
令和４年第１回（３月）利島村議会定例会付議案件 

 

所信表明（施政方針） 

行政報告 

一般質問 

議案第 ３号 報告第１号・専決処分の承認を求める件について 

（令和３年度東京都利島村一般会計補正予算〈第６号〉・令和３年度東京都利島村簡水会計補正予算〈第３号〉） 

議案第 ４号 利島村副村長の選任同意について 

議案第 ５号 利島村固定資産評価委員の選任同意について 

議案第 ６号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

議案第 ７号 選挙 利島村選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 

議案第 ８号 高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定について 

議案第 ９号 利島村椿油製油センターの指定管理者の指定について 

議案第１０号 利島村伊勢海老蓄養施設の指定管理者の指定について 

議案第１１号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約 

議案第１２号 利島村出会いと交流応援基金条例 

議案第１３号 公益的法人等への利島村職員の派遣等に関する条例 

議案第１４号 利島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 
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議案第１５号 利島村職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

議案第１６号 利島村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第１７号 利島村長等の給料及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第１８号 利島村村税条例の一部を改正する条例 

議案第１９号 利島村消防団員の定数、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

議案第２０号 利島村国民健康保険条例の一部を改正する条例 

議案第２１号 利島村国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

議案第２２号 利島村住宅建設基金条例を廃止する条例 

議案第２３号 利島村勤労福祉会館設置条例の一部を改正する条例 

議案第２４号 令和３年度東京都利島村一般会計補正予算〈第７号〉 

議案第２５号 令和３年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算〈第２号〉 

議案第２６号 令和３年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正予算〈第２号〉 

議案第２７号 令和３年度東京都利島村簡易水道事業特別会計補正予算〈第４号〉 

議案第２８号 令和３年度東京都利島村介護保険事業特別会計（事業勘定）補正予算〈第２号〉 

議案第２９号 令和３年度東京都利島村後期高齢者医療事業特別会計補正予算〈第２号〉 

議案第３０号 令和４年度東京都利島村一般会計予算 

議案第３１号 令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）予算 

議案第３２号 令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）予算 
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議案第３３号 令和４年度東京都利島村簡易水道事業特別会計予算 

議案第３４号 令和４年度東京都利島村合併処理浄化槽事業特別会計予算 

議案第３５号 令和４年度東京都利島村介護保険事業特別会計（事業勘定）予算 

議案第３６号 令和４年度東京都利島村後期高齢者医療事業特別会計予算 
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議員提出議案第１号 国民の祝日「海の日」の7月20日への固定化を求める意見書について



（本頁は白紙です） 
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令和４年第１回（３月）利島村議会定例会日程表 

 

日程 １ 所信表明（施政方針） 

日程 ２ 行政報告 

日程 ３ 一般質問 

日程 ４ 議案第 ３号 報告第１号・専決処分の承認を求める件について 

（令和３年度東京都利島村一般会計補正予算〈第６号〉・令和３年度東京都利島村簡水会計補正予算〈第３号〉） 

日程 ５ 議案第 ４号 利島村副村長の選任同意について 

日程 ６ 議案第 ５号 利島村固定資産評価委員の選任同意について 

日程 ７ 議案第 ６号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程 ８ 議案第 ７号 選挙 利島村選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 

日程 ９ 議案第 ８号 高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定について 

日程１０ 議案第 ９号 利島村椿油製油センターの指定管理者の指定について 

日程１１ 議案第１０号 利島村伊勢海老蓄養施設の指定管理者の指定について 

日程１２ 議案第１１号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約 

日程１３ 議案第１２号 利島村出会いと交流応援基金条例 

日程１４ 議案第１３号 公益的法人等への利島村職員の派遣等に関する条例 

日程１５ 議案第１４号 利島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 
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日程１６ 議案第１５号 利島村職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

日程１７ 議案第１６号 利島村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

日程１８ 議案第１７号 利島村長等の給料及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例 

日程１９ 議案第１８号 利島村村税条例の一部を改正する条例 

日程２０ 議案第１９号 利島村消防団員の定数、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

日程２１ 議案第２０号 利島村国民健康保険条例の一部を改正する条例 

日程２２ 議案第２１号 利島村国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

日程２３ 議案第２２号 利島村住宅建設基金条例を廃止する条例 

日程２４ 議案第２３号 利島村勤労福祉会館設置条例の一部を改正する条例 

日程２５ 議案第２４号 令和３年度東京都利島村一般会計補正予算〈第７号〉 

日程２６ 議案第２５号 令和３年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算〈第２号〉 

日程２７ 議案第２６号 令和３年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正予算〈第２号〉 

日程２８ 議案第２７号 令和３年度東京都利島村簡易水道事業特別会計補正予算〈第４号〉 

日程２９ 議案第２８号 令和３年度東京都利島村介護保険事業特別会計（事業勘定）補正予算〈第２号〉 

日程３０ 議案第２９号 令和３年度東京都利島村後期高齢者医療事業特別会計補正予算〈第２号〉 

日程３１ 議案第３０号 令和４年度東京都利島村一般会計予算 

日程３２ 議案第３１号 令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）予算 

日程３３ 議案第３２号 令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）予算 
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日程３４ 議案第３３号 令和４年度東京都利島村簡易水道事業特別会計予算 

日程３５ 議案第３４号 令和４年度東京都利島村合併処理浄化槽事業特別会計予算 

日程３６ 議案第３５号 令和４年度東京都利島村介護保険事業特別会計（事業勘定）予算 

日程３７ 議案第３６号 令和４年度東京都利島村後期高齢者医療事業特別会計予算 
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日程38　議員提出議案第１号　　国民の祝日「海の日」の7月20日への固定化を求める意見書について



（本頁は白紙です） 
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令和４年度 村長所信表明 
令和４年３月７日 

利島村長 村山 将人 

 

 令和４年第１回３月定例議会の開会にあ

たり、これからの村政推進にあたって私の

基本的な考え方や所信の一端を申し上げ、

議員各位並びに村民の皆さまのご理解を賜

りたいと存じます。 

 

まず、これまで厳しい自然環境の中で、島

民の安定した生活を願い、英知と努力を注

いでくれた祖先に対して、また国や東京都、

関係機関などの諸先輩の皆様に対しまして

心より感謝申し上げます。 

地方自治法が施行された 1947年（昭和 22

年）、当時 第 10第利島村長の梅田常吉氏が

就任されてから今年で 75 年。これまでも

様々な課題を乗り越えて今の利島があるの

だと認識していますが、令和２年・令和３年

と新型コロナウィルス感染症の影響を受け、

経済活動、社会活動をはじめ、学校教育や島

内外でも夏祭り等の各種イベントが中止・

延期となり、皆様には更なる我慢を強いる

年となりました。 

 

このような最中の昨年 11月に、村長選挙

が執行され私は第 28代村長として就任を果

たすことができました。多くの意味でも利

島村にとっては大きな転換期となる年でも

あると思います。 

 

 こうした「転換期」にある本村において、

当面の課題に適切な対応を図りながら、新

しい時代に向けた変化に柔軟に対応し、村

政発展の新たな展望を見据えた政策の構

築・取組が肝要であると考えます。私自身 

就任し、はや３ヵ月が過ぎ、改めて村政運営

の重責を認識しているところでございます。

前田 前村長の「島民みな幸せ」の政策を継

承しつつ、その実現に向けて新たなアプロ

ーチで長期的なビジョンを構築し自らの政

策に反映させ、その結果については、全ての

責任を負う覚悟をもって村民の皆様のご期

待に応える村政運営を推進してまいる所存

です。 

 それではまず３つの基本方針についてご

説明申し上げます。 

 

Ⅰ．将来世代に対し持続可能な島づくり 

 時代の変革期の真只中にある現在の利島

村。今後の「利島」を形成する上では今が大

変重要な時期であると思います。国連で採

択された【SDGｓ】に向けて、世界的に取り

組むところではありますが、利島村として

も将来世代にわたって持続可能な「明るい

未来の島づくり」を目指して様々なことに

前向きに取り組んでまいりたいと考えます。 

 

Ⅱ．健全な財政運営を目指す 

 現在の利島村財政は国や東京都の交付金

もあり、歳入・歳出合わせて 15億円にもの

ぼります。近年は大きな事業が続いたこと

によるものですが、その財源の多くは地方

交付税や国都支出金などの「依存財源」によ

って成り立っております。 

村と、国や東京都の政策に足並みを合わ

せつつ、引き続きの交付金確保の為により

厚みのある要望を実施していくと共に、事

実に基づく客観的な視点・科学的な判断に
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よりあらゆる施策の再検証をしていきたい

と考えます。 

 

Ⅲ．公正な村政運営を目指す 

 社会的規範に従い、公正・公平な利島村運

営に取り組みます。行財政運営に限らず、小

さな島が故の許容で成り立っていた部分が

多分にあると感じますが、一般社会のルー

ルからは望ましくない事も多くあったと思

われます。それが良い部分でも悪い部分で

もあったかとも思います。しかしながら同

時に、それらに対してモノが言えないよう

な雰囲気になるような傾向もあるように感

じる部分もありました。今や島内人口構成

では Iターンの方々も多くなってきており、

公正で公平な運営が求められる現在の利島

村。反発や抵抗もあるかとは思われますが、

説明を尽くし島全体がルールを遵守するよ

うに取り組んでまいりたいと思います。 

 

 次に個別方針についてご説明申し上げま

す。 

① 住民とのコミュニケーションの場の創設 

本来本年度（今年度）度行うべきであっ

た「利島村第四次総合計画」の後期計画策

定に向けて、利島村総合開発審議会へ諮問

し、その後の状況変化をキャッチしたうえ

で、現状に見合った形の計画へ再構築して

まいります。また、防災会議や各世代の住

民との交流・意見交換の場を増やし、コロ

ナの影響により分断されてしまった島内

交流を構築し、具体的なアイデアを掘り起

こし政策に反映、行政運営に活かしてまい

りたいと考えます。また、意見を聞くだけ

でなく、行政の動きや考え方についても説

明し、双方が理解し合いながら村作りをし

ていく機運の醸造をしていく取組を考え

ております。 

島の振興全般に渡って、共通する問題と

しては【人材不足】→【後継者問題】とな

ると考えられると思います。未来の利島を

形作る上では最も重要な部分でもあると

捉えており、特に若い世代には、対話を通

じてより自分事として考えて頂くような

場を設けて、村政運営に活かしていけるよ

うな仕組みを構築していきたいと考えま

す。 

② コロナ感染症対策に関して 

昨年はワクチン接種等、行政としては全

国にも先駆けて迅速に対応してきたと思

います。今後も予測が難しい状況の中、医

師１名体制に変りはないものの、小離島・

小自治体という「逆の強み」を活かして、

更に柔軟かつ迅速に対応してまいりたい

と考えます。東京都や保健所との連携を一

層深めていき、引き続きの支援・感染予防

をお願いするとともに、状況の変化に適切

に対応してまいります。 

③ 行政改革として 

慢性的な人員不足による個々への業務

負荷低減をするべく、積極的な職員の増員

を図り、事業の推進を強力に進めていく為

の土台を整備してまいります。また、テレ

ワークや電子決済等の IT 技術の導入によ

り、業務の効率化や人材育成体制の強化に

よりやりがいを持って業務に取り組める

職場環境を整備し、住民サービスの向上を

目指します。 

また、コロナ感染拡大の影響によって控

えられていた職員の研修に関しても感染

症の状況が改善後には積極的に実施し、得

た知識や経験を住民サービスに還元する

ように取り組みます。 

  職員に対しては、コミュニケーション

の場を増やしていくと共に、人材育成に

も取り組むように働きかけます。また、大
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きな事業などは全課横断のプロジェクト

化して、進捗状況等が常に確認できるよ

うにし、相互フォローしていく仕組みを

構築します。 

  同時に、基本方針でも述べたように、村

役場職員として「コンプライアンス」の意

識を再度徹底し、村民の皆さまも訪れや

すい明るい村役場、職員も働きやすい職

場環境の整備に努めます。 

④ 定住化促進事業に関して 

長年に渡って、住宅不足が利島村の大き

な問題の一つであったと認識しておりま

す。これまで空き家活用など様々な形で問

題解決に取り組まれてきましたが、抜本的

な解決には至っていないと認識しており

ます。 

その為今年度中に、単身用住宅の整備を

最重要政策として早急に整備すると共に、

入居室状況に見合った入居の平準化（単身

なのに世帯用住宅に入居している、世帯な

のに単身用住宅に入居しているなどのギ

ャップ解消）を図ります。 

また、今までの空き家活用定住化事業の

継続を含めて村内の空き家利活用に関し

ましても様々な検討を進めて、最適な居住

環境の整備を目指します。 

更に、島内にて新築をされる方に対しま

しても真の意味での【定住化】であると捉

えて積極的に支援してまいります。離島が

故の高コストとなってしまうことからそ

れらに対しましても新たな支援を検討・実

施してまいります。 

⑤ 産業振興に関して 

利島村の基幹産業の椿関連事業につい

ては、前田前村長の大きな施策でもある

「椿油製油センター」の更新・整備を継承

し進めてまいります。また、令和２年度に

作成した「利島村椿産業振興行動計画」を

軸に、椿に関連する各支援事業を各関係団

体と連携し、実態合った形で進めていくと

ともに、現状把握に努めてまいります。椿

の島の未来に向けて、先進的な ICT技術の

活用が出来ないか検討していくと共に、諸

問題に対しては積極的に取り組む為、コミ

ュニケーションの場を増やしてまいりま

す。 

漁業分野において、地球規模の環境変化

に伴う水温上昇より水揚げ量が大幅に減

少し従事者にとって危機的な状況である

と認識しています。国や東京都からのご支

援をお願いしつつも、関係者各所と協議し

たうえで、今までの漁法から別の視点も含

めたあらゆる可能性を模索していきたい

と考えます。そうした中、今までの資源保

護や調査等の補助事業は継続しつつ、新た

な魚種への転換や、新たな漁法への調査支

援、新たな加工品等の開発促進に伴う加工

施設の利用促進等、利島の「海洋資源」を

活かした事業の推進、再構築に積極的に取

り組んでまいりたいと考えます。 

観光分野において、観光協会の設立を見

送り行政主体で「産業観光課」を設置し動

きだそうとしています。村役場としても新

たな情報ツールである Twitter を開始し、

情報発信に力を入れていきたいと考えま

す。感染症の終息具合によるところもあり

ますが、SNS以外にも、各種イベント等に

も積極的に参加していきたいと考えてい

ます。島しょ関係各所の協力を得て強力に

【利島】を PR していくことで、交流人口

を増やし、【利島ファン】を少しでも増や

していくように努めてまいりたいと考え

ております。 

  その他に新たな仕事の創出として、ワ

ーケーション等の検討を進めていきたい

と考えます。今や国の大きな政策の一つ
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として推し進められている事業でもあり、

利島ならではの働き方を考えていきたい

と思います。 

⑥ 医療分野に関して 

引続き医療体制の整備を図ってまいり

ます。看護師３名体制を目指して人員の確

保、各種専門診療等の継続はもちろん、ICT

を使っての診察や電子カルテの導入を更

に進めることにより、可能な限り島外で受

診しなくても済むようになる環境の整備

を目指します。 

⑦ 福祉分野に関して 

社会福祉協議会の運営に関して、介護や

高齢者・障害者福祉など事業内容は多岐に

わたりますが、深刻な人員不足による事業

実施への影響が利用者に出ていると認識

しております。今後は利用者が増えていく

ことや、より要介護が増していくことも想

定される中、行政として「質」「量」双方

で連携・支援をしていき、利用者や利用者

家族への負担軽減に努めるように、協力を

してまいりたいと思います。また、人員確

保や研修等の人材育成につきましても支

援してまいります。 

⑧ 教育分野に関して 

昨年度実施した体育館への空調設備導

入に伴い、体育館 避難所機能の向上とし

ても有効でありました。今年度は更に、体

育館トイレの改修も行い、更なる機能向上

を図ります。 

また、小学校と中学校が一体となった利

島ならではの教育支援を引き続き継続す

ると共に、更なる学力向上や機会創出を目

指し、ふるさと教育などと共に学校と協力

して支援してまいります。 

オリンピックが閉幕したことにより、関

連の教育補助金も終了してしまいました

が、ALT派遣や海外ホームステイ事業など、

新たな補助アイテムを模索しつつ継続に

向けて検討してまいります。 

その他に、GIGA スクール関連事業では

昨年度までで大規模な施設整備は進み、児

童生徒１人１台端末を配布し、リモート授

業とも実施してまいりました。今後も更な

る活用に向けて支援して参ります。 

⑨ ゴミ処理関連事業に関して 

基本的に令和３年３月に策定しました

「利島村一般廃棄物処理基本計画」に沿っ

て取り組んで参ります。【ごみ】に対する

住民の方々の意識も少しずつ変化してき

ているところではありますが、３R（リデ

ュース、リユース、リサイクル）に加え、

最近では新たに４Rとして（リフューズ：

買わない・断る）といった新たな考え方も

村政運営に必要となってまいります。 

そうした中、ゴミ収集事業につきまして、

令和３年１月より村直営によるゴミ収集

が行われるようになり、可燃ごみ、生ごみ、

資源・その他ごみの分別回収が実施されて

おります。これは、新たに整備予定である

「焼却施設」の適正スペックを図る目的に

よるものであるのと、東京島しょでは先進

的な取り組みとなる分別再資源化を目指

し、島内から排出されるごみの量を減らす

と共に、焼却量そのものを減らすことによ

り二酸化炭素排出量も減らす取り組みで

あります。住民の皆様からは様々なご意見

があるものの、日々の協力もあり順調に進

んでいると思います。 

  今後は、回収委託業者を選定すること

に拘らず、柔軟に対応していくことを目

指します。また、新たな焼却施設について

は令和４年度測量・地質調査及び実施設

計、令和５年度整備工事、令和６年度供用

開始を目指して取り組んで参ります。 

  また、【まだ使えるのにもったいない】
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を解消する無料の不用品バザーなども実

施し、リユース・リサイクルを実践してい

いきます。 

⑩ 再生可能エネルギー事業に関して 

前田 前村長の大きな施策の一つであっ

た再生可能エネルギー政策について、国や

東京都の【ゼロエミッション東京戦略】の

考え方に沿って、進めてまいります。昨年

度からの債務負担行為事業となる浄水場

設備への再生可能エネルギー整備を実施

し、ランニングコスト削減や、環境負荷低

減へ向けての未来を見据えた事業として

取り組んでまいりたいと考えます。 

⑪ その他各事業に関して 

令和４年度におきまして、利島村として

はヘリ運賃助成を実施します。具体的には

東京都離島住民航空割引に加え、新年度よ

り村独自で２５％助成として東京愛らん

どシャトルの利用促進を目指します。 

合併処理浄化槽事業におきましては、汚

泥再生処理センターの稼働から３年が経

過し、計画通り新年度より使用料金の見直

しを図ってまいりたいと考えます。その他

にも水道施設や、焼却施設の再整備等、島

内主要ライフラインにおける維持管理費

の負担が大きくなってきております。住民

の方々にも丁寧にご説明をし、ご理解・ご

協力をお願いしてまいりたいと考えます。 

その他、【無電柱化事業】につきまして、

堂山線を対象に浄水施設への給電設備に

対する事業実施に向けて、国や東京都の

【無電柱化チャレンジ事業】を活用しつつ、

進めてまいります。 

 

これらの政策を村政運営に反映し、事業実

施するには皆様のご理解とご協力が何より

も必要不可欠であります。より一層のご指

導ご協力をお願いし、所信の表明とします。 
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（本頁は白紙です） 
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行政報告 

 
この報告は、令和３年第４回定例議会閉会日（令和３年１２月１４日）の翌

日から令和４年第１回定例議会開会日（令和４年３月７日）の３週間前までの

行政の重要な動き（広報等により周知済みの事案を除く。）を概括的にまとめ

て、利島村議会に報告するものです。 

 

報告者  教育長 

１ ふるさと利島に思いを寄せる日（伝統文化行事）について 

  令和３年１２月１１日（土）に、利島村伝統文化芸能実行委員会主催による＜ふるさ

と利島に思いを寄せる日（伝統文化行事）＞を実施した。今年度は、ゴイワイヅエを

阿豆佐和気命神社、餅つきを地域交流会館において行った。子供たち、保護者、

一般の方、約１００名の参加があり、盛況であった。 

 

２ 「利島村教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評

価」について 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十七条に基づき、利島村教育委

員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を実施した。今年

度の教育委員会評価、及び教育委員会、学校教育に関わる資料を基に教育委員会

外部評価を行い、本報告書を作成した。外部評価者は下記の２名に依頼した。 

                                                   ＜敬称略＞ 

     帝京大学文学部心理学科講師        稲垣 綾子 

 

  多摩市青少年問題協議会落合地区委員会会長   

  多摩市立落合中学校 教育連携コーディネーター  

  多摩市主任児童委員            榊 つきみ 
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行政報告 

 

 

報告者  総務課長 

 

１ 津波発生に関する利島村の対応について 

 

１月１６日（日）00時 15分、トンガ諸島の火山噴火により気圧変化が起こり、 

日本の太平洋側に津波警報・津波注意報（伊豆諸島・小笠原諸島）が発令され

た。 

00：30 第一次配備態勢（管理職役場へ集合）を取り、00：30 港に近づかない

よう村役場公式ツイッターで注意喚起を行った。その後、00：35村役場職員が

海岸パトロールへ出動し、小高いところで安全確保した上で確認を行った。 

00：40本桟橋、西桟橋、カケンマ浜いずれも人影なかった。 

06：00防災行政無線にて注意喚起の放送を流す。 

 その後情報連絡態勢を継続し、14時 00分を以て、伊豆諸島、小笠原諸島に

発表されていた津波注意報が解除され、解除に伴い、利島村役場の情報連絡

態勢を解除した。 

 

２ 総合開発審議会の開催について 

 

１月１９日（水）総合開発審議会を開催した。 

今回の審議会は、「利島村総合開発審議会」運営準備協議会として、村山村長

より概要説明を行った。1点目は、今後、令和 4年度開催に向けての進め方。2

点目は、令和 4年度（諮問）内容の説明について、「利島村第 4次総合計画」策

定から 5年を迎え、年次目標まで残り 3年となった現時点（中間経過）の評価の

依頼。その他、意見交換をして閉会となった。 
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行政報告 

 

報告者  住民課長 

 

１ キャッシュレス決済ポイント還元キャンペーンについて 

 令和４年１月 15 日（土）から同月 31 日まで島内４店舗で、ＮＴＴドコモの「d

払い」で決済を行うと最大 30％のポイント還元を行うキャンペーンを実施した。 

 この間のｄ払いの利用者は 87 名、d 払いでのお買い物額は約 220 万円、還元ポ

イント数は約 63万円となり、島内のキャッシュレスの浸透に一定の効果があった。 

 

２ 新型コロナウイルスワクチン追加接種（３回目）について 

 ３回目のワクチン接種は令和４年２月 24 日（木）をもって３回目接種をおおむ

ね完了する。 

対象者（18歳以上）は 270人。接種者数は 245人、接種率は 90.7％となる。 

 今後、２回目接種から６か月を迎える対象者への接種については、東京都と相談

しながら、ワクチンの供給を受け実施していく。 

 

３ 新型コロナウイルスワクチン（小児）接種について 

 ５歳から 11 歳までの小児へのワクチン接種については、1 回目を令和４年３月

３日（木）に、２回目を同月 25日（金）に実施する予定である。 

すでにＩＰ告知端末にて周知を開始しており、医師 2名体制を整えて実施してい

く。同ワクチンの接種対象者は 28人となっている。 
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行政報告 

 

報告者  勤労福祉会館館長 

 

 ラフテレーン・クレーンの利用状況について 

 

 令和３年１２月から令和４年２月までのラフテレーン・クレーンの貸出実績は、

１２月に４回、１月に６日であった。 
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２０２２年３月議会一般質問 

前田 清 

 

１． 産業振興に関して 

島の周囲が好漁場で、時期になるとイカ漁船やらサバ漁船等が大挙して押しかける

のを、指をくわえてみているのが関の山でしたが、産業振興を考えるならば、これら

資源の有効活用を図って行くのが島にとって一番の方策ではないでしょうか？ 

      住宅問題が解消に向かうであろう今こそ、新産業を創造する絶好の機会と思います。 

      産業創造は「民間の事案」と切り捨てるのではなく、官民一体となって取り組んで行

く必要があるのではないでしょうか？ 

      一例ですが、利島資源を活用する缶詰工場設立などは、海産物に限らず農産品（利島

は山菜の宝庫）も有効な資源活用に繋がるのではないかと思います。新産業に従事す

るＵターン者又はＩターン者の増加は、今後の島の活性化を図っていく上では欠か

せないものと考えます。 

      椿産業にしがみつくだけでは、島の将来は有りません。新たな産業振興こそが、利島

が生き残っていく道と思います。 

 

２． 住宅問題に関して 

      利島も御多分にもれず、高齢化が進行し、社会福祉問題は深刻度合を増しつつありま

す。社協でも、介護士を増員したくても住宅がネックとなって増員ができない現状に

ある、と聞きました。 

      来年度以降には入所者（通所者含む）も増えて来るとの予測に基づくと、提供サービ

スの低下は言うに及ばず、現職員の負担増は図りしれません。一日も早い住宅の建設

を切望します。 

 

３． 水道の現状と対策について 

   ２月８日の設備視察にて水道の現状の一旦を説明して頂きましたが、現状の水道事

業の危うさが際立ち、不安にさえなりました。料金抑制策もあって、水は天水が主で、

淡水化装置を使った水は従とならざるを得ない状況では、天水頼りとなり、雨が降ら

なければいずれ渇水（淡水化装置だけでは必要量が不足・特に夏場）と言う説明は、

これからますます異常気候が進行していくだろう近未来には、常に綱渡り状態にて

運営される水道事業が目に見える様です。 

淡水化装置も耐用年数 5～７年の更新が必要で、安定した水道水の供給には不安があ

り、やはり頼りは雨水かと再考させられました。水道料金の高低には日本各地で様々
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な問題があるのも承知していますが、住民が生活して行くのに水は欠かせません。１

０年２０年先を見据えた行政の水道事業戦略が望まれます。 

 

以上 
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        ２ ０ ２ ２ 年 ３ 月 ７ 日 

日本共産党  利島村議会 

議  員  笹  岡   寿  一   

第１回  定例村議会   一般質問通告書  

質問に先立って 

村山村長（以下、村長と云う）による、初の当初予算案審議を前に質問します。  

私は、議会開会の１ヶ月前に数１０人の住民の皆さんに一般質問通告書の素案

原稿を届けて意見や要望を伺うことに努めてきています。  

寄せられた意見や要望を基に質問通告書を修正して議会で質問しています。  

前、前田村長の時代には、住民要望の実現が中々難しい状況にありました。  

村長は就任早々、「都議会や国会議員を訪問している」と聞きました。  

このフットワークも活かして、住民要求の実現を図る事を期待しています。 

コロナ対策  

昨年暮れから、コロナ・オミクロン株の感染者数が拡大状況にあり、島しょでも急

激に増加しています。全国では、重症者や亡くなる人が増加しています。 

前向きな感染防止対策の取り組みが必要です。１月１１日の午前中、住民課長

に昨年１０月から年始にかけての状況を聞きました。それを受けての提案です。 

➀ 住民が出島した時は PCR 検査を受けて、陽性者は村に報告する事。 

② 島外者については、入島時に PCR 検査証明書の提示を求めて、無き人は

入島出来ないことを交通機関、宿泊業者の他、関係者に周知を図る事。  

島外診療の際の旅費助成  

日本共産党の都議団は、島しょ住民の命と健康を守るために、２０年１２月の４回

定例都議会で、「島しょ住民が島外診療の際の旅費の５０％を回数制限なく、支援

助成する条例案」を提案しましたが、残念ながら実現できませんでした。  

昨年、「しんぶん赤旗」の記者が大島、利島、式根島を取材して、１２月１７日付

で「離島の医療は」と題して大きく報道されました。（１２月発行「あしたば」１９４号参照） 

私は、こうした日本共産党の党を挙げての取り組みを得て、島しょ議員団、都議

団と協力して、都が支援助成するよう、引き続き助成措置を要望していきます。 

村長、議長に於かれては、「町村会、町村議長会が共同して、島しょ住民の命と

健康を守るために東京都が実費の５０％を回数制限なく支援助成されるよう、東京

都、並びに都議会各会派に要請されることをお願いしたい」と思っています。 

村に於かれては、東京都から支援助成が受けられるまでは、村が住民の命と健

康を守る為に、交通事情による３日間迄の延泊を含めて、５万円を限度額として実

費の８０％を回数制限なく助成するよう要望します。都から実費の５０％の支援助成
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~ 2 ~ 
 

を受けられた時は、村が３０％の助成をするよう求めます。  

村長の答弁を求めます。 

行政ヘリコプターの運航緩和  

本村に限らず、全島しょ町村の住民の中に、「命に影響しない疾病患者は搬送

要請できない」と云った風評があります。東京都の福祉保健局医療政策部救急災

害医療課長は、「行政ヘリコプターの運航は、総務局、衛生局（現福祉保健局）、

消防庁の３機関協定（昭和５７年４月１日締結）によって運航している。協定書には、

“生命に危険が及ぶ可能性がある場合”と云った規定はない。医師の判断による町

村長からの要請で運航してきている。都は、医師が判断する事に如何なる指示もし

ていない。要請を拒絶したことは一度もない」と話しています。  

昨年暮れには、大腿部を骨折して担架で搬送された高齢者が海上時化模様の

接岸すらも危ぶまれる中、「神津島経由の船舶で長時間かけて都内に入院する」と

云う事態がありました。過去にも、脚部を骨折した人が、「命に係る状況ではない」と

云うことで船舶を利用して都内に入院された人たちが居ます。 

私は、「行政が医師と話し合って、“生命に危険性がある場合”に限らず、患者が

著しい苦痛、吐き気、倦怠感がある時や、骨折他外傷で歩行が困難な疾病患者は

搬送要請するように、対応を改善されたいと求めます。  

村長の答弁を求めます。 

補聴器の購入費に対する支援助成、及び言語聴覚士等の招へい   

村の助成対象者の条件が、「非課税者」とあります。これでは、助成適用を受けら

れる人は極めて僅かで、実態は制度の形づくりしただけの、「絵に描いた餅」と云う

事になります。全ての人が申請したとしても１０名程度です。折角の制度ですから、

皆さんに期待され喜ばれるように、「非課税」と云う所得制限の撤廃を求めます。 

東京都の中では助成を決めてきている自治体が増えて来ていて、中には１３万７

千円の助成を決めた区もあります。この区では、補聴器相談医、認定補聴器技能

者、言語聴覚士等との連携で高齢者難聴の早期発見や購入前の相談からアフタ

ーケアまで支援するとしています。 

本村に於かれては、こうした一連の支援も含めて、補聴器の購入費用として、当

面１５万円を限度額として、３０％の支援助成をされるよう制度の設置を求めます。  

これにより都の助成率５０％との合計８０％が助成されることになります。 

初年度１０名の方から１５万円以上の機種購入の助成申請を受けたとしても、村

の負担額は４５万円程です。それも、毎年の事ではありません。しかも、皆さん必ず

しも１５万円以上の機種を購入するとは限りません。村長の答弁を求めます。  
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電動カートの無償貸与  

前議会で、「保険適用の問題を検討する」としています。社協でも、「調べてみる」

と言ってくれています。その後の進捗について、所管課長の報告を求めます。  

議会の録画中継  

ユーチューブでの配信は影響が大きく、「１２月議会を視聴した人は、３０数件に

及んでいます。私の所にも島内に限らず、各地からメールや電話で１０数件の意見

や問い合わせが寄せられていて、議会中継を歓迎する声が圧倒的でした。  

中には、議会、行政双方ともに厳しい批判もありました。 

ある人の行政に対する批判については村役場に、その旨伝えるように言っておき

ました。それらしき話はありましたでしょうか。 

批判ばかりではありませんで、その内の一人で、「以前利島に居たことがある」とい

う女性からは、「議会中継を見て懐かしく感動した。昼の休憩時間中には、椿の花

の静止画像ではなく、人々の日常の暮らしぶりとか、運動会や盆踊りなどのイベント

や利島の古い記録映画など、島の風景も交えながらの動画を映して頂けると、利島

の出身者や利島に暮らした事のある人たちには懐かしいし、観光宣伝にもなると思

う」と話していました。良い提案だと思いました。検討してみて下さい。  

それはそうと、島内での視聴者が思いの他、少ない気がします。 

その要因として、特に高齢者はパソコンが無いとか、操作に不慣れがあります。  

島内向けには、前議会で石野議員から質問がありましたが、「ＩＰタブレットでの配

信が期待されています。併せて、最近のテレビではリモコンで視聴が可能ですので、

「操作手順を広報で周知されたい」と思います。答弁を求めます。  

管内視察  

議会は、先月８日の管内視察で概略、次の施設での課題を確認できました。  

以下の３施設に関する対策を伺います。  

１.簡易水道施設  

海水塩分を除去する浸透膜の交換、その架台が腐食で荷重限界にあるなど、改

修が急務の状況にあります。 

渇水状況にあって、水を大量に使うボーリング作業が中断しています。  

当面は節水の協力を求めざるを得ない厳しい状況にあります。  

２.校舎・体育館  

多目的教室の北側外壁の表面が崩落している他、校舎の数ケ所に及ぶ雨漏り

と壁のひび割れ個所からの雨水の浸透個所の補修、及び体育館の雨漏り個所の

補修の他、トイレの改修も要されています。駐車場の車止め改修も要されます。 
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３.ゴミ処理施設  

焼却施設の修繕費用が、「年間３千万円から５千万円程が要されている」と言い

ます。現状は炉へのゴミの投入が手動でなされています。 

焼却炉を少しでも長く稼働させるには、「可燃ゴミの減少が必定で、その為には、

カップ麺等の器などは水洗いして再利用ゴミで出す等の分別をして欲しい。小型の

ガスボンベは爆発性があり危険なので、必ず穴を開けてガス抜きして出すように」と

話しています。ボンベの爆発で排気塔（煙突）の一部が破損していました。  

世論の形成に努めていくことが大事と思います。  

事業用家電製品の廃棄処理・圃場の規制解除  

事業用家電製品の廃棄を費用は事業者負担として、村が一括扱いで搬出処理

することを求める要望と、圃場の規制解除を求める要望があります。  

対処を求めます。 

製本化した議事録の配布  

前議会で総務課長は、「可能」と答弁しています。今年度から配布できますか。  

田中副村長の発言  

ある住民が、「昨年の８月３日の午後３時頃、前田村長（当時）、田中副村長（以

下、副村長と云う）、所管課長の３名が来て、『貴宅前の村道の一部に貴方の土地

が、およそ長さ１７メートル、幅が１メートル入り込んでいるので現地確認に来た。改

めて測量するまでもないと考えている。１７万円で買収させて欲しい』と言われて、私

が、売却する考えの無いことを話したところ、帰り際に副村長から、『お前は役場を

脅迫するのか。一体何様のつもりだ』と言われた」と話しています。  

〈後日、当該地権者（以下、地権者と云う）が測ってみると、「実情は旧道沿いに

東西３１ｍで、法務局の登記記録では、面積が３４㎡となっている」と言います）  

昨年９月議会で私が、この件に関する発言をしたことで、閉会した当日の１７日午

後、全議員の話し合いが持たれた席で、寺田議長、村山副議長（当時）から、「副

村長は、『“役場を脅迫するのか”と言ったことは認める』と言っていたが、『“一体何

様のつもりだ”とは言っていない』と言っている」と報告しています。  

この話について、地権者の言う事が事実ならば、当人は、「自分は、売却する考

えの無いことを伝えただけなのに、副村長に、『お前は役場を脅迫するのか。一体

何様のつもりだ』と言われた事実を、あの日の直後から皆さんに、そのまま話してい

る。作り話をする必要は何もない」と話しています。  

地権者は、「年が明けた１月７日の夕方、村長が来て、『副村長から山側に切込

んで道路幅を確保する提案があったが、それは断った。改めて、買収のお願いをし

たい』との話に、私が売却する考えの無いことを話すと、村長は、『分かりました』と言

って、１０分ほどして帰られた。村長から副村長の暴言に関する話は無かった。  
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自分も村長には関係のない時の話であり、その話はしなかった」と話しています。  

地権者は、「当時の前田村長と一緒に村の幹部職員が公務として来た中で、副

村長が言ったことは、明らかに住民を脅迫した暴言であって許せない。個人的な口

先だけの謝罪で済まされる問題ではない。少なくても村の広報に発言内容の事実

を記載した謝罪文を掲載して、公に謝罪して貰いたい。 

それ位の事は当然の事と思う」と話しています。  

私は、この事件に伴って発言した副村長の言動は、事もあろうに村行政の公務

執行に当たって、同人が地位を利用して、住民を脅迫した行為であり、本村の、

“特別職”と云う、「懲戒処分の法適用を受けない身分（地方公務員法第４条２）に

ある」とは云え、東京都の一般職公務員と云う身分からすれば、当然、“懲戒処分”

