹～縈暻薙譙 6,613,986

給食材料費支出 葟黒甜商征他 䑛ン秞瞀䑛絜材料代譆縈暻薙譙他 1,122,567

諸謝金支出 竽皪サ菑粠礜礴ン𥝱菑講師他

竽皪サ菑粠礜礴ン𥝱菑講師謝礼金

譆縈暻薙譙他

155,000

委託費支出 武攀交通興業萆他

竽皪利用者ョ迎運転業務委託料

譆縈暻薙譙他

976,395

〃 羗菑胠䑛皪紱管理萆他 清掃菏警備業務委託譆縈暻薙譙他 244,512 社協と折半

印刷製曓費支出 ワ菑瞀礴ン𥝱菑𣝣や槩他 艠菑紱𦫿秭笒他 227,632

修繕費支出 中央粠艴産業他 床疹檔工征他 428,872

消耗品費支出 萆大塚商会他 征務用品他 165,767

賃借料支出 日曓眙艴胊秭瞀萆他

笒皪𦫿脱臭菏芳香機他譆真半期薙譙

他

382,449

甜熱水料費支出 武蔵野市民社会福祉協議会

征務所電気菏共用水道料金譆緱～縈

暻薙譙

319,194 社協と折半

〃 武蔵野市水道部他 碭艴籹菑糕皁水道料金他 4,642

通信運搬費支出 耔聱聱東日曓他 固定電話料金譆縈暻薙譙他 161,186

福利厚生費支出 萆胳竽皝眙艴䑛翛 職員等検便検査委託料譆縈暻薙譙 29,137

手数料支出 申菱聵翟翯紱癤瞀𥝱菑萆 口柞引落し手数料譆緹菏縈暻薙譙 213,882

消耗什器備品費支出他 菅野木工所 収納翛秭瞀礜他 88,701

医薬材料費支出 盎盔艴簳秭笒萆 調理室消毒液他 37,694

燃料費支出 盦瞀ソン腠菑粠艴眙菑笭礴ン𥝱菑他 睍ソ艠ン代譆緹暻薙譙 64,770

新聞図書費支出 葟拓方堂書店 雑グスーム代譆縈暻薙譙 1,210

活動費支出 北町高齢者礴ン𥝱菑翛䑛ン竎皝皁 翛䑛ン竎皝皁活動交通費譆縈暻薙譙 7,950

研修費支出 東京防災救急協会 疹級救命講習受講費縑鞭 10,400

雑支出 〃

緹縈朮柤介護職員処遇改善交付金

返納

3,168

租税公課支出 武蔵野市役所菏立擺都税征務所 緹縑朮柤法人市民税菏法人都民税 70,000

〃 武蔵野税務署 緹縑朮柤消費税第縑期納付薙 1,055,200

返還金 武蔵野市

固暼職員研修派遣費用⎞担金精

算金

186,954

〃 〃 緹縑朮柤受託料他返還金 22,956,719

47,038,631

　　曑　払　金　明　細　表　　譆総括表譙　

霸成緹縕朮縈暻縈緱日　現湾

緱緱 緌 緱縠 ページ



管理費

科　　目 相　手　纏 塔　　　　容 金　　　額 備　考

法定福利費支出 武蔵野朮金征務所 健康菏厚生朮金保険料譆緹菏縈暻薙譙 401,658

通信運搬費支出 耔聱聱東日曓 固定電話料金譆縈暻薙譙 9,111

〃 耔聱聱東日曓

会計サ菑籹菑皪ン𥝱菑簳秭笒甜回線

使用料譆縈暻薙譙

5,460

委託費支出 耔聱聱東日曓 粠礀簳礜羗ンサ耵菑笒代 9,975

委託費支出 武蔵野市民社会福祉協議会

羗菑胠䑛皪紱管理萆共用部薙清掃

業務他譆緱暻薙譙

35,700 社協と折半

〃 〃

羗菑胠䑛皪紱管理萆共用部薙清掃

業務他譆緹暻薙譙

35,700 〃

〃 〃

羗菑胠䑛皪紱管理萆共用部薙清掃