の対象に該当し得る（地方公務員法第４条１）、それこそ今様に言う、「パワーハラス

メントに該当する行為ではないのか」と考えます。  

それだけに、「事は重大」と云う認識でいます。ちなみに、この事件は副村長が自

ら発言の一部を認めている事も含めて、多くの住民が知るところとなっています。  

そこで、副村長の本件事案に関する所見と、地権者が公に謝罪することを求めて、

「村の広報に昨年の８月３日に発言した内容の事実を記載した謝罪文の掲載を要

請していること」について、如何なる対処をする考えにあるか伺います。  

尚、地権者は広報に謝罪文を掲載するに当って、「事前に原稿を見せて欲しい」

と言っている事を伝えておきます。 

以上で、一般質問を終わります。答弁内容によっては、再質問します。  
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（本頁は白紙です） 
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（本頁は白紙です） 
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令和 4 年 3 月 7 日 

井口 保 

 

 

令和 4 年第一回定例議会一般質問 

 

 

 

１．モノラック路線について 

  本村では、東京都の協力により３４路線ありますが、放置山が多くなかなか自分の山

に入るのに苦労をしています。路線の管理をしてもらいたいと思いますが？ 

 

２．椿生産者の取組みについて 

  年々椿生産者は高齢化しています。椿産業を守るためには利島農協と協力しながら椿

産業を守るべきと思いますが、村としての考えをお聞きしたいと思います。 

 

３．空き家対策について 

  前村長のときから空き家活用を進めていますが、現在までの成果について説明願いま

す。 

 

４．漁協への取組みについて 

  近年海水温上昇のため磯焼けが続いています。この為利島漁協の販売物が少なく苦労

しています。大島支庁などの協力を得ながらなんとかしていくべきと思いますが村の

施策をお聞きします。 

 

以上 
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報告第  号 

議案第  号 

 

 

専決処分の承認を求める件について 

 

 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分をしたので、同条第

３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

 

 

記 

 

 「処分事項」 

 

  令和３年度東京都利島村一般会計補正予算＜第６号＞ 

  令和３年度東京都利島村簡易水道事業特別会計補正予算＜第３号＞ 

 

 

   令和 ４年 ３月 ７日 

 

              提出者 東京都利島村長    村 山  将 人 

 

 

議決第   号 

承認第   号 

 

   令和 ４年 ３月  日  原案  決 

 

                   東京都利島村議会議長  寺 田  優 

1
3
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専 決 処 分 書 

 

 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

 

 

記 

 

「処分事項」 

 

  令和３年度東京都利島村一般会計補正予算＜第６号＞ 

  令和３年度東京都利島村簡易水道事業特別会計補正予算＜第３号＞ 

 

  

  令和 ４年 ２月 ８日 

 

 

                    東京都利島村長  村 山  将 人 

 

 

 「処分理由」 

  簡易水道事業における脱塩施設について、処理膜の劣化により、脱塩処理能力が落ち

水の供給量不足による渇水となる危険性が高まっている。また季節的にまとまった降雨

が見込めない為、早急に処理膜の交換工事を行う必要があるため。 
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令和３年度東京都利島村一般会計補正予算＜第６号＞ 

 

 

 

令和３年度東京都利島村一般会計補正予算＜第６号＞は、次に定めるところによる。 

 

 

[歳入歳出予算の補正］ 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ２２，８５８ 千円を増額し、歳

入歳出予算の総額を １，５７８，５３２ 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の［款]・[項]の区分及び該当区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算の補正」による。 

 

 

 

 

 

 

令 和 ４ 年 ２ 月 ８ 日 

 

                      東京都利島村長 村 山  将 人 
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繰入金１８ 254,708 22,858 277,566

１基金繰入金 254,708 22,858 277,566

歳　　　　入　　　　合　　　　計 1,555,674 22,858 1,578,532

第　１　表　歳入歳出予算
１　歳 入

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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衛生費４ 305,383 22,858 328,241

３上下水道費 173,130 22,858 195,988

歳　　　　出　　　　合　　　　計 1,555,674 22,858 1,578,532

２　歳 出

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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村税 49,095１

地方譲与税 2,146２

利子割交付金 67３

配当割交付金 340４

株式等譲渡所得割交付金 283５

法人事業税交付金 64６

地方消費税交付金 7,587７

環境性能割交付金 318９

地方特例交付金 1１０

地方交付税 328,948１１

使用料及び手数料 22,601１３

国庫支出金 52,655１４

都支出金 618,804１５

財産収入 39,029１６

寄付金 900１７

繰入金 254,708１８

繰越金 105,153１９

諸収入 61,975２０

村債 11,000２１

1,555,674歳　　　　入　　　　合　　　　計

　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括

（歳　入）

款 補正前の額
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0 49,095

0 2,146

0 67

0 340

0 283

0 64

0 7,587

0 318

0 1

0 328,948

0 22,601

0 52,655

0 618,804

0 39,029

0 900

22,858 277,566

0 105,153

0 61,975

0 11,000

22,858 1,578,532

（単位：千円）

補正額 計
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１議会費 20,401 0 20,401

２総務費 461,096 0 461,096

３民生費 177,681 0 177,681

４衛生費 305,383 22,858 328,241

５労働費 17,638 0 17,638

６農林水産業費 153,055 0 153,055

７商工費 136,563 0 136,563

８土木費 46,162 0 46,162

９消防費 27,790 0 27,790

１０教育費 117,760 0 117,760

１２公債費 58,867 0 58,867

１４予備費 33,278 0 33,278

歳　　　　出　　　　合　　　　計 1,555,674 22,858 1,578,532

（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計
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22,858

22,858

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国都支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

補　正　額　の　財　源　内　訳
（単位：千円）
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繰入金18 254,708 22,858 277,566

基金繰入金1 254,708 22,858 277,566

基金繰入金1 254,708 22,858 277,566

計補　　正　　額補 正 前 の 額

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １８ 繰入金

18-01-01 基金繰入金
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①財政調整基金繰入金1財政調整基 22,858                    22,858
金繰入金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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4衛生費 305,383 22,858 328,241

上下水道費3 173,130 22,858 195,988

1簡易水道事業費 114,422 22,858 137,280

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

３　歳　出

科　　　　目

款 項 目

款 ４ 衛生費

04-03-01 簡易水道事業費
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22,858

22,858

22,858 27繰　出　金 22,858              22,858　１簡易水道事業会計繰出金

             22,858　２７繰　出　金

             22,858　　　特別会計繰出金
　　　　簡易水道事業会計繰出金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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令和３年度東京都利島村簡易水道事業特別会計補正予算＜第３号＞ 

 

 

 

令和３年度東京都利島村簡易水道事業特別会計補正予算＜第３号＞は、 

次に定めるところによる。 

 

 

[歳入歳出予算の補正］ 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ２２，８５８ 千円を増額し、歳

入歳出予算の総額を ２３４，３１７ 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の［款]・[項]の区分及び該当区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算の補正」による。 

 

 

 

 

 

 

令 和 ４ 年 ２ 月 ８ 日 

 

                      東京都利島村長 村 山  将 人 
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繰入金５ 114,422 22,858 137,280

１一般会計繰入金 114,422 22,858 137,280

歳　　　　入　　　　合　　　　計 211,459 22,858 234,317

第　１　表　歳入歳出予算
１　歳 入

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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施設費１ 198,725 22,858 221,583

１施設管理費 70,168 22,858 93,026

歳　　　　出　　　　合　　　　計 211,459 22,858 234,317

２　歳 出

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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使用料及び手数料 9,001１

都支出金 87,679３

財産収入 17４

繰入金 114,422５

繰越金 340６

211,459歳　　　　入　　　　合　　　　計

　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括

（歳　入）

款 補正前の額
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0 9,001

0 87,679

0 17

22,858 137,280

0 340

22,858 234,317

（単位：千円）

補正額 計
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１施設費 198,725 22,858 221,583

２公債費 12,234 0 12,234

３予備費 500 0 500

歳　　　　出　　　　合　　　　計 211,459 22,858 234,317

（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計
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22,858

22,858

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国都支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

補　正　額　の　財　源　内　訳
（単位：千円）
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繰入金5 114,422 22,858 137,280

一般会計繰入金1 114,422 22,858 137,280

一般会計繰入金1 114,422 22,858 137,280

計補　　正　　額補 正 前 の 額

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ５ 繰入金

05-01-01 一般会計繰入金
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①一般会計繰入金1一般会計繰 22,858                    22,858
入金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

簡易水道事業特別会計

-61-



22,8581施設費 198,725 22,858 221,583

22,858施設管理費1 70,168 22,858 93,026

22,8583施設管理費 30,514 22,858 53,372
その他

22,858

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

３　歳　出

科　　　　目

款 項 目

款 １ 施設費

01-01-03 施設管理費
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14工事請負費 22,858              22,858　１簡易水道施設管理経費

             22,858　１４工事請負費

             22,858　　　工事請負費
　　　　簡易水道施設修繕工事

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

簡易水道事業特別会計
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（本頁は白紙です） 
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議案第 ４号 

 

 

利島村副村長の選任同意について 

 

 

 下記の者を利島村副村長に選任したいので、地方自治法第 162 条の規定により議会の同

意を求める。 

 

記 

 

               住  所    

               氏  名   阿部
あ べ

 翔
しょう

太郎
た ろ う

 

               生年月日    

 

 

    令和 ４年 ３月 ７日  提出 

 

                提出者 東京都利島村長 村 山  将 人 

 

 

「提案理由」 

現在の副村長が東京都に割愛採用されることとなったため、新たに副村長を選任する

必要がある。 

 

 

議決第    号 

同意第    号 

 

    令和 ４年 ３月   日 原案   決 

 

                 東京都利島村議会議長 寺 田   優 
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（本頁は白紙です） 
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議案第  ５号 

 

 

利島村固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 

 

 下記の者を利島村固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法第４２３条

第３項の規定により議会の同意を求める。 

 

記 

 

               住  所    

               氏  名   梅 田 吉 昭 

               生年月日    

 

 

 令和４年 ３月 ７日  提出 

 

              提出者 東京都利島村長 村 山 将 人 

 

 

「提案理由」 

委員の任期満了に伴い、新たに選任する必要がある。 

 

 

議決第    号 

同意第    号 

 

    令和４年 ３月   日 原案   決 

 

               東京都利島村議会議長 寺 田   優 

 

 

 

 

 

 

-67-



（本頁は白紙です） 
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議案第 ６号 

 

 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

 下記の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和 24年律第 139号）

第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

 

記 

 

               住  所    

               氏  名   榎本
えのもと

 雅
まさ

仁
ひと

 

               生年月日    

 

 

    令和 ４年 ３月 ７日  提出 

 

                提出者 東京都利島村長 前 田 福 夫 

 

 

「提案理由」 

人権擁護委員の任期満了により、その後任委員を推薦する必要がある。 

 

 

議決第     号 

同意第    号 

 

    令和 ４年 ３月  日  （ 適任 ・ 不適任） と決議する。 

 

                 東京都利島村議会議長 寺 田   優 
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（本頁は白紙です） 
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議案第 ７号 

 

 

利島村選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 

 

 下記の者を利島村選挙管理委員会委員及び補充員に選任したいので、地方自治法第 182

条第１項の規定により議会において選挙を求める。 

 

記 

 

選挙管理委員 補充員 

梅田  巖 森山 康弘 

村上 勝巳 大林 北斗 

梅田 成彦 清水 雄太 

前田 高広 佐藤 知法 

 

   令和 ４年 ３月 ７日  提出 

 

              提出者 東京都利島村長 村 山  将 人 

 

 

「提案理由」 

利島村選挙管理委員会委員及び補充員委員の任期満了に伴い、新たに選挙する必要が

ある。 

 

議決第    号 

同意第    号 

 

   令和 ４年 ３月   日 原案   決 

 

               東京都利島村議会議長 寺 田   優 
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（本頁は白紙です） 
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議案第 ８号 

 

 

利島村高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定について 

 

 

 利島村高齢者在宅サービスセンターについて、次のとおり指定管理者の指定をするため、

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第６項の規定により議会の議決を求め

る。 

 

 

 記 

 

 

１ 施設の名称  利島村高齢者在宅サービスセンター 

 

２ 指定管理者となる団体の名称 

 住  所  東京都利島村１０５番地 

 名  称  社会福祉法人 利島村社会福祉協議会 

       会長 小林 春木 

 

３ 指定の期間  令和４年４月１日から令和７年３月３１日までの３年間 

 

 

   令和 ４年 ３月 ７日  提 出 

 

東京都利島村長   村 山  将 人 

 

 

議決第  号 

 

   令和 ４年 ３月  日  原案  決 

 

 東京都利島村議会議長  寺 田  優 
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（本頁は白紙です） 
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議案第 ９号 

 

 

利島村椿油製油センターの指定管理者の指定について 

 

 

 利島村椿油製油センターについて、次のとおり指定管理者の指定をするため、地方自治

法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 

 

 記 

 

 

１ 施設の名称  利島村椿油製油センター 

 

２ 指定管理者となる団体の名称 

 住  所  東京都利島村 13番地 

 名  称  利島農業協同組合 

       代表理事組合長  柴田 敦史 

 

３ 指定の期間  令和４年４月１日から令和７年３月３１日までの３年間 

 

 

   令和 ４年 ３月 ７日  提 出 

 

東京都利島村長   村 山  将 人 

 

 

議決第  号 

 

   令和 ４年 ３月  日  原案  決 

 

 東京都利島村議会議長  寺 田  優 
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（本頁は白紙です） 
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議案第１０号 

 

 

利島村伊勢海老蓄養施設の指定管理者の指定について 

 

 

 利島村伊勢海老蓄養施設について、次のとおり指定管理者の指定をするため、地方自治

法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 

 

 記 

 

 

１ 施設の名称  利島村伊勢海老蓄養施設 

 

２ 指定管理者となる団体の名称 

 住  所  東京都利島村１３番地 

 名  称  利島村漁業協同組合 

       代表理事組合長  梅田 寛 

 

３ 指定の期間  令和４年４月１日から令和７年３月３１日までの３年間 

 

 

   令和 ４年 ３月 ７日  提 出 

 

東京都利島村長   村 山  将 人 

 

 

議決第  号 

 

   令和 ４年 ３月  日  原案  決 

 

 東京都利島村議会議長  寺 田  優 
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（本頁は白紙です） 
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議案第１１号 

 

 

東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約 

 

 

上記議案を提出する。 

 

 

令和４年 ３月 ７日 

 

 

 

 

 東京都利島村長 村 山 将 人 

 

 

「提案理由」 

 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について協議するため、地方自治法（昭

和 22年法律第 67号）第 291条の 11の規定に基づき、議決を経る必要がある。 

  

 

 

 

議決第   号 

 

 

 

令和４年３月  日  原案  決 

 

 

東京都利島村議会議長 寺 田  優 
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（本頁は白紙です） 
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東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約 

 

東京都後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年３月１日東京都知事許可）の

一部を次のように変更する。 

附則第５項中「令和２年度分及び令和３年度分」を「令和４年度分及び令和５

年度分」に、「令和２年４月１日現在」を「令和４年４月１日現在」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規約による変更後の東京都後期高齢者医療広域連合規約（以下「変更後

の規約」という。）附則第５項の規定は、令和４年度分以降の変更後の規約第１

８条第１項第１号に規定する関係区市町村の負担金（以下単に「関係区市町村

の負担金」という。）について適用し、令和３年度分以前の関係区市町村の負担

金については、なお従前の例による。 
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（本頁は白紙です） 
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東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約新旧対照表 

現   行 改 正 案 

第１条～第１９条 （略） 

 

附 則 

 

１～４ （略） 

 

５ 令和２年度分及び令和３年度分の第１８条第１

項第１号に規定する関係区市町村の負担金の額に

ついては、別表第２中 

「３ 保険料その他の納付金（高齢者医療確保法第

１０５条の規定により区、市、町及び村が

納付するものとされたものをいう。） 

項目 負担割合 

高齢者医療確保法第９９

条第１項及び第２項の規

定による繰入金並びに保

険料その他高齢者医療確

保法第４章の規定による

徴収金（区、市、町及び村

が徴収するものに限る。） 

１００パーセ

ント 

備考 

１ 高齢者人口割については、前年度の１

月１日現在の住民基本台帳（住民基本台

帳法（昭和４２年法律第８１号）第６条

第１項の住民基本台帳をいう。以下同

じ。）に基づく満７５歳以上の人口によ

る。 

２ 人口割については、前年度の１月１日

現在の住民基本台帳に基づく人口によ

る。 

」 

とあるのは、 

「３ 保険料その他の納付金（高齢者医療確保

法第１０５条の規定により区、市、町及び

村が納付するものとされたものをいう。） 

項目 負担割合 

高齢者医療確保法第９９

条第１項及び第２項の規

定による繰入金並びに保

険料その他高齢者医療確

保法第４章の規定による

徴収金（区、市、町及び村

が徴収するものに限る。） 

１００パーセ

ント 

４ 関係区市町村の一般会計から保険料の軽

減のために負担を求める経費 

第１条～第１９条 （略） 

 

附 則 

 

１～４ （略） 

 

５ 令和４年度分及び令和５年度分の第１８条第１

項第１号に規定する関係区市町村の負担金の額に

ついては、別表第２中 

「３ 保険料その他の納付金（高齢者医療確保

法第１０５条の規定により区、市、町及び

村が納付するものとされたものをいう。） 

項目 負担割合 

高齢者医療確保法第９９

条第１項及び第２項の規

定による繰入金並びに保

険料その他高齢者医療確

保法第４章の規定による

徴収金（区、市、町及び村

が徴収するものに限る。） 

１００パーセ

ント 

備考 

１ 高齢者人口割については、前年度の１

月１日現在の住民基本台帳（住民基本台

帳法（昭和４２年法律第８１号）第６条

第１項の住民基本台帳をいう。以下同

じ。）に基づく満７５歳以上の人口によ

る。 

２ 人口割については、前年度の１月１日

現在の住民基本台帳に基づく人口によ

る。 

」 

とあるのは、 

「３ 保険料その他の納付金（高齢者医療確保

法第１０５条の規定により区、市、町及び

村が納付するものとされたものをいう。） 

項目 負担割合 

高齢者医療確保法第９９

条第１項及び第２項の規

定による繰入金並びに保

険料その他高齢者医療確

保法第４章の規定による

徴収金（区、市、町及び村

が徴収するものに限る。） 

１００パーセ

ント 

４ 関係区市町村の一般会計から保険料の軽

減のために負担を求める経費 
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項目 負担割合 

審査支払手数料相当額 １００パーセ

ント 

財政安定化基金拠出金相

当額 

１００パーセ

ント 

保険料未収金補塡分相当

額 

１００パーセ

ント 

保険料所得割額減額分相

当額 

１００パーセ

ント 

葬祭費相当額 １００パーセ

ント 

備考 

１ 高齢者人口割については、前年度の１

月１日現在の住民基本台帳（住民基本台

帳法（昭和４２年法律第８１号）第６条

第１項の住民基本台帳をいう。以下同

じ。）に基づく満７５歳以上の人口によ

る。 

２ 人口割については、前年度の 1 月 1 日

現在の住民基本台帳に基づく人口によ

る。 

３ 財政安定化基金拠出金相当額について

は、前期高齢者交付金及び後期高齢者医

療の国庫負担金の算定等に関する政令

（平成１９年政令第３２５号）第１９条

第１項に規定する都道府県の条例で定め

る割合を、令和２年４月１日現在の東京

都の条例で定める割合で算定された額と

する。 

」 

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１・別表第２ （略） 

 

項目 負担割合 

審査支払手数料相当額 １００パーセ

ント 

財政安定化基金拠出金相

当額 

１００パーセ

ント 

保険料未収金補塡分相当

額 

１００パーセ

ント 

保険料所得割額減額分相

当額 

１００パーセ

ント 

葬祭費相当額 １００パーセ

ント 

備考 

１ 高齢者人口割については、前年度の１

月１日現在の住民基本台帳（住民基本台

帳法（昭和４２年法律第８１号）第６条

第１項の住民基本台帳をいう。以下同

じ。）に基づく満７５歳以上の人口によ

る。 

２ 人口割については、前年度の 1 月 1 日

現在の住民基本台帳に基づく人口によ

る。 

３ 財政安定化基金拠出金相当額について

は、前期高齢者交付金及び後期高齢者医

療の国庫負担金の算定等に関する政令

（平成１９年政令第３２５号）第１９条

第１項に規定する都道府県の条例で定め

る割合を、令和４年４月１日現在の東京

都の条例で定める割合で算定された額と

する。 

」 

とする。 

 

附 則（令和４年３月３１日東京都知事届出） 

 

（施行期日） 

１ この規約は、令和４年４月１日から施行する。 

 

（経過措置） 

２ この規約による変更後の東京都後期高齢者医療

広域連合規約（以下「変更後の規約」という。）附

則第５項の規定は、令和４年度分以降の変更後の

規約第１８条第１項第１号に規定する関係区市町

村の負担金（以下単に「関係区市町村の負担金」

という。）について適用し、令和３年度分以前の関

係区市町村の負担金については、なお従前の例に

よる。 

 

別表第１・別表第２ （略） 
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議案第１２号 

 

 

利島村出会いと交流応援基金条例 

 

 

 上記議案を提出する。 

 

 

   令和４年 ３月 ７日 

 

 

               提出者 東京都利島村長 村 山 将 人 

 

 

「提案理由」 

 村の後継者対策や活力の維持に向け、村内外の出会いと交流を育む婚活支援等の資金に

充当するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４１条第１項の規定に基づき、

利島村出会いと交流応援基金を設置する。 

 

 

 

議決第   号 

 

 

   令和４年 ３月  日 原案   決 

 

 

                 東京都利島村議会議長 寺 田  優 
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令和３年度に実施予定であった婚活支援事業は、コロナ禍のため実行できず。
しかし、今後のコロナの収束を待って、村の活気作りのため、出会いの場をコーディネイトし、
村内婚・移住婚の増加を目指すため、当該予算を基金化し、長期的に対応できるようにする。

利島村出会いと交流応援基金について
施行予定日
公布日

令和3年度

令和4年3月
利島村役場

基金化により、単年度会計の原則を受けずに、
長期的な視点に立っての

イベントの実施が可能になります。
↓

出会いの場をコーディネイトし、
村内婚・移住婚の増加を目指し、

後継者対策、村の活力維持を図ります。

今後

予算200万円を措置し、島内外での様々なイベント
の実施を計画していました（単年度事業）。

実施予定だった予算200万円を原資に、基金を設け、
コロナの収束を待って長期的に島内外での様々な
イベントができるようにしていきます。

令和○年 1組 令和△年 2組
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条例第   号 

 

利島村出会いと交流応援基金条例 

 

（設置） 

第１条 村の後継者対策や活力の維持に向け、村内外の出会いと交流を育む婚活支援等の

資金に充当するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第241条第１項の規定に基づ

き、利島村出会いと交流応援基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立額） 

第２条 基金として積み立てる額は、予算で定める。 

（運用益金の処理） 

第３条 基金の運用から生ずる収益は、利島村一般会計歳入歳出予算に計上して、この基

金に編入するものとする。 

（処分） 

第４条 基金は、第１条の目的を達成するため、事業の対象として認められた事業につ

き、その全部又は一部を処分することが出来る。 

（委任） 

第５条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

（失効等） 

第２条 この条例は、第１条の目的を達成するための事業の実施に係る精算の終了する日

限り、その効力を失う。 
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議案第１３号 

 

 

公益的法人等への利島村職員の派遣等に関する条例 

 

 

 上記議案を提出する。 

 

 

   令和 ４年 ３月 ７日 

 

 

               提出者 東京都利島村長 村 山  将 人 

 

 

「提案理由」 

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成 12 年法律第 50 号）

の規定により、村役場の補助金支出団体である利島農業協同組合、利島村漁業協同組合、利

島村社会福祉協議会、株式会社ＴＯＳＨＩＭＡの島内の公益的法人４団体に、業務安定化の

ために必要に応じて村役場職員を派遣できるようにするため。 

 

 

 

議決第   号 

 

 

   令和 ４年 ３月   日 原案   決 

 

 

                 東京都利島村議会議長 寺 田  優 
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公益的法人等への利島村職員の派遣等に関する条例について
施行予定日
令和4年4月1日

1 地方公務員の派遣は3種類

令和4年3月
利島村役場

根拠法令 概要 人件費

地方自治法
第252条の17第1項

災害復旧等で職員の要請を受けた地方公共団体を応援するために派遣され
るもの。自治法派遣。

派遣元

公益法人等への一般職
の地方公務員の派遣等
の関する法律

一般財団法人、一般社団法人、独立行政法人、広域連合、社会福祉法人、漁
協、農協、共済組合、NPO法人、地方公共団体が25％以上出資した法人等に
派遣され、派遣先の職員として業務を行う。

⇒この派遣を行うためには、法第2条により派遣先を条
例で定める必要がある。

派遣先

地方公務員法
第39条

勤務能率の発揮・増進や職務能力の向上のために研修として国や東京都、公
益法人等に派遣されるもの。研修派遣。

派遣元

2 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等の関する法律に基づくルール作り

根拠法令 概要

派遣先

(1) 利島村社会福祉協議会
(2) 利島村漁業協同組合
(3) 利島農業協同組合
(4) 株式会社ＴＯＳＨＩＭＡ

給与・手当

村役場職員として受給できる給与相当分を派遣先から受け取る。期末手当、勤勉手当、
超過勤務手当等も村役場職員として受給できる手当相当分を派遣先から受け取る。昇給
は、村役場職員として勤務したものとみなして昇給を受けられる。社会保険（健康保険、年
金、介護保険料等）は、村役場職員同様に東京都市町村職員共済組合のまま。

派遣先でのケガ 勤務中のものであれば公務災害として扱う。
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条例第   号 

 

公益的法人等への利島村職員の派遣等に関する条例 

 

(趣旨) 

第 1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成 12

年法律第 50号。以下「法」という。)第 2条第 1項及び第 3項、第 5条第 1項、第 6条第 2

項、第 9条、第 10条第 1項及び第 2項並びに第 12条第 1項の規定に基づき、公益的法人等

への利島村職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。 

(職員の派遣) 

第 2 条 任命権者は、次に掲げる公益的法人等(法第 2 条第 1 項に規定する公益的法人等を

いう。)との間の取決めに基づき、当該公益的法人等の業務にその役職員として専ら従事さ

せるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。 

(1) 利島村社会福祉協議会 

(2) 利島村漁業協同組合 

(3) 利島農業協同組合 

(4) 株式会社ＴＯＳＨＩＭＡ 

2 法第 2条第 1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。 

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員 

(2) 非常勤職員 

(3) 利島村職員の定年等に関する条例(昭和 59 年利島村条例第 8 号)第 4 条第 1 項の規定

により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第 2項の規定により期限を延長すること

とされている職員 

(4) 地方公務員法第 28条第 2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は

同法第 29 条第 1 項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の

同法第 35 条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除され

ている職員 

3 法第 2条第 3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 第 1 項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を

受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項 

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項 

(派遣職員の職務への復帰) 

第 3 条 法第 5 条第 1 項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失

った場合 

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合 

(3) 前条第 1項に規定する取決めに反することとなった場合 

(4) 派遣職員が地方公務員法第 28 条第 1 項第 2 号又は第 3 号に該当することとなった場
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合 

(5) 派遣職員が地方公務員法第 28 条第 2 項各号のいずれかに該当することとなった場合

又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合 

(6) 派遣職員が地方公務員法第 29 条第 1 項第 1 号又は第 3 号に該当することとなった場

合 

(派遣職員の給与) 

第 4条 派遣職員のうち、法第 6条第 2項に規定する業務に従事するものには、その職員派

遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ 100分の 100以

内を支給することができる。 

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例) 

第 5 条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する利島村職員の給与に関する条例（昭和 51

年利島村条例第 14号）第 19条第 2項の在職期間の規定の適用については、派遣先団体にお

いて就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)第 7 条

第 2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。 

(派遣職員の復帰時における処遇) 

第 6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の等級、給料月額及び昇給期

間については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、必要な調整を行うこ

とができる。 

(職務に復帰した職員等に関する職員の退職手当に関する条例の特例) 

第 7 条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中

に退職した場合を含む。)における東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例（昭和

40 年東京都市町村職員退職手当組合条例第 1 号。以下「退職手当条例」という。)第 6 条、

第 7 条第 1 項及び第 10 条第 4 項の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上

の傷病又は死亡は公務上の傷病又は死亡と、当該業務にかかる労働者災害補償保険法第 7条

第 2 項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第 6 条、第 7 条第 1 項及び第 10 条第 4 項

に規定する通勤による傷病とみなす。 

2 退職手当条例第 8条第 4項の規定は、派遣職員の職員派遣の期間(育児休業、介護休業等

育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成 3 年法律第 76 号)に規定する育児

休業の期間を除く。)については、適用しない。 

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和 40年法律第 33号)第 30条第 1

項に規定する退職手当等(同法第 31 条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)

の支払を受けた場合には、適用しない。 

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による

退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との権衡上必要があると認めら

れるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。 

 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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議案第１４号 

 

 

利島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 上記議案を提出する。 

 

 

   令和 ４年 ３月 ７日 

 

 

               提出者 東京都利島村長 村 山  将 人 

 

 

「提案理由」 

宿直業務については、令和３年度から会計年度任用職員を導入し、村役場職員による宿

直は、会計年度任用職員の休暇時などの限定的な場面になってきた。 

一方、村役場職員による宿直を行った場合、利島村職員の給与に関する条例（昭和 51年

条例第 14号）により宿直手当 5,000円が支払われているが、他団体と比較してやや高額と

なっており、均衡を欠いていることから宿直手当を 4,400 円に下げる一方、消防署が村内

に存在しないなどの困難性を伴う特殊要因があることから新たな特殊勤務手当として、災

害急患対応手当 600円を設ける。 

 

議決第   号 

 

 

   令和 ４年 ３月  日 原案  決 

 

                 東京都利島村議会議長 寺 田  優 
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現行

村役場職員による宿直を行った場合、宿直手当5,000円が支払われているが、
他団体と比較してやや高額となっており、均衡を欠いていることから宿直手当を4,400円に下げる一方、

消防署が村内に存在しないなどの困難性を伴う特殊要因があることから
新たな特殊勤務手当として、災害急患対応手当600円を設ける。

利島村職員の給与に関する条例の一部改正について
施行予定日
令和4年4月1日

令和4年3月
利島村役場

手当名 内容 金額 根拠

宿直手当
※

午後７時から翌
日の午前８時ま
での時間、情報
連絡に対応

5,000円
（1回）

利島村職員の
給与に関する
条例

日直手当 午前8時から午前
8時15分、正午か
ら午後1時、午後
5時から午後７時
までの時間、情
報連絡に対応

1,500円
（1回）

利島村職員の
給与に関する
条例

改正後

手当名 内容 金額 根拠

宿直手当
※

午後７時から翌
日の午前８時ま
での時間、情報
連絡に対応

4,400円
（1回）

利島村職員の
給与に関する
条例

災害急患
対応手当

午後７時から翌
日の午前８時ま
での時間、災害
急患等の電話待
機及び電話対応
を行う

600円
（1回）

利島村職員の
特殊勤務手当
に関する条例

日直手当 午前8時から午前
8時15分、正午か
ら午後1時、午後
5時いから午後７
時までの時間、
情報連絡に対応

1,500円
（1回）

利島村職員の
給与に関する
条例

※1月1日から同月3日まで、12月29日から31日まで及び4
月29日から5月5日までの日に宿直業務を行った職員には
2,000円を加算

※1月1日から同月3日まで、12月29日から31日まで及び4
月29日から5月5日までの日に宿直業務を行った職員には
2,000円を加算（変更なし）

NEW

見直し

-97-



-98-



-99-



 

条例第   号 

 

利島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

利島村職員の給与に関する条例（昭和51年条例第14号）の一部を次のように改正する。 

 

第17条中の 

（１）Ａ日直勤務 職員が勤務を要する日に、正規の勤務時間及び当該勤務時間から引き

続く２時間を単位として行う、主として情報連絡に対応するための勤務 1,500円 

（２）Ｂ日直勤務 職員が利島村の休日を定める条例（平成２年条例第12号）第１条第１

項各号に定める日に、職員の正規の勤務時間に相応する勤務時間及び当該勤務時間から引

き続く２時間を単位として行う、主として情報連絡に対応するための勤務 7,500円 

（３）宿直勤務 前２号に定める日直勤務時間の直後の時間から翌日の職員の正規の勤務

時間（職員の正規の勤務時間に相応する場合を含む。）の開始までの時間を単位として行

う、主として情報連絡に対応するための勤務 5,000円 

を以下のように改める。 

（１）平日日直勤務 職員が勤務を要する日に、午前８時から午前８時15分まで、正午か

ら午後１時まで及び午後５時から午後７時まで行う、主として情報連絡に対応するための

勤務 1,500円 

（２）休日日直勤務 職員が利島村の休日を定める条例（平成２年条例第12号）第１条第

１項各号に定める日に、午前８時から午後７時まで行う、主として情報連絡に対応するた

めの勤務 7,500円 

（３）宿直勤務 午後７時から翌日の午前８時まで行う、主として情報連絡に対応するた

めの勤務 4,400円 

 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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利島村職員の給与に関する条例（昭和51年条例第14号）新旧対照表 

現行 改正後全文（案） 

目次 目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 給料（第３条―第８条） 第２章 給料（第３条―第８条） 

第３章 手当（第９条―第22条の２） 第３章 手当（第９条―第22条の２） 

第４章 雑則（第23条―第27条） 第４章 雑則（第23条―第27条） 

附則 附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、職員の給与に関する

事項を定めるものとする。 

（職員の定義） 

第２条 この条例において「職員」とは、

地方公務員法（昭和25年法律第261号）第

３条第２項に規定する一般職に属する職員

をいう。 

第２章 給料 

（給料） 

第３条 職員には、正規の勤務時間におけ

る勤務に対する報酬として給料を支給す

る。 

２ 給料には、第３章に規定する手当は含

まないものとする。 

（給料表） 

第４条 給料表の種類は次のとおりとし、

各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料

表に定めるところによる。 

（１） 行政職給料表（別表第１） 

ア 行政職給料表（１） 

イ 行政職給料表（２） 

（２） 医療職給料表（別表第２） 

ア 医療職給料表（１） 

イ 医療職給料表（２） 

 （職務の分類） 

第５条 職員の職務は、その複雑、困難及

び責任の度に基づき、これを給料表に定め

る職務の級に分類するものとし、その分類

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、職員の給与に関する

事項を定めるものとする。 

（職員の定義） 

第２条 この条例において「職員」とは、

地方公務員法（昭和25年法律第261号）第

３条第２項に規定する一般職に属する職員

をいう。 

第２章 給料 

（給料） 

第３条 職員には、正規の勤務時間におけ

る勤務に対する報酬として給料を支給す

る。 

２ 給料には、第３章に規定する手当は含

まないものとする。 

（給料表） 

第４条 給料表の種類は次のとおりとし、

各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料

表に定めるところによる。 

（１） 行政職給料表（別表第１） 

ア 行政職給料表（１） 

イ 行政職給料表（２） 

（２） 医療職給料表（別表第２） 

ア 医療職給料表（１） 

イ 医療職給料表（２） 

 （職務の分類） 

第５条 職員の職務は、その複雑、困難及

び責任の度に基づき、これを給料表に定め

る職務の級に分類するものとし、その分類
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の基準となるべき標準的な職務の内容は、

利島村規則で定める。 

２ 村長は、すべての職員の職を利島村規

則に従い、前条の給料表に掲げる職務の級

のいずれかに格付し、同条の給料を支給し

なければならない。 

（等級別標準職務） 

第６条 前条第１項に規定する職務の級の

分類の基準となるべき標準的な職務の内容

は、別表第３に定める等級別標準職務表に

定めるとおりとし、同表に掲げる職務とそ

の複雑、困難及び責任の度が同程度の職務

は、それぞれの職務の級に分類されるもの

とする。 

 (初任給及び昇格、昇給の基準) 

第７条 新たに職員となった場合並びに職

員が１つの職務の級から他の職務の級に移

った場合及び１つの職から同じ職務の級の

初任給の基準を異にする他の職に移った場

合の給料の基準は、利島村規則で定める。 

２ 職員を昇格（職員の職務の級をその上

位の級に変更することをいう。以下同

じ。）させるには、昇格させようとする職

務の級に適すると認められる場合に限るも

のとする。 

３ 職員の昇給は、利島村規則で定める日

に、同日前１年間におけるその者の勤務成

績に応じて、行うものとする。 

４ 前項の規定により職員を昇給させる場

合の昇給の号級数は、同項に規定する期間

の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給

の号給数を４号給とすることを標準とし

て、利島村規則に従い決定するものとす

る。 

５ 55歳を超える職員に関する前項の規定

の適用については、「４号給」とあるのは

「昇給なし」とする。 

６ 職員の昇給は、その属する職務の級に

おける最高の号給を超えて行うことができ

の基準となるべき標準的な職務の内容は、

利島村規則で定める。 

２ 村長は、すべての職員の職を利島村規

則に従い、前条の給料表に掲げる職務の級

のいずれかに格付し、同条の給料を支給し

なければならない。 

（等級別標準職務） 

第６条 前条第１項に規定する職務の級の

分類の基準となるべき標準的な職務の内容

は、別表第３に定める等級別標準職務表に

定めるとおりとし、同表に掲げる職務とそ

の複雑、困難及び責任の度が同程度の職務

は、それぞれの職務の級に分類されるもの

とする。 

 (初任給及び昇格、昇給の基準) 

第７条 新たに職員となった場合並びに職

員が１つの職務の級から他の職務の級に移

った場合及び１つの職から同じ職務の級の

初任給の基準を異にする他の職に移った場

合の給料の基準は、利島村規則で定める。 

２ 職員を昇格（職員の職務の級をその上

位の級に変更することをいう。以下同

じ。）させるには、昇格させようとする職

務の級に適すると認められる場合に限るも

のとする。 

３ 職員の昇給は、利島村規則で定める日

に、同日前１年間におけるその者の勤務成

績に応じて、行うものとする。 

４ 前項の規定により職員を昇給させる場

合の昇給の号級数は、同項に規定する期間

の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給

の号給数を４号給とすることを標準とし

て、利島村規則に従い決定するものとす

る。 

５ 55歳を超える職員に関する前項の規定

の適用については、「４号給」とあるのは

「昇給なし」とする。 

６ 職員の昇給は、その属する職務の級に

おける最高の号給を超えて行うことができ
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ない。 

７ 職員の昇給は、予算の範囲内で行わな

ければならない。 

８ 第２項から第４項までの規定の実施に

ついて必要な基準は、利島村規則で定め

る。 

第７条の２ 地方公務員の育児休業等に関

する法律（平成３年法律第110号）第10条

第３項の規定による承認を受け、同条第１

項に規定する育児短時間勤務をしている職

員（同法第17条の規定による短時間勤務を

している職員を含む。以下「育児短時間勤

務職員等」という。）の給料月額は、第４

条並びに前条第１項及び第４項の規定にか

かわらず、これらの規定による給料月額

に、利島村職員の勤務時間、休日、休暇等

に関する条例（令和２年条例第２号。以下

「勤務時間条例」という。）第２条第２項

の規定により定められたその者の勤務時間

を同条第１項に規定する勤務時間で除して

得た数を乗じて得た額とする。 

第７条の３ 地方公務員法（昭和25年法律

第261号）第28条の４第１項、第28条の６

第１項若しくは第２項の規定により採用さ

れた職員（以下「再任用職員」という。）

の給料月額は、その者に適用される給料表

の再任用職員の項に掲げる給料月額のう

ち、その者の属する職務の級に応じた額と

する。 

２ 地方公務員法（昭和25年法律第261

号）第28条の５第１項に規定する短時間勤

務の職を占める職員（以下「再任用短時間

勤務職員」という。）の給料月額は同条第

１項に規定にかかわらずこれらの規定によ

る給料月額に、勤務時間条例第２条第３項

の規定により定められたその者の勤務時間

を同条第１項に規定する勤務時間で除して

得た数を乗じて得た額とする。 

 （給料の支給） 

ない。 

７ 職員の昇給は、予算の範囲内で行わな

ければならない。 

８ 第２項から第４項までの規定の実施に

ついて必要な基準は、利島村規則で定め

る。 

第７条の２ 地方公務員の育児休業等に関

する法律（平成３年法律第110号）第10条

第３項の規定による承認を受け、同条第１

項に規定する育児短時間勤務をしている職

員（同法第17条の規定による短時間勤務を

している職員を含む。以下「育児短時間勤

務職員等」という。）の給料月額は、第４

条並びに前条第１項及び第４項の規定にか

かわらず、これらの規定による給料月額

に、利島村職員の勤務時間、休日、休暇等

に関する条例（令和２年条例第２号。以下

「勤務時間条例」という。）第２条第２項

の規定により定められたその者の勤務時間

を同条第１項に規定する勤務時間で除して

得た数を乗じて得た額とする。 

第７条の３ 地方公務員法（昭和25年法律

第261号）第28条の４第１項、第28条の６

第１項若しくは第２項の規定により採用さ

れた職員（以下「再任用職員」という。）

の給料月額は、その者に適用される給料表

の再任用職員の項に掲げる給料月額のう

ち、その者の属する職務の級に応じた額と

する。 

２ 地方公務員法（昭和25年法律第261

号）第28条の５第１項に規定する短時間勤

務の職を占める職員（以下「再任用短時間

勤務職員」という。）の給料月額は同条第

１項に規定にかかわらずこれらの規定によ

る給料月額に、勤務時間条例第２条第３項

の規定により定められたその者の勤務時間

を同条第１項に規定する勤務時間で除して

得た数を乗じて得た額とする。 

 （給料の支給） 
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第８条 この条例に基づく給与は、現金で

直接職員に支払わなければならない。ただ

し、職員から申出のある場合には、口座振

替の方法により支払うことができる。 

２ 給料は、月の１日から末日までを計算

期間として毎月20日に支給する。ただし、

その日が日曜日又は休日（国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第178号）に定め

る休日をいう。以下本条において同じ。）

若しくは土曜日であるときは、その日前の

その日に最も近い日曜日又は休日若しくは

土曜日でない日とする。 

３ 新たに職員となった者には、その日か

ら給料を支給し、昇給、降給等により給料

額に異動を生じた者には、その日から新た

に定められた給料を支給する。ただし、離

職した職員が即日職員となった場合又は職

員以外の地方公務員若しくは国家公務員が

退職の日に職員となった場合は、その翌日

から給料を支給する。 

４ 職員が退職し、又は死亡したときは、

その日まで給料を支給する。 

５ 前２項の規定により給料を支給する場

合であって月の１日から支給するとき以外

のとき又は月の末日まで支給するとき以外

は、その給料額はその期間の現日数から勤

務時間条例第４条及び第５条の規定に基づ

く週休日の日数を差引いた日数を基礎とし

て日割りによって計算する。 

６ 前５項に定めるもののほか、給料の支

給の方法に関し必要な事項は、利島村規則

で定める。 

第３章 手当 

（手当） 

第８条 この条例に基づく給与は、現金で

直接職員に支払わなければならない。ただ

し、職員から申出のある場合には、口座振

替の方法により支払うことができる。 

２ 給料は、月の１日から末日までを計算

期間として毎月20日に支給する。ただし、

その日が日曜日又は休日（国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第178号）に定め

る休日をいう。以下本条において同じ。）

若しくは土曜日であるときは、その日前の

その日に最も近い日曜日又は休日若しくは

土曜日でない日とする。 

３ 新たに職員となった者には、その日か

ら給料を支給し、昇給、降給等により給料

額に異動を生じた者には、その日から新た

に定められた給料を支給する。ただし、離

職した職員が即日職員となった場合又は職

員以外の地方公務員若しくは国家公務員が

退職の日に職員となった場合は、その翌日

から給料を支給する。 

４ 職員が退職し、又は死亡したときは、

その日まで給料を支給する。 

５ 前２項の規定により給料を支給する場

合であって月の１日から支給するとき以外

のとき又は月の末日まで支給するとき以外

は、その給料額はその期間の現日数から勤

務時間条例第４条及び第５条の規定に基づ

く週休日の日数を差引いた日数を基礎とし

て日割りによって計算する。 

６ 前５項に定めるもののほか、給料の支

給の方法に関し必要な事項は、利島村規則

で定める。 

第３章 手当 

（手当） 

第９条 職員には、給料のほか、次に掲げ

る手当を支給する。 

第９条 職員には、給料のほか、次に掲げ

る手当を支給する。 

（１） 管理職手当 

（２） 扶養手当 

（３） 特殊勤務手当 

（１） 管理職手当 

（２） 扶養手当 

（３） 特殊勤務手当 
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（４） 超過勤務手当 

（５） 休日給 

（６） 夜間勤務手当 

（７） 宿日直手当 

（８） 管理職員特別勤務手当 

（９） 期末手当 

（10） 勤勉手当 

（11） 住居手当 

（４） 超過勤務手当 

（５） 休日給 

（６） 夜間勤務手当 

（７） 宿日直手当 

（８） 管理職員特別勤務手当 

（９） 期末手当 

（10） 勤勉手当 

（11） 住居手当 

（12） 通勤手当 （12） 通勤手当 

（管理職手当） 

第10条 管理又は監督の地位にある職員に

対しては、その勤務の特殊性に基づき、管

理職手当を支給する。 

２ 管理職手当の額は、課長月額49,600

円、主幹月額46,300円とする。 

３ 第１項に規定する管理職手当の支給を

受ける職員には、超過勤務手当、休日給、

夜間勤務手当は支給しない。 

（扶養手当） 

第11条 扶養手当は、扶養親族のあるすべ

ての職員に対して支給する。 

２ 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる

者で他に生計の途がなく主としてその職員

の扶養を受けているものをいう。 

（１）配偶者（届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。） 

（２）満22歳に達する日以後の最初の３月

31日までの間にある子 

（３）満22歳に達する日以後の最初の３月

31日までの間にある孫 

（４）満60歳以上の父母及び祖父母 

（５）満22歳に達する日以後の最初の３月

31日までの間にある弟妹 

（６）重度心身障害者 

３ 前項第１号に掲げる扶養手当の月額

は、扶養親族たる配偶者、父母等について

は１人につき6,500円、前項第２号に該当

する扶養親族（以下「扶養親族たる子」と

いう。）については１人につき10,000円と

（管理職手当） 

第10条 管理又は監督の地位にある職員に

対しては、その勤務の特殊性に基づき、管

理職手当を支給する。 

２ 管理職手当の額は、課長月額49,600

円、主幹月額46,300円とする。 

３ 第１項に規定する管理職手当の支給を

受ける職員には、超過勤務手当、休日給、

夜間勤務手当は支給しない。 

（扶養手当） 

第11条 扶養手当は、扶養親族のあるすべ

ての職員に対して支給する。 

２ 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる

者で他に生計の途がなく主としてその職員

の扶養を受けているものをいう。 

（１）配偶者（届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。） 

（２）満22歳に達する日以後の最初の３月

31日までの間にある子 

（３）満22歳に達する日以後の最初の３月

31日までの間にある孫 

（４）満60歳以上の父母及び祖父母 

（５）満22歳に達する日以後の最初の３月

31日までの間にある弟妹 

（６）重度心身障害者 

３ 前項第１号に掲げる扶養手当の月額

は、扶養親族たる配偶者、父母等について

は１人につき6,500円、前項第２号に該当

する扶養親族（以下「扶養親族たる子」と

いう。）については１人につき10,000円と
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する。 

４ 扶養親族たる子のうちに満15歳に達す

る日後の最初の４月１日から満22歳に達す

る日以後の最初の３月31日までの間（以下

「特定期間」という。）にある子がいる場

合における扶養手当の月額は、前項の規定

にかかわらず、5,000円に特定期間にある

当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を

同項の規定による額に加算した額とする。 

第12条 新たに職員となった者に扶養親族

がある場合又は職員に次の各号の１に該当

する事実が生じた場合においては、その職

員は、直ちにその旨を村長に届け出なけれ

ばならない。 

（１）新たに扶養親族としての要件を具備

するに至った者がある場合 

（２）扶養親族としての要件を欠くに至っ

た者がある場合 

（３）削除 

（４）削除 

２ 扶養手当の支給は、新たに職員となっ

た者に扶養親族がある場合においてはその

者の職員となった日、職員に扶養親族で前

項の規定による届出に係るものがない場合

においてその職員に同項第１号に掲げる事

実が生じたときはその事実の生じた日の属

する月の翌月（これらの日が月の初日であ

るときは、その日の属する月）から開始

し、扶養手当を受けている職員が離職し、

又は死亡した場合においてはそれぞれの者

が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受

けている職員の扶養親族で同項の規定によ

る届出に係るものについて同項第２号に掲

げる事実が生じたときはその事実が生じた

日の属する月（これらの日が月の初日であ

るときは、その日の属する月の前月）をも

って終わる。ただし、扶養手当の支給の開

始については、同項の規定による届出がこ

れに係る事実の生じた日から15日を経過し

する。 

４ 扶養親族たる子のうちに満15歳に達す

る日後の最初の４月１日から満22歳に達す

る日以後の最初の３月31日までの間（以下

「特定期間」という。）にある子がいる場

合における扶養手当の月額は、前項の規定

にかかわらず、5,000円に特定期間にある

当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を

同項の規定による額に加算した額とする。 

第12条 新たに職員となった者に扶養親族

がある場合又は職員に次の各号の１に該当

する事実が生じた場合においては、その職

員は、直ちにその旨を村長に届け出なけれ

ばならない。 

（１）新たに扶養親族としての要件を具備

するに至った者がある場合 

（２）扶養親族としての要件を欠くに至っ

た者がある場合 

（３）削除 

（４）削除 

２ 扶養手当の支給は、新たに職員となっ

た者に扶養親族がある場合においてはその

者の職員となった日、職員に扶養親族で前

項の規定による届出に係るものがない場合

においてその職員に同項第１号に掲げる事

実が生じたときはその事実の生じた日の属

する月の翌月（これらの日が月の初日であ

るときは、その日の属する月）から開始

し、扶養手当を受けている職員が離職し、

又は死亡した場合においてはそれぞれの者

が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受

けている職員の扶養親族で同項の規定によ

る届出に係るものについて同項第２号に掲

げる事実が生じたときはその事実が生じた

日の属する月（これらの日が月の初日であ

るときは、その日の属する月の前月）をも

って終わる。ただし、扶養手当の支給の開

始については、同項の規定による届出がこ

れに係る事実の生じた日から15日を経過し
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た後にされたときは、その届出を受理した

日の属する月の翌月（その日が月の初日で

あるときは、その日の属する月）から行う

ものとする。 

３ 扶養手当は、次の各号いずれかに掲げ

る事実が生じた場合においては、その事実

が生じた日の属する月の翌月（その日が月

の初日であるときは、その日の属する月）

からその支給額を改定する。前項ただし書

きの規定は、第１号に掲げる事実が生じた

場合における扶養手当の支給額の改定につ

いて準用する。 

（１）扶養手当を受けている職員に更に第

１号第１項に掲げる事実が生じた場合 

（２）扶養手当を受けている職員の扶養親

族で第１項の規定による届出に係るものの

一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場

合 

（３）職員の扶養親族たる子で第１項の規

定による届出に係るもののうち特定期間に

ある子でなかった者が特定期間にある子と

なった場合 

（特殊勤務手当） 

第13条 特殊勤務手当は、著しく困難な勤

務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別

の考慮を必要とし、かつ、勤務の特殊性を

給料で考慮することが適当でないと認めら

れるものに従事する職員に対して支給す

る。 

２ 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職

員の範囲、額及び支給の方法は、別に条例

で定める。 

（超過勤務手当） 

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務する

ことを命ぜられた職員には正規の勤務時間

を超えて勤務した全時間に対して勤務１時

間につき第23条に規定する勤務１時間当た

りの給与額に正規の勤務時間を超えてした

次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ10

た後にされたときは、その届出を受理した

日の属する月の翌月（その日が月の初日で

あるときは、その日の属する月）から行う

ものとする。 

３ 扶養手当は、次の各号いずれかに掲げ

る事実が生じた場合においては、その事実

が生じた日の属する月の翌月（その日が月

の初日であるときは、その日の属する月）

からその支給額を改定する。前項ただし書

きの規定は、第１号に掲げる事実が生じた

場合における扶養手当の支給額の改定につ

いて準用する。 

（１）扶養手当を受けている職員に更に第

１号第１項に掲げる事実が生じた場合 

（２）扶養手当を受けている職員の扶養親

族で第１項の規定による届出に係るものの

一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場

合 

（３）職員の扶養親族たる子で第１項の規

定による届出に係るもののうち特定期間に

ある子でなかった者が特定期間にある子と

なった場合 

（特殊勤務手当） 

第13条 特殊勤務手当は、著しく困難な勤

務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別

の考慮を必要とし、かつ、勤務の特殊性を

給料で考慮することが適当でないと認めら

れるものに従事する職員に対して支給す

る。 

２ 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職

員の範囲、額及び支給の方法は、別に条例

で定める。 

（超過勤務手当） 

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務する

ことを命ぜられた職員には正規の勤務時間

を超えて勤務した全時間に対して勤務１時

間につき第23条に規定する勤務１時間当た

りの給与額に正規の勤務時間を超えてした

次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ10
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0分の125から100分の150までの範囲内で規

則で定める割合（その勤務が午後10時から

翌日の午前５時までの間である場合は、そ

の割合に100分の25を加算した割合）を乗

じて得た額を超過勤務手当として支給す

る。 

（１）正規の勤務時間が割り振られた日

（次条の規定により正規の勤務時間中に勤

務した職員に休日給が支給されることとな

る日を除く。）における勤務 

（２）前号に掲げる勤務以外の勤務 

２ 前項に定めるもののほか、勤務時間条

例第２条の規定によりあらかじめ定められ

た１週間の正規の勤務時間を超えて勤務時

間条例第４条の規定により週休日とされた

日に勤務時間条例第５条の規定により正規

の勤務時間を割り振られた職員には、当該

正規の勤務時間に相当する時間について、

勤務１時間につき、第23条に規定する勤務

１時間当たりの給与額に100分の25を乗じ

て得た額を超過勤務手当として支給する。 

３ 育児短時間勤務職員等が、正規の勤務

時間が割り振られた日（次条の規定により

休日給が支給されることとなる日を除

く。）において、正規の勤務時間を超えて

した勤務のうち、その勤務の時間とその勤

務をした日における正規の勤務時間との合

計が７時間45分に達するまでの間の勤務に

対する第１項の規定の適用については、同

項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲

げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の1

25から100分の150までの範囲内で規則で定

める割合」とあるのは、「100分の100」と

する。 

４ 正規の勤務時間を超えて勤務すること

を命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした

勤務の時間が１箇月について60時間を超え

た職員には、その60時間を超えて勤務した

全時間に対して、前３項の規定にかかわら

0分の125から100分の150までの範囲内で規

則で定める割合（その勤務が午後10時から

翌日の午前５時までの間である場合は、そ

の割合に100分の25を加算した割合）を乗

じて得た額を超過勤務手当として支給す

る。 

（１）正規の勤務時間が割り振られた日

（次条の規定により正規の勤務時間中に勤

務した職員に休日給が支給されることとな

る日を除く。）における勤務 

（２）前号に掲げる勤務以外の勤務 

２ 前項に定めるもののほか、勤務時間条

例第２条の規定によりあらかじめ定められ

た１週間の正規の勤務時間を超えて勤務時

間条例第４条の規定により週休日とされた

日に勤務時間条例第５条の規定により正規

の勤務時間を割り振られた職員には、当該

正規の勤務時間に相当する時間について、

勤務１時間につき、第23条に規定する勤務

１時間当たりの給与額に100分の25を乗じ

て得た額を超過勤務手当として支給する。 

３ 育児短時間勤務職員等が、正規の勤務

時間が割り振られた日（次条の規定により

休日給が支給されることとなる日を除

く。）において、正規の勤務時間を超えて

した勤務のうち、その勤務の時間とその勤

務をした日における正規の勤務時間との合

計が７時間45分に達するまでの間の勤務に

対する第１項の規定の適用については、同

項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲

げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の1

25から100分の150までの範囲内で規則で定

める割合」とあるのは、「100分の100」と

する。 

４ 正規の勤務時間を超えて勤務すること

を命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした

勤務の時間が１箇月について60時間を超え

た職員には、その60時間を超えて勤務した

全時間に対して、前３項の規定にかかわら
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ず、勤務１時間につき、第23条に規定する

勤務１時間当たりの給与額に100分の150

（その勤務が午後10時から翌日の午前５時

までの間である場合は、100分の175）を乗

じて得た額を超過勤務手当として支給す

る。 

５ 勤務時間条例第８条の６第１項に規定

する超勤代休時間を指定された場合におい

て、当該超勤代休時間に職員が勤務しなか

ったときは、前項に規定する60時間を超え

て勤務した全時間のうち当該超勤代休時間

の指定に代えられた超過勤務手当の支給に

係る時間に対しては、当該時間１時間につ

き、第23条に規定する勤務１時間当たりの

給与額に100分の150（その時間が午後10時

から翌日の午前５時までの間である場合

は、100分の175）から第１項に規定する規

則で定める割合（その時間が午後10時から

翌日の午前５時までの間である場合は、そ

の割合に100分の25を加算した割合）を減

じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を

支給することを要しない。 

（休日給） 

第15条 休日の勤務として正規の勤務時間

中に勤務することを命じられた職員には、

正規の勤務時間中に勤務した全時間に対し

て、勤務１時間につき第23条に規定する勤

務１時間当たりの給与額に100分の125から

100分の150までの範囲内で規則で定める割

合を乗じて得た額を休日給として支給す

る。ただし、勤務時間条例第11条第１項の

規定により任命権者が職員に休日の勤務に

替えて代休日を指定した場合には、休日給

は支給しない。 

（夜間勤務手当） 

第16条 正規の勤務時間として午後10時か

ら午前５時までの間に勤務することを命ぜ

られた職員には、その間の勤務した全時間

に対して、勤務１時間につき第23条に規定

ず、勤務１時間につき、第23条に規定する

勤務１時間当たりの給与額に100分の150

（その勤務が午後10時から翌日の午前５時

までの間である場合は、100分の175）を乗

じて得た額を超過勤務手当として支給す

る。 

５ 勤務時間条例第８条の６第１項に規定

する超勤代休時間を指定された場合におい

て、当該超勤代休時間に職員が勤務しなか

ったときは、前項に規定する60時間を超え

て勤務した全時間のうち当該超勤代休時間

の指定に代えられた超過勤務手当の支給に

係る時間に対しては、当該時間１時間につ

き、第23条に規定する勤務１時間当たりの

給与額に100分の150（その時間が午後10時

から翌日の午前５時までの間である場合

は、100分の175）から第１項に規定する規

則で定める割合（その時間が午後10時から

翌日の午前５時までの間である場合は、そ

の割合に100分の25を加算した割合）を減

じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を

支給することを要しない。 

（休日給） 

第15条 休日の勤務として正規の勤務時間

中に勤務することを命じられた職員には、

正規の勤務時間中に勤務した全時間に対し

て、勤務１時間につき第23条に規定する勤

務１時間当たりの給与額に100分の125から

100分の150までの範囲内で規則で定める割

合を乗じて得た額を休日給として支給す

る。ただし、勤務時間条例第11条第１項の

規定により任命権者が職員に休日の勤務に

替えて代休日を指定した場合には、休日給

は支給しない。 

（夜間勤務手当） 

第16条 正規の勤務時間として午後10時か

ら午前５時までの間に勤務することを命ぜ

られた職員には、その間の勤務した全時間

に対して、勤務１時間につき第23条に規定
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する勤務１時間当たりの給与額に100分の2

5を乗じて得た額を夜間勤務手当として支

給する。 

（宿日直手当） 

第17条 宿日直勤務の種類は、次の各号に

定めるとおりとし、宿日直勤務を命じられ

た職員には、その勤務１回につき当該各号

に掲げる額を宿日直手当として支給する。 

（１）Ａ 日直勤務 職員が勤務を要する

日に、正規の勤務時間及び当該勤務時間か

ら引き続く２時間を単位        

 として行う、主として情報連絡に対応す

るための勤務 1,500円 

（２）Ｂ 日直勤務 職員が利島村の休日

を定める条例（平成２年条例第12号）第１

条第１項各号に定める日に、職員の正規の

勤務時間に相応する勤務時間及び当該勤務

時間から引き続く２時間を単位として行

う、主として情報連絡に対応するための勤

務 7,500円 

（３）宿直勤務 前２号に定める日直勤務

時間の直後の時間から翌日の職員の正規の

勤務時間（職員の正規の勤務時間に相応す

る場合を含む。）の開始までの時間を単位

として行う、主として情報連絡に対応する

ための勤務 5,000円 

２ 年末年始の日（１月１日から同月３日

まで及び12月29日から31日までの日をい

う。）及びゴールデンウィーク（４月29日

から５月５日までの日をいう。）に前項第

２号及び第３号に定める勤務を命じられた

職員には、各号に定める額に2,000円を加

算した額を当直手当として支給する。 

３ 前２項の勤務は、第14条及び第15条の

勤務には含まれないものとする。 

（管理職員特別勤務手当） 

第18条 第10条第２項の規定に基づき管理

職手当を受ける職員が、臨時又は緊急の必

要その他の公務の運営の必要により勤務を

する勤務１時間当たりの給与額に100分の2

5を乗じて得た額を夜間勤務手当として支

給する。 

（宿日直手当） 

第17条 宿日直勤務の種類は、次の各号に

定めるとおりとし、宿日直勤務を命じられ

た職員には、その勤務１回につき当該各号

に掲げる額を宿日直手当として支給する。 

（１）平日日直勤務 職員が勤務を要する

日に、午前８時から午前８時15分まで、正

午から午後１時まで及び午後５時から午後

７時まで行う、主として情報連絡に対応す

るための勤務 1,500円 

（２）休日日直勤務 職員が利島村の休日

を定める条例（平成２年条例第12号）第１

条第１項各号に定める日に、午前８時から

午後７時まで＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿行

う、主として情報連絡に対応するための勤

務 7,500円 

（３）宿直勤務 午後７時から翌日の午前

８時まで＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿行う、主として情報連絡に対応す

るための勤務 4,400円 

２ 年末年始の日（１月１日から同月３日

まで及び12月29日から31日までの日をい

う。）及びゴールデンウィーク（４月29日

から５月５日までの日をいう。）に前項第

２号及び第３号に定める勤務を命じられた

職員には、各号に定める額に2,000円を加

算した額を当直手当として支給する。 

３ 前２項の勤務は、第14条及び第15条の

勤務には含まれないものとする。 

（管理職員特別勤務手当） 

第18条 第10条第２項の規定に基づき管理

職手当を受ける職員が、臨時又は緊急の必

要その他の公務の運営の必要により勤務を

-110-



要しない日（勤務時間条例第４条に規定す

る日をいう。）又は休日（次項において

「週休日等」という。）に勤務した場合

は、当該職員には管理職員特別勤務手当を

支給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、第10条第

２項の規定に基づき管理職手当を受ける職

員が災害への対処その他の臨時又は緊急の

必要により週休日等以外の日の午前０時か

ら午前５時までの間であって正規の勤務時

間以外の時間に勤務した場合は、当該職員

には、管理職員特別勤務手当を支給する。 

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各

号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。 

（１）管理職員特別勤務手当の額は、第１

項の規定による勤務１回につき、8,000円

を超えない範囲内において規則で定める額

とする。ただし、同項の規定による勤務に

従事する時間等を考慮して規則で定める勤

務にあっては、その額に100分の150を乗じ

て得た額とする。 

（２）前項に規定する場合 同項の勤務１

回につき、6,000円を超えない範囲内にお

いて規則で定める額 

４ 前３項に定めるもののほか、管理職員

特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、

規則で定める。ただし、消防団員の出動に

伴う勤務の場合には、消防団員に支給する

費用弁償額に準ずる。 

（期末手当） 

第19条 期末手当は、６月１日及び12月１

日（以下この条から第21条の２までにおい

て、これらの日を「基準日」という。）に

それぞれ在職する職員（村規定で定める職

員を除く。）に対して、それぞれ基準日か

ら起算して15日を超えない範囲内において

村長が定める日（第21条および第21条の２

においてこれらの日を「支給日」とい

要しない日（勤務時間条例第４条に規定す

る日をいう。）又は休日（次項において

「週休日等」という。）に勤務した場合

は、当該職員には管理職員特別勤務手当を

支給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、第10条第

２項の規定に基づき管理職手当を受ける職

員が災害への対処その他の臨時又は緊急の

必要により週休日等以外の日の午前０時か

ら午前５時までの間であって正規の勤務時

間以外の時間に勤務した場合は、当該職員

には、管理職員特別勤務手当を支給する。 

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各

号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。 

（１）管理職員特別勤務手当の額は、第１

項の規定による勤務１回につき、8,000円

を超えない範囲内において規則で定める額

とする。ただし、同項の規定による勤務に

従事する時間等を考慮して規則で定める勤

務にあっては、その額に100分の150を乗じ

て得た額とする。 

（２）前項に規定する場合 同項の勤務１

回につき、6,000円を超えない範囲内にお

いて規則で定める額 

４ 前３項に定めるもののほか、管理職員

特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、

規則で定める。ただし、消防団員の出動に

伴う勤務の場合には、消防団員に支給する

費用弁償額に準ずる。 

（期末手当） 

第19条 期末手当は、６月１日及び12月１

日（以下この条から第21条の２までにおい

て、これらの日を「基準日」という。）に

それぞれ在職する職員（村規定で定める職

員を除く。）に対して、それぞれ基準日か

ら起算して15日を超えない範囲内において

村長が定める日（第21条および第21条の２

においてこれらの日を「支給日」とい
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う。）に支給する。これらの基準日前１箇

月以内に退職し、若しくは地方公務員法第

16条第１号に該当して法第28条第４項の規

定により失職し、又は死亡した職員（村規

定で定める職員を除く。）についても同様

とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日

現在（退職し、又は死亡した職員にあって

は、退職し、又は死亡した日現在。以下次

条第１項において同じ。）において職員が

受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計

額を期末手当基礎額とし、その額に100分

の115（一般職４級職員及び一般職５級職

員にあっては、100分の95   ）を乗じ

て得た額に、基準日以前６箇月以内の期間

におけるその者の在職期間（育児休業の承

認にかかる期間が１箇月以内である場合

は、在職期間とする。以下この条において

同じ。）の区分に応じて、次の表に定める

割合を乗じて得た額とする。 

在職期間 割合 

基準日 ６月１日及び 12月１日 

６箇月 100 分の

100 

５箇月以上６箇月未満 100 分の

80 

３箇月以上５箇月未満 100 分の

60 

３箇月未満 100 分の

30 

３ 行政職給料表（１）の適用を受ける職

員のうち職務の級が２級以上である職員に

ついて、同項中「給料及び扶養手当の月額

の合計額」とあるのは「給料及び扶養手当

の月額の合計額に、給料の月額に職務段階

等を考慮して村規則で定める職員の区分に

応じて100分の10を超えない範囲内で村規

則で定める割合を乗じて得た額を加算した

額」とする。 

う。）に支給する。これらの基準日前１箇

月以内に退職し、若しくは地方公務員法第

16条第１号に該当して法第28条第４項の規

定により失職し、又は死亡した職員（村規

定で定める職員を除く。）についても同様

とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日

現在（退職し、又は死亡した職員にあって

は、退職し、又は死亡した日現在。以下次

条第１項において同じ。）において職員が

受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計

額を期末手当基礎額とし、その額に100分

の115（一般職４級職員及び一般職５級職

員にあっては、100分の95   ）を乗じ

て得た額に、基準日以前６箇月以内の期間

におけるその者の在職期間（育児休業の承

認にかかる期間が１箇月以内である場合

は、在職期間とする。以下この条において

同じ。）の区分に応じて、次の表に定める

割合を乗じて得た額とする。 

在職期間 割合 

基準日 ６月１日及び 12月１日 

６箇月 100 分の

100 

５箇月以上６箇月未満 100 分の

80 

３箇月以上５箇月未満 100 分の

60 

３箇月未満 100 分の

30 

３ 行政職給料表（１）の適用を受ける職

員のうち職務の級が２級以上である職員に

ついて、同項中「給料及び扶養手当の月額

の合計額」とあるのは「給料及び扶養手当

の月額の合計額に、給料の月額に職務段階

等を考慮して村規則で定める職員の区分に

応じて100分の10を超えない範囲内で村規

則で定める割合を乗じて得た額を加算した

額」とする。 
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４ 前２項に規定するもののほか、期末手

当の支給に関し必要な事項は、利島村規則

で定める。 

５ 再任用職員に対する第２項及び第３項

の規定の適用については、同項中「100分

の115 」とあるのは「100分の65 」と、

「100分の95 」とあるのは「100分の50

 」とする。 

（勤勉手当） 

第20条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在

職する職員（村規定で定める職員を除

く。）に対して、その者の勤務成績に応じ

て、それぞれ基準日から起算して15日を超

えない範囲内において村長が定める日に支

給する。これらの基準日前１箇月以内に退

職し、若しくは地方公務員法第16条第１号

に該当して法第28条第４項の規定により失

職し、又は死亡した職員（村規定で定める

職員を除く。）についても同様とする。 

２ 勤勉手当の額は、前項の職員がそれぞ

れの基準日現在において受けるべき給料の

月額とし、その額に任命権者が村規則で定

める基準に従って定める割合を乗じて得た

額とする。この場合において、その支給す

る勤勉手当の額の総額は、次の各号に掲げ

る職員の区分に応じた率を乗じて得た額の

総額を超えてはならない。 

（１） 一般職（３級職員まで） 100分

の95 

（２） 一般職（特定幹部職員） 100分

の115 

（３） 再任用職員（３級職員まで） 10

0分の52.5 

（４） 再任用職員（４級職員及び５級職

員） 100分の52.5 

３ 行政職給料表（１）の適用を受ける職

員のうち職務の級が２級以上である職員に

ついて、同項中「給料の月額」とあるのは

「給料の月額に、給料の月額に職務段階等

４ 前２項に規定するもののほか、期末手

当の支給に関し必要な事項は、利島村規則

で定める。 

５ 再任用職員に対する第２項及び第３項

の規定の適用については、同項中「100分

の115 」とあるのは「100分の65 」と、

「100分の95 」とあるのは「100分の50

 」とする。 

（勤勉手当） 

第20条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在

職する職員（村規定で定める職員を除

く。）に対して、その者の勤務成績に応じ

て、それぞれ基準日から起算して15日を超

えない範囲内において村長が定める日に支

給する。これらの基準日前１箇月以内に退

職し、若しくは地方公務員法第16条第１号

に該当して法第28条第４項の規定により失

職し、又は死亡した職員（村規定で定める

職員を除く。）についても同様とする。 

２ 勤勉手当の額は、前項の職員がそれぞ

れの基準日現在において受けるべき給料の

月額とし、その額に任命権者が村規則で定

める基準に従って定める割合を乗じて得た

額とする。この場合において、その支給す

る勤勉手当の額の総額は、次の各号に掲げ

る職員の区分に応じた率を乗じて得た額の

総額を超えてはならない。 

（１） 一般職（３級職員まで） 100分

の95 

（２） 一般職（特定幹部職員） 100分

の115 

（３） 再任用職員（３級職員まで） 10

0分の52.5 

（４） 再任用職員（４級職員及び５級職

員） 100分の52.5 

３ 行政職給料表（１）の適用を受ける職

員のうち職務の級が２級以上である職員に

ついて、同項中「給料の月額」とあるのは

「給料の月額に、給料の月額に職務段階等
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を考慮して村規則で定める職員の区分に応

じて100分の10を超えない範囲内で村規則

で定める割合を乗じて得た額を加算した

額」とする。 

（期末手当の不支給） 

第21条 次の各号のいずれかに該当する者

には、第19条第１項の規定にかかわらず、

当該各号の基準日に係る期末手当（第４号

に掲げる者にあっては、その支給を一時差

し止めた期末手当）は、支給しない。 

（１）基準日から当該基準日に対応する支

給日の前日までの間に地方公務員法第29条

の規定による懲戒免職の処分を受けた職員 

（２）基準日から当該基準日に対応する支

給日の前日までの間に地方公務員法第28条

第４項の規定により失職した職員（同法第

16条第１号に該当して失職した職員を除

く。） 

（３）基準日前１箇月以内又は基準日から

当該基準日に対応する支給日の前日までの

間に離職した職員（前２号に掲げる者を除

く。）で、その離職した日から当該支給日

の前日までの間に禁固以上の刑に処せられ

たもの 

（４）次条第１項の規定により期末手当の

支給を一時差し止める処分を受けた者（当

該処分を取り消された者を除く。）で、そ

の者の在職期間中の行為に係る刑事事件に

関し禁固以上の刑に処せられたもの 

（期末手当の一時差止め） 

第21条の２ 任命権者は、支給日に期末手

当を支給することとされていた職員で当該

支給日の前日までに離職した者が次の各号

のいずれかに該当する場合は、当該期末手

当の支給を一時差し止めることができる。 

（１）離職した日から当該支給日の前日ま

での間に、その者の在職期間中の行為に係

る刑事事件に関して、その者が起訴（当該

起訴に係る犯罪について禁固以上の刑が定

を考慮して村規則で定める職員の区分に応

じて100分の10を超えない範囲内で村規則

で定める割合を乗じて得た額を加算した

額」とする。 

（期末手当の不支給） 

第21条 次の各号のいずれかに該当する者

には、第19条第１項の規定にかかわらず、

当該各号の基準日に係る期末手当（第４号

に掲げる者にあっては、その支給を一時差

し止めた期末手当）は、支給しない。 

（１）基準日から当該基準日に対応する支

給日の前日までの間に地方公務員法第29条

の規定による懲戒免職の処分を受けた職員 

（２）基準日から当該基準日に対応する支

給日の前日までの間に地方公務員法第28条

第４項の規定により失職した職員（同法第

16条第１号に該当して失職した職員を除

く。） 

（３）基準日前１箇月以内又は基準日から

当該基準日に対応する支給日の前日までの

間に離職した職員（前２号に掲げる者を除

く。）で、その離職した日から当該支給日

の前日までの間に禁固以上の刑に処せられ

たもの 

（４）次条第１項の規定により期末手当の

支給を一時差し止める処分を受けた者（当

該処分を取り消された者を除く。）で、そ

の者の在職期間中の行為に係る刑事事件に

関し禁固以上の刑に処せられたもの 

（期末手当の一時差止め） 

第21条の２ 任命権者は、支給日に期末手

当を支給することとされていた職員で当該

支給日の前日までに離職した者が次の各号

のいずれかに該当する場合は、当該期末手

当の支給を一時差し止めることができる。 

（１）離職した日から当該支給日の前日ま

での間に、その者の在職期間中の行為に係

る刑事事件に関して、その者が起訴（当該

起訴に係る犯罪について禁固以上の刑が定
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められているものに限り、刑事起訴法（昭