業務他譆縈暻薙譙

35,700 〃

甜熱水料費支出 武蔵野市民社会福祉協議会 征務所電気料金譆緱暻薙譙 19,071 社協と折半

〃 〃

征務所電気菏共用水道料金譆緹暻

薙譙

22,789 〃

〃 〃 征務所電気料金譆縈暻薙譙 18,766 〃

委託費支出 羗菑胠䑛皪紱管理萆 清掃業務委託譆縈暻薙譙 114,483

〃 〃 警備業務委託譆縈暻薙譙 22,929

租税公課支出 武蔵野税務署 緹縑朮柤消費税納付薙 1,055,200

〃 武蔵野市役所 緹縑朮柤法人市民税 50,000

〃 立擺都税征務所 緹縑朮柤法人都民税 20,000

返還金 武蔵野市

固暼職員研修派遣費用⎞担金精

算金

186,954

2,043,496

　　曑　払　金　明　細　表　　

霸成緹縕朮縈暻縈緱日　現湾

遍　　　　　計

緱緹 緌 緱縠 ページ



征業費

科　　目 相　手　纏 塔　　　　容 金　　　額 備　考

給料手当支出 嘱託職員緱鞭 嘱託職員ユ職慰労金支給 59,730 縈/縈緱付ユ職

法定福利費支出 武蔵野朮金征務所 健康菏厚生朮金保険料譆緹菏縈暻薙譙 1,130,112

印刷製曓費支出 萆大塚商会 コ糕菑機使用料譆縈暻薙譙 40,189

甜熱水料費支出 武蔵野市民社会福祉協議会 征務所電気料金譆緱暻薙譙 20,692 社協と折半

〃 〃 征務所電気菏共用水道料金譆緹暻薙譙 24,726 〃

〃 〃 征務所電気料金譆縈暻薙譙 20,361 〃

通信運搬費支出 翺羿羿翮萆 携帯電話使用料緱緱台譆縈暻薙譙 1,155

〃 翺羿羿翮萆 粠礀簳礜便利粏秭瞀基曓料譆縈暻薙譙 262

〃 耔聱聱東日曓 固定電話料金譆縈暻薙譙 15,184

1,312,411

法定福利費支出 武蔵野朮金征務所 健康菏厚生朮金保険料譆緹菏縈暻薙譙 147,084

消耗什器備品費支出 萆奥山文具店 竽礜瞀皁ン秔菑䑛秭瞀 18,900

甜熱水料費支出 武蔵野市民社会福祉協議会 征務所電気料金譆緱暻薙譙 2,098 社協と折半

〃 〃 征務所電気菏共用水道料金譆緹暻薙譙 2,507 〃

〃 〃 征務所電気料金譆縈暻薙譙 2,064 〃

172,653

甜熱水料費支出 武蔵野市民社会福祉協議会 征務所電気料金譆緱暻薙譙 1,430 社協と折半

〃 〃 征務所電気菏共用水道料金譆緹暻薙譙 1,709 〃

〃 〃 征務所電気料金譆縈暻薙譙 1,407 〃

4,546

通信運搬費支出 翺羿羿翮萆 携帯電話使用料縈台譆縈暻薙譙 315

〃 耔聱聱東日曓 固定電話料金譆縈暻薙譙 6,074

6,389

消耗品費支出 萆胠サ碭𥶡商店 男子用征務服 12,075

甜熱水料費支出 武蔵野市民社会福祉協議会 征務所電気料金譆緱暻薙譙 6,103 社協と折半

〃 〃 征務所電気菏共用水道料金譆緹暻薙譙 7,292 〃

〃 〃 征務所電気料金譆縈暻薙譙 6,005 〃

31,475

給料手当支出 嘱託職員緹鞭 嘱託職員ユ職慰労金支給 1,872,000 縈/縈緱付ユ職

法定福利費支出 武蔵野朮金征務所 健康菏厚生朮金保険料譆緹菏縈暻薙譙 313,160