和23年法律第131号）第６編に規定する略

式手続きによるものを除く。第３項におい

て同じ。）をされ、その判決が確定してい

ない場合 

（２）離職した日から当該支給日の前日ま

での間に、その者の在職期間中の行為に係

る刑事事件に関して、その者が逮捕された

場合又はその者から徴収した事項若しくは

調査により判明した事実に基づきその者に

犯罪があると考えるに至った場合であっ

て、その者に対し期末手当を支給すること

が、公務に対する村民の信頼を確保し、期

末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施

を維持する上で重大な支障を生ずると認め

るとき。 

２ 前項の規定による期末手当の支給を一

時差し止める処分（以下「一時差止処分」

という。）を行う場合には、その旨を書面

で当該一時差止処分を受けるべき者に通知

しなければならない。 

３ 前項の規定により一時差止処分を行う

旨の通知をする場合において、当該一時差

止処分を受けるべき者の所在が知れないと

きは、通知をすべき内容を利島村公告式条

例（昭和51年条例第７号）第２条第２項に

規定する掲示場に掲示することをもって通

知に代えることができる。この場合におい

ては、その告示した日から起算して２週間

を経過した日に、通知が当該一時差止処分

を受けるべき者に到達したものとみなす。 

４ 一時差止処分を受けた者は、行政不服

審査法（平成26年法律68号）第18条第１項

本文に規定する期間が経過した後において

は、当該一時差止処分後の事情の変化を理

由に、当該一時差止処分をした者に対し、

その取消しを申し立てることができる。 

５ 任命権者は、一時差止処分について、

次の各号のいずれかに該当するに至った場

められているものに限り、刑事起訴法（昭

和23年法律第131号）第６編に規定する略

式手続きによるものを除く。第３項におい

て同じ。）をされ、その判決が確定してい

ない場合 

（２）離職した日から当該支給日の前日ま

での間に、その者の在職期間中の行為に係

る刑事事件に関して、その者が逮捕された

場合又はその者から徴収した事項若しくは

調査により判明した事実に基づきその者に

犯罪があると考えるに至った場合であっ

て、その者に対し期末手当を支給すること

が、公務に対する村民の信頼を確保し、期

末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施

を維持する上で重大な支障を生ずると認め

るとき。 

２ 前項の規定による期末手当の支給を一

時差し止める処分（以下「一時差止処分」

という。）を行う場合には、その旨を書面

で当該一時差止処分を受けるべき者に通知

しなければならない。 

３ 前項の規定により一時差止処分を行う

旨の通知をする場合において、当該一時差

止処分を受けるべき者の所在が知れないと

きは、通知をすべき内容を利島村公告式条

例（昭和51年条例第７号）第２条第２項に

規定する掲示場に掲示することをもって通

知に代えることができる。この場合におい

ては、その告示した日から起算して２週間

を経過した日に、通知が当該一時差止処分

を受けるべき者に到達したものとみなす。 

４ 一時差止処分を受けた者は、行政不服

審査法（平成26年法律68号）第18条第１項

本文に規定する期間が経過した後において

は、当該一時差止処分後の事情の変化を理

由に、当該一時差止処分をした者に対し、

その取消しを申し立てることができる。 

５ 任命権者は、一時差止処分について、

次の各号のいずれかに該当するに至った場
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合には、速やかに当該一時差止処分を取り

消さなければならない。ただし、第３号に

規定する場合において、一時差止処分を受

けた者がその者の在職期間中の行為に係る

刑事事件に関し現に逮捕されているときは

その他これを取り消すことが一時差止処分

の目的に明らかに反すると認めるときは、

この限りではない。 

（１）一時差止処分を受けた者が当該一時

差止処分の理由となった行為に係る刑事事

件に関し禁固以上の刑に処せられなかった

場合 

（２）一時差止処分を受けた者について、

当該一時差止処分の理由となった行為に係

る刑事事件につき公訴を提起しない処分が

あった場合 

（３）一時差止処分を受けた者がその者の

在職期間中の行為に係る刑事事件に関して

起訴をされることなく当該一時差止処分に

係る期末手当の基準日から起算して１年を

経過した場合 

６ 前項の規定は、任命権者が、一時差止

処分後に判明した事実又は生じた事情に基

づき、期末手当の支給を差し止める必要が

なくなったとして当該一時差止処分を取り

消すことを妨げるものではない。 

７ 任命権者は、一時差止処分を行う場合

は、当該一時差止処分を受けるべき者に対

し、当該一時差止処分の際、一時差止処分

の事由を記載した説明書を交付しなければ

ならない。 

８ 任命権者は、一時差止処分を行おうと

する場合は、あらかじめ村長に通知しなけ

ればならない。一時差止処分を取り消した

場合も、同様とする。 

９ 前各項に規定するもののほか、第２項

の書面及び第７項の説明書の様式その他一

時差止処分に関し必要な事項は村規則で定

める。 

合には、速やかに当該一時差止処分を取り

消さなければならない。ただし、第３号に

規定する場合において、一時差止処分を受

けた者がその者の在職期間中の行為に係る

刑事事件に関し現に逮捕されているときは

その他これを取り消すことが一時差止処分

の目的に明らかに反すると認めるときは、

この限りではない。 

（１）一時差止処分を受けた者が当該一時

差止処分の理由となった行為に係る刑事事

件に関し禁固以上の刑に処せられなかった

場合 

（２）一時差止処分を受けた者について、

当該一時差止処分の理由となった行為に係

る刑事事件につき公訴を提起しない処分が

あった場合 

（３）一時差止処分を受けた者がその者の

在職期間中の行為に係る刑事事件に関して

起訴をされることなく当該一時差止処分に

係る期末手当の基準日から起算して１年を

経過した場合 

６ 前項の規定は、任命権者が、一時差止

処分後に判明した事実又は生じた事情に基

づき、期末手当の支給を差し止める必要が

なくなったとして当該一時差止処分を取り

消すことを妨げるものではない。 

７ 任命権者は、一時差止処分を行う場合

は、当該一時差止処分を受けるべき者に対

し、当該一時差止処分の際、一時差止処分

の事由を記載した説明書を交付しなければ

ならない。 

８ 任命権者は、一時差止処分を行おうと

する場合は、あらかじめ村長に通知しなけ

ればならない。一時差止処分を取り消した

場合も、同様とする。 

９ 前各項に規定するもののほか、第２項

の書面及び第７項の説明書の様式その他一

時差止処分に関し必要な事項は村規則で定

める。 
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（勤勉手当の不支給及び一時差止め） 

第21条の３ 第21条及び前条の規定は、第

20条の規定による勤勉手当の支給について

準用する。この場合において、第21条中

「第19条第１項」とあるのは「第20条第１

項」と、同条第１号中「基準日から」とあ

るのは「基準日（第19条第１項に規定する

基準日をいう。以下この条において同

じ。）から」と読み替えるものとする。 

（住居手当） 

第22条 住居手当は、自ら居住するため住

宅（貸間を含む。）を借り受け、月額16,0

00円を超える家賃（使用料を含む。以下こ

の条において同じ。）を支払っている職員

（利島村規則で定める職員を除く。以下こ

の条において同じ。）に支給する。 

２ 住居手当の月額は、次に掲げる職員の

区分に応じて、当該各号の掲げる額（その

額に100円未満の端数を生じた時は、これ

を切り捨てた額）に相当する額 

（１）月額 27,000円以下の家賃を支払っ

ている職員 家賃の月額から16,000円を控

除した額 

（２）月額 27,000円を超える家賃を支払

っている職員 家賃の月額から27,000円を

控除した額の２分の１（その控除した額が

17,000円を超えるときは、17,000円）を1

1,000円に加算した額 

３ 前２項に規定するもののほか、住居手

当の支給に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

（通勤手当） 

第22条の２ 通勤手当は、次の各号に掲げ

る職員に支給する。 

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路

（以下「交通機関等」という。）を利

用してその運賃又は料金（以下「運賃

等」という。）を負担することを常例

とする職員（通勤距離が片道２キロメ

（勤勉手当の不支給及び一時差止め） 

第21条の３ 第21条及び前条の規定は、第

20条の規定による勤勉手当の支給について

準用する。この場合において、第21条中

「第19条第１項」とあるのは「第20条第１

項」と、同条第１号中「基準日から」とあ

るのは「基準日（第19条第１項に規定する

基準日をいう。以下この条において同

じ。）から」と読み替えるものとする。 

（住居手当） 

第22条 住居手当は、自ら居住するため住

宅（貸間を含む。）を借り受け、月額16,0

00円を超える家賃（使用料を含む。以下こ

の条において同じ。）を支払っている職員

（利島村規則で定める職員を除く。以下こ

の条において同じ。）に支給する。 

２ 住居手当の月額は、次に掲げる職員の

区分に応じて、当該各号の掲げる額（その

額に100円未満の端数を生じた時は、これ

を切り捨てた額）に相当する額 

（１）月額 27,000円以下の家賃を支払っ

ている職員 家賃の月額から16,000円を控

除した額 

（２）月額 27,000円を超える家賃を支払

っている職員 家賃の月額から27,000円を

控除した額の２分の１（その控除した額が

17,000円を超えるときは、17,000円）を1

1,000円に加算した額 

３ 前２項に規定するもののほか、住居手

当の支給に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

（通勤手当） 

第22条の２ 通勤手当は、次の各号に掲げ

る職員に支給する。 

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路

（以下「交通機関等」という。）を利

用してその運賃又は料金（以下「運賃

等」という。）を負担することを常例

とする職員（通勤距離が片道２キロメ
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ートル以上である者） 

(2) 通勤のため自転車その他交通の用具

で村規則で定めるもの（以下「自転車

等」という。）を使用することを常例

とする職員（通勤距離が片道２キロメ

ートル以上であるもの） 

２ 前項各号に掲げる通勤手当の支給に関

し必要な事項は、村規則で定める。 

第４章 雑則 

（勤務１時間当りの給与額の算出） 

第23条 第14条から第16条まで及び第24条

に規定する勤務１時間当たりの給与額

は、給料の月額に12を乗じ、１年間の勤

務時間数で除して得た額とする。 

２ 前項の１年間の勤務時間数は、週の勤

務時間数38.75に年間の週数52を乗じて得

た年間総勤務時間数から１日の勤務時間

数7.75に年間の休日数を乗じて得た年間

時間数を減じた時間数をいう。 

（端数計算） 

第23条の２ 第14条から第16条までの規定

により勤務１時間につき支給する超過勤

務手当、休日給又は夜間勤務手当及び次

条に規定する勤務１時間当たりの給与額

の額を算定する場合において、当該額に5

0銭未満の端数を生じたときは、これを切

り捨て、50銭以上１円未満の端数を生じ

たときは、これを１円に切り上げるもの

とする。 

（給与の減額） 

第24条 職員が勤務しないときは、その勤

務しないことにつき特に承認があった場

合を除くほか、その勤務１時間につき、

前条に規定する勤務１時間当たりの給与

額を減額した給与を支給する。 

（休職者等の給与） 

第25条 休職となった職員に対しては、休

職の期間中次の区分により給与を支給す

ることができる。 

ートル以上である者） 

(2) 通勤のため自転車その他交通の用具

で村規則で定めるもの（以下「自転車

等」という。）を使用することを常例

とする職員（通勤距離が片道２キロメ

ートル以上であるもの） 

２ 前項各号に掲げる通勤手当の支給に関

し必要な事項は、村規則で定める。 

第４章 雑則 

（勤務１時間当りの給与額の算出） 

第23条 第14条から第16条まで及び第24条

に規定する勤務１時間当たりの給与額

は、給料の月額に12を乗じ、１年間の勤

務時間数で除して得た額とする。 

２ 前項の１年間の勤務時間数は、週の勤

務時間数38.75に年間の週数52を乗じて得

た年間総勤務時間数から１日の勤務時間

数7.75に年間の休日数を乗じて得た年間

時間数を減じた時間数をいう。 

（端数計算） 

第23条の２ 第14条から第16条までの規定

により勤務１時間につき支給する超過勤

務手当、休日給又は夜間勤務手当及び次

条に規定する勤務１時間当たりの給与額

の額を算定する場合において、当該額に5

0銭未満の端数を生じたときは、これを切

り捨て、50銭以上１円未満の端数を生じ

たときは、これを１円に切り上げるもの

とする。 

（給与の減額） 

第24条 職員が勤務しないときは、その勤

務しないことにつき特に承認があった場

合を除くほか、その勤務１時間につき、

前条に規定する勤務１時間当たりの給与

額を減額した給与を支給する。 

（休職者等の給与） 

第25条 休職となった職員に対しては、休

職の期間中次の区分により給与を支給す

ることができる。 
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（１）地方公務員法第28条第２項第１号に

掲げる事由に該当して休職されたとき

は、その休職期間が満１年に達するまで

は、これに給料、扶養手当及び住居手当

のそれぞれの100分の80 

（２）地方公務員法第28条第２項第２号に

掲げる事由に該当して休職されたとき

は、その休職期間中、これに給料、扶養

手当及び住居手当のそれぞれ100分の60に

相当する額以内の額 

（３）職員が公務上負傷し、又は疾病にか

かり地方公務員災害補償法（昭和42年法

律第21号）の適用を受けて療養のため勤

務しない期間については第19条及び第20

条の給与を除くほか、この条例に定める

給与は支給しない。 

（４）職員が結核性疾患にかかり、休養し

たときは、次の給与を支給する。 

ア 別に定める条例によるところの普通休

養期間については、給料、扶養手当、住

居手当及び期末手当の100分の100 

イ 別に定める条例によるところの特別休

養期間の職員については、給料、扶養手

当、住居手当及び期末手当の100分の50 

（控除） 

第25条の２ 次に掲げるもので、職員が支

払うこととされている額に相当する金額

は職員に支給する給与から控除すること

ができる。 

（１）東京都市町村職員共済組合の預金及

び貸付返還金 

（２）団体扱いに係る生命保険料及び損害

保険料 

（３）給食費 

（４）利島村職員住宅の使用料 

（適用除外） 

第26条 第11条、第12条及び第22条の規定

は、再任用職員には適用しない。 

（会計年度任用職員の給与） 

（１）地方公務員法第28条第２項第１号に

掲げる事由に該当して休職されたとき

は、その休職期間が満１年に達するまで

は、これに給料、扶養手当及び住居手当

のそれぞれの100分の80 

（２）地方公務員法第28条第２項第２号に

掲げる事由に該当して休職されたとき

は、その休職期間中、これに給料、扶養

手当及び住居手当のそれぞれ100分の60に

相当する額以内の額 

（３）職員が公務上負傷し、又は疾病にか

かり地方公務員災害補償法（昭和42年法

律第21号）の適用を受けて療養のため勤

務しない期間については第19条及び第20

条の給与を除くほか、この条例に定める

給与は支給しない。 

（４）職員が結核性疾患にかかり、休養し

たときは、次の給与を支給する。 

ア 別に定める条例によるところの普通休

養期間については、給料、扶養手当、住

居手当及び期末手当の100分の100 

イ 別に定める条例によるところの特別休

養期間の職員については、給料、扶養手

当、住居手当及び期末手当の100分の50 

（控除） 

第25条の２ 次に掲げるもので、職員が支

払うこととされている額に相当する金額

は職員に支給する給与から控除すること

ができる。 

（１）東京都市町村職員共済組合の預金及

び貸付返還金 

（２）団体扱いに係る生命保険料及び損害

保険料 

（３）給食費 

（４）利島村職員住宅の使用料 

（適用除外） 

第26条 第11条、第12条及び第22条の規定

は、再任用職員には適用しない。 

（会計年度任用職員の給与） 
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第26条の２ 地方公務員法第22条の２第１

項に規定する会計年度任用職員の給与に

ついては、この条例の規定にかかわら

ず、常勤の職員の給与との権衡、その職

務の特殊性等を考慮して、別に条例で定

める。 

（委任） 

第27条 この条例の施行に関し必要な事項

は、利島村規則で定める。 

 

附 則（令和３年条例第  号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正

後の第19条に規定する期末手当について

は、令和３年12月１日から適用する。た

だし、令和３年12月に支給する期末手当

については、第19条第２項及び第５項中

の120を112.5と、100を92.5と読み替え

る。また、条例第22条の２に規定する通

勤手当については、令和３年４月１日に

遡及して適用する。 

第26条の２ 地方公務員法第22条の２第１

項に規定する会計年度任用職員の給与に

ついては、この条例の規定にかかわら

ず、常勤の職員の給与との権衡、その職

務の特殊性等を考慮して、別に条例で定

める。 

（委任） 

第27条 この条例の施行に関し必要な事項

は、利島村規則で定める。 

 

附 則（令和３年条例第  号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正

後の第19条に規定する期末手当について

は、令和３年12月１日から適用する。た

だし、令和３年12月に支給する期末手当

については、第19条第２項及び第５項中

の120を112.5と、100を92.5と読み替え

る。また、条例第22条の２に規定する通

勤手当については、令和３年４月１日に

遡及して適用する。 

附 則（令和３年条例第  号） 

この条例は、令和４年４月１日から施行

する。 
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議案第１５号 

 

 

利島村職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 上記議案を提出する。 

 

 

   令和 ４年 ３月 ７日 

 

 

               提出者 東京都利島村長 村 山  将 人 

 

 

「提案理由」 

宿直業務については、令和３年度から会計年度任用職員を導入し、村役場職員による宿

直は、会計年度任用職員の休暇時などの限定的な場面になってきた。 

一方、村役場職員による宿直を行った場合、利島村職員の給与に関する条例（昭和 51年

条例第 14号）により宿直手当 5,000円が支払われているが、他団体と比較してやや高額と

なっており、均衡を欠いていることから宿直手当を 4,400 円に下げる一方、消防署が村内

に存在しないなどの困難性を伴う特殊要因があることから新たな特殊勤務手当として、災

害急患対応手当 600円を設ける。 

 

議決第   号 

 

 

   令和 ４年 ３月  日 原案  決 

 

                 東京都利島村議会議長 寺 田  優 
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（本頁は白紙です） 
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条例第   号 

 

利島村職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

利島村職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和51年利島村条例第18号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表に次のように加える。 

災害急患対応

手当 

午後７時から翌日の

午前８時までの時間、

災害急患等の電話待

機及び電話対応を行

った職員 

1回 600円 他の手当と併給する

ことができる。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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利島村職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和51年条例第18号）新旧対照表（全文） 

現行 改正後（案） 

利島村職員の特殊勤務手当に関する条例 

昭和51年12月25日 

条例第18号 

（目的） 

第１条 この条例は、利島村職員の給与に関する

条例（昭和51年条例第14号）第12条第２項の規

定に基づき、特殊な勤務に従事する職員に対し

て支給する特殊勤務手当に関する事項を定める

ことを目的とする。 

（手当の種類、支給範囲及び支給額） 

第２条 手当の種類、支給範囲及び支給額は、別

表に定めるところによる。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年条例17号） 

この条例は、令和２年８月１日に遡及して適用

する。 

附 則（令和３年条例９号） 

この条例は、公布の日から施行し、令和３年４

月１日に遡及して適用する。 

 

 

 

別表（第２条関係） 

利島村職員の特殊勤務手当に関する条例 

昭和51年12月25日 

条例第18号 

（目的） 

第１条 この条例は、利島村職員の給与に関する

条例（昭和51年条例第14号）第12条第２項の規

定に基づき、特殊な勤務に従事する職員に対し

て支給する特殊勤務手当に関する事項を定める

ことを目的とする。 

（手当の種類、支給範囲及び支給額） 

第２条 手当の種類、支給範囲及び支給額は、別

表に定めるところによる。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年条例17号） 

この条例は、令和２年８月１日に遡及して適用

する。 

附 則（令和３年条例９号） 

この条例は、公布の日から施行し、令和３年４

月１日に遡及して適用する。 

附 則（令和４年条例 号） 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

別表（第２条関係） 

手当名 対象者 手当額 摘要 

医務手

当 

診療所に勤務す

る医師 

給料に100分

の25を乗じて

得た額（その

額が150,000

円を超えると

きは150,000

円とする。） 

他の手当と

併給するこ

とができ

る。 

看護業

務手当 

診療所に勤務す

る看護師 

給料に100分

の20を乗じて

得た額（その

額が50,000円

他の手当と

併給するこ

とができ

る。 

手当名 対象者 手当額 摘要 

医務手

当 

診療所に勤務す

る医師 

給料に100分

の25を乗じて

得た額（その

額が150,000

円を超えると

きは150,000

円とする。） 

他の手当と

併給するこ

とができ

る。 

看護業

務手当 

診療所に勤務す

る看護師 

給料に100分

の20を乗じて

得た額（その

額が50,000円

他の手当と

併給するこ

とができ

る。 

-124-



 

を超えるとき

は50,000円と

する。） 

保健業

務手当 

村役場庁舎に勤

務する保健師 

給料に100分

の20を乗じて

得た額（その

額が50,000円

を超えるとき

は、50,000円

とする。） 

他の手当と

併給するこ

とができ

る。 

研究手

当 

診療所に勤務す

る医師 

給料に100分

の50を乗じて

得た額 

他の手当と

併給するこ

とができ

る。 

危険手

当 

診療所に勤務す

る医師 

給料に100分

の50を乗じて

得た額 

他の手当と

併給するこ

とができ

る。 

診療所に勤務す

る看護師 

月額2,000円 他の手当と

併給するこ

とができ

る。 

防疫作

業手当 

新型コロナウィ

ルス感染症（新

型コロナウィル

ス感染症を指定

感染症として定

める等の政令

（令和2年政令

第11号）第1条

に規定するもの

をいう。）の患

者若しくはその

疑いのある者の

身体に接触して

又はこれらの者

に長時間にわた

り接して行う作

業その他村長が

1日4,000円 他の手当と

併給するこ

とができ

る。 

を超えるとき

は50,000円と

する。） 

保健業

務手当 

村役場庁舎に勤

務する保健師 

給料に100分

の20を乗じて

得た額（その

額が50,000円

を超えるとき

は、50,000円

とする。） 

他の手当と

併給するこ

とができ

る。 

研究手

当 

診療所に勤務す

る医師 

給料に100分

の50を乗じて

得た額 

他の手当と

併給するこ

とができ

る。 

危険手

当 

診療所に勤務す

る医師 

給料に100分

の50を乗じて

得た額 

他の手当と

併給するこ

とができ

る。 

診療所に勤務す

る看護師 

月額2,000円 他の手当と

併給するこ

とができ

る。 

防疫作

業手当 

新型コロナウィ

ルス感染症（新

型コロナウィル

ス感染症を指定

感染症として定

める等の政令

（令和2年政令

第11号）第1条

に規定するもの

をいう。）の患

者若しくはその

疑いのある者の

身体に接触して

又はこれらの者

に長時間にわた

り接して行う作

業その他村長が

1日4,000円 他の手当と

併給するこ

とができ

る。 
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これに準ずると

認める作業に従

事した者 

不快危

険手当 

ごみに関する業

務に従事した職

員 

1日300円（6

月1日から9月

30日までの夏

季は1日500

円） 

他の手当と

併給するこ

とができ

る。 

焼却運転前の焼

却灰の除去に関

する業務に従事

した職員 

1日700円 他の手当と

併給するこ

とができ

る。 

    

    
 

これに準ずると

認める作業に従

事した者 

不快危

険手当 

ごみに関する業

務に従事した職

員 

1日300円（6

月1日から9月

30日までの夏

季は1日500

円） 

他の手当と

併給するこ

とができ

る。 

焼却運転前の焼

却灰の除去に関

する業務に従事

した職員 

1日700円 他の手当と

併給するこ

とができ

る。 

災害急

患対応

手当 

午後７時から翌

日の午前８時ま

での時間、災害

急患等の電話待

機及び電話対応

を行った職員 

1回600円 他の手当と

併給するこ

とができ

る。 
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議案第１６号 

 

 

利島村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 上記議案を提出する。 

 

 

   令和 ４年 ３月 ７日 

 

 

               提出者 東京都利島村長 村 山  将 人 

 

 

「提案理由」 

 令和３年８月１０日に人事院が行った「公務員人事管理に関する報告」及び「国家公務員

の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出」の中で、「妊娠・出産・育児等と

仕事の両立支援のために講じる措置」のうち、職員等の育児・介護休業取得要件の緩和の措

置が講じられ、育児休業を取得しやすい環境整備及び妊娠・出産の申し出をした職員に対す

る個別の周知・意向確認の措置が義務付けられることに伴い改正する。 

 

 

 

議決第   号 

 

 

   令和 ４年 ３月  日 原案  決 

 

 

                 東京都利島村議会議長 寺 田  優 
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（本頁は白紙です） 
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利島村職員の育児休業等に関する条例の一部改正について
施行予定日
令和4年4月1日

1 非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和

令和4年3月
利島村役場

概要

取得要件のうち「引き続き在職した期間が１年以上」の場合は、取得可能へ。

2 育児休業を取得しやすい職場環境整備の義務化

①～④のいずれかを実施すること。（複数が望ましい）
① 育児休業に関する研修の実施
② 育児休業に関する相談体制の整備（相談窓口や相談対応者の設置）
③ 職員の育児休業取得事例の収集・提供
④ 職員への育児休業の制度と取得促進に関する方針の周知

3 個別の周知・意向確認の措置の義務化

対象者 妊娠・出産の申し出た職員（本人または配偶者）

周知事項

①～④を全て行う。
① 育児休業に関する制度（制度の内容など）
② 育児休業の申出先
③ 育児休業給付金に関すること
④ 職員の育児休業期間における社会保険料の取扱い

個別周知・
意向確認方法

① 面談 ② 書面交付 ③ FAX ④ 電子メール等 のいずれか
※注：①はオンライン面談も可。③④は職員が希望した場合のみ。
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条例第   号 

 

 

利島村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

利島村職員の育児休業等に関する条例（平成4年利島村条例第７号）の一部を次のように

改正する。 

 

第２条第１号中「非常勤職員」を「育児休業法第６条第１項の規定により任期を定めて

採用された職員」に改め、同条第２号中「臨時的に任用される職員」を「利島村職員の定

年等に関する条例（昭和59年条例第８号）第４条第１項又は第２項の規定により引き続い

て勤務している職員」に改め、同条第３号中「利島村職員の定年等に関する条例（昭和59

年条例第８号）第４条第１項又は第２項の規定により引き続いて勤務している職員」を

「次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員」に改め、同号に次のように加え

る。 

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

(ア) その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子をいう。以下同じ。）が１

歳６か月に達する日（以下「１歳６か月到達日」という。）（第２条の４の規定に該当す

る場合にあっては、２歳に到達する日）までに、その任期（任期が更新される場合にあっ

ては、更新後のもの）が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職（以下「特

定職」という。）に採用されないことが明らかでない非常勤職員 

(イ) 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員 

イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該当する非常勤職員（その養育する子が１歳に到達

する日（以下、この号及び同条において「１歳到達日」という。）（当該子について当該

非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合に

あっては、当該末日とされた日）において育児休業をしている非常勤職員に限る。） 

ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であっ

て、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定

職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される

日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの 

第２条第４号及び第５号を次のように改める。 

(4)及び(5) 削除 
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第14条第１号中「非常勤職員」を「育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている

職員」に改め、同条第２号中「育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間

勤務をしている職員」を「勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定め

る非常勤職員以外の非常勤職員（地方公務員法第28条の５第１項に規定する短時間勤務の

職を占める職員（以下「再任用短時間勤務職員等」という。）を除く。）」に改め、同条

第３号及び第４号を次のように改める。 

(3)及び(4) 削除 

本則に次の３条を加える。 

（妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等） 

第18条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又

は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業

に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の

意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。 

２ 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利

益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第19条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施 

(2) 育児休業に関する相談体制の整備 

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置 

（委任） 

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

 

 附 則 

 この条例は、令和 ４年 ４月 １日から施行する。 
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利島村職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第７号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

利島村職員の育児休業等に関する条例 

平成4年4月1日条例第7号 

改正 平成4年9月21日条例第24号 

改正 平成9年3月18日条例第5号 

改正 平成11年12月22日条例第12号 

改正 平成14年3月18日条例第6号 

改正 平成14年12月20日条例第25号 

改正 平成20年3月14日条例第1号 

改正 平成21年3月16日条例第2号 

改正 令和元年9月30日条例第16号 

改正 令和2年3月16日条例第4号 

利島村職員の育児休業等に関する条例 

 平成4年4月1日条例第7号 

改正 平成4年9月21日条例第24号 

改正 平成9年3月18日条例第5号 

改正 平成11年12月22日条例第12号 

改正 平成14年3月18日条例第6号 

改正 平成14年12月20日条例第25号 

改正 平成20年3月14日条例第1号 

改正 平成21年3月16日条例第2号 

改正 令和元年9月30日条例第16号 

改正 令和2年3月16日条例第4号 

改正 令和4年3月  日条例第 号 

（育児休業をすることができない職員） （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で

定める職員は、次に掲げる職員とする。 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で

定める職員は、次に掲げる職員とする。 

(1) 非常勤職員                      

                             

(1) 育児休業法第６条第１項の規定によ

り任期を定めて採用された職員 

(2) 臨時的に任用される職員          

                                    

                                    

         

(2) 利島村職員の定年等に関する条例

（昭和59年条例第８号）第４条第１項又

は第２項の規定により引き続いて勤務し

ている職員 

(3) 利島村職員の定年等に関する条例

（昭和59年条例第８号）第４条第１項又

は第２項の規定により引き続いて勤務し

ている職員 

(3) 次のいずれかに該当する非常勤職員

以外の非常勤職員                    

                                    

         

 ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

(ア) その養育する子（育児休業法第

２条第１項に規定する子をいう。以

下同じ。）が１歳６か月に達する日

（以下「１歳６か月到達日」という。）

（第２条の４の規定に該当する場合

にあっては、２歳に到達する日）ま

でに、その任期（任期が更新される

場合にあっては、更新後のもの）が

満了すること及び引き続いて任命権

者を同じくする職（以下「特定職」

という。）に採用されないことが明
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らかでない非常勤職員 

(イ) 勤務日の日数を考慮して規則で

定める非常勤職員 

イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該

当する非常勤職員（その養育する子が

１歳に到達する日（以下、この号及び

同条において「１歳到達日」という。）

（当該子について当該非常勤職員がす

る育児休業の期間の末日とされた日が

当該子の１歳到達日後である場合にあ

っては、当該末日とされた日）におい

て育児休業をしている非常勤職員に限

る。） 

ウ その任期の末日を育児休業の期間の

末日とする育児休業をしている非常勤

職員であって、当該育児休業に係る子

について、当該任期が更新され、又は

当該任期の満了後に特定職に引き続き

採用されることに伴い、当該任期の末

日の翌日又は当該引き続き採用される

日を育児休業の期間の初日とする育児

休業をしようとするもの 

(4) 育児休業により養育しようとする子

について、配偶者が育児休業法その他の

法律により育児休業をしている職員 

(5) 前号に掲げる職員のほか、職員が育

児休業により養育しようとする子を当該

職員以外の当該子の親が常態として養育

することができる場合における当該職員 

(4)及び(5) 削除 

（部分休業をすることができない職員） （部分休業をすることができない職員） 

第14条 育児休業法第19条第１項の条例で

定める職員は、次に掲げる職員とする。 

第14条 育児休業法第19条第１項の条例で

定める職員は、次に掲げる職員とする。 

(1) 非常勤職員                      

                     

(1) 育児休業法第17条の規定による短時

間勤務をしている職員 

(2) 育児短時間勤務又は育児休業法第17

条の規定による短時間勤務をしている職

員                                  

                                    

                                    

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務

時間を考慮して規則で定める非常勤職員

以外の非常勤職員（地方公務員法第28条

の５第１項に規定する短時間勤務の職を

占める職員（以下「再任用短時間勤務職
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                           員等」という。）を除く。） 

(3) 部分休業により養育しようとする子

について、配偶者が育児休業法その他の

法律により育児休業をしている職員 

(4) 前号に掲げる職員のほか、職員が部

分休業により養育しようとする時間にお

いて、部分休業により養育しようとする

子を当該職員以外の当該子の親が養育す

ることができる場合における当該職員 

(3)及び(4) 削除 

 （妊娠又は出産等についての申出があっ

た場合における措置等） 

第18条 任命権者は、職員が当該任命権者に

対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、

又は出産したことその他これに準ずる事

実を申し出たときは、当該職員に対して、

育児休業に関する制度その他の事項を知

らせるとともに、育児休業の承認の請求に

係る当該職員の意向を確認するための面

談その他の措置を講じなければならない。 

２ 任命権者は、職員が前項の規定による申

出をしたことを理由として、当該職員が不

利益な取扱いを受けることがないように

しなければならない。 

 （勤務環境の整備に関する措置） 

第19条 任命権者は、育児休業の承認の請求

が円滑に行われるようにするため、次に掲

げる措置を講じなければならない。 

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の

実施 

(2) 育児休業に関する相談体制の整備 

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整

備に関する措置 

 （委任） 

第20条 この条例に定めるもののほか、この

条例の施行に関し必要な事項は、規則で定

める。 
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議案第１７号 

 

 

利島村長等の給料及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 上記議案を提出する。 

 

 

   令和 ４年 ３月 ７日 

 

 

               提出者 東京都利島村長 村 山  将 人 

 

 

「提案理由」 

平成 26年度から、東京都から副村長の割愛採用（他の地方公共団体の了解のうえ他の地

方公共団体を退職し、当村の職員になってもらうこと）を行っているが、東京都在籍時か

ら 100 万円程度の収入の減少となっている一方、本土と利島での二重生活により生活コス

トが増大しているのが実態である。そのため、東京都から現在の副村長の給与水準では、

非常に人選に苦労しており割愛採用に応じることが難しいとの申し出があった。こうした

ことから、国や東京都から割愛採用した副村長について、就任から２年間に限って激変緩

和措置として月額給料に地域手当（10％）の支給を行うこととするものである。 

 なお、村長が、特別職の給料に係る条例を村議会に提出する場合には、特別職報酬審議

会の意見を聴くこととなっており、令和４年２月２日に同会を開催し、地域手当の支給は

妥当との答申を得たところである。 

 

 

議決第   号 

 

 

   令和 ４年 ３月  日 原案  決 

 

                 東京都利島村議会議長 寺 田  優 
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（本頁は白紙です） 
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○東京都から現行の副村長の給与水準では、非常に人選に苦労して
おり、割愛採用に応じることが難しいとの申し出あり。
○副村長就任前の都庁在籍時から100万円以上年収ダウンするケー
スも多い。
※現在の副村長：都庁在籍時880万円→現在820万円
○単身赴任となる可能性が高く、本土での生活費等との二重コストを
強いられる。
○現在の副村長と同様なポストで勤務する都の統括課長代理級の職
員の多くは、副村長には支給されない超過勤務手当や勤勉手当もあ
ることから、年収で1,000万円を超えることも多い。

背景

割愛採用とは？

都や国からの割愛採用※した副村長について
就任から2年間に限って10％の地域手当を支給（令和4年4月から）

副村長として割愛採用している層→

管理職選考に合格した統括課長
代理は、合格後２～7年の間に実
施される最終選考に合格すると
管理職に。

○条例改正し、令和4年4月から要件を厳格に定めた
うえで手当を支給
① 国や都からの割愛採用者のみ
→国や都などの他の地方公共団体の現役職員を採用した場合に
限る（島内在住者を採用した場合や、OBなどの退職者を採用した
場合には支給しない）

② 採用から2年間限定で支給
→恒久的に支給しない。あくまで期間限定の激変緩和措置としての
意味合い。

対応

手当の概要

名称 地域手当
支給割合 月額給与の10％
支給始期 採用時
支給終期 採用から2年を経過するまで

メリット デメリット

○大幅な年収ダウンを回避でき、
都の人選も容易になり、割愛採
用を継続可能になる見込み
○今後、国から等の割愛採用に
ついても大幅な給与水準の低下
を避けられる

○社会保険料等も合わせると70
～80万円程度の支出増となる

都や国の現役の職員を、双方同意のうえ、採用試験を省略（割愛）して相手方の自治体に職員として採用すること。当該職員はこれをもって都や
国を一度退職することになる。派遣とも出向とも異なり、完全に相手方の自治体の職員になる。

利島村長等の給料及び旅費等に関する条例の一部改正について
施行予定日
令和4年4月1日

令和4年3月
利島村役場
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条例第   号 

 

 

利島村長等の給料及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例 

 

利島村長等の給料及び旅費等に関する条例（昭和52年条例第５号）の一部を次のように

改正する。 

 

第１条中「村長、副村長」を「村長及び副村長」に改める。 

 第３条第３項中「移転料、着後手当及び扶養親族移転料については、村の要請に基づい

て他の地方公共団体等を退職し、引き続いて選任された副村長において適用する。」を

「移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、村の要請に基づいて国又は都若しくは他の地

方公共団体（以下「国等」という。）から割愛採用した副村長に支給する。」に改める。 

 第４条中「村長等に対しては、給料及び旅費のほか、期末手当を支給する。」を「村長

に対しては給料及び旅費のほか期末手当を、副村長に対しては給料及び旅費のほか期末手

当及び地域手当を支給する。」に改める。 

 第４条に次の１項を加える。 

 ３ 地域手当は、国等から割愛採用した副村長に支給し、その額は給料月額に100分の10

を乗じて得た額とし、その支給期間は、採用の日から２年を経過するまでの間とする。 

 

 附則 

 本条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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利島村長等の給料及び旅費等に関する条例（昭和52年条例第５号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○利島村長等の給料及び旅費等に関する条

例 

○利島村長等の給料及び旅費等に関する条

例 

昭和52年３月29日 昭和52年３月29日 

条例第５号 条例第５号 

改正 昭和54年５月８日条例第７号 改正 昭和54年５月８日条例第７号 

昭和56年４月１日条例第４号 昭和56年４月１日条例第４号 

昭和57年４月１日条例第２号 昭和57年４月１日条例第２号 

昭和58年６月16日条例第６号 昭和58年６月16日条例第６号 

昭和59年３月17日条例第３号 昭和59年３月17日条例第３号 

昭和60年３月19日条例第２号 昭和60年３月19日条例第２号 

昭和61年４月１日条例第13号 昭和61年４月１日条例第13号 

昭和63年４月１日条例第７号 昭和63年４月１日条例第７号 

平成２年４月１日条例第３号 平成２年４月１日条例第３号 

平成３年４月１日条例第５号 平成３年４月１日条例第５号 

平成４年４月１日条例第２号 平成４年４月１日条例第２号 

平成５年４月１日条例第12号 平成５年４月１日条例第12号 

平成６年４月１日条例第６号 平成６年４月１日条例第６号 

平成６年８月１日条例第16号 平成６年８月１日条例第16号 

平成８年３月15日条例第３号 平成８年３月15日条例第３号 

平成10年３月20日条例第３号 平成10年３月20日条例第３号 

平成12年３月31日条例第３号 平成12年３月31日条例第３号 

平成14年12月20日条例第26号 平成14年12月20日条例第26号 

平成15年12月１日条例第14号 平成15年12月１日条例第14号 

平成17年３月19日条例第２号 平成17年３月19日条例第２号 

平成17年７月９日条例第12号 平成17年７月９日条例第12号 

平成18年６月30日条例第18号 平成18年６月30日条例第18号 

平成18年９月22日条例第23号 平成18年９月22日条例第23号 

平成19年３月15日条例第５号 平成19年３月15日条例第５号 

平成22年11月22日条例第９号 平成22年11月22日条例第９号 

平成27年３月17日条例第３号 平成27年３月17日条例第３号 

令和２年３月16日条例第１号 令和２年３月16日条例第１号 

 令和４年３月 日条例第 号 
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（目的） （目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22

年法律第67号）第204条の規定に基づき、

 村長、副村長（以下「村長等」とい

う。）の給料、旅費及びその他の給与に

ついて定めることを目的とする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22

年法律第67号）第204条の規定に基づき、

村長及び副村長（以下「村長等」とい

う。）の給料、旅費及びその他の給与に

ついて定めることを目的とする。 

（給料） （給料） 

第２条 村長等の給料の額は、別表第１に

よる。 

第２条 村長等の給料の額は、別表第１に

よる。 

（旅費） （旅費） 

第３条 村長等が公務のため旅行するとき

は、内国旅行及び外国旅行に区分し、そ

の順路により旅費を支給する。 

第３条 村長等が公務のため旅行するとき

は、内国旅行及び外国旅行に区分し、そ

の順路により旅費を支給する。 

２ 内国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船

賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓

料、移転料、着後手当及び扶養親族移転

料とし、その額は別表第２による。 

２ 内国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船

賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓

料、移転料、着後手当及び扶養親族移転

料とし、その額は別表第２による。 

３ 前項に規定する移転料、着後手当及び

扶養親族移転料については、村の要請に

基づいて他の地方公共団体等を退職し、

引き続いて選任された副村長において適

用する。 

３ 前項に規定する移転料、着後手当及び

扶養親族移転料＿＿＿＿は、村の要請に

基づいて国又は都若しくは他の地方公共

団体（以下「国等」という。）から割愛

採用した副村長に支給する。 

４ 外国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船

賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓

料、支度料及び旅行雑費とし、その額は

別表第３による。 

４ 外国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船

賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓

料、支度料及び旅行雑費とし、その額は

別表第３による。 

（その他の給与） （その他の給与） 

第４条 村長等に対しては、給料及び旅費

のほか、期末手当を支給する。 

第４条 村長に対しては給料及び旅費のほ

か期末手当を、副村長に対しては給料及

び旅費のほか期末手当及び地域手当を支

給する。 

２ 期末手当の額は、給料月額に、給料月

額に100分の15を乗じて得た額を加算した

額に、６月に支給する場合においては100

分の140、12月に支給する場合においては

100分の155を乗じて得た額に、その者の

在職期間に応じて、次の表に定める割合

を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、給料月額に、給料月

額に100分の15を乗じて得た額を加算した

額に、６月に支給する場合においては100

分の140、12月に支給する場合においては

100分の155を乗じて得た額に、その者の

在職期間に応じて、次の表に定める割合

を乗じて得た額とする。 
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在職期間 割合 

基準日 6月1日及び12月1日 

6箇月 100分の100 

5箇月以上6箇月未満 100分の80 

3箇月以上5箇月未満 100分の60 

3箇月未満 100分の30 
 

在職期間 割合 

基準日 6月1日及び12月1日 

6箇月 100分の100 

5箇月以上6箇月未満 100分の80 

3箇月以上5箇月未満 100分の60 

3箇月未満 100分の30 
 

 ３ 地域手当は、国等から割愛採用した副

村長に支給し、その額は給料月額に100分

の10を乗じて得た額とし、その支給期間

は、採用の日から２年を経過するまでの間

とする。 

（支給方法） （支給方法） 

第５条 給料及び期末手当の支給方法は、

利島村職員の給与に関する条例（昭和51

年条例第14号）の適用を受ける職員の例

による。 

第５条 給料及び期末手当の支給方法は、

利島村職員の給与に関する条例（昭和51

年条例第14号）の適用を受ける職員の例

による。 

２ 旅費の支給方法は、利島村職員の旅費

に関する条例（昭和52年条例第３号）の

適用を受ける職員の例による。 

２ 旅費の支給方法は、利島村職員の旅費

に関する条例（昭和52年条例第３号）の

適用を受ける職員の例による。 

（控除） （控除） 

第６条 次に掲げるもので、村長等が支払

うこととされている額に相当する金額は

村長等に支給する給料から控除すること

ができる。 

第６条 次に掲げるもので、村長等が支払

うこととされている額に相当する金額は

村長等に支給する給料から控除すること

ができる。 

(1) 東京都市町村職員共済組合の預金及

び貸付返還金 

(1) 東京都市町村職員共済組合の預金及

び貸付返還金 

(2) 団体扱いに係る生命保険料及び損害

保険料 

(2) 団体扱いに係る生命保険料及び損害

保険料 

(3) 利島村職員住宅の使用料 (3) 利島村職員住宅の使用料 

附 則 附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 １ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の条例中第２条

は、昭和51年10月１日から適用する。 

２ この条例による改正後の条例中第２条

は、昭和51年10月１日から適用する。 

３ 改正前の条例の規定に基づいて、昭和

51年10月１日から施行日の前日までの間

に、支払われた給与は、改正後の条例の

規定による給与の内払とみなす。 

３ 改正前の条例の規定に基づいて、昭和

51年10月１日から施行日の前日までの間

に、支払われた給与は、改正後の条例の

規定による給与の内払とみなす。 
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４ 利島村長等の給料及び旅費等に関する

条例（昭和42年条例第６号）は、廃止す

る。 

４ 利島村長等の給料及び旅費等に関する

条例（昭和42年条例第６号）は、廃止す

る。 

附 則（昭和54年条例第７号） 附 則（昭和54年条例第７号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和5

4年４月１日から適用する。 

この条例は、公布の日から施行し、昭和5

4年４月１日から適用する。 

附 則（昭和56年条例第４号） 附 則（昭和56年条例第４号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和5

6年４月１日から適用する。 

この条例は、公布の日から施行し、昭和5

6年４月１日から適用する。 

附 則（昭和57年条例第２号） 附 則（昭和57年条例第２号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和5

7年４月１日から適用する。 

この条例は、公布の日から施行し、昭和5

7年４月１日から適用する。 

附 則（昭和58年条例第６号） 附 則（昭和58年条例第６号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和5

8年４月１日から適用する。 

この条例は、公布の日から施行し、昭和5

8年４月１日から適用する。 

附 則（昭和59年条例第３号） 附 則（昭和59年条例第３号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和5

9年５月１日から適用する。 

この条例は、公布の日から施行し、昭和5

9年５月１日から適用する。 

附 則（昭和60年条例第２号） 附 則（昭和60年条例第２号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和6

0年１月１日から適用する。 

この条例は、公布の日から施行し、昭和6

0年１月１日から適用する。 

附 則（昭和61年条例第13号） 附 則（昭和61年条例第13号） 

この条例は、昭和61年４月１日から施行

する。 

この条例は、昭和61年４月１日から施行

する。 

附 則（昭和63年条例第７号） 附 則（昭和63年条例第７号） 

この条例は、昭和63年４月１日から施行

する。 

この条例は、昭和63年４月１日から施行

する。 

附 則（平成２年条例第３号） 附 則（平成２年条例第３号） 

この条例は、平成２年４月１日から施行

する。 

この条例は、平成２年４月１日から施行

する。 

附 則（平成３年条例第５号） 附 則（平成３年条例第５号） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平

成２年４月１日から適用する。 

１ この条例は、公布の日から施行し、平

成２年４月１日から適用する。 

２ 改正後の利島村長等の給料及び旅費等

に関する条例（以下「改正後の条例」と

いう。）を適用する場合においては、改

正前の利島村長等の給料及び旅費等に関

２ 改正後の利島村長等の給料及び旅費等

に関する条例（以下「改正後の条例」と

いう。）を適用する場合においては、改

正前の利島村長等の給料及び旅費等に関
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する条例の規定に基づいて支給された給

与は、改正後の条例の規定による給与の

内払とみなす。 

する条例の規定に基づいて支給された給

与は、改正後の条例の規定による給与の

内払とみなす。 

附 則（平成４年条例第２号） 附 則（平成４年条例第２号） 

１ この条例は、平成４年４月１日から施

行する。 

１ この条例は、平成４年４月１日から施

行する。 

２ 改正後の村長等の給料及び旅費等に関

する条例の規定は、平成４年４月１日以

後新たに出発する旅行から適用し、同日

前に出発した旅行については、なお従前

の例による。 

２ 改正後の村長等の給料及び旅費等に関

する条例の規定は、平成４年４月１日以

後新たに出発する旅行から適用し、同日

前に出発した旅行については、なお従前

の例による。 

附 則（平成５年条例第12号） 附 則（平成５年条例第12号） 

１ この条例は、平成５年４月１日から施

行する。 

１ この条例は、平成５年４月１日から施

行する。 

２ 改正後の利島村長等の給料及び旅費等

に関する条例（以下「改正後の条例」と

いう。）を適用する場合には、改正前の

利島村長等の給料及び旅費等に関する条

例の規定に基づいて支給された給与は、

改正後の条例の規定による内払とみな

す。 

２ 改正後の利島村長等の給料及び旅費等

に関する条例（以下「改正後の条例」と

いう。）を適用する場合には、改正前の

利島村長等の給料及び旅費等に関する条

例の規定に基づいて支給された給与は、

改正後の条例の規定による内払とみな

す。 

附 則（平成６年条例第６号） 附 則（平成６年条例第６号） 

この条例は、平成６年４月１日から施行

する。 

この条例は、平成６年４月１日から施行

する。 

附 則（平成６年条例第16号） 附 則（平成６年条例第16号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成８年条例第３号） 附 則（平成８年条例第３号） 

この条例は、平成８年４月１日から施行

する。 

この条例は、平成８年４月１日から施行

する。 

附 則（平成10年条例第３号） 附 則（平成10年条例第３号） 

（施行期日等） （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。

ただし、別表第１の改正規定は、平成10

年４月１日から施行する。 

１ この条例は、公布の日から施行する。

ただし、別表第１の改正規定は、平成10

年４月１日から施行する。 

（期末手当に関する特例措置） （期末手当に関する特例措置） 

２ 平成10年３月に支給する期末手当に関

するこの条例による改正後の利島村長等

２ 平成10年３月に支給する期末手当に関

するこの条例による改正後の利島村長等
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の給料及び旅費等に関する条例第４条の

適用については、同条の規定によりその

例によることとされる利島村職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例（平

成10年条例第５号）による改正後の利島

村職員の給与に関する条例（昭和51年条

例第14号）第18条第２項中「100分の55」

とあるのは、「100分の50」とする。 

の給料及び旅費等に関する条例第４条の

適用については、同条の規定によりその

例によることとされる利島村職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例（平

成10年条例第５号）による改正後の利島

村職員の給与に関する条例（昭和51年条

例第14号）第18条第２項中「100分の55」

とあるのは、「100分の50」とする。 

附 則（平成12年条例第３号） 附 則（平成12年条例第３号） 

この条例は、平成12年４月１日から施行

する。 

この条例は、平成12年４月１日から施行

する。 

附 則（平成14年条例第26号） 附 則（平成14年条例第26号） 

改正 平成15年12月１日条例第14号 改正 平成15年12月１日条例第14号 

平成17年３月19日条例第２号 平成17年３月19日条例第２号 

１ この条例は、平成15年１月１日から施

行する。 

１ この条例は、平成15年１月１日から施

行する。 

２ この条例による改正後の利島村長等の

給料及び旅費等に関する条例別表第１に

定める額は、平成18年３月31日をもっ

て、その効力を失うものとする。 

２ この条例による改正後の利島村長等の

給料及び旅費等に関する条例別表第１に

定める額は、平成18年３月31日をもっ

て、その効力を失うものとする。 

３ 平成18年４月１日以後の利島村長等の

給料及び旅費等に関する条例別表第１に

定める額は、この条例による改正前の利

島村長等の給料及び旅費等に関する条例

別表第１に定める額とする。 

３ 平成18年４月１日以後の利島村長等の

給料及び旅費等に関する条例別表第１に

定める額は、この条例による改正前の利

島村長等の給料及び旅費等に関する条例

別表第１に定める額とする。 

附 則（平成15年条例第14号） 附 則（平成15年条例第14号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年条例第２号） 附 則（平成17年条例第２号） 

この条例は、平成17年４月１日から施行

する。 

この条例は、平成17年４月１日から施行

する。 

附 則（平成17年条例第12号） 附 則（平成17年条例第12号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年条例第18号） 附 則（平成18年条例第18号） 

（施行期日） （施行期日） 

１ この条例は、平成18年７月１日から施

行する。 

１ この条例は、平成18年７月１日から施

行する。 

（平成18年７月に支給する給料の特例措 （平成18年７月に支給する給料の特例措
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置） 置） 

２ 平成18年７月に利島村長等に対して支

給する給料の額は、この条例による改正

後の利島村長等の給料及び旅費等に関す

る条例（以下「改正後の条例」とい

う。）に基づく給料の額から次の各号に

掲げる額の合計額を減じて得た額とす

る。 

２ 平成18年７月に利島村長等に対して支

給する給料の額は、この条例による改正

後の利島村長等の給料及び旅費等に関す

る条例（以下「改正後の条例」とい

う。）に基づく給料の額から次の各号に

掲げる額の合計額を減じて得た額とす

る。 

(1) 平成18年４月１日において改正前の

利島村長等の給料及び旅費等に関する

条例の規定に基づき利島村長等が受け

た給料の月額から改正後の条例の規定

に基づく給料額を減じて得た額に同年

４月から施行日の属する月の前月まで

の月数を乗じて得た額 

(1) 平成18年４月１日において改正前の

利島村長等の給料及び旅費等に関する

条例の規定に基づき利島村長等が受け

た給料の月額から改正後の条例の規定

に基づく給料額を減じて得た額に同年

４月から施行日の属する月の前月まで

の月数を乗じて得た額 

(2) 平成18年６月に支給した期末手当の

額から改正後の条例の規定に基づく給

料月額により本則第４条第２項に定め

るところにより算出して得た期末手当

の額を減じて得た額 

(2) 平成18年６月に支給した期末手当の

額から改正後の条例の規定に基づく給

料月額により本則第４条第２項に定め

るところにより算出して得た期末手当

の額を減じて得た額 

附 則（平成18年条例第23号） 附 則（平成18年条例第23号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 １ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 第１条の収入役の字句を削る規定及び

別表第１の表中の収入役の項を削る規定

は、利島村収入役を置かないことを定め

る条例（平成18年条例第20号）施行の日

から適用する。 

２ 第１条の収入役の字句を削る規定及び

別表第１の表中の収入役の項を削る規定

は、利島村収入役を置かないことを定め

る条例（平成18年条例第20号）施行の日

から適用する。 

附 則（平成19年条例第５号） 附 則（平成19年条例第５号） 

この条例は、平成19年４月１日から施行

する。 

この条例は、平成19年４月１日から施行

する。 

附 則（平成22年条例第９号） 附 則（平成22年条例第９号） 

この条例は、公布の日の属する月の翌月

の初日（公布の日が月の初日であるとき

は、その日）から施行する。 

この条例は、公布の日の属する月の翌月

の初日（公布の日が月の初日であるとき

は、その日）から施行する。 

附 則（平成27年条例第３号） 附 則（平成27年条例第３号） 

この条例は、平成27年４月１日から施行

する。 

この条例は、平成27年４月１日から施行

する。 

附 則（令和２年条例第１号） 附 則（令和２年条例第１号） 
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この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年条例第 号） 

この条例は、令和４年４月１日から施行

する。 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

職名 給料月額 

村長 620,000円 

副村長 535,000円 
 

職名 給料月額 

村長 620,000円 

副村長 535,000円 
 

別表第２（第３条関係）（内国旅行） 別表第２（第３条関係）（内国旅行） 

１ 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日

当、宿泊料、食卓料 

１ 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日

当、宿泊料、食卓料 

鉄道

賃 

船賃 航空

賃 

車賃 

（1日

につ

き） 

日当 

（1日

につ

き） 

宿泊

料 

（1夜

につ

き） 

食卓料 

（1夜

につ

き） 

1等

相当

実費 

1等

実費 

実費 2,000

円 

2,000

円 

13,00

0円 

2,000

円 

 

鉄道

賃 

船賃 航空

賃 

車賃 

（1日

につ

き） 

日当 

（1日

につ

き） 

宿泊

料 

（1夜

につ

き） 

食卓料 

（1夜

につ

き） 

1等

相当

実費 

1等

実費 

実費 2,000

円 

2,000

円 

13,00

0円 

2,000

円 

 

２ 移転料 ２ 移転料 

鉄道 

50km

未満 

鉄道 

50km

以上

100k

m未

満 

鉄道 

100k

m以

上30

0km

未満 

鉄道 

300k

m以

上50

0km

未満 

鉄道 

500k

m以

上1,

000k

m未

満 

鉄道 

1,00

0km

以上

1,50

0km 

未満 

鉄道 

1,50

0km

以上

2,00

0km

未満 

鉄道 

2,000

km以

上 

円 

107,

000 

円 

123,

000 

円 

152,

000 

円 

187,

000 

円 

248,

000 

円 

261,

000 

円 

279,

000 

円 

324,0

00 
 

鉄道 

50km

未満 

鉄道 

50km

以上

100k

m未

満 

鉄道 

100k

m以

上30

0km

未満 

鉄道 

300k

m以

上50

0km

未満 

鉄道 

500k

m以

上1,

000k

m未

満 

鉄道 

1,00

0km

以上

1,50

0km 

未満 

鉄道 

1,50

0km

以上

2,00

0km

未満 

鉄道 

2,000

km以

上 

円 

107,

000 

円 

123,

000 

円 

152,

000 

円 

187,

000 

円 

248,

000 

円 

261,

000 

円 

279,

000 

円 

324,0

00 
 

別表第３（第３条関係）（外国旅行） 別表第３（第３条関係）（外国旅行） 

鉄道

賃 

船賃 航空

賃 

車賃 日当 宿泊

料 

食卓

料 

支度

料 

旅行

雑費 

実費 実費 実費 実費 円 

4,00

0 

円 

13,0

00 

円 

5,50

0 

円 

70,0

00 

実費 

 

鉄道

賃 

船賃 航空

賃 

車賃 日当 宿泊

料 

食卓

料 

支度

料 

旅行

雑費 

実費 実費 実費 実費 円 

4,00

0 

円 

13,0

00 

円 

5,50

0 

円 

70,0

00 

実費 
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令和４年２月２日 

利島村長 村山 将人 殿 

利島村特別職報酬等審議会 

会長 小林 春木 

 

利島村副村長の給与の見直しについて（答申） 

 

 令和４年２月２日付３利総第 206 号をもって、貴殿から諮問のあったこのこ

とについて、次のとおり答申します。 

 

記 

 

１ はじめに 

 本審議会は、令和４年２月２日に、村長から「利島村副村長の給与の見直しに

ついて」の諮問を受けた。 

当村は、平成 26年度から東京都から副村長の割愛採用（他の地方公共団体の

了解のうえ他の地方公共団体を退職し、当村の職員になってもらうこと）を行っ

ているが、東京都在籍時から 100 万円程度の収入の減少となっている一方、本

土と利島での二重生活により生活コストが増大しており、東京都から現在の副

村長の給与水準では、非常に人選に苦労しており割愛採用に応じることが難し

いとの申し出があったことを受け、国や東京都から割愛採用した副村長につい

て、就任から２年間に限って激変緩和措置として月額給料に地域手当（10％）の

支給を行い、東京都からの割愛採用を継続したいというものであり、本件につい

て検討を行った。 

 

２ 審議内容 

審議の中では、社会・経済の動向を初め、他島の副町村長の給与の支給状況な

どの多角的な視点から様々な意見が交わされた。 

見直しについて審議会で出された意見は、以下の通りである。 

（１）村長の提案の通りに副村長の給料を見直すべきとする意見 

・遥々お越しいただいてそれで給料も下がってというのは東京都の主張も尤

もであり、ぜひ見直すべきだ。 

・地域手当 10％でいいのか？15％にした方が給料が下がるという事態はより

避けられると思う（村長の給料を超えてしまうため 10％で諮問した旨を事務

局より伝えた）。 

・今の村長の給料月額では村長を含めて夢がないように思う。また、この金額
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がネックとなり、村内の団体も上げづらい。 

（２）据え置きとする意見 

当該意見はなかった。 

（３）その他 

・副村長以外の職についても全体的に見直すべきだと思う。期末手当も一括し  

て見直しすべき。 

・議員についても、真剣に要望活動をすればするほど支出が増えてしまう。ぜ

ひ何らか見直しを。 

 

３ 結論 

当審議会は、東京都から割愛された副村長が果たしている職責や役割等を踏

まえ、期間限定で 10％の地域手当を支給することが妥当との結論に至った。 

 なお、令和４年度中に、他の特別職についても、月額給料の見直しについて議

論を継続して行うことが望ましい。 
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（本頁は白紙です） 
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議案第１８号 

 

 

利島村村税条例の一部を改正する条例 

 

 

 上記議案を提出する。 

 

 

   令和 ４年 ３月 ７日 

 

 

               提出者 東京都利島村長 村 山 将 人 

 

 

「提案理由」 

 固定資産税の評価額の免税点について、村独自の基準となっており、少額の評価額の資産

であっても課税されることなっているものを国の標準的な免税点の金額に改める。 

  

 

 

 

議決第   号 

 

 

   令和 ４年 ３月  日 原案   決 

 

 

                 東京都利島村議会議長 寺 田  優 
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（本頁は白紙です） 
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固定資産税の評価額の免税点※を国の標準税額に改めます。
これにより評価額が30万円未満の土地、20万円未満の家屋、

課税の元となる金額が150万円未満の償却資産（漁船、農機具など）が非課税になります。
※この金額未満は課税されないという基準となる金額

利島村村税条例の一部改正について
施行予定日
令和4年4月1日

現行

令和4年3月
利島村役場

自主財源への影響

土地 家屋 償却資産

標準 30万円 20万円 150万円

大島 30万円 20万円 150万円

利島 1.5万円 1.5万円 50万円

新島 15万円 20万円 60万円

神津島 15万円 8万円 100万円

三宅 30万円 20万円 45万円

御蔵 1万円 1万円 5万円

八丈 30万円 20万円 150万円

青ヶ島 30万円 20万円 150万円

小笠原 30万円 20万円 150万円

改正後

土地 家屋 償却資産

標準 30万円 20万円 150万円

大島 30万円 20万円 150万円

利島 30万円 20万円 150万円

新島 15万円 20万円 60万円

神津島 15万円 8万円 100万円

三宅 30万円 20万円 45万円

御蔵 1万円 1万円 5万円

八丈 30万円 20万円 150万円

青ヶ島 30万円 20万円 150万円

小笠原 30万円 20万円 150万円

利島村では、多くの自治体より低い金額で課
税されていました

国の基準になることにより、一定の金額まで
は非課税になります

依存財源への影響

事務上のメリット

令和3年度実績では、約21万円の減収となります。

地方交付税が減らされるなどの影響はありません。

少額の課税に係る事務負担や郵送料などが節約できるようになります。-153-



 

 

条例第   号 

 

 

利島村村税条例の一部を改正する条例 

 

利島村村税条例（昭和 52年条例第 13号）の一部を次のように改正する。 

 第 63条中の土地にあっては１万 5,000円を土地にあっては 30万円に、家屋にあっては１万 5,000円

を家屋にあっては 20 万円に、償却資産にあっては 50 万円を償却資産にあっては 150 万円に改める。 

 

 本条例は公布の日から施行する。 
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利島村村税条例（昭和 52 年 条例第 13 号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○利島村村税条例 ○利島村村税条例 

（固定資産税の免税点） 

第63条 同一の者についてその者の所有に

係る土地、家屋又は償却資産に対して課す

る固定資産税の課税標準となるべき額が土

地にあっては１万5,000円、家屋にあって

は１万5,000円、償却資産にあっては＿50

万円に満たない場合においては、固定資産

税を課さない。 

（固定資産税の免税点） 

第63条 同一の者についてその者の所有に

係る土地、家屋又は償却資産に対して課す

る固定資産税の課税標準となるべき額が土

地にあっては30万円＿＿＿、家屋にあって

は50万円＿＿＿、償却資産にあっては150

万円に満たない場合においては、固定資産

税を課さない。 

 附則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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（本頁は白紙です） 
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議案第１９号 

 

 

利島村消防団員の定数、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 上記議案を提出する。 

 

 

   令和 ４年 ３月 ７日 

 

 

               提出者 東京都利島村長 村 山  将 人 

 

 

「提案理由」 

 令和３年４月 13日に消防庁長官通知「消防団員の報酬等の基準の策定等について」が発

出され、消防団員の減少を改善するため、出動報酬の創設や年額報酬及び出動報酬の基準

の策定、報酬等の団員個人への直接支給の徹底、消防団の運営費の適切な計上など、消防

団員の処遇の改善に向け必要な措置を行うよう要請があったことから、本通知を踏まえて

消防団の処遇改善を図る。 

 

 

 

 

議決第   号 

 

 

   令和 ４年 ３月  日 原案  決 

 

 

                 東京都利島村議会議長 寺 田  優 
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（本頁は白紙です） 
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利島村消防団員の定数、任免、服務等に関する条例の一部改正について
施行予定日
令和4年4月1日

現行

令和4年3月
利島村役場

改正後

対価を
「年度報酬」、「出動報酬」と明確化し、
本人が気兼ねなく受け取れるように

多くの自治体で消防団員の減少が続いており、
消防長官から出動報酬の創設や年度報酬及び出動報酬の基準の策定、

報酬等の団員個人への直接支給の徹底要請があったことから
本要請を踏まえた所要の改正を行う。

○ 消防団員は、非常勤の特別職公務員。

○ 出動や訓練の対価について、これまで「費用
弁償」とされていることから、報酬を消防団員が直
接受け取ることができず、消防団にプールされる
ような一部の消防団もある。
※利島はすでに団員個人が直接受け取るように
なっています。

○ こうした現実が少子化に加えて、なり手不足に
拍車をかけている。

年度報酬及び出動報酬の基準の策定

直接支給の徹底要請

「出動報酬」の基準を明確化し、
訓練出動については、

半日5,000円という区分を追加
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条例第   号 

 

 

利島村消防団員の定数、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例 

 

利島村消防団員の定数、任免、服務等に関する条例（昭和56年条例第８号）の一部を次

のように改正する。 

 

 第12条第１項の「団員には、別表第１に定める報酬を支給する。」を「団員の報酬は、

年度報酬及び出動報酬とする。」に改める。 

 第12条第２項中「１年として、」の次に「別表第１に定める年度報酬を」加える。 

第13条の見出しを「（費用弁償）」から「（出動報酬）」に改める。 

第13条第１項中の「費用弁償」を「出動報酬」に改める。 

同上第４項中の「弁償」を削る。 

奨金の支給を減ずることができる。 

別表第２（第13条関係）中の「費用弁償の種類」を「出動の種類」に改める。 

訓練出動 同 8,000円 

 

を 

訓練出動 同 8,000円（ただし、半日出動の場合は5,000円） 

に改める。 

 

 附則 

 本条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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利島村消防団員の定数、任免、服務等に関する条例（昭和56年条例第８号）新旧対照表 

現行 改正後全文 

○利島村消防団員の定数、任免、服務等に

関する条例 

昭和56年４月１日 

条例第８号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、消防組織法（昭和22

年法律第226号）第19条第２項、第23条、

第24条及び第25条の規定に基づき、利島

村非常勤の消防団員（以下「団員」とい

う。）の定員、任免、給与、分限及び懲

戒、服務その他について定めるものとす

る。 

（定員） 

第２条 団員の定数は、40人とする。 

（任用） 

第３条 消防団長（以下「団長」とい

う。）は、消防団の推薦に基づき、村長

が任命し、その他の団員は、団長が、次

の各号の資格を有する者のうちから、村

長の承認を得て、任用する。 

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は

勤務する者 

(2) 年齢満18歳以上満60歳以下の者（た

だし、特に必要のあるときは、60歳を

超えることができる。） 

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健の者 

（欠格条項） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する者

は、団員となることができない。 

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行

○利島村消防団員の定数、任免、服務等に

関する条例 

昭和56年４月１日 

条例第８号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、消防組織法（昭和22

年法律第226号）第19条第２項、第23条、

第24条及び第25条の規定に基づき、利島

村非常勤の消防団員（以下「団員」とい

う。）の定員、任免、給与、分限及び懲

戒、服務その他について定めるものとす

る。 

（定員） 

第２条 団員の定数は、40人とする。 

（任用） 

第３条 消防団長（以下「団長」とい

う。）は、消防団の推薦に基づき、村長

が任命し、その他の団員は、団長が、次

の各号の資格を有する者のうちから、村

長の承認を得て、任用する。 

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は

勤務する者 

(2) 年齢満18歳以上満60歳以下の者（た

だし、特に必要のあるときは、60歳を

超えることができる。） 

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健の者 

（欠格条項） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する者

は、団員となることができない。 

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行
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を終わるまでの者又はその執行を受け

ることがなくなるまでの者 

(2) 第６条の規定により懲戒免職の処分

を受け、当該処分の日から２年を経過

しない者 

(3) ６月以上の長期にわたり居住地を離

れて生活することを常とする者 

（分限） 

第５条 任命権者は、団員が次の各号のい

ずれかに該当する場合においては、その

意に反して、これを降任し、又は免職す

ることができる。 

(1) 勤務実績が良くない場合 

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支

障があり、又はこれに堪えない場合 

(3) 前２号に規定する場合のほか、団員

に必要な適格性を欠く場合 

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過

員を生じた場合 

２ 団員は、次の各号のいずれかに該当す

るに至ったときは、その身分を失う。 

(1) 前条第３号を除く各号のいずれかに

該当するに至ったとき。 

(2) 第３条第１号に該当しなくなったと

き。 

（懲戒） 

第６条 任命権者は、団員が次の各号のい

ずれかに該当する場合においては、これ

に対し懲戒処分として戒告、停職又は免

職の処分をすることができる。 

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に

違反した場合 

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を

を終わるまでの者又はその執行を受け

ることがなくなるまでの者 

(2) 第６条の規定により懲戒免職の処分

を受け、当該処分の日から２年を経過

しない者 

(3) ６月以上の長期にわたり居住地を離

れて生活することを常とする者 

（分限） 

第５条 任命権者は、団員が次の各号のい

ずれかに該当する場合においては、その

意に反して、これを降任し、又は免職す

ることができる。 

(1) 勤務実績が良くない場合 

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支

障があり、又はこれに堪えない場合 

(3) 前２号に規定する場合のほか、団員

に必要な適格性を欠く場合 

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過

員を生じた場合 

２ 団員は、次の各号のいずれかに該当す

るに至ったときは、その身分を失う。 

(1) 前条第３号を除く各号のいずれかに

該当するに至ったとき。 

(2) 第３条第１号に該当しなくなったと

き。 

（懲戒） 

第６条 任命権者は、団員が次の各号のい

ずれかに該当する場合においては、これ

に対し懲戒処分として戒告、停職又は免

職の処分をすることができる。 

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に

違反した場合 

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を
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怠った場合 

(3) 団員としてふさわしくない非行があ

った場合 

２ 停職は、１月以内の期間を定めて行

う。 

第７条 分限及び懲戒に関する処分の手続

については、村規則で定める。 

（服務規律） 

第８条 団員は、団長の招集によって出動

し、職務に従事するものとする。また、

招集を受けない場合であっても、水火災

その他の災害を知ったときは、あらかじ

め指定するところに従い、直ちに出動

し、服務に従事しなければならない。 

第９条 団員が引き続き30日以上居住地を

離れる場合は、団長にあっては村長に、

その他の者にあっては団長に届け出なけ

ればならない。ただし、特別の事情がな

い限り団員の半数以上の者が同時に居住

地を離れることはできない。 

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他

にもらしてはならない。 

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻

害し、若しくは著しくその活動能率を低

下させる等の集団的活動を行ってはなら

ない。 

（報酬） 

第12条 団員には、別表第１に定める報酬

を支給する。 

２ 報酬は、４月から翌年３月までを１年

として、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿毎年

３月に支給する。 

３ 団員が年の途中において新たに任用さ

怠った場合 

(3) 団員としてふさわしくない非行があ

った場合 

２ 停職は、１月以内の期間を定めて行

う。 

第７条 分限及び懲戒に関する処分の手続

については、村規則で定める。 

（服務規律） 

第８条 団員は、団長の招集によって出動

し、職務に従事するものとする。また、

招集を受けない場合であっても、水火災

その他の災害を知ったときは、あらかじ

め指定するところに従い、直ちに出動

し、服務に従事しなければならない。 

第９条 団員が引き続き30日以上居住地を

離れる場合は、団長にあっては村長に、

その他の者にあっては団長に届け出なけ

ればならない。ただし、特別の事情がな

い限り団員の半数以上の者が同時に居住

地を離れることはできない。 

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他

にもらしてはならない。 

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻

害し、若しくは著しくその活動能率を低

下させる等の集団的活動を行ってはなら

ない。 

（報酬） 

第12条 団員の報酬は、年度報酬及び出動

報酬とする。 

２ 報酬は、４月から翌年３月までを１年

として、別表第１に定める年度報酬を毎年

３月に支給する。 

３ 団員が年の途中において新たに任用さ
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れ、又は退職、失職若しくは死亡したこ