委託費支出 萆大塚商会 翟AX保守料譆縈暻薙譙 3,045

甜熱水料費支出 武蔵野市民社会福祉協議会 征務所電気料金譆緱暻薙譙 7,056 社協と折半

〃 〃 征務所電気菏共用水道料金譆緹暻薙譙 8,432 〃

〃 〃 征務所電気料金譆縈暻薙譙 6,943 〃

通信運搬費支出 翺羿羿翮萆 携帯電話使用料縈台譆縈暻薙譙 315

〃 耔聱聱東日曓 固定電話料金譆縈暻薙譙 4,555

〃 耔聱聱東日曓 翟AX回線使用料金譆縈暻薙譙 889

2,216,395

3,743,869

　　曑　払　金　明　細　表　　

霸成緹縕朮縈暻縈緱日　現湾

暻暼償湾宅サ菑粠礜征業曛

小　　　　計

暻権利擁護征業曛

小　　　　計

暻居宅介護征業曛

小　　　　計

遍　　　　　計

暻啓̇普沸征業曛

小　　　　計

暻地域福祉権利擁護征業曛

小　　　　計

暻成朮後見征業曛

小　　　　計

緱縈 緌 緱縠 ページ



羗菑胠綦艴綃礴ン𥝱菑

科　　目 相　手　纏 塔　　　　容 金　　　額 備　考

給料手当支出 嘱託職員縈鞭 嘱託職員ユ職慰労金支給 1,581,294 縈/縈緱付ユ職

臨昷雇賃金支出 ̈録綦艴粏菑 ̈録綦艴粏菑賃金譆縈暻実績薙譙 3,540,886

〃 〃

昷間保障綦艴粏菑賃金譆縈暻実績

薙譙

2,570,710

〃 〃

昷間保障綦艴粏菑勤勉手当譆報償

金譙

706,106

法定福利費支出 武蔵野朮金征務所 健康菏厚生朮金保険料譆緹暻薙譙 1,551,664

通信運搬費支出 翺羿羿翮萆 携帯電話使用料緱繇台譆縈暻薙譙 1,785

〃 翺羿羿翮萆 粠礀簳礜便利粏秭瞀基曓料 263

〃 耔聱聱東日曓 固定電話料金譆縈暻譙 38,065

消耗品費支出 萆大塚商会 征務用品等 625

賃借料支出 東芝竎秭瞀萆

東芝眙䑛菑複遍機賃貸借料金譆緹菏

縈暻薙譙

13,650

印刷製曓費支出 東芝竎秭瞀萆

東芝電子複写機コ糕菑料金譆緹菏縈

暻薙譙

65,778

甜熱水料費支出 武蔵野市民社会福祉協議会 征務所電気料金譆緱暻薙譙 43,959 社協と折半

〃 〃

征務所電気菏共用水道料金譆緹暻

薙譙

52,528 〃

〃 〃 征務所電気料金譆縈暻薙譙 43,256 〃

雑支出 武蔵野市

霸成緹縈朮柤訪問介護改善交付金

返納

3,168

10,213,737

　　曑　払　金　明　細　表　　

霸成緹縕朮縈暻縈緱日　現湾

遍　　　　　計

緱縑 緌 緱縠 ページ



高齢者総遍礴ン𥝱菑

譆単位：塘譙

科　　目 相　手　纏 塔　　　　容 金　　　額 備　考

暻高齢者総遍礴ン𥝱菑管理運営曛

給料手当支出 嘱託職員緱鞭 嘱託職員ユ職慰労金支給 843,930 縈/縈緱付ユ職

法定福利費支出 武蔵野朮金征務所 健康菏厚生朮金保険料譆緹菏縈暻薙譙 378,564

通信運搬費支出 萆耔聱聱菏笭コ腠 携帯電話使用料譆縈暻薙譙他 18,757

〃 艠コ菑礀腧粏ン萆 会計碭礜竎胠通信回線使用料 21,735

手数料支出 萆加藤商征 廃棄物処理代譆縈暻薙譙 14,458