とにより同一年における任用期間が１年

未満となる場合には、任用されない期間

について報酬を減額して年報酬額を支給

する。 

４ 前項の減額する報酬の額は、年報酬額

を12で除した額（円未満については切り

捨てる。）に任用されない月数（月のう

ちに任用された日が１日もない場合の月

の数をいう。）を乗じて得た額とする。 

５ 団員が昇任又は降任により、同一年の

うちに新たな職に異動した場合には、異

動後の職に係る年報酬額を支給するもの

とする。 

（職務実績による報酬の減額支給） 

第12条の２ 前条第２項に定める１年を勤

務した団員で、疾病等の真にやむを得な

い理由以外の理由によって、団長の招集

により出動し従事した職務の回数（以下

この条で「出動回数」という。）が、総

出動回数の２分の１を超えない職務実績

となる団員については、その年報酬額を

２分の１に減額して支給するものとす

る。 

２ 前項の出動回数には、夜警出動の回数

を含まないものとする。 

（費用弁償） 

第13条 団員が水火災、警戒、訓練等の職

務に従事する場合においては、別表第２

に定める費用弁償を支給する。 

２ 前項の場合を除き団員が公務のため旅

行するときは、順路により、その費用を

弁償する。 

れ、又は退職、失職若しくは死亡したこ

とにより同一年における任用期間が１年

未満となる場合には、任用されない期間

について報酬を減額して年報酬額を支給

する。 

４ 前項の減額する報酬の額は、年報酬額

を12で除した額（円未満については切り

捨てる。）に任用されない月数（月のう

ちに任用された日が１日もない場合の月

の数をいう。）を乗じて得た額とする。 

５ 団員が昇任又は降任により、同一年の

うちに新たな職に異動した場合には、異

動後の職に係る年報酬額を支給するもの

とする。 

（職務実績による報酬の減額支給） 

第12条の２ 前条第２項に定める１年を勤

務した団員で、疾病等の真にやむを得な

い理由以外の理由によって、団長の招集

により出動し従事した職務の回数（以下

この条で「出動回数」という。）が、総

出動回数の２分の１を超えない職務実績

となる団員については、その年報酬額を

２分の１に減額して支給するものとす

る。 

２ 前項の出動回数には、夜警出動の回数

を含まないものとする。 

（出動報酬） 

第13条 団員が水火災、警戒、訓練等の職

務に従事する場合においては、別表第２

に定める出動報酬を支給する。 

２ 前項の場合を除き団員が公務のため旅

行するときは、順路により、その費用を

支給する。 
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３ 前項の費用弁償の種類は、鉄道賃、船

賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食

卓料とし、その額は利島村議会議員の議

員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭

和52年利島村条例第４号）別表第２に準

ずる。 

４ 費用弁償の支給方法は、利島村職員の

旅費について定められているものの例に

よる。 

（公務災害補償） 

第14条 団員が公務により死亡、負傷し、

若しくは疾病にかかり、又は公務による

負傷若しくは疾病により死亡し、若しく

は障害の状態となった場合においては、

その団員又はその遺族若しくは被扶養者

に対し損害を補償する。 

２ 公務災害補償の額及び支給方法につい

ては、別に定める。 

（退職報償金） 

第15条 団員が退職した場合においては、

その者（死亡による退職の場合には、そ

の遺族）に退職報償金を支給する。 

（委任） 

第16条 この条例の施行に関し必要な事項

は、村長がこれを定める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行し、昭

和56年４月１日から適用する。 

２ この条例施行のとき現に、団長、副団

長、班長及び団員であったものは、この

条例により、これを委嘱又は任命せられ

たものとする。 

附 則（昭和58年条例第３号） 

３ 前項の費用支給の種類は、鉄道賃、船

賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食

卓料とし、その額は利島村議会議員の議

員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭

和52年利島村条例第４号）別表第２に準

ずる。 

４ 費用＿＿の支給方法は、利島村職員の

旅費について定められているものの例に

よる。 

（公務災害補償） 

第14条 団員が公務により死亡、負傷し、

若しくは疾病にかかり、又は公務による

負傷若しくは疾病により死亡し、若しく

は障害の状態となった場合においては、

その団員又はその遺族若しくは被扶養者

に対し損害を補償する。 

２ 公務災害補償の額及び支給方法につい

ては、別に定める。 

（退職報償金） 

第15条 団員が退職した場合においては、

その者（死亡による退職の場合には、そ

の遺族）に退職報償金を支給する。 

（委任） 

第16条 この条例の施行に関し必要な事項

は、村長がこれを定める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行し、昭

和56年４月１日から適用する。 

２ この条例施行のとき現に、団長、副団

長、班長及び団員であったものは、この

条例により、これを委嘱又は任命せられ

たものとする。 

附 則（昭和58年条例第３号） 
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１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例施行のときに現に分団長であ

った者は、この条例によりこれを命ぜら

れたものとし、改正後の規定に基づき報

酬を支給する。 

附 則（平成２年条例第６号） 

この条例は、平成２年４月１日から施行

する。 

附 則（平成５年条例第９号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成

５年４月１日から適用する。 

附 則（平成９年条例第４号） 

この条例は、平成９年４月１日から施行

する。 

附 則（平成９年条例第18号） 

この条例は、公布の日から施行する。た

だし、第12条に４項を加える改正規定は、

平成９年４月１日から適用する。 

附 則（平成16年条例第５号） 

この条例は、平成16年４月１日から施行

する。 

附 則（平成27年条例第24号） 

この条例は、平成27年４月１日から施行

する。 

附 則（令和元年条例第15号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

別表第１（第12条関係） 

職名 報酬額 

団長 年額 200,000円 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例施行のときに現に分団長であ

った者は、この条例によりこれを命ぜら

れたものとし、改正後の規定に基づき報

酬を支給する。 

附 則（平成２年条例第６号） 

この条例は、平成２年４月１日から施行

する。 

附 則（平成５年条例第９号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成

５年４月１日から適用する。 

附 則（平成９年条例第４号） 

この条例は、平成９年４月１日から施行

する。 

附 則（平成９年条例第18号） 

この条例は、公布の日から施行する。た

だし、第12条に４項を加える改正規定は、

平成９年４月１日から適用する。 

附 則（平成16年条例第５号） 

この条例は、平成16年４月１日から施行

する。 

附 則（平成27年条例第24号） 

この条例は、平成27年４月１日から施行

する。 

附 則（令和元年条例第15号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年条例第  号） 

この条例は、令和４年４月１日から施行

する。 

別表第１（第12条関係） 

職名 報酬額 

団長 年額 200,000円 
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副団長 同 120,000円 

分団長 同 80,000円 

班長 同 60,000円 

団員 同 40,000円 

別表第２（第13条関係） 

費用弁償の

種類 

費用弁償の額 

災害出動 1回につき 10,000円 

警戒出動 同 8,000円 

夜警出動 同 2,000円 

訓練出動 同 8,000円 

 

器具管理出

動 

同 5,000円 

 

副団長 同 120,000円 

分団長 同 80,000円 

班長 同 60,000円 

団員 同 40,000円 

別表第２（第13条関係） 

出動＿＿の

種類 

報酬 

災害出動 1回につき 10,000円 

警戒出動 同 8,000円 

夜警出動 同 2,000円 

訓練出動 同 8,000円（ただし、半日出

動の場合は5,000円） 

器具管理出

動 

同 5,000円 
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（本頁は白紙です） 
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議案第２０号 

 

 

利島村国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 

上記議案を提出する。 

 

 

令和４年 ３月 ７日 

 

 

 

 

 東京都利島村長 村 山 将 人 

 

 

「提案理由」 

  

 健康保険法施行令および民法の一部改正に伴い、利島村国民健康保険条例の一部を改正

する必要があるため。 

 

 

 

議決第   号 

 

 

 

令和４年３月  日  原案  決 

 

 

東京都利島村議会議長 寺 田  優 
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（本頁は白紙です） 

-170-



利島村 国民健康保険条例 改正の概要 

 

 

 

 

改正による   影響は？ 

総支給額 

(42万円)は 

変わらず 

【出産育児一時金 40万 8000円(現行:40万 4000円)】 

 

【産科医療保障制度掛金 1万 2000円(現行:1万 6000円)】 

改正による   影響は？ 

♦18歳(現行:20歳)以上の場合…本人が住民税非課税の場合 

♦18歳(現行:20歳)未満の場合…世帯主が住民税非課税の場合 

 

 

 

●今回の改正理由…国の法律が改正されたことにより、国の改正と同じ内容で、 

利島村の国保条例も改正する必要があるためです。 

 

❶出産育児一時金について 

 

国保では、加入者が出産したときに 

「出産育児一時金 42万円(産科医療保障制度※に未加入の病院での出産は 40万 4000円)」 

を支給しています。 
 

今回、国の法(健康保険法施行令)改正に合わせ、支給額(42万円)の内訳を 
 

 

  に変更します。 

 

産科医療保障制度掛金 

1万 2000円 

出産育児一時金 

40万 8000円 

 

産科医療保障制度掛金 

1万 6000円 

出産育児一時金 

40万 4000円 

 

 

  

 

 

 

 

 
内訳が変更となっても、支給額(42万円)に変更はなく、影響はありません。 

 

(※産科医療保障制度…出産時に何らかの理由で重度脳性まひとなった赤ちゃんと家族が 

補償を受けられる制度で、分娩を取り扱う 99.9％の医療機関等が加入しているもの) 
 

❷結核医療給付金について 

 

結核で医療機関を受診するとき、住民税非課税の場合は、 

申請をすると「結核医療給付金」の給付対象となり、自己負担金が０円になります。 
 

今回、国の法（民法）改正で、成年年齢が 18歳になることに伴い、給付対象の年齢を 

対象者が 

に変更します。 
 

 

 

現在、利島村で対象となる方はいません。 

現行 改正後 
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条例第  号 

 

 

利島村国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 

利島村国民健康保険条例（平成20年利島村条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 

第５条第１項中「404,000円」を「408,000円」に、「16,000円」を「12,000円」に改める。 

 

第７条第１項中「20歳」を「18歳」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第５条第１項の改正規定は、令

和４年１月１日から適用する。 
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利島村国民健康保険条例（平成20年条例第５号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（出産育児一時金） （出産育児一時金） 

第５条 被保険者が出産したときは、当該被保

険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児

一時金として404,000円（健康保険法施行令

（大正15年勅令第243号）第36条ただし書に

規定する出産であると村長が認めるときは、

これに16,000円を加算した額）を支給する。 

第５条 被保険者が出産したときは、当該被保

険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児

一時金として408,000円（健康保険法施行令

（大正15年勅令第243号）第36条ただし書に

規定する出産であると村長が認めるときは、

これに12,000円を加算した額）を支給する。 

２ （略） ２ （略） 

（結核・精神医療給付金） （結核・精神医療給付金） 

第７条 結核医療給付金は、被保険者が感染症

の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成10年法律第114号）第37条の

２第１項（同法第64条第１項の規定により、

読み替えられる場合を含む。）の規定による

負担において医療に関する給付を受ける場

合であって、次の各号に掲げる被保険者の区

分に応じ、当該各号に定める者が、第３項に

定める申請のあった月の属する年度（結核医

療給付金の申請のあった月が４月又は５月

の場合にあっては、前年度）分の地方税法（昭

和25年法律第226号）の市町村民税（同法の

特別区民税を含むものとし、同法第328条の

規定によって課する所得割を除く。）が課さ

れない者（条例の定めるところにより当該市

町村民税を免除された者を含む。）である場

合に支給する。 

第７条 結核医療給付金は、被保険者が感染症

の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成10年法律第114号）第37条の

２第１項（同法第64条第１項の規定により、

読み替えられる場合を含む。）の規定による

負担において医療に関する給付を受ける場

合であって、次の各号に掲げる被保険者の区

分に応じ、当該各号に定める者が、第３項に

定める申請のあった月の属する年度（結核医

療給付金の申請のあった月が４月又は５月

の場合にあっては、前年度）分の地方税法（昭

和25年法律第226号）の市町村民税（同法の

特別区民税を含むものとし、同法第328条の

規定によって課する所得割を除く。）が課さ

れない者（条例の定めるところにより当該市

町村民税を免除された者を含む。）である場

合に支給する。 

(1) 20歳以上の被保険者 当該被保険者 (1) 18歳以上の被保険者 当該被保険者 

(2) 20歳未満の被保険者 当該被保険者の

属する世帯の世帯主 

(2) 18歳未満の被保険者 当該被保険者の

属する世帯の世帯主 

２～６ （略） ２～６ （略） 

附 則（令和４年条例第 号） 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。

ただし、第５条第１項の改正規定は、令和４年

１月１日から適用する。 
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利島村国民健康保険条例 

平成20年３月14日 

条例第５号 

改正 平成20年12月12日条例第19号 

平成21年９月25日条例第12号 

平成26年12月10日条例第12号 

平成30年３月30日条例第６号 

令和２年６月11日条例第12号 

令和３年３月24日条例第４号 

令和４年３月 日条例第 号 

利島村国民健康保険条例（昭和53年条例第９号）の全部を改正する。 

目次 

第１章 この村が行う国民健康保険の事務（第１条） 

第２章 国民健康保険事業の運営に関する協議会（第２条・第３条） 

第２章の２ 被保険者（第３条の２） 

第３章 保険給付（第４条―第７条の２） 

第４章 保健事業（第８条―第10条） 

第５章 国民健康保険税（第11条） 

第６章 罰則（第12条―第15条） 

附則 

第１章 この村が行う国民健康保険の事務 

（この村が行う国民健康保険の事務） 

第１条 この村が行う国民健康保険の事務については、法令に定めるもののほか、この条

例の定めるところによる。 

第２章 国民健康保険事業の運営に関する協議会 

（国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数） 

第２条 国民健康保険事業の運営に関する協議会（以下「協議会」という。）の委員の定

数は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 被保険者を代表する委員 １名 

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 １名 

(3) 公益を代表する委員 １名 

（規則への委任） 

第３条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。 

第２章の２ 被保険者 

（被保険者としない者） 

第３条の２ 次の各号に掲げる者は、被保険者としない。 

(1) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）の規定により児童福祉施設に入所している児

童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であっ

て民法（明治29年法律第89号）の規定による扶養義務者のないものは、被保険者とし

ない。 

(2) 老人福祉法（昭和38年法律第133号）の規定により、養護老人ホーム又は特別養護

老人ホームに入所している者のうち、村長の定めるもの 
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第３章 保険給付 

（一部負担金） 

第４条 保険医療機関又は保険薬局（以下「保険医療機関等」という。）について療養の

給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い当該給付に要す

る費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医

療機関等に支払わなければならない。 

(1) ６歳に達する日以後の最初の３月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属す

る月以前である場合 10分の３ 

(2) ６歳に達する日以後の最初の３月31日以前である場合 10分の２ 

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合（次号に掲げる場合を除く。） 10

分の２ 

(4) 国民健康保険法（昭和33年法律第192号。以下「法」という。）第42条第１項第４

号の規定が適用される者である場合 10分の３ 

（出産育児一時金） 

第５条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児

一時金として408,000円（健康保険法施行令（大正15年勅令第243号）第36条ただし書に

規定する出産であると村長が認めるときは、これに12,000円を加算した額）を支給する。 

２ 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法（大

正11年法律第70号）、船員保険法（昭和14年法律第73号）、国家公務員共済組合法（昭

和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第９条第２項

において同じ。）又は地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）の規定によって

これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。 

（葬祭費） 

第６条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として５万円を

支給する。 

２ 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保

険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関す

る法律（昭和57年法律第80号）の規定によって、これに相当する給付を受けることがで

きる場合には、行わない。 

（結核・精神医療給付金） 

第７条 結核医療給付金は、被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成10年法律第114号）第37条の２第１項（同法第64条第１項の規定により、

読み替えられる場合を含む。）の規定による負担において医療に関する給付を受ける場

合であって、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める者が、第３項

に定める申請のあった月の属する年度（結核医療給付金の申請のあった月が４月又は５

月の場合にあっては、前年度）分の地方税法（昭和25年法律第226号）の市町村民税（同

法の特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。）が

課されない者（条例の定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。）で

ある場合に支給する。 

(1) 18歳以上の被保険者 当該被保険者 

(2) 18歳未満の被保険者 当該被保険者の属する世帯の世帯主 

２ 精神医療給付金は、被保険者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
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めの法律（平成17年法律第123号）第58条の規定による負担において医療（障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成18年政令第10号。以下「支

援法施行令」という。）第１条の２第３号に規定する精神通院医療に限る。）に関する

給付を受ける場合であって、支援法施行令第35条第３号又は第４号に該当する者である

場合に支給する。 

３ 結核医療給付金又は精神医療給付金（以下「結核・精神医療給付金」という。）の支

給を受けようとする被保険者は、別に定めるところにより、村長に申請し、この条例に

よる支給を受ける資格を証する書面の交付を受けなければならない。 

４ 結核・精神医療給付金の支給額は、次の各号に定めるものとする。 

(1) 結核医療給付金の支給額は、第１項に規定する場合における自己の負担の額に相当

する額とする。 

(2) 精神医療給付金の支給額は、第２項に規定する場合における自己の負担の額に相当

する額とする。ただし、支援法施行令第35条第３号又は第４号に規定する額を限度と

する。 

５ 被保険者が保険医療機関等において、第１項又は第２項の規定による医療に関する給

付を受けたときは、利島村は、その被保険者が当該保険医療機関等に支払うべき前項に

規定する額について、結核・精神医療給付金として、その被保険者の属する世帯の世帯

主に対し支給すべき額の限度において、世帯主に代わり、当該保険医療機関等に支払う

ことができる。 

６ 前項の規定による支払があったときは、世帯主に対し、結核・精神医療給付金（第４

項に規定する自己の負担の額に係る高額療養費を含む。）の支給があったものとみなす。 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金） 

第７条の２ 給与等（所得税法第28条第１項に規定する給与等をいい、賞与（健康保険法

第３条第６項に規定する賞与をいう。）を除く。以下この条において同じ。）の支払を

受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき（新型コロナウイル

ス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華

人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告さ

れたものに限る。）である感染症をいう。以下同じ。）に感染したとき又は発熱等の症

状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。）は、当該被保険者

の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して

３日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定し

ていた日について、傷病手当金を支給する。 

２ 傷病手当金の額は、１日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近

の継続した３月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額（その額に、

５円未満の端数があるときは、これを切り捨て、５円以上10円未満の端数があるときは、

これを10円に切り上げるものとする。）の３分の２に相当する金額（その金額に、50銭

未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上１円未満の端数があるときは、こ

れを１円に切り上げるものとする。）とする。ただし、健康保険法第40条第１項に規定

する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の１に相当する額（その額に、

５円未満の端数があるときは、これを切り捨て、５円以上10円未満の端数があるときは、

これを10円に切り上げるものとする。）の３分の２に相当する金額（その金額に、50銭

未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上１円未満の端数があるときは、こ
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れを１円に切り上げるものとする。）を超えるときは、その金額とする。 

３ 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して１年６月を超えないもの

とする。 

４ 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイル

ス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者

については、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、そ

の受けることができる給与等の額が、第２項の規定により算定される金額より少ないと

きは、その差額を支給する。 

５ 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受け

ることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることがで

きなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合におい

てその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給

する。ただし、前項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を

支給額から控除する。 

６ 前項の規定により村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から

徴収する。 

第４章 保健事業 

（保健事業） 

第８条 この村は、法第72条の５に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これ

らの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行

う。 

(1) 診療所 

(2) 健康教育 

(3) 健康相談 

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業 

第９条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。 

第10条 被保険者でない者に第８条の保健事業を利用させる場合における使用料について

は、別に定める。 

第５章 国民健康保険税 

（国民健康保険税） 

第11条 この村は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。 

第６章 罰則 

第12条 この村は、世帯主が法第９条第１項若しくは第９項の規定による届出をせず、若

しくは虚偽の届出をした場合又は同条第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の

返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科

する。 

第13条 この村は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定によ

り文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は同条の規定によ

る当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の

過料を科する。 

第14条 この村は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料

の徴収を免かれた者に対しその徴収を免かれた金額の５倍に相当する金額以下の過料を
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科する。 

第15条 前３条の過料の額は、情状により村長が定める。 

２ 前３条の過料を徴する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発

付の日から起算して10日以上を経過した日とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 国民健康保険条例の規定は、平成20年度以後について適用し、平成19年度以前につい

ては、なお従前の例による。 

（平成21年10月１日から平成23年３月31日までの間の出産に係る出産育児一時金に関す

る経過措置） 

３ 被保険者が平成21年10月１日から平成23年３月31日までの間に出産したときに支給す

る出産育児一時金についての第５条の規定の適用については、同条第１項中「38万円」

とあるのは、「42万円」とする。 

附 則（平成20年条例第19号） 

１ この条例は、平成21年１月１日から施行する。 

２ 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第５条の規定による出産育児一

時金の額は、なお従前の例による。 

附 則（平成21年条例第12号） 

この条例は、平成21年10月１日から施行する。 

附 則（平成26年条例第12号） 

この条例は、平成27年１月１日から施行する。 

附 則（平成30年条例第６号） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の利島村国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分

の国民健康保険について適用し、平成29年度までの国民健康保険については、なお従前

の例による。 

附 則（令和２年条例第12号） 

１ この条例は、令和２年７月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の利島村国民健康保険条例第７条の２の規定は、傷病手当金の

支給を始める日が令和２年１月１日から同年９月30日以後の規則で定める日までの間に

ある場合について適用する。 

附 則（令和３年条例第４号） 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年条例第 号） 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第５条第１項の改正規定は、令

和４年１月１日から適用する。 
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議案第２１号 

 

 

利島村国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 

上記議案を提出する。 

 

 

令和４年 ３月 ７日 

 

 

 

 

 東京都利島村長 村 山 将 人 

 

 

「提案理由」 

  

 国民健康保険法施行令の一部改正に伴う改正のほか、所要の規定の整備を行うため、 

利島村国民健康保険税条例の一部を改正する必要があるため。 

 

 

 

議決第   号 

 

 

 

令和４年３月  日  原案  決 

 

 

東京都利島村議会議長 寺 田  優 
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（本頁は白紙です） 

-180-



利島村 国民健康保険税条例 改正の概要 

 

 

 

 

改正による   影響は？ 

改正による   影響は？ 

 

 
 

 
 

❷未就学児の均等割額の減額について 

 

❶の図のとおり、国保税には、【所得割】と【均等割】があります。 

「所得割」…所得に応じて一人ひとり税額が変わります。 

「均等割」…所得は関係なく、一律、全員同じ金額になります。 
 

今回、国の法（国民健康保険法施行令）改正により、 

“未就学児(0歳～小学校入学前)の「均等割」を５割軽減（＝半額）にする” 制度が始まります。 
 

 

 
 

この軽減は、世帯所得の多少にかかわらず、未就学児全員が対象です。 

これにより、子育て世帯の経済的な負担軽減が見込まれます。 
 

❶賦課限度額の変更について 

 

国保税は、【医療分】【後期分】【介護分】の３つから構成されています。 

また、この３つは、それぞれ「所得割」「均等割」の合計額から成り立っています。 
 

① 【医療分】…医療費の財源に。 

   

 

② 【後期分】…後期高齢者医療を支える財源に。 

 

 

③ 【介護分】…介護保険を支える財源に。 
（40歳～64歳のみ） 

 

 
 

今回、閣議決定された「令和４年度 税制改正大綱」にて、  

“賦課限度額(＝加入者が納める国保税の上限額)の 3 万円引き上げ 

(【医療分】2万円+【後期分】1万円)”の方針が示されました。 
 

これにより、令和４年度の賦課限度額は、 

♦【医療分】…65 万円(現行:63万円)  ♦【後期分】…20 万円(現行:19万円) 

♦【介護分】…１７万円(変更なし) となります。 

 
 

 

影響を受けるのは、単身世帯の場合、 

医療分は課税所得 約 2,190 万円以上、後期分は課税所得 約 840 万円以上の場合です。 

現在、利島村では対象となる方はいません。 

所得割 

所得割 

均等割 

所得割 

均等割 

均等割 

①②③の合計額が 

「国保税」となり、 

加入者の皆さまに納めて 

いただいています。 

 

●今回の改正理由…より適した表記や体裁への修正を行うほか、国の法律が改正されたことにより、

国の改正と同じ内容で、利島村の国保税条例も改正する必要があるためです。 
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条例第  号 

 

利島村国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 

利島村国民健康保険税条例（昭和53年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条第２項ただし書中「63万円」を「65万円」に改め、同条第３項ただし書中「19万

円」を「20万円」に改める。 

 

第３条の見出し中「係る」の次に「基礎課税額の」を加え、同条第１項中「賦課期日の

属する年の前年の所得に係る」を削る。 

 

第４条の見出し中「係る」の次に「基礎課税額の」を加える。 

 

第12条第１項中「同条」を「その減額後」に改める。 

 

第22条中「63万円」を「65万円」に、「19万円」を「20万円」に改め、同条各号中「法

第703条の５」を「法第703条の５第１項」に改め、同条に次の１項を加える。 

 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後の最初の３月31日

以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合における当該納税義務者

に対して課する被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定

した被保険者均等割額（前項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、そ

の減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に

掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯13,600円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯12,000円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯9,600円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯8,000円 

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲

げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号イに規定する金額を減額した世帯10,200円 

イ 前項第２号イに規定する金額を減額した世帯9,000円 

ウ 前項第３号イに規定する金額を減額した世帯7,200円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯6,000円 
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第23条中「前条」を「前条第１項」に改める。 

 

附則第３項中「第22条」を「第22条第１項」に、「法第703条の５」を「法第703条の５

第１項」に改める。 

 

附則第４項中「法附則第34条第４項の譲渡所得」を「法附則第33条の２第５項の配当所

得等」に、「第22条」を「第22条第１項」に改め、「の合計額から同条第２項」を削り、

「法附則第34条第４項」を「法附則第33条の２第５項」に、「長期譲渡所得の金額（租税

特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第

34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、第35条の２第１項、第35条の３第１

項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第１項に

規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控

除後の長期譲渡所得の金額」という。）の合計額から法第314条の２第２項」を「上場株式

等に係る配当所得等の金額」に、「及び山林所得金額の合計額（」を「同条第２項」に、

「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」を「法第314条の２第

２項」に、「長期譲渡所得」を「上場株式等に係る配当所得等」に改める。 

 

附則第５項及び第７項から第10項までの規定中「第22条」を「第22条第１項」に改める。 

 

附則第11項中「第22条」を「第22条第１項」に、「第23条」を「第22条第１項」に改め

る。 

 

附則第12項から第14項までの規定中「第22条」を「第22条第１項」に改める。 

 

 

附 則 

 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の利島村国民健康保険税条例の規定は、令和４年度以後の年度

分の国民健康保険について適用し、令和３年度までの国民健康保険については、なお従前

の例による。 
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利島村国民健康保険税条例（平成30年条例第５号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（課税額） （課税額） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前

条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に

属する国民健康保険の被保険者につき算定

した所得割額並びに被保険者均等割額の合

算額とする。ただし、当該合算額が63万円を

超える場合においては、基礎課税額は、63万

円とする。 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前

条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に

属する国民健康保険の被保険者につき算定

した所得割額並びに被保険者均等割額の合

算額とする。ただし、当該合算額が65万円を

超える場合においては、基礎課税額は、65万

円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課

税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除

く。）及びその世帯に属する被保険者につき

算定した所得割額並びに被保険者均等割額

の合算額とする。ただし、当該合算額が19万

円を超える場合においては、後期高齢者支援

金等課税額は、19万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課

税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除

く。）及びその世帯に属する被保険者につき

算定した所得割額並びに被保険者均等割額

の合算額とする。ただし、当該合算額が20万

円を超える場合においては、後期高齢者支援

金等課税額は、20万円とする。 

４ （略） ４ （略） 

（国民健康保険の被保険者に係る            

所得割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日

の属する年の前年の所得に係る地方税法（昭

和25年法律第226号。以下「法」という。）

第314条の２第１項に規定する総所得金額及

び山林所得金額の合計額から同条第２項の

規定による控除をした後の総所得金額及び

山林所得金額の合計額（以下「基礎控除後の

総所得金額等」という。）に100分の2.81を

乗じて算定する。 

第３条 前条第２項の所得割額は、                                    

地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」

という。）第314条の２第１項に規定する総

所得金額及び山林所得金額の合計額から同

条第２項の規定による控除をした後の総所

得金額及び山林所得金額の合計額（以下「基

礎控除後の総所得金額等」という。）に100

分の2.81を乗じて算定する。 

２ （略） ２ （略） 

（国民健康保険の被保険者に係る            

被保険者均等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の被保険者均等割額） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

（納税義務の発生、消滅に伴う賦課） （納税義務の発生、消滅に伴う賦課） 

第12条 国民健康保険税の賦課期日後に納

税義務が生じた者には、その発生した日の属

する月から月割をもって算定した第２条第

第12条 国民健康保険税の賦課期日後に納

税義務が生じた者には、その発生した日の属

する月から月割をもって算定した第２条第

-184-



 

１項の額（第22条の規定による減額が行われ

た場合には、同条      の国民健康保険税の

額とする。以下この条において同じ。）を課

する。 

１項の額（第22条の規定による減額が行われ

た場合には、その減額後の国民健康保険税の

額とする。以下この条において同じ。）を課

する。 

２～８ （略） ２～８ （略） 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第22条 次の各号に掲げる国民健康保険税

の納税義務者に対して課する国民健康保険

税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額か

ら当該各号アに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が63万円を超える場

合には、63万円）、同条第３項本文の後期高

齢者支援金等課税額から当該各号イに掲げ

る額を減額して得た額（当該減額して得た額

が19万円を超える場合には、19万円）及び同

条第４項本文の介護納付金課税額から当該

各号ウに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が17万円を超える場合には、17

万円）の合算額とする。 

第22条 次の各号に掲げる国民健康保険税

の納税義務者に対して課する国民健康保険

税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額か

ら当該各号アに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が65万円を超える場

合には、65万円）、同条第３項本文の後期高

齢者支援金等課税額から当該各号イに掲げ

る額を減額して得た額（当該減額して得た額

が20万円を超える場合には、20万円）及び同

条第４項本文の介護納付金課税額から当該

各号ウに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が17万円を超える場合には、17

万円）の合算額とする。 

(1) 法第703条の５      に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円

（納税義務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属

者のうち給与所得を有する者（前年中に法第

703条の５      に規定する総所得金額に係

る所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第

１項に規定する給与所得について同条第３

項に規定する給与所得控除額の控除を受け

た者（同条第１項に規定する給与等の収入金

額が55万円を超える者に限る。）をいう。以

下この号において同じ。）の数及び公的年金

等に係る所得を有する者（前年中に法第703

条の５      に規定する総所得金額に係る

所得税法第35条第３項に規定する公的年金

等に係る所得について同条第４項に規定す

る公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢

65歳未満の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65

歳以上の者にあっては当該公的年金等の収

入金額が110万円を超える者に限る。）をい

い、給与所得を有する者を除く。）の数の合

(1) 法第703条の５第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円

（納税義務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属

者のうち給与所得を有する者（前年中に法第

703条の５第１項に規定する総所得金額に係

る所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第

１項に規定する給与所得について同条第３

項に規定する給与所得控除額の控除を受け

た者（同条第１項に規定する給与等の収入金

額が55万円を超える者に限る。）をいう。以

下この号において同じ。）の数及び公的年金

等に係る所得を有する者（前年中に法第703

条の５第１項に規定する総所得金額に係る

所得税法第35条第３項に規定する公的年金

等に係る所得について同条第４項に規定す

る公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢

65歳未満の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65

歳以上の者にあっては当該公的年金等の収

入金額が110万円を超える者に限る。）をい

い、給与所得を有する者を除く。）の数の合
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計数（以下この条において「給与所得者等の

数」という。）が２以上の場合にあっては、

43万円に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に10万円を乗じて得た金額を加算し

た金額）を超えない世帯に係る国民健康保険

税の納税義務者 

計数（以下この条において「給与所得者等の

数」という。）が２以上の場合にあっては、

43万円に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に10万円を乗じて得た金額を加算し

た金額）を超えない世帯に係る国民健康保険

税の納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の被保険者均等割額 国民健康保険の

被保険者（２項世帯主を除く。）１人につい

て11,200円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の被保険者均等割額 国民健康保険の

被保険者（２項世帯主を除く。）１人につい

て11,200円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 

国民健康保険の被保険者（２項世帯主を除

く。）１人について8,400円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 

国民健康保険の被保険者（２項世帯主を除

く。）１人について8,400円 

ウ 介護納付金課税被保険者に係る介護納

付金課税額の被保険者均等割額 介護納付

金課税被保険者（２項世帯主を除く。）１人

について8,540円 

ウ 介護納付金課税被保険者に係る介護納

付金課税額の被保険者均等割額 介護納付

金課税被保険者（２項世帯主を除く。）１人

について8,540円 

(2) 法第703条の５      に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円

（納税義務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属

者のうち給与所得者等の数が２以上の場合

にあっては、43万円に当該給与所得者等の数

から１を減じた数に10万円を乗じて得た金

額を加算した金額）に国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者（国民健康保険法

第６条第８号の規定により被保険者の資格

を喪失した者であって、当該資格を喪失した

日の前日以後継続して同一の世帯に属する

ものをいう。以下同じ。）１人につき28.5万

円を加算した金額を超えない世帯に係る国

民健康保険税の納税義務者（前号に該当する

者を除く。） 

(2) 法第703条の５第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円

（納税義務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属

者のうち給与所得者等の数が２以上の場合

にあっては、43万円に当該給与所得者等の数

から１を減じた数に10万円を乗じて得た金

額を加算した金額）に国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者（国民健康保険法

第６条第８号の規定により被保険者の資格

を喪失した者であって、当該資格を喪失した

日の前日以後継続して同一の世帯に属する

ものをいう。以下同じ。）１人につき28.5万

円を加算した金額を超えない世帯に係る国

民健康保険税の納税義務者（前号に該当する

者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の被保険者均等割額 国民健康保険の

被保険者（２項世帯主を除く。）１人につい

て8,000円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の被保険者均等割額 国民健康保険の

被保険者（２項世帯主を除く。）１人につい

て8,000円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 
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国民健康保険の被保険者（２項世帯主を除

く。）１人について6,000円 

国民健康保険の被保険者（２項世帯主を除

く。）１人について6,000円 

ウ 介護納付金課税被保険者に係る介護納

付金課税額の被保険者均等割額 介護納付

金課税被保険者（２項世帯主を除く。）１人

について6,100円 

ウ 介護納付金課税被保険者に係る介護納

付金課税額の被保険者均等割額 介護納付

金課税被保険者（２項世帯主を除く。）１人

について6,100円 

(3) 法第703条の５      に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円

（納税義務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属

者のうち給与所得者等の数が２以上の場合

にあっては、43万円に当該給与所得者等の数

から１を減じた数に10万円を乗じて得た金

額を加算した金額）に国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者１人につき52万

円を加算した金額を超えない世帯に係る国

民健康保険税の納税義務者（前２号に該当す

る者を除く。） 

(3) 法第703条の５第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円

（納税義務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属

者のうち給与所得者等の数が２以上の場合

にあっては、43万円に当該給与所得者等の数

から１を減じた数に10万円を乗じて得た金

額を加算した金額）に国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者１人につき52万

円を加算した金額を超えない世帯に係る国

民健康保険税の納税義務者（前２号に該当す

る者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の被保険者均等割額 国民健康保険の

被保険者（２項世帯主を除く。）１人につい

て3,200円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の被保険者均等割額 国民健康保険の

被保険者（２項世帯主を除く。）１人につい

て3,200円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 

国民健康保険の被保険者（２項世帯主を除

く。）１人について2,400円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 

国民健康保険の被保険者（２項世帯主を除

く。）１人について2,400円 

ウ 介護納付金課税被保険者に係る介護納

付金課税額の被保険者均等割額 介護納付

金課税被保険者（２項世帯主を除く。）１人

について2,440円 

ウ 介護納付金課税被保険者に係る介護納

付金課税額の被保険者均等割額 介護納付

金課税被保険者（２項世帯主を除く。）１人

について2,440円 

 ２ 国民健康保険税の納税義務者の属する

世帯内に６歳に達する日以後の最初の３月

31日以前である被保険者（以下「未就学児」

という。）がある場合における当該納税義務

者に対して課する被保険者均等割額（当該納

税義務者の世帯に属する未就学児につき算

定した被保険者均等割額（前項に規定する金

額を減額するものとした場合にあつては、そ

の減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、

当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げ
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る区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

を減額して得た額とする。 

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれ未就学児１人につい

て次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額し

た世帯13,600円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額し

た世帯12,000円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額し

た世帯9,600円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯

8,000円 

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就

学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号イに規定する金額を減額し

た世帯10,200円 

イ 前項第２号イに規定する金額を減額し

た世帯9,000円 

ウ 前項第３号イに規定する金額を減額し

た世帯7,200円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯

6,000円 

（特例対象被保険者に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

（特例対象被保険者に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

第23条 国民健康保険税の納税義務者であ

る世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が特例対象被保険者等（法第703条の５の２

第２項に規定する特例対象被保険者等をい

う。第25条において同じ。）である場合にお

ける第３条及び前条      の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「規定する総所得

金額」とあるのは「規定する総所得金額（第

23条に規定する特例対象被保険者等の総所

得金額に給与所得が含まれている場合にお

いては、当該給与所得については、所得税法

第28条第２項の規定によって計算した金額

第23条 国民健康保険税の納税義務者であ

る世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が特例対象被保険者等（法第703条の５の２

第２項に規定する特例対象被保険者等をい

う。第25条において同じ。）である場合にお

ける第３条及び前条第１項の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「規定する総所得

金額」とあるのは「規定する総所得金額（第

23条に規定する特例対象被保険者等の総所

得金額に給与所得が含まれている場合にお

いては、当該給与所得については、所得税法

第28条第２項の規定によって計算した金額
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の100分の30に相当する金額によるものとす