〃 萆耔聱聱菏笭コ腠 携帯電話解約手数料他 55,650

印刷製曓費支出 艠コ菑礀腧粏ン萆 コ糕菑機使用料譆縈暻薙譙 40,908

賃借料支出 日曓眙艴胊秭瞀萆 笒皪𦫿脱臭菏芳香機他譆真半期薙譙 128,520

〃 萆羗ン秔紱癤皪笻ン礜 業務用自動車艠菑礜料譆縈暻薙譙 25,000

消耗品費支出 萆皪菑盦礜碭菑 征務用品他 30,089

〃 胠サ碭𥶡商店 男子用征務服 12,075

返還金 武蔵野市 緹縑朮柤受託料返還金 1,124,968

2,694,654

暻湾宅介護支援礴ン𥝱菑曛

法定福利費支出 武蔵野朮金征務所 健康菏厚生朮金保険料譆緹菏縈暻薙譙 541,962

通信運搬費支出 耔聱聱東日曓 碭艴籹菑糕皁電話菏翟AX料金譆縈暻薙譙 7,463

甜熱水料費支出 武蔵野市水道部他 碭艴籹菑糕皁水道菏睍礜料金譆縈暻薙譙 4,642

消耗品費支出 日勝礜耵菑窅工業萆 職員被服 67,284

医薬材料費支出 済生堂　岡田薬品 手動加椀式竽礀𥝱艴血椀計他 24,150

賃借料支出 萆羗ン秔紱癤皪笻ン礜 業務用自動車艠菑礜料譆縈暻薙譙 19,085

返還金 武蔵野市 緹縑朮柤受託料返還金 474,765

1,139,351

暻補助器具礴ン𥝱菑曛

法定福利費支出 武蔵野朮金征務所 健康菏厚生朮金保険料譆緹菏縈暻薙譙 214,972

消耗品費支出 萆皪菑盦礜碭菑 征務用品他 23,218

燃料費支出 盦瞀ソン腠菑粠艴眙菑笭礴ン𥝱菑 睍ソ艠ン代譆緹暻薙譙 4,300

返還金 武蔵野市 緹縑朮柤受託料返還金 1,717,371

1,959,861

暻竽皪サ菑粠礜礴ン𥝱菑曛

給料手当支出 嘱託職員緱鞭 嘱託職員ユ職慰労金支給 335,988 縈/縈緱付ユ職

法定福利費支出 武蔵野朮金征務所 健康菏厚生朮金保険料譆緹菏縈暻薙譙 1,007,982

福利厚生費支出 萆胳竽皝眙艴菏䑛翛 職員腸塔細菌検査委託料譆縈暻薙譙 2,362

委託費支出 武攀交通興業萆 竽皪利用者ョ迎運転業務委託料譆縈暻薙譙 921,375

給食材料費支出 礴綃笒萆 給菏配食材料代譆縈暻薙譙 492,660

燃料費支出 盦瞀ソン腠菑粠艴眙菑笭礴ン𥝱菑 睍ソ艠ン代譆緹暻薙譙 20,414

賃借料支出 萆盦菑礜菏眊菑笒艠菑礜 利用者ョ迎用車両艠菑礜料譆縈暻薙譙 51,200

諸謝金支出 竽皪サ菑粠礜礴ン𥝱菑講師繇鞭 竽皪サ菑粠礜礴ン𥝱菑講師謝礼金譆縈暻薙譙 65,000

手数料支出 申菱聵翟翯紱癤瞀𥝱菑萆 口柞引落し手数料譆緹菏縈暻薙譙 32,024

返還金 武蔵野市 緹縑朮柤受託料返還金 6,895,500

9,824,505

暻社会活動礴ン𥝱菑曛

法定福利費支出 武蔵野朮金征務所 健康菏厚生朮金保険料譆緹菏縈暻薙譙 306,804

通信運搬費支出 萆耔聱聱菏笭コ腠 携帯電話使用料譆縈暻薙譙 1,288

手数料支出 萆耔聱聱菏笭コ腠 携帯電話解約手数料他 5,250

諸謝金支出 東屋浦太郎 𣇄浪曲と演歌を楽しむ会晷出演料 70,000

消耗品費支出 萆皪菑盦礜碭菑 征務用品他 12,001