る。次号において同じ）」と、「同項各号」

とあるのは「法第314条の２第２項」と、前

条      第１号中「総所得金額」とあるのは

「総所得金額（特例対象被保険者等の総所得

金額に給与所得が含まれている場合におい

ては、当該給与所得については、所得税法第

28条第２項の規定によって計算した金額の

100分の30に相当する金額によるものとす

る。次号において同じ。）」とする。 

の100分の30に相当する金額によるものとす

る。次号において同じ）」と、「同項各号」

とあるのは「法第314条の２第２項」と、前

条第１項第１号中「総所得金額」とあるのは

「総所得金額（特例対象被保険者等の総所得

金額に給与所得が含まれている場合におい

ては、当該給与所得については、所得税法第

28条第２項の規定によって計算した金額の

100分の30に相当する金額によるものとす

る。次号において同じ。）」とする。 

附 則 附 則 

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保

険税の課税の特例） 

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保

険税の課税の特例） 

３ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する

国民健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第３

項に規定する公的年金等に係る所得につい

て同条第４項に規定する公的年金等控除額

（年齢65歳以上である者に係るものに限

る。）の控除を受けた場合における第22条      

の規定の適用については、同条中「法第703

条の５      に規定する総所得金額及び山

林所得金額」とあるのは「法第703条の５      

に規定する総所得金額（所得税法第35条第３

項に規定する公的年金等に係る所得につい

ては、同条第２項第１号の規定によって計算

した金額から15万円を控除した金額による

ものとする。）及び山林所得金額」と、「110

万円」とあるのは「125万円」とする。 

３ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する

国民健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第３

項に規定する公的年金等に係る所得につい

て同条第４項に規定する公的年金等控除額

（年齢65歳以上である者に係るものに限

る。）の控除を受けた場合における第22条第

１項の規定の適用については、同条中「法第

703条の５第１項に規定する総所得金額及び

山林所得金額」とあるのは「法第703条の５

第１項に規定する総所得金額（所得税法第35

条第３項に規定する公的年金等に係る所得

については、同条第２項第１号の規定によっ

て計算した金額から15万円を控除した金額

によるものとする。）及び山林所得金額」と、

「110万円」とあるのは「125万円」とする。 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例） 

４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が法附則第34条第４項の譲渡所得      

を有する場合における第３条、第６条、第８

条及び第22条      の規定の適用について

は、第３条第１項中「及び山林所得金額の合

計額から同条第２項」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第34条第４項    に

規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置

法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項

４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が法附則第33条の２第５項の配当所得等

を有する場合における第３条、第６条、第８

条及び第22条第１項の規定の適用について

は、第３条第１項中「及び山林所得金

額                      」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第33条の２第

５項に規定する上場株式等に係る配当所得

等の金
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若しくは第２項、第34条第１項、第34条の２

第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、

第35条の２第１項、第35条の３第１項又は第

36条の規定に該当する場合には、これらの規

定の適用により同法第31条第１項に規定す

る長期譲渡所得の金額から控除する金額を

控除した金額。以下この項において「控除後

の長期譲渡所得の金額」という。）の合計額

から法第314条の２第２項」と、「及び山林

所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林

所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金

額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は法附則第34条第４項    に規定する

長期譲渡所得              の金額」と、第

22条      中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第34条第

４項    に規定する長期譲渡所得              

の金額」とする。 

額                                     

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                              」と、「同

条第２項                」とあるのは「法

第314条の２第２

項                                     

  」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附

則第33条の２第５項に規定する上場株式等

に係る配当所得等の金額」と、第22条第１項

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第33条の２第５項

に規定する上場株式等に係る配当所得等の

金額」とする。 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課

税の特例） 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課

税の特例） 

５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が法附則第34条第４項の譲渡所得を有す

る場合における第３条、第６条、第８条及び

第22条      の規定の適用については、第３

条第１項中「及び山林所得金額の合計額から

同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第34条第４項に規定する長期

譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和32年

法律第26号）第33条の４第１項若しくは第２

項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34

条の３第１項、第35条第１項、第35条の２第

１項、第35条の３第１項又は第36条の規定に

該当する場合には、これらの規定の適用によ

り同法第31条第１項に規定する長期譲渡所

得の金額から控除する金額を控除した金額。

以下この項において「控除後の長期譲渡所得

の金額」という。）の合計額から法第314条

５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が法附則第34条第４項の譲渡所得を有す

る場合における第３条、第６条、第８条及び

第22条第１項の規定の適用については、第３

条第１項中「及び山林所得金額の合計額から

同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第34条第４項に規定する長期

譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和32年

法律第26号）第33条の４第１項若しくは第２

項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34

条の３第１項、第35条第１項、第35条の２第

１項、第35条の３第１項又は第36条の規定に

該当する場合には、これらの規定の適用によ

り同法第31条第１項に規定する長期譲渡所

得の金額から控除する金額を控除した金額。

以下この項において「控除後の長期譲渡所得

の金額」という。）の合計額から法第314条
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の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計

額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに

控除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は法附則第34条

第４項に規定する長期譲渡所得の金額」と、

第22条      中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第34条

第４項に規定する長期譲渡所得の金額」とす

る。 

の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計

額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに

控除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は法附則第34条

第４項に規定する長期譲渡所得の金額」と、

第22条第１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第34条

第４項に規定する長期譲渡所得の金額」とす

る。 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例） 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例） 

７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が法附則第35条の２第５項の一般株式等

に係る譲渡所得等を有する場合における第

３条、第６条、第８条及び第22条      の規

定の適用については、第３条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第35条の２第５項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、

「同条第２項」とあるのは「法第314条の２

第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

法附則第35条の２第５項に規定する一般株

式等に係る譲渡所得等の金額」と、第22条      

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第35条の２第５項

に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の

金額」とする。 

７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が法附則第35条の２第５項の一般株式等

に係る譲渡所得等を有する場合における第

３条、第６条、第８条及び第22条第１項の規

定の適用については、第３条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第35条の２第５項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、

「同条第２項」とあるのは「法第314条の２

第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

法附則第35条の２第５項に規定する一般株

式等に係る譲渡所得等の金額」と、第22条第

１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第35条の２第

５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得

等の金額」とする。 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例） 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例） 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が法附則第35条の２の２第５項の上場株

式等に係る譲渡所得等を有する場合におけ

る第３条、第６条、第８条及び第22条      

の規定の適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第35条の２の２第５

項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が法附則第35条の２の２第５項の上場株

式等に係る譲渡所得等を有する場合におけ

る第３条、第６条、第８条及び第22条第１項

の規定の適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第35条の２の２第５

項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等
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の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法

第314条の２第２項」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は法附則第35条の２の２第５項

に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の

金額」と、第22条      中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第35条の２の２第５項に規定する上場

株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法

第314条の２第２項」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は法附則第35条の２の２第５項

に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の

金額」と、第22条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第35条の２の２第５項に規定する上場

株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康

保険税の課税の特例） 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康

保険税の課税の特例） 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が法附則第35条の４第４項の事業所得、譲

渡所得又は雑所得を有する場合における第

３条、第６条、第８条及び第22条      の規

定の適用については、第３条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第35条の４第４項に規定す

る先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同

条第２項」とあるのは「法第314条の２第２

項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附

則第35条の４第４項に規定する先物取引に

係る雑所得等の金額」と、第22条      中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第35条の４第４項に規定

する先物取引に係る雑所得等の金額」とす

る。 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が法附則第35条の４第４項の事業所得、譲

渡所得又は雑所得を有する場合における第

３条、第６条、第８条及び第22条第１項の規

定の適用については、第３条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第35条の４第４項に規定す

る先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同

条第２項」とあるのは「法第314条の２第２

項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附

則第35条の４第４項に規定する先物取引に

係る雑所得等の金額」と、第22条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第35条の４第４項に規定

する先物取引に係る雑所得等の金額」とす

る。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国

民健康保険税の課税の特例） 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国

民健康保険税の課税の特例） 

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が法附則第33条の３第５項の事業所得又

は雑所得を有する場合における第３条、第６

条、第８条及び第22条      の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第33条の３第５項に規定する土地等に

係る事業所得等の金額」と、「同条第２項」

とあるのは「法第314条の２第２項」と、同

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が法附則第33条の３第５項の事業所得又

は雑所得を有する場合における第３条、第６

条、第８条及び第22条第１項の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第33条の３第５項に規定する土地等に

係る事業所得等の金額」と、「同条第２項」

とあるのは「法第314条の２第２項」と、同

-192-



 

条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は法附則第33条

の３第５項に規定する土地等に係る事業所

得等の金額」と、第22条      中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第33条の３第５項に規定する土

地等に係る事業所得等の金額」とする。 

条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は法附則第33条

の３第５項に規定する土地等に係る事業所

得等の金額」と、第22条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第33条の３第５項に規定する土

地等に係る事業所得等の金額」とする。 

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の

課税の特例） 

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の

課税の特例） 

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法律（昭

和37年法律第144号）第８条第２項に規定す

る特例適用利子等、同法第12条第５項に規定

する特例適用利子等又は同法第16条第２項

に規定する特例適用利子等に係る利子所得、

配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を

有する場合における第３条、第６条、第８条

及び第22条      の規定の適用については、

第３条第１項中「山林所得金額の合計額から

同条第２項」とあるのは「山林所得金額並び

に外国居住者等の所得に対する相互主義に

よる所得税等の非課税等に関する法律（昭和

37年法律第144号）第８条第２項（同法第12

条第５項及び第16条第２項において準用す

る場合を含む。）に規定する特例適用利子等

の額（以下この条及び第23条      において

「特例適用利子等の額」という。）の合計額

から法第314条の２第２項」と、「山林所得

金額の合計額（」とあるのは「山林所得金額

並びに特例適用利子等の額の合計額（」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は特例適用利子

等の額」と、第22条      中「山林所得金額」

とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利

子等の額」とする。 

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法律（昭

和37年法律第144号）第８条第２項に規定す

る特例適用利子等、同法第12条第５項に規定

する特例適用利子等又は同法第16条第２項

に規定する特例適用利子等に係る利子所得、

配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を

有する場合における第３条、第６条、第８条

及び第22条第１項の規定の適用については、

第３条第１項中「山林所得金額の合計額から

同条第２項」とあるのは「山林所得金額並び

に外国居住者等の所得に対する相互主義に

よる所得税等の非課税等に関する法律（昭和

37年法律第144号）第８条第２項（同法第12

条第５項及び第16条第２項において準用す

る場合を含む。）に規定する特例適用利子等

の額（以下この条及び第22条第１項において

「特例適用利子等の額」という。）の合計額

から法第314条の２第２項」と、「山林所得

金額の合計額（」とあるのは「山林所得金額

並びに特例適用利子等の額の合計額（」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は特例適用利子

等の額」と、第22条第１項中「山林所得金額」

とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利

子等の額」とする。 

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の

課税の特例） 

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の

課税の特例） 

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属
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者が外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法律第

８条第４項に規定する特例適用配当等、同法

第12条第６項に規定する特例適用配当等又

は同法第16条第３項に規定する特例適用配

当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を

有する場合における第３条、第６条、第８条

及び第22条      の規定の適用については、

第３条第１項中「山林所得金額の合計額から

同条第２項」とあるのは「山林所得金額並び

に外国居住者等の所得に対する相互主義に

よる所得税等の非課税等に関する法律第８

条第４項（同法第12条第６項及び第16条第３

項において準用する場合を含む。）に規定す

る特例適用配当等の額（以下この条及び第22

条      において「特例適用配当等の額」と

いう。）の合計額から法第314条の２第２項」

と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは

「山林所得金額並びに特例適用配当等の額

の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額

又は特例適用配当等の額」と、第22条      

中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに特例適用配当等の額」とする。 

者が外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法律第

８条第４項に規定する特例適用配当等、同法

第12条第６項に規定する特例適用配当等又

は同法第16条第３項に規定する特例適用配

当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を

有する場合における第３条、第６条、第８条

及び第22条第１項の規定の適用については、

第３条第１項中「山林所得金額の合計額から

同条第２項」とあるのは「山林所得金額並び

に外国居住者等の所得に対する相互主義に

よる所得税等の非課税等に関する法律第８

条第４項（同法第12条第６項及び第16条第３

項において準用する場合を含む。）に規定す

る特例適用配当等の額（以下この条及び第22

条第１項において「特例適用配当等の額」と

いう。）の合計額から法第314条の２第２項」

と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは

「山林所得金額並びに特例適用配当等の額

の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額

又は特例適用配当等の額」と、第22条第１項

中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに特例適用配当等の額」とする。 

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の

課税の特例） 

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の

課税の特例） 

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人

税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭

和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特

例法」という。）第３条の２の２第10項に規

定する条約適用利子等に係る利子所得、配当

所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有す

る場合における第３条、第６条、第８条及び

第22条      の規定の適用については、第３

条第１項中「及び山林所得金額の合計額から

同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額

並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法

人税法及び地方税法の特例等に関する法律

（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人

税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭

和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特

例法」という。）第３条の２の２第10項に規

定する条約適用利子等に係る利子所得、配当

所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有す

る場合における第３条、第６条、第８条及び

第22条第１項の規定の適用については、第３

条第１項中「及び山林所得金額の合計額から

同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額

並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法

人税法及び地方税法の特例等に関する法律

（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実
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施特例法」という。）第３条の２の２第10項

に規定する条約適用利子等の額の合計額か

ら法第314条の２第２項」と、「及び山林所

得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所

得金額並びに租税条約等実施特例法第３条

の２の２第10項に規定する条約適用利子等

の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は租税条約等実施特例法第３条の２

の２第10項に規定する条約適用利子等の額」

と、第22条      中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに租税条約

等実施特例法第３条の２の２第10項に規定

する条約適用利子等の額」とする。 

施特例法」という。）第３条の２の２第10項

に規定する条約適用利子等の額の合計額か

ら法第314条の２第２項」と、「及び山林所

得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所

得金額並びに租税条約等実施特例法第３条

の２の２第10項に規定する条約適用利子等

の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は租税条約等実施特例法第３条の２

の２第10項に規定する条約適用利子等の額」

と、第22条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに租税条約

等実施特例法第３条の２の２第10項に規定

する条約適用利子等の額」とする。 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の

課税の特例） 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の

課税の特例） 

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が租税条約等実施特例法第３条の２の２

第12項に規定する条約適用配当等に係る利

子所得、配当所得及び雑所得を有する場合に

おける第３条、第６条、第８条及び第22条      

の規定の適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額の合計額から同条第２

項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租

税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及

び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年

法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」

という。）第３条の２の２第12項に規定する

条約適用配当等の額の合計額から法第314条

の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計

額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに

租税条約等実施特例法第３条の２の２第12

項に規定する条約適用配当等の額の合計額

（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税

条約等実施特例法第３条の２の２第12項に

規定する条約適用配当等の額」と、第22条      

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに租税条約等実施特例法第

３条の２の２第12項に規定する条約適用配

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が租税条約等実施特例法第３条の２の２

第12項に規定する条約適用配当等に係る利

子所得、配当所得及び雑所得を有する場合に

おける第３条、第６条、第８条及び第22条第

１項の規定の適用については、第３条第１項

中「及び山林所得金額の合計額から同条第２

項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租

税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及

び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年

法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」

という。）第３条の２の２第12項に規定する

条約適用配当等の額の合計額から法第314条

の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計

額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに

租税条約等実施特例法第３条の２の２第12

項に規定する条約適用配当等の額の合計額

（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税

条約等実施特例法第３条の２の２第12項に

規定する条約適用配当等の額」と、第22条第

１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等実施特例

法第３条の２の２第12項に規定する条約適
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当等の額」とする。 用配当等の額」とする。 

附 則(令和４年条例第 号) 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行

する。 

２ この条例による改正後の利島村国民健

康保険税条例の規定は、令和４年度以後の年

度分の国民健康保険について適用し、令和３

年までの国民健康保険については、なお従前

の例による。 
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利島村国民健康保険税条例 

平成30年３月30日 

条例第５号 

改正 平成31年３月13日条例第３号 

令和２年３月16日条例第10号 

令和３年３月24日条例第５号 

令和４年３月 日条例第 号 

利島村国民健康保険税条例（昭和53年条例第８号）の全部を改正する。 

目次 

（納税義務者） 

第１条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。 

２ 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険

の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者であ

る世帯主とみなして国民健康保険税を課する。 

（課税額） 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。 

(1) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担

する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険法（昭和33年法律第192号）の規定

による国民健康保険事業費納付金（以下この条において「国民健康保険事業費納付金」

という。）の納付に要する費用のうち、都の国民健康保険に関する特別会計において

負担する高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）の規定による後期

高齢者支援金等（以下この条において「後期高齢者支援金等」という。）及び介護保

険法（平成９年法律第123号）の規定による納付金（以下この条において「介護納付金」

という。）の納付に要する費用に充てる部分を除く。）に充てるための国民健康保険

税の課税額をいう。以下同じ。） 

(2) 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用（都の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者

支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険税

の課税額をいう。以下同じ。） 

(3) 介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第９条第２

号に規定する第２号被保険者であるものをいう。以下同じ。）につき算定した介護納

付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

（都の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費

用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に

属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額の合算

額とする。ただし、当該合算額が65万円を超える場合においては、基礎課税額は、65万

円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額の合算

額とする。ただし、当該合算額が20万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等

課税額は、20万円とする。 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保

険者のうち介護保険法第９条第２号に規定する被保険者であるものをいう。以下同じ。）

である世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する介護納付金課税被

保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該
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合算額が17万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、17万円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）

第314条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第２項の

規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額（以下「基礎控除後の

総所得金額等」という。）に100分の2.81を乗じて算定する。 

２ 前項の場合における法第314条の２第１項に規定する総所得金額又は山林所得金額を

算定する場合においては、法第313条第９項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しな

いものとする。 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額） 

第４条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人について16,000円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額） 

第５条 第２条第３項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後

の総所得金額等に100分の2.12を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額） 

第６条 第２条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人について12,000円とする。 

（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第７条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得

金額等に100分の1.64を乗じて算定する。 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） 

第８条 第２条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者１人について

12,200円とする。 

（賦課期日） 

第９条 国民健康保険税の賦課期日は、４月１日とする。 

（徴収の方法） 

第10条 国民健康保険税は、第13条、第17条及び第18条の規定によって特別徴収の方法に

よる場合を除くほか、普通徴収の方法によって徴収する。 

（納期） 

第11条 普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。 

第１期 ７月１日から同月31日まで 

第２期 ８月１日から同月31日まで 

第３期 ９月１日から同月30日まで 

第４期 10月１日から同月31日まで 

第５期 11月１日から同月30日まで 

第６期 12月１日から同月31日まで 

第７期 １月４日から同月31日まで 

第８期 ２月１日から同月末日まで 

２ 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによ

る。 

３ 納期ごとの分割金額に1000円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が1000

円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に

合算するものとする。 

（納税義務の発生、消滅に伴う賦課） 

第12条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が生じた者には、その発生した日の属す

る月から月割をもって算定した第２条第１項の額（第22条の規定による減額が行われた

場合には、その減額後の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。）を課

する。 

２ 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日（国民健康保険法第
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６条第１号から第８号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合に

おいて、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日）の属する月の前月まで月

割をもって算定した第２条第１項の額を課する。 

３ 第１項の賦課期日後に第１条第２項の世帯主（以下次項までにおいて「２項世帯主」

という。）である国民健康保険税の納税義務者が同条第１項の世帯主（以下次項までに

おいて「１項世帯主」という。）となった場合には、当該１項世帯主となった日を第１

項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第２条第１項の額から当該１項

世帯主となった者を２項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控

除した残額を、当該１項世帯主となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務

者に課する。 

４ 第１項の賦課期日後に１項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が２項世帯主と

なった場合には、当該２項世帯主となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該

納税義務者に係る第２条第１項の額を当該２項世帯主となった者を１項世帯主とみなし

て算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を当該２項世帯主となった

日（国民健康保険法第６条第１号から第８号までのいずれかに該当することにより２項

世帯主となった場合において、当該２項世帯主となった日が月の初日であるときは、そ

の前日）の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額

する。 

５ 第１項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者（当該納

税義務者を除く。以下次項において同じ。）となった者がある場合には、当該被保険者

となった日を第１項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第２条第１項

の額から当該被保険者となった者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算

定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を当該被保険者となった日の属す

る月から、月割をもって当該納税義務者に課する。 

６ 第１項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくな

った者がある場合には、当該被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定

した当該納税義務者に係る第２条第１項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯

に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控

除した残額を、当該被保険者でなくなった日（国民健康保険法第６条第１号から第８号

までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなった場合において、当該被保険

者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日）の属する月から、月割をもって

当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。 

７ 第１項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被

保険者となった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となった日を第１項の

賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第２条第１項の額から当該介護納付

金課税被保険者となった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみ

なして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税

被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。 

８ 第１項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被

保険者でなくなった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日を

第１項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第２条第１項の額を当該介

護納付金課税被保険者でなくなった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であ

るものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介

護納付金課税被保険者でなくなった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者の

国民健康保険税の額から減額する。 

（特別徴収） 

第13条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付（地方

税法施行令（昭和25年政令第245号）第56条の89の２第１項及び第２項に規定する老齢等
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年金給付をいう。以下同じ。）の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保

険者である世帯主（災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によっ

て国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定す

るものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。）である場合においては、当該

世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。 

２ 当該年度の初日の属する年の４月２日から８月１日までの間に、国民健康保険税の納

税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者

に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。 

（特別徴収義務者の指定等） 

第14条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別

徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者（以下「年金保険者」という。）

とする。 

（特別徴収税額の納入の義務等） 

第15条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、

その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。 

（被保険者資格喪失等の場合の通知等） 

第16条 年金保険者が村長から法第718条の５第１項の規定による通知を受けた場合にお

いては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わ

ない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者

に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした村長に通知しなけ

ればならない。 

（既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収） 

第17条 当該年度の初日の属する年の前年の10月１日からその翌年の３月31日までの間に

おける特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴

収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付

が当該年度の初日からその日の属する年の９月30日までの間において支払われる場合に

おいては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則（昭和29年総理

府令第23号）第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。 

２ 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の６月１

日から９月30日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが

適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支

払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して村長が定める額

を、特別徴収の方法によって徴収することができる。 

（新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収） 

第18条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収

対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、

法第718条の８第２項に規定する支払回数割保険税額の見込額（当該額によることが適当

でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案

して村長が定める額とする。）を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。 

(1) 第13条第２項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の

規定による特別徴収の方法によって徴収が行われなかった場合の当該特別徴収対象被

保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の８月２日から10月１日までの間に特別

徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日からその日の属する年の９月30日まで

の間 

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月２日から12月１日までの間に特別徴収対

象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の６月１日から９月30日までの間 

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月２日からその翌年の２月１日までの間に

特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の８月１日から９月30
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日までの間 

（普通徴収税額への繰入れ） 

第19条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等に

より国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合において

は、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する国民健康保険税額

を、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第

11条第１項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来す

る同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとす

る。 

２ 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税

額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合（徴

収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。）において当該特別徴収対象被保険

者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の２の

規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。 

（徴収の特例） 

第20条 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が確

定しないため、当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合において

は、その確定する日までの間において到来する納期において普通徴収の方法によって徴

収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年

度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額を、それぞれの納期に係る

国民健康保険税として徴収する。 

２ 前項の規定によって国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額

が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康

保険税額が確定した日以後の納期において、その不足額を徴収し、既に徴収した国民健

康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額を超えることとなるときは、法第17条又は

第17条の２の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係

る徴収金に充当する。 

（徴収の特例に係る税額の修正の申出等） 

第21条 前条の第１項の規定によって国民健康保険税を賦課した場合において、当該年度

分の国民健康保険税額が前年度の国民健康保険税額の２分の１に相当する額に満たない

こととなると認められるときは、同項の規定によって国民健康保険税を徴収されること

となる者は、第26条の納税通知書の交付を受けた日から、30日以内に村長に前条第１項

の規定によって徴収される国民健康保険税額の修正を申し出ることができる。 

２ 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由が

あると認められるときは、村長は、当該年度分の国民健康保険税額の見積額を基礎とし

て、前条第１項の規定によって徴収する国民健康保険税額を修正しなければならない。 

（国民健康保険税の減額） 

第22条 次の各号に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の

額は、第２条第２項本文の基礎課税額から当該各号アに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円）、同条第３項本文の後期高齢者

支援金等課税額から当該各号イに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が20

万円を超える場合には、20万円）及び同条第４項本文の介護納付金課税額から当該各号

ウに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万

円）の合算額とする。 

(1) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円

（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属

者のうち給与所得を有する者（前年中に法第703条の５第１項に規定する総所得金額に

係る所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第１項に規定する給与所得について同条
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第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の

収入金額が55万円を超える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の数及

び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第703条の５第１項に規定する総所得

金額に係る所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４

項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢65歳未満の者にあっては当該

公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該

公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者を

除く。）の数の合計数（以下この条において「給与所得者等の数」という。）が２以

上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗

じて得た金額を加算した金額）を超えない世帯に係る国民健康保険税の納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 国民健康保険の

被保険者（２項世帯主を除く。）１人について11,200円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 

国民健康保険の被保険者（２項世帯主を除く。）１人について8,400円 

ウ 介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 介護納付

金課税被保険者（２項世帯主を除く。）１人について8,540円 

(2) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円

（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属

者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の

数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に国民健康保険の被

保険者及び特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の規定により被保険者

の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯

に属するものをいう。以下同じ。）１人につき28.5万円を加算した金額を超えない世

帯に係る国民健康保険税の納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 国民健康保険の

被保険者（２項世帯主を除く。）１人について8,000円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 

国民健康保険の被保険者（２項世帯主を除く。）１人について6,000円 

ウ 介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 介護納付

金課税被保険者（２項世帯主を除く。）１人について6,100円 

(3) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円

（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属

者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の

数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に国民健康保険の被

保険者及び特定同一世帯所属者１人につき52万円を加算した金額を超えない世帯に係

る国民健康保険税の納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 国民健康保険の

被保険者（２項世帯主を除く。）１人について3,200円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 

国民健康保険の被保険者（２項世帯主を除く。）１人について2,400円 

ウ 介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 介護納付

金課税被保険者（２項世帯主を除く。）１人について2,440円 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後の最初の３月31日

以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合における当該納税義務者

に対して課する被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定

した被保険者均等割額（前項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、そ

の減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に

掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 
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(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯13,600円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯12,000円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯9,600円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯8,000円 

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号イに規定する金額を減額した世帯10,200円 

イ 前項第２号イに規定する金額を減額した世帯9,000円 

ウ 前項第３号イに規定する金額を減額した世帯7,200円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯6,000円 

（特例対象被保険者に係る国民健康保険税の課税の特例） 

第23条 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等（法第703条の５の２第２項

に規定する特例対象被保険者等をいう。第25条において同じ。）である場合における第

３条及び前条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「規定する総所得金額」

とあるのは「規定する総所得金額（第23条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額

に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条

第２項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号

において同じ）」と、「同項各号」とあるのは「法第314条の２第２項」と、前条第１項

第１号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額（特例対象被保険者等の総所得金額に

給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第

２項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号に

おいて同じ。）」とする。 

（国民健康保険税に関する申告） 

第24条 国民健康保険税の納税義務者は、４月15日まで（国民健康保険税の賦課期日後に

納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内）に、当該納税義務

者及びその世帯に属する被保険者の所得その他村長が必要と認める事項を記載した申告

書を村長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被

保険者の前年中の所得につき法第317条の２第１項の申告書が村長に提出されている場

合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者（同

項ただし書の条例で定める者を除く。）である場合においては、この限りでない。 

（特例対象被保険者に係る申告） 

第25条 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税

義務者は、離職理由その他の事項で村長が必要と認める事項を記載した申告書を村長に

提出しなければならない。 

２ 前項の申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証（雇用

保険法施行規則（昭和50年労働省令第３号）第17条の２第１項第１号に規定するものを

いう。）その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類を提示しなけれ

ばならない。 

（国民健康保険税の納税通知書） 

第26条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、規則で定める。 

（国民健康保険税の減免） 

第27条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者について、国民健康保険税を減免する

ことができる。 

(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 
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(2) 次のいずれにも該当する者（資格取得日の属する月以後２年を経過する月までの間

に限る。）の属する世帯の納付義務者 

ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者 

イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者（当該

資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険

者となった者に限る。）の被扶養者であった者 

(ア) 健康保険法（大正11年法律第70号）の規定による被保険者。ただし、同法第

３条第２項の規定による日雇特例被保険者を除く。 

(イ) 船員保険法（昭和14年法律第73号）の規定による被保険者 

(ウ) 国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号）又は地方公務員等共済組合法

（昭和37年法律第152号）に基づく共済組合の組合員 

(エ) 私立学校教職員共済法（昭和28年法律第245号）の規定による私立学校教職員

共済制度の加入者 

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手

帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。た

だし、同法第３条第２項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日

雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第３項の規定により

当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。 

２ 前項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限前７日まで

に、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添

付して村長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の氏名及び住所 

(2) 年度、納期の別及び税額 

(3) 減免を受けようとする事由 

(4) 前３号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項 

３ 第１項の規定によって、国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場

合においては、直ちにその旨を村長に申告しなければならない。 

（委任及び村税条例の適用） 

第28条 この条例に定めるほか、国民健康保険税の賦課徴収については、利島村税条例（平

成31年条例第２号）の定めるところによる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の利島村国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度

分の国民健康保険税について適用し、平成29年度までの国民健康保険税については、な

お従前の例による。 

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

３ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世

帯所属者が、前年中に所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得について

同条第４項に規定する公的年金等控除額（年齢65歳以上である者に係るものに限る。）

の控除を受けた場合における第22条第１項の規定の適用については、同条中「法第703条

の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の５第１項

に規定する総所得金額（所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得につい

ては、同条第２項第１号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額による

ものとする。）及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が
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法附則第33条の２第５項の配当所得等を有する場合における第３条、第６条、第８条及

び第22条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配

当所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２

項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の２第

５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第22条第１項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の２第５項に規定する上場

株式等に係る配当所得等の金額」とする。 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

法附則第34条第４項の譲渡所得を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第22

条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同

条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第４項に規定する長期譲

渡所得の金額（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項若しくは第２

項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、第35条の２

第１項、第35条の３第１項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用

により同法第31条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金

額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。）の合計額から法第

314条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額

並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の

金額」と、第22条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。 

（短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

６ 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第35条第５項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場

合において、前項中「法附則第34条第４項」とあるのは「法附則第35条第５項」と、「長

期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の２第１項又は

第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第１項」とあるのは「第32条第１項」

と読み替えるものとする。 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

法附則第35条の２第５項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第３条、

第６条、第８条及び第22条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２第５項に規定する一

般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２

項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法

附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第22条第１

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２第５

項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

法附則第35条の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第３

条、第６条、第８条及び第22条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２の２第５項に規

定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条

の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、
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第22条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35

条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

法附則第35条の４第４項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第３条、

第６条、第８条及び第22条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の４第４項に規定する先

物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」

と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則

第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第22条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の４第４項に規定

する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

法附則第33条の３第５項の事業所得又は雑所得を有する場合における第３条、第６条、

第８条及び第22条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る

事業所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第

２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の３

第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第22条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の３第５項に規定する土地等

に係る事業所得等の金額」とする。 

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和37

年法律第144号）第８条第２項に規定する特例適用利子等、同法第12条第５項に規定する

特例適用利子等又は同法第16条第２項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当

所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第３条、第６条、第８条及

び第22条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「山林所得金額の合計額から

同条第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義に

よる所得税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第８条第２項（同法第12

条第５項及び第16条第２項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用利子等

の額（以下この条及び第22条第１項において「特例適用利子等の額」という。）の合計

額から法第314条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金

額並びに特例適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第22条第１項中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。 

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第８条第

４項に規定する特例適用配当等、同法第12条第６項に規定する特例適用配当等又は同法

第16条第３項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する

場合における第３条、第６条、第８条及び第22条第１項の規定の適用については、第３

条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得金額並びに

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第８条第

４項（同法第12条第６項及び第16条第３項において準用する場合を含む。）に規定する

特例適用配当等の額（以下この条及び第22条第１項において「特例適用配当等の額」と

いう。）の合計額から法第314条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるの
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は「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第22条第

１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。 

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和

44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第10項に規

定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有

する場合における第３条、第６条、第８条及び第22条第１項の規定の適用については、

第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所

得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の

２第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の２第２項」と、「及び

山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法

第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３条

の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第22条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第10項

に規定する条約適用利子等の額」とする。 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、

配当所得及び雑所得を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第22条第１項の

規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」

とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び

地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」

という。）第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条

の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並び

に租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額

（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租

税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第22条

第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特

例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。 

附 則（平成31年条例第３号） 

１ この条例は、平成31年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の利島村国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度

分の国民健康保険について適用し、平成30年度までの国民健康保険については、なお従

前の例による。 

附 則（令和２年条例第10号） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の利島村国民健康保険税条例の規定は、令和２年度以後の年度

分の国民健康保険について適用し、平成31年度までの国民健康保険については、なお従

前の例による。 

附 則（令和３年条例第 号） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の利島村国民健康保険税条例の規定は、令和３年度以後の年度

分の国民健康保険について適用し、令和２年度までの国民健康保険については、なお従前

の例による。 
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附 則（令和４年条例第 号） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の利島村国民健康保険税条例の規定は、令和４年度以後の年度

分の国民健康保険について適用し、令和３年度までの国民健康保険については、なお従前

の例による。 

 

-208-



議案第２２号 

 

 

利島村住宅建設基金条例を廃止する条例 

 

 

 上記議案を提出する。 

 

 

   令和 ４年 ３月 ７日 

 

 

               提出者 東京都利島村長 村 山  将 人 

 

 

「提案理由」 

 利島村が所有していた株式会社ＴＯＳＨＩＭＡの株式を同社に売却した代金を原資とす

る基金について、令和４年度当初予算において、住宅建設のため全額を繰り出し、基金の

設置目的を達成したため、本基金を廃止する。 

 

 

 

 

議決第   号 

 

 

   令和 ４年 ３月  日 原案  決 

 

 

                 東京都利島村議会議長 寺 田  優 
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（本頁は白紙です） 
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条例第   号 

 

 

利島村住宅建設基金条例を廃止する条例 

 

利島村住宅建設基金条例（令和３年利島村条例第19号）を廃止する。 

 

 附則 

 本条例は、令和５年３月３１日から施行する。 
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利島村住宅建設基金条例（令和３年条例第19号）新旧対照表 

現行 廃止 

○利島村住宅建設基金条例 

令和3年9月17日 

条例第19号 

（設置） 

第１条 利島村が所有する株式会社ＴＯＳ

ＨＩＭＡの株式を同社に売却した代金を原

資として、村営住宅・村役場職員合築住宅

の資金に充当するため、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４１条第１項の

規定に基づき、利島村住宅建設基金（以下

「基金」という。）を設置する。 

（積立額） 

第２条 基金として積み立てる額は、予算

で定める。 

（運用益金の処理） 

第３条 基金の運用から生ずる収益は、利

島村一般会計歳入歳出予算に計上して、こ

の基金に編入するものとする。 

（処分） 

第４条 基金は、第１条の目的を達成する

ため、事業の対象として認められた事業に

つき、その全部又は一部を処分することが

出来る。 

（委任） 

第５条 この条例の施行について必要な事

項は、村長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行す

る。 

（失効等） 

第２条 この条例は、第１条の目的を達成

するための事業の実施に係る精算の終了す

る日限り、その効力を失う。 

（令和５年３月３１日で廃止） 
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議案第２３号 

 

 

勤労福祉会館設置条例の一部を改正する条例 

 

 

 上記議案を提出する。 

 

 

   令和 ４年 ３月 ７日 

 

 

               提出者 東京都利島村長 村 山  将 人 

 

 

「提案理由」 

 職員体制の充実に伴い勤労福祉会館の休館日を火曜日及び水曜日から月曜日休館（月曜

日が祝祭日の場合は翌開庁日）に改め、村民や観光客へのサービスを充実させる。 

 また、利用者の要望や利用実績を踏まえ、開館時間を朝 10時から朝９時に早め、正午か

ら午後１時までの間も開館する一方、閉館時間を午後７時から午後６時に改める。 

 

 

 

議決第   号 

 

 

   令和 ４年 ３月  日 原案  決 

 

 

                 東京都利島村議会議長 寺 田  優 
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（本頁は白紙です） 
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利島村勤労福祉会館設置条例の一部改正について
施行予定日
令和4年4月1日

現行

令和4年3月
利島村役場

改正後

休館日
毎週火曜日
毎週水曜日

開館時間 午前10時から午後７時

休館日

毎週月曜日
※その日が国民の祝日に
関する法律（昭和２３年法
律第178号）に定める休日
に当たる場合は、その翌
日）

開館時間
午前９時から午後６時
※お昼も開館します。

令和元年までの休館日に戻ります

上りの船やヘリコミューターを待つため
午前９時から利用したい要望がある一方で
午後６時以降の利用実績が少ないことから

開館を９時に前倒しする一方、
午後６時で休館します。
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条例第   号 

 

 

利島村勤労福祉会館設置条例の一部を改正する条例 

 

利島村勤労福祉会館設置条例（平成22年利島村条例第２号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 

第５条第３号「火曜日及び水曜日とする。」を「月曜日（その日が国民の祝日に関する

法律（昭和23年法律第178号）に定める休日に当たる場合は、その翌日）」に改める。 

 第６条中の「午前10時から午後７時までとする。」を「午前９時から午後６時までとす

る。」に改める。 

 

 附 則 

 この条例は、令和 ４年 ４月 １日から施行する。 
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利島村勤労福祉会館設置条例（平成22年条例第２号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

利島村勤労福祉会館設置条例 

平成 22年３月 16日 

条例第２号 

改正 令和２年３月 16日条例第７号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、主として勤労者の文