賃借料支出 申菱聵翟翯艠菑礜萆 眙䑛眊矠用腠筯𥝱菑借疹料譆縈暻薙譙 1,900

返還金 武蔵野市 緹縑朮柤受託料返還金 4,886,084

5,283,327

20,901,698

小　　　　計

遍　　　　　計

　　曑　払　金　明　細　表　　

霸成緹縕朮縈暻縈緱日　現湾

小　　　　計

小　　　　計

小　　　　計

小　　　　計

緱縕 緌 緱縠 ページ



北町高齢者礴ン𥝱菑

譆単位：塘譙

科　　目 相　手　纏 塔　　　　容 金　　　額 備　考

法定福利費支出 武蔵野朮金征務所

健康菏厚生朮金保険料譆緹菏縈暻

薙譙

620,024

福利厚生費支出 萆胳竽皝眙艴䑛翛

職員等検便検査委託料譆縈暻

薙譙

26,775

給食材料費支出 萆後藤商店他 䑛ン秞瞀䑛絜材料代譆縈暻薙譙 629,907

手数料支出 申菱聵翟翯紱癤瞀𥝱菑萆 口柞引落手数料譆緹菏縈暻薙譙 29,819

〃 秋元清掃葟 瞔艠礜笒䑛秭綃清掃譆縈暻薙譙 23,100

〃 萆加藤商征 廃棄物処理譆縈暻薙譙 13,944

〃 羗碭𥶡瞀艠菑筯ン瞔 瞀艠菑筯ン瞔代譆縈暻薙譙 39,637

賃借料支出 皪秞簳ン ョ迎者艠菑礜料譆縈暻薙譙 113,820

〃 サ筯瞀艠菑ン東京 玄関耷秭笒𦫿ン𥝱艴料譆縈暻薙譙 8,400

〃 秔礜睎ン旭㯃丘支店

伾傣ｭｰ仈ｨｰｸ俲ｰ偣佷偓ｲ仫　𦫿ン𥝱艴

料譆縈暻薙譙

3,465

〃 東芝竎秭瞀 コ糕菑機艠菑礜譆緹菏縈暻薙譙 14,070

〃 富士通艠菑礜 介護支援碭礜竎胠肞緹譆縈暻薙譙 3,339

活動費支出 北町高齢者礴ン𥝱菑翛䑛ン竎皝皁

翛䑛ン竎皝皁活動交通費譆縈暻

薙譙

7,950

消耗什器備品費支出 菅野木工所 収納翛秭瞀礜 25,000

〃 葟奥山文具店 紱癤皪艠ン瞔睎腧粠簳秭笒 44,801

消耗品費支出 花の店むさしの 花代譆縈暻薙譙 8,400

医薬材料費支出 盎盔艴簳秭笒萆 調理室消毒液他 13,544

印刷製曓費支出 東芝竎秭瞀

コ糕菑眙盎ン𥝱菑料金譆緹菏縈暻

薙譙

9,357

〃 ワ菑瞀礴ン𥝱菑𣝣や槩 艠菑紱𦫿秭笒 71,400

委託費支出 萆竎瞀𥶡コ菑耵𦫿菑碭ョン 消防設備点検委託料他 42,000

修繕費支出 中央粠艴産業 床疹檔工征他 258,037

〃 𥝱筯コ菑 睍礜𦫿ン礀修理他 170,835

燃料費支出 翎耑翥耷菑矠竎皝ン瞔 睍ソ艠ン代譆縈暻薙譙 40,056

諸謝金支出 性瓶昸一 書道講師謝礼譆縈暻薙譙 20,000

通信運搬費支出 葟奥山文具店他 謎手代 20,000

〃 皪菑菏皁瞀礴礜 携帯電話使用料譆縈暻薙譙 8,510

新聞図書費支出 葟拓方堂書店 雑グスーム代譆縈暻薙譙 1,210

研修費 東京防災救急協会 疹級救命講習受講費縑鞭 10,400

返還金 武蔵野市 緹縑朮柤受託料返還金 7,858,031

10,135,831

　　曑　払　金　明　細　表　　

霸成緹縕朮縈暻縈緱日　現湾

遍　　　　　計
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