化・教養及び福祉の向上を図るため、利島

村勤労福祉会館（以下「会館」という。）

の設置及び管理について必要な事項を定め

ることを目的とする。 

（設置） 

第２条 会館の名称及び位置は、次のとお

りとする。 

名称 位置 

利島村勤労福祉

会館 

東京都利島村字東山 19

号 1351番２ 

（事業） 

第３条 会館は、第１条の目的を達成する

ため、次の事業を行う。 

（１）会館施設の利用公開に関すること。 

（２）勤労者の文化及び教養の向上に関す

ること。 

（３）勤労者の健康の維持及び推進に関す

ること。 

（４）前各号に掲げるもののほか、村長が

必要と認める事業 

（施設） 

第４条 会館には、次の各号に掲げる施設

（以下「施設等」という。）を置く。 

（１）ボウリング場 

（２）談話室兼ホール 

（３）娯楽談話室（和室） 

（４）卓球室 

（５）多目的室 

（６）前各号に掲げるもののほか、村長が

必要と認める施設 

（休館日） 

第５条 会館の休館日は、次のとおりとす

る。ただし、村長が必要と認めたときは、

利島村勤労福祉会館設置条例 

平成 22年３月 16日 

条例第２号 

改正 令和２年３月 16日条例第７号 

改正 令和４年３月  日条例第 号 

（目的） 

第１条 この条例は、主として勤労者の文

化・教養及び福祉の向上を図るため、利島

村勤労福祉会館（以下「会館」という。）

の設置及び管理について必要な事項を定め

ることを目的とする。 

（設置） 

第２条 会館の名称及び位置は、次のとお

りとする。 

名称 位置 

利島村勤労福祉

会館 

東京都利島村字東山 19

号 1351番２ 

（事業） 

第３条 会館は、第１条の目的を達成する

ため、次の事業を行う。 

（１）会館施設の利用公開に関すること。 

（２）勤労者の文化及び教養の向上に関す

ること。 

（３）勤労者の健康の維持及び推進に関す

ること。 

（４）前各号に掲げるもののほか、村長が

必要と認める事業 

（施設） 

第４条 会館には、次の各号に掲げる施設

（以下「施設等」という。）を置く。 

（１）ボウリング場 

（２）談話室兼ホール 

（３）娯楽談話室（和室） 

（４）卓球室 

（５）多目的室 

（６）前各号に掲げるもののほか、村長が

必要と認める施設 

（休館日） 

第５条 会館の休館日は、次のとおりとす

る。ただし、村長が必要と認めたときは、
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これを変更し、又は臨時の休館日を定める

ことができる。 

（１）１月１日から同月３日まで 

（２）12月 29日から同月 31日まで 

 

（３）毎週火曜日及び水曜日とする。 

 

 

（開館時間） 

第６条 会館の開館時間は午前 10時から

午後７時までとする。 

２ 村長は、特に必要があると認めたとき

は、前項の開館時間を変更することができ

る。 

（使用料等） 

第７条 施設等の使用料は、別表のとおり

とする。 

（使用料の減免） 

第８条 村長は、特別の理由があると認め

たときは、使用料を減額又は免除すること

ができる。 

（使用料の還付） 

第９条 既に納付された使用料は、還付し

ない。ただし、村長が相当な理由があると

認めたときは、その全部又は一部を還付す

ることができる。 

（使用の手続き等） 

第 10条 会館施設又は附帯設備を使用し

ようとする者は、規則に定めるところによ

り申請をし、村長の承認を受けなければな

らない。 

２ 村長は、前項の承認に際し、必要な条

件を付すことができる。 

（使用の不承認） 

第 11条 村長は、次の各号のいずれかに

該当するときは、使用の承認をしない。 

（１）第１条の目的に違反すると認められ

るとき。 

（２）営利を目的とすると認められると

き。 

（３）秩序又は風紀を乱すおそれがあると

認められるとき。 

（４）会館の施設、設備を損壊するおそれ

があると認められるとき。 

これを変更し、又は臨時の休館日を定める

ことができる。 

（１）１月１日から同月３日まで 

（２）12月 29日から同月 31日まで 

（３）毎週月曜日（その日が国民の祝日に

関する法律（昭和２３年法律第 178号）に

定める休日に当たる場合は、その翌日） 

 

（開館時間） 

第６条 会館の開館時間は午前９時から午

後６時までとする。 

２ 村長は、特に必要があると認めたとき

は、前項の開館時間を変更することができ

る。 

（使用料等） 

第７条 施設等の使用料は、別表のとおり

とする。 

（使用料の減免） 

第８条 村長は、特別の理由があると認め

たときは、使用料を減額又は免除すること

ができる。 

（使用料の還付） 

第９条 既に納付された使用料は、還付し

ない。ただし、村長が相当な理由があると

認めたときは、その全部又は一部を還付す

ることができる。 

（使用の手続き等） 

第 10条 会館施設又は附帯設備を使用し

ようとする者は、規則に定めるところによ

り申請をし、村長の承認を受けなければな

らない。 

２ 村長は、前項の承認に際し、必要な条

件を付すことができる。 

（使用の不承認） 

第 11条 村長は、次の各号のいずれかに

該当するときは、使用の承認をしない。 

（１）第１条の目的に違反すると認められ

るとき。 

（２）営利を目的とすると認められると

き。 

（３）秩序又は風紀を乱すおそれがあると

認められるとき。 

（４）会館の施設、設備を損壊するおそれ

があると認められるとき。 
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（５）管理上支障があると認められると

き。 

（６）前各号に掲げる場合のほか、村長が

特に必要があると認めたとき。 

（使用承認の取り消し等） 

第 12条 村長は、次の各号のいずれかに

該当するときは、使用の承認を取り消し、

又は使用を制限し、若しくは停止すること

ができる。 

（１）前条各号のいずれかに該当すると

き。 

（２）この条例若しくはこの条例に基づく

規則又は村長の指示に従わないとき。 

（３）災害その他の事故により施設等の使

用ができなくなったとき。 

（４）工事その他の理由により、村長が必

要と認めたとき。 

（原状回復の義務） 

第 13条 使用者は、使用を終了したとき

は、直ちに施設等を原状に回復しなければ

ならない。前条の規定により、使用の承認

を取り消され、又は使用を停止されたとき

も同様とする。 

（損害賠償の義務） 

第 14条 会館に、自己の責に帰すべき理

由により損害を与えた者は、村長が相当と

認める損害額を賠償しなければならない。

ただし、村長は、やむを得ない理由がある

と認めたときは、その額を減額又は免除す

ることができる。 

（委任） 

第 15条 この条例の施行について必要な

事項は、規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、平成 22年４月１日から施

行する。ただし、利島村勤労福祉会館は、

村長が別に告示する日から利用に供する。 

 

附 則（令和２年条例第７号） 

この条例は、令和２年４月１日より施行

する。 

 

 

（５）管理上支障があると認められると

き。 

（６）前各号に掲げる場合のほか、村長が

特に必要があると認めたとき。 

（使用承認の取り消し等） 

第 12条 村長は、次の各号のいずれかに

該当するときは、使用の承認を取り消し、

又は使用を制限し、若しくは停止すること

ができる。 

（１）前条各号のいずれかに該当すると

き。 

（２）この条例若しくはこの条例に基づく

規則又は村長の指示に従わないとき。 

（３）災害その他の事故により施設等の使

用ができなくなったとき。 

（４）工事その他の理由により、村長が必

要と認めたとき。 

（原状回復の義務） 

第 13条 使用者は、使用を終了したとき

は、直ちに施設等を原状に回復しなければ

ならない。前条の規定により、使用の承認

を取り消され、又は使用を停止されたとき

も同様とする。 

（損害賠償の義務） 

第 14条 会館に、自己の責に帰すべき理

由により損害を与えた者は、村長が相当と

認める損害額を賠償しなければならない。

ただし、村長は、やむを得ない理由がある

と認めたときは、その額を減額又は免除す

ることができる。 

（委任） 

第 15条 この条例の施行について必要な

事項は、規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、平成 22年４月１日から施

行する。ただし、利島村勤労福祉会館は、

村長が別に告示する日から利用に供する。 

 

附 則（令和２年条例第７号） 

この条例は、令和２年４月１日より施行

する。 

 

附 則（令和３年条例第 号） 
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別表（第７条関係） 

種別 使用料 

ボウリング場 １ゲーム 300円 

談話室兼ホール 無料 

娯楽談話室（和室） 

卓球室 

多目的室 
 

この条例は、令和４年４月１日より施行

する。 

 

 

別表（第７条関係） 

種別 使用料 

ボウリング場 １ゲーム 300円 

談話室兼ホール 無料 

娯楽談話室（和室） 

卓球室 

多目的室 
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議案第２４号 

 

令和３年度東京都利島村一般会計補正予算（第７号） 

 

令和３年度東京都利島村一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

 

[歳入歳出予算の補正］ 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ ４５，５６８ 千円を減額し、 

歳入歳出予算の総額を １，５３２，９６４ 千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の［款]・[項]の区分及び該当区分ごとの金額並びに補正後 

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 [繰越明許費］ 

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することが 

できる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

 

 

 

 

 

令和４年 ３月 ７日 

 

               提出者 東京都利島村長    村 山  将 人 

 

議決第   号 

 

令和４年 ３月  日   原案  決 

 

 

                   東京都利島村議会議長    寺 田  優 
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33,448

1,545,084



（本頁は白紙です） 
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令和３年度一般会計補正予算＜第７号＞の概要 

1 概要 

今回の補正予算は、主に執行実績見合いに応じた減額を行いました。 

歳入においては、地方交付税が1億3,564万円の増、東京都の総合交付金の大まかな金額

が判明し、都支出金が8,736万円の増となりました。 

そのため、村の貯金である財政調整基金や借金の返済のための村の貯金である減債基金

繰入金からの繰り入れを計2億6,729万円減らすことができました。 

また、住民基本台帳システム改修（事業費273万円）については令和3年度中の完了を予

定していましたが、国の事業進捗の遅れに伴い、令和4年度に事業が繰越となりました。 

※（○頁）は、議案書の頁番号を表している。 

 

2 一般会計補正予算 

（１）予算規模 

  補正前の額：1,578,532千円 補正額：△33,448千円  計：1,545,084千円  

 

歳 入 の 補 正（千円） 歳 出 の 補 正（千円） 

村税 

地方譲与税 

利子割交付金 

配当割交付金 

株式等譲渡所得割交付金 

法人事業税交付金 

地方消費税交付金 

環境性能割交付金 

地方特例交付金 

地方交付税 

使用料及び手数料 

国庫支出金 

都支出金 

財産収入 

寄付金 

基金繰入金 

繰越金 

諸収入 

村債 

＋3,946 

＋346 

 

 

 

＋458 

 

 

＋259 

＋135,641 

△305 

＋3,840 

＋87,358  

 

△222 

△267,292 

 

＋2,523 

 

議会費 

総務費 

民生費 

衛生費 

労働費 

農林水産業費 

商工費 

土木費 

消防費 

教育費 

 

△384 

＋19,073 

△11,180 

△2,883 

＋87 

△21,068 

△1,978 

△6,816 

△4,320 

△3,979 
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（２）補正予算の事業（主要なもの） 

利島村出会いと交流応援基金の創設 2,000 千円（253頁）総務課 

【内容】 

今年度実施予定であった婚活支援事業は、コロナ禍のため実行できませんでした。 

しかし、今後のコロナの収束を待って、長期的な視点に立って村の活気作りのため、

出会いの場をコーディネイトし、村内婚・移住婚の増加を目指すため、当該予算を基金

化しました。 
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村税１ 49,095 3,946 53,041

１村民税 22,064 3,925 25,989

３軽自動車税 1,800 21 1,821

地方譲与税２ 2,146 346 2,492

１地方揮発油譲与税 490 35 525

２自動車重量譲与税 1,086 309 1,395

４森林環境譲与税 570 2 572

法人事業税交付金６ 64 458 522

１法人事業税交付金 64 458 522

地方特例交付金１０ 1 259 260

１地方特例交付金 1 259 260

地方交付税１１ 328,948 135,641 464,589

１地方交付税 328,948 135,641 464,589

使用料及び手数料１３ 22,601 △305 22,296

１使用料 22,432 △311 22,121

２手数料 169 6 175

国庫支出金１４ 52,655 3,840 56,495

１国庫負担金 7,801 501 8,302

２国庫補助金 43,695 3,339 47,034

都支出金１５ 618,804 87,358 706,162

１都負担金 4,467 7 4,474

２都補助金 604,986 87,990 692,976

３都委託金 9,351 △639 8,712

寄付金１７ 900 △222 678

１寄付金 900 △222 678

繰入金１８ 277,566 △267,292 10,274

１基金繰入金 277,566 △267,292 10,274

諸収入２０ 61,975 2,523 64,498

４雑入 32,797 2,523 35,320

歳　　　　入　　　　合　　　　計 1,578,532 △33,448 1,545,084

第　１　表　歳入歳出予算
１　歳 入

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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議会費１ 20,401 △384 20,017

１議会費 20,401 △384 20,017

総務費２ 461,096 19,073 480,169

１総務管理費 424,910 22,228 447,138

２徴税費 14,931 △1,408 13,523

３戸籍住民基本台帳費 12,322 1,713 14,035

４統計調査費 671 △671 0

６選挙費 7,525 △2,789 4,736

民生費３ 177,681 △11,180 166,501

１社会福祉費 93,083 △4,561 88,522

２老人福祉費 26,666 △4,544 22,122

３児童福祉費 57,932 △2,075 55,857

衛生費４ 328,241 △2,883 325,358

１保健衛生費 43,629 △358 43,271

２清掃費 88,624 △1,329 87,295

３上下水道費 195,988 △1,196 194,792

労働費５ 17,638 87 17,725

１労働費 17,638 87 17,725

農林水産業費６ 153,055 △21,068 131,987

１農業費 65,518 △1,386 64,132

２林業費 57,264 △19,686 37,578

３水産業費 30,273 4 30,277

商工費７ 136,563 △1,978 134,585

１商工費 22,097 △767 21,330

２離島交通受託事業費 114,466 △1,211 113,255

土木費８ 46,162 △6,816 39,346

１土木管理費 8,811 △49 8,762

２道路橋りょう費 15,097 △4,166 10,931

３住宅費 11,325 △1,887 9,438

４港湾費 10,929 △714 10,215

消防費９ 27,790 △4,320 23,470

１消防費 27,790 △4,320 23,470

教育費１０ 117,760 △3,979 113,781

２　歳 出

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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１教育総務費 20,893 △521 20,372

２小学校費 49,195 △943 48,252

３中学校費 6,381 △80 6,301

４保健体育費 24,764 △1,686 23,078

５社会教育費 16,527 △749 15,778

公債費１２ 58,867 0 58,867

１公債費 58,867 0 58,867

歳　　　　出　　　　合　　　　計 1,578,532 △33,448 1,545,084

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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第２表　繰越明許費

（単位：千円）

款 項 事 業 名 金 額

２.総務費 ３.戸籍住民基本台帳費 住民基本台帳システム改修 2,728

-228-



（本頁は白紙です） 
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村税 49,095１

地方譲与税 2,146２

利子割交付金 67３

配当割交付金 340４

株式等譲渡所得割交付金 283５

法人事業税交付金 64６

地方消費税交付金 7,587７

環境性能割交付金 318９

地方特例交付金 1１０

地方交付税 328,948１１

使用料及び手数料 22,601１３

国庫支出金 52,655１４

都支出金 618,804１５

財産収入 39,029１６

寄付金 900１７

繰入金 277,566１８

繰越金 105,153１９

諸収入 61,975２０

村債 11,000２１

1,578,532歳　　　　入　　　　合　　　　計

　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括

（歳　入）

款 補正前の額
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3,946 53,041

346 2,492

0 67

0 340

0 283

458 522

0 7,587

0 318

259 260

135,641 464,589

△305 22,296

3,840 56,495

87,358 706,162

0 39,029

△222 678

△267,292 10,274

0 105,153

2,523 64,498

0 11,000

△33,448 1,545,084

（単位：千円）

補正額 計
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１議会費 20,401 △384 20,017

２総務費 461,096 19,073 480,169

３民生費 177,681 △11,180 166,501

４衛生費 328,241 △2,883 325,358

５労働費 17,638 87 17,725

６農林水産業費 153,055 △21,068 131,987

７商工費 136,563 △1,978 134,585

８土木費 46,162 △6,816 39,346

９消防費 27,790 △4,320 23,470

１０教育費 117,760 △3,979 113,781

１２公債費 58,867 0 58,867

１４予備費 33,278 0 33,278

歳　　　　出　　　　合　　　　計 1,578,532 △33,448 1,545,084

（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計
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△384

△13,974633,041

△13,2402,060

△60,127△3757,281

139△52

△14,092△6,976

△876△1,102

△4,704△1,576△536

△4,820500

△8,226△6304,877

49,885△49,885

△70,419△53,22490,195

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国都支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

補　正　額　の　財　源　内　訳
（単位：千円）
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村税1 49,095 3,946 53,041

村民税1 22,064 3,925 25,989

個人1 19,424 3,925 23,349

軽自動車税3 1,800 21 1,821

種別割2 1,780 21 1,801

地方譲与税2 2,146 346 2,492

地方揮発油譲与税1 490 35 525

地方揮発油譲与税1 490 35 525

自動車重量譲与税2 1,086 309 1,395

自動車重量譲与税1 1,086 309 1,395

森林環境譲与税4 570 2 572

森林環境譲与税1 570 2 572

法人事業税交付金6 64 458 522

法人事業税交付金1 64 458 522

計補　　正　　額補 正 前 の 額

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １ 村税

01-01-01 個人
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①現年課税分1現年課税分 3,944                     4,034
・再積算に伴う増（調定額より算出）
②特徴前年課税4,5月分                      △90
・再積算に伴う減（調定額より算出）

①滞納繰越分2滞納繰越分 △19                      △19
・再積算に伴う減（調定額より算出）

①種別割・現年課税分（軽自動車税）1現年課税分 21                        21
・再積算に伴う増（調定額より算出）

①地方揮発油譲与税1地方揮発油 35                        35
・再積算に伴う増（今期交付分より合計額算出）譲与税

①自動車重量譲与税1自動車重量 309                       309
・再積算に伴う増（今期交付分より合計額算出）譲与税

①森林環境譲与税1森林環境譲 2                         2
・再積算に伴う増（今期交付分より合計額算出）与税

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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法人事業税交付金1 64 458 522

地方特例交付金10 1 259 260

地方特例交付金1 1 259 260

地方特例交付金1 1 259 260

地方交付税11 328,948 135,641 464,589

地方交付税1 328,948 135,641 464,589

地方交付税1 328,948 135,641 464,589

使用料及び手数料13 22,601 △305 22,296

使用料1 22,432 △311 22,121

土木使用料5 18,535 △311 18,224

手数料2 169 6 175

総務手数料1 152 6 158

国庫支出金14 52,655 3,840 56,495

国庫負担金1 7,801 501 8,302

民生費国庫負担金1 5,310 204 5,514

計補　　正　　額補 正 前 の 額
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ６ 法人事業税交付金

06-01-01 法人事業税交付金
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①法人事業税交付金1法人事業税 458                       458
・再積算に伴う増（今期交付分より合計額算出）交付金

①地方特例交付金1地方特例交 259                       259
・再積算に伴う増（調定額より算出）付金

①普通交付税1地方交付税 135,641                   137,641
・再積算に伴う増（交付予定額より）
②特別交付税                   △2,000
・再積算に伴う減

①村営住宅使用料1住宅使用料 △311                     △311

②住基事務等手数料1証明書発行 6                         6
・再積算に伴う増（調定額及び今後収入予定額算出）手数料

②国民健康保険基盤安定負担金1社会福祉費 9                         9
・再積算により、+\9,000円負担金
・R03見込額＝\206,047（国の負担は繰入総

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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衛生費国庫負担金2 2,491 297 2,788

国庫補助金2 43,695 3,339 47,034

総務費国庫補助金1 25,926 2,411 28,337

衛生費国庫補助金3 4,137 988 5,125

教育費国庫補助金7 1,832 △60 1,772

都支出金15 618,804 87,358 706,162

都負担金1 4,467 7 4,474

民生費都負担金2 4,467 7 4,474

計補　　正　　額補 正 前 の 額
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １４ 国庫支出金

14-01-01 民生費国庫負担金
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　額の1/2）

①児童手当負担金2児童福祉費 195                       195
負担金

①新型コロナウィルスワクチン接種費用負担金1保健衛生費 297                       297
・R2～R3繰り越し分：新型コロナワクチン接種負担負担金
　金分を追加する

②社会保障・税番号制度システム整備費補助金1総務費補助 2,411                     2,728
・社会保障・税番号制度システム整備費補助金金
・（マイナンバーカード所有者の転出・転入手続のワン
　ストップ化に係るものに限る。）
⑬空き家対策総合支援事業補助金                    △317

②新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業国庫1保健衛生費 988                       988
　補助金補助金

①へき地児童生徒援助費補助金1教育費補助 △60                      △60
金

③民生委員推薦会負担金1社会福祉費 △34                      △40
・今年度開催予定なしのため、全額減額。負担金
⑤国民健康保険基盤安定負担金                         6
・再積算により、+\6,000円
・（R3保険料軽減分見込額＝\479,850
・R3保険者支援分見込額＝\103,023)

①後期高齢者医療基盤安定負担金2老人福祉費 141                       141
・再積算により、+\141,000負担金
・R3見込額=\546,288（総額の3/4を都負
　担、1/4を村負担)

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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都補助金2 604,986 87,990 692,976

総務費都補助金1 484,926 105,587 590,513

民生費都補助金2 23,119 △475 22,644

衛生費都補助金3 8,063 3,342 11,405

農林水産業費都補助金5 66,122 △15,976 50,146

土木費都補助金7 4,033 △675 3,358

消防費都補助金8 1,500 △1,500 0

教育費都補助金9 11,305 △2,313 8,992

都委託金3 9,351 △639 8,712

総務費都委託金1 4,778 △639 4,139

計補　　正　　額補 正 前 の 額
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １５ 都支出金

15-01-02 民生費都負担金
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①児童手当・児童育成手当負担金3児童福祉費 △100                     △100
負担金

①総合交付金1総務費補助 105,587                   105,587
金

③東京都生活応援事業補助金1社会福祉費 △475                     △475
補助金

②医療保健政策区市町村包括補助事業補助金1保健衛生費 3,342                     3,392
・初期救急事業の追加申請を行った3,560,000補助金
　円
・コロナの影響により実施できなかった事業があるため
　、その分を差し引く
・-168,000円
⑦出産子育て応援事業補助金                      △50
・実績：育児パッケージ２件　20,000円

②林道改良事業補助金2林業費補助 △15,976                  △15,976
・不用額減額金

①公営住宅家賃対策補助金2住宅費補助 △675                     △315
②空き家利活用等区市町村支援事業補助金金                     △360

③感染症対策物資購入支援事業補助金1消防費補助 △1,500                   △1,500
・再積算に伴う減金

⑦スポーツ振興等事業費補助金1教育費補助 △2,313                   △2,250
⑫ICT支援員補助金金                      △63

①都税徴収費委託金1徴税費委託 60                        60
・再積算に伴う増（調定額より算出）金

③旅券交付事務委託金2統計調査費 △699                      △28
・再積算により、-\28,000委託金
・（R2同様の見込のため、R2確定額\48,080

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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寄付金17 900 △222 678

寄付金1 900 △222 678

寄付金1 900 △222 678

繰入金18 277,566 △267,292 10,274

基金繰入金1 277,566 △267,292 10,274

基金繰入金1 277,566 △267,292 10,274

諸収入20 61,975 2,523 64,498

雑入4 32,797 2,523 35,320

雑入1 32,797 2,523 35,320

計補　　正　　額補 正 前 の 額
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １５ 都支出金

15-03-01 総務費都委託金
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　を計上）
⑤経済センサス委託金                     △574
⑧工業統計調査委託金                      △97
・再積算に伴う減（事業実施なし）

①衆議院議員選挙費委託金3選挙費委託 0                     △264
④東京都議会議員選挙費委託金金                       264
・再積算に伴う増（今期交付分より算出）

①ふるさと納税1寄付金 △222                     △222

①財政調整基金繰入金1財政調整基 △217,407                 △217,407
金繰入金

①減債基金繰入金2減債基金繰 △49,885                  △49,885
入金

⑫TAL航空講習会負担金1雑入 2,523                     △320
24ハロウィンジャンボ宝くじ交付金                    3,473
38多摩・島しょスポーツ振興事業助成金                    △630

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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1議会費 20,401 △384 20,017

議会費1 20,401 △384 20,017

1議会費 20,401 △384 20,017

633,0412総務費 461,096 19,073 480,169

30,067総務管理費1 424,910 22,228 447,138

△3,7481一般管理費 84,694 △10,755 73,939
都支出金

△3,748

33,8152企画広報費 145,213 △19,607 125,606
国庫支出金

△317
都支出金

34,132

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

３　歳　出

科　　　　目

款 項 目

款 １ 議会費

01-01-01 議会費
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△384

△384

△384 4共　済　費 △285               △285　１議員の報酬、手当

              △285　　４共　済　費

              △285　　　町村議会議員共済会負担金
8旅　　　費 △99 　　　　町村議会議員共済会負担金

               △99　２議会事務費

               △99　　８旅　　　費

               △99　　　旅費

                300　　　　普通管外旅費

              △399　　　　研修旅費

△13,974

△7,839

△7,007 8旅　　　費 △685            △10,755　７一般管理事務費

              △685　　８旅　　　費

              △685　　　旅費

              △295　　　　普通管外旅費
11役　務　費 △140               △300　　　　研修旅費

               △90　　　　赴任旅費

              △140　１１役　務　費
12委　託　料 △9,900                 200　　　通信運搬費

　　　　通信運搬費

              △340　　　広告料
13使用料及び △30 　　　　広告料

賃借料             △9,900　１２委　託　料

            △9,900　　　業務委託料
　　　　庁舎・小中学校校舎棟劣化診断調査業務委託

               △30　１３使用料及び賃借料

               △30　　　使用料及び賃借料
　　　　議事録作成ソフトウェア使用料

△53,422 1報　　　酬 △1,472             △1,702　３企画広報事務費

                △2　　８旅　　　費

                △2　　　旅費
3職員手当等 △328 　　　　普通管外旅費

            △1,700　１１役　務　費

            △1,700　　　通信運搬費
4共　済　費 △192 　　　　通信運搬費

            △1,000　４庁内ＬＡＮ・ＬＧＷＡＮ等管理経費

            △1,000　１２委　託　料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

02-01-02 企画広報費
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7報　償　費 △806             △1,000　　　業務委託料
　　　　クラウドPBX初期設定作業委託

              △693　５島外イベント出展経費
8旅　　　費 △1,156               △243　　７報　償　費

              △243　　　謝礼金
　　　　イベント出展報償費（謝礼金）

              △149　　８旅　　　費
10需　用　費 △577               △149　　　旅費

　　　　普通管外旅費

              △181　１０需　用　費
11役　務　費 △2,614               △181　　　消耗品費

　　　　イベント出展消耗品費

               △60　１１役　務　費
12委　託　料 △7,009                △60　　　通信運搬費

　　　　通信運搬費

               △60　１３使用料及び賃借料
13使用料及び △1,631                △60　　　使用料及び賃借料

賃借料 　　　　機材レンタル料

               △59　６再生可能エネルギー利用事業

               △59　１７備品購入費
14工事請負費 △800                △59　　　備品購入費

　　　　外部給電器等購入（物件費）

            △2,538　８地域おこし協力隊事業
17備品購入費 △904               △855　　８旅　　　費

              △855　　　旅費
　　　　普通管外旅費

18負担金補助 △2,118               △396　１０需　用　費
及び交付金               △300　　　消耗品費

　　　　消耗品費

               △96　　　燃料費
　　　　燃料費

              △324　１１役　務　費

               △24　　　保険料
　　　　自動車保険料

              △300　　　広告料
　　　　地域おこし協力隊募集広告料

              △845　１７備品購入費

              △845　　　備品購入費
　　　　備品購入費

              △118　１８負担金補助及び交付金

              △118　　　負担金
　　　　研修負担金

            △2,000　９企画広報費負担金

            △2,000　１８負担金補助及び交付金

            △2,000　　　負担金
　　　　結婚・定住促進事業

              △800１１村内情報通信基盤網整備

              △800　１４工事請負費

              △800　　　工事請負費
　　　　港・山頂方向展望カメラ整備工事

               △55１２定住促進空き家活用事業

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-247-



特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

02-01-02 企画広報費

-248-



               △52　　８旅　　　費

               △52　　　旅費
　　　　普通管外旅費

                △3　１３使用料及び賃借料

                △3　　　使用料及び賃借料
　　　　定住促進空き家賃借料

            △1,418１３地域おこし協力隊人件費

            △1,078　　１報　　　酬

            △1,078　　　会計年度任用職員の報酬
　　　　地域おこし協力隊報酬

              △152　　３職員手当等

              △152　　　期末勤勉手当
　　　　地域おこし協力隊期末手当

              △188　　４共　済　費

              △188　　　労災・雇用・健康保険料
　　　　労災・雇用・健康保険料

            △1,931１５村内情報通信基盤網管理

              △363　１１役　務　費

              △363　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費（光ファイバー）

            △1,568　１３使用料及び賃借料

            △1,568　　　使用料及び賃借料

            △1,000　　　　電柱添架使用料（NTT柱）

              △568　　　　電柱共架使用料（東電柱）

            △6,837１６友好町村連携事業

              △563　　７報　償　費

              △140　　　謝礼金
　　　　中学生海外派遣報償費

              △423　　　その他報償費
　　　　中学生海外派遣報償費（旅費相当額）

               △98　　８旅　　　費

               △98　　　旅費
　　　　普通管外旅費

              △167　１１役　務　費

              △167　　　保険料
　　　　中学生海外派遣保険料

            △6,009　１２委　託　料

            △6,009　　　業務委託料
　　　　中学生海外派遣業務委託

              △574１９集落支援員人件費

              △394　　１報　　　酬

              △394　　　会計年度任用職員の報酬
　　　　集落支援員報酬

              △176　　３職員手当等

              △176　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当（集落支援員）

                △4　　４共　済　費

                △4　　　労災・雇用・健康保険料
　　　　労災・雇用・健康保険料（集落支援員）

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-249-



3会計管理費 18,721 △295 18,426

4財産管理費 64,183 △3,849 60,334

5基金費 110,999 57,334 168,333

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

02-01-03 会計管理費

-250-



△295 3職員手当等 △295               △295　１会計管理一般職の人件費

              △295　　３職員手当等

              △120　　　扶養手当
8旅　　　費 △100 　　　　扶養手当

               △95　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当

               △80　　　児童手当
10需　用　費 100 　　　　児童手当

                  0　２会計管理経費

              △100　　８旅　　　費

              △100　　　旅費
　　　　普通管外旅費

                100　１０需　用　費

                100　　　消耗品費
　　　　消耗品費

△3,849 1報　　　酬 20             △1,255　３財産管理経費

              △255　１１役　務　費

              △255　　　通信運搬費
3職員手当等 △100 　　　　通信運搬費

            △1,000　１４工事請負費

            △1,000　　　工事請負費
4共　済　費 △15 　　　　庁舎空調機修繕工事

            △2,499　４総合行政システム管理経費

            △2,490　１２委　託　料
11役　務　費 △255             △2,490　　　業務委託料

　　　　総合行政システム等改修委託料

                △9　１３使用料及び賃借料
12委　託　料 △2,490                 △9　　　使用料及び賃借料

　　　　財務・公会計・人事給与システム使用料

               △95　５財産管理会計年度任用職員の人件費
13使用料及び △9                  20　　１報　　　酬

賃借料                  20　　　会計年度任用職員の報酬
　　　　財産管理会計年度任用職員の報酬

              △100　　３職員手当等
14工事請負費 △1,000               △100　　　期末勤勉手当

　　　　財産管理会計任用職員の期末手当

               △15　　４共　済　費

               △15　　　労災・雇用・健康保険料
　　　　労災・雇用・健康保険料

57,334 24積　立　金 55,334              55,334　１基金積立金

             55,334　２４積　立　金

             55,334　　　基金積立金
27繰　出　金 2,000              40,000　　　　財政調整基金積立金

              3,888　　　　減債基金積立金

             11,446　　　　庁舎建設基金積立金

              2,000　２基金繰出金

              2,000　２７繰　出　金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-251-



6後継者対策費 1,100 △600 500

660徴税費2 14,931 △1,408 13,523

6601徴税費 14,931 △1,408 13,523
都支出金 使用料・手

60 数料
6

3,700戸籍住民基本台帳費3 12,322 1,713 14,035

3,7001戸籍住民基本台帳 12,322 1,713 14,035
国庫支出金費

2,728
都支出金

972

△671統計調査費4 671 △671 0

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

02-01-05 基金費

-252-



              2,000　　　基金繰出金
　　　　利島村出会いと交流応援基金繰出金

△60018負担金補助 △600               △600　１後継者対策費
及び交付金               △600　１８負担金補助及び交付金

              △600　　　補助金

              △500　　　　出産助成金

              △100　　　　結婚祝金

△1,474

△1,474 1報　　　酬 △29                △29　１固定資産評価審査委員会経費

               △29　　１報　　　酬

               △29　　　委員報酬
3職員手当等 101 　　　　固定資産評価審査委員会委員報酬

            △1,480　２徴税事務費

            △1,480　１２委　託　料
12委　託　料 △1,480             △1,480　　　業務委託料

　　　　軽自動車税関係手続電子化対応委託

                101　５徴税一般職の人件費

                101　　３職員手当等

                101　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

△1,987

△1,987 8旅　　　費 △247               1,748　１戸籍住民基本台帳事務費

              △247　　８旅　　　費

              △247　　　旅費

              △198　　　　普通管外旅費
11役　務　費 △7                △49　　　　研修旅費

                △7　１１役　務　費

                △7　　　手数料
12委　託　料 2,002 　　　　番号カード発行手数料

              2,002　１２委　託　料

              2,002　　　業務委託料
18負担金補助 △35               △726　　　　戸籍システム符号取得関連作業

及び交付金               2,728　　　　住民基本台帳システム改修

               △35　２戸籍住民基本台帳費負担金

               △35　１８負担金補助及び交付金

               △35　　　負担金
　　　　研修負担金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-253-



△6711指定統計費 671 △671 0
都支出金

△671

△115選挙費6 7,525 △2,789 4,736

1選挙管理委員会費 655 △101 554

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

02-04-01 指定統計費

-254-



1報　　　酬 △149               △574　２経済センサス経費

              △108　　１報　　　酬

              △108　　　委員報酬
3職員手当等 △30 　　　　経済センサス商業統計調査調査員報酬

               △30　　３職員手当等

               △30　　　時間外勤務手当
7報　償　費 △2 　　　　時間外勤務手当（経済センサス経費）

                △2　　７報　償　費

                △2　　　謝礼金
8旅　　　費 △184 　　　　調査員謝礼（経済センサス経費）

              △138　　８旅　　　費

              △138　　　旅費

              △136　　　　普通管外旅費
10需　用　費 △173                 △2　　　　特別旅費

              △164　１０需　用　費

              △164　　　消耗品費
11役　務　費 △23 　　　　消耗品費

               △22　１１役　務　費

               △22　　　通信運搬費
13使用料及び △110 　　　　通信運搬費

賃借料               △110　１３使用料及び賃借料

              △110　　　使用料及び賃借料
　　　　会議室使用料（経済センサス経費）

               △97　５工業統計調査経費

               △41　　１報　　　酬

               △41　　　委員報酬
　　　　工業統計調査員報酬

               △46　　８旅　　　費

               △46　　　旅費

               △45　　　　普通管外旅費

                △1　　　　特別旅費

                △9　１０需　用　費

                △9　　　消耗品費
　　　　消耗品費

                △1　１１役　務　費

                △1　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

△2,674

△101 1報　　　酬 △39               △101　１選挙管理委員会経費

               △39　　１報　　　酬

               △39　　　委員報酬
8旅　　　費 △49 　　　　選挙管理委員会委員報酬

               △49　　８旅　　　費

               △49　　　旅費
　　　　研修旅費

10需　用　費 △6                 △6　１０需　用　費

                △6　　　消耗品費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-255-



△2643衆議院議員選挙費 2,836 △558 2,278
都支出金

△264

1496都議会議員選挙費 1,287 △195 1,092
都支出金

149

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

02-06-01 選挙管理委員会費

-256-



11役　務　費 △7 　　　　消耗品費

                △7　１１役　務　費

                △7　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

△294 3職員手当等 △108               △558　１衆議院議員選挙経費

              △108　　３職員手当等

               △11　　　時間外勤務手当
7報　償　費 △9 　　　　時間外勤務手当

               △97　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

8旅　　　費 △49                 △9　　７報　償　費

                △9　　　謝礼金
　　　　謝礼金

               △49　　８旅　　　費
10需　用　費 △123                △49　　　旅費

　　　　普通管外旅費（衆議院議員選挙）

              △123　１０需　用　費
11役　務　費 △264               △123　　　消耗品費

　　　　消耗品費（衆議院議員選挙）

              △264　１１役　務　費
12委　託　料 △4               △264　　　通信運搬費

　　　　通信運搬費（衆議院議員選挙）

                △4　１２委　託　料
17備品購入費 △1                 △4　　　業務委託料

　　　　ポスター掲示場設置撤去委託料（衆議院議員
　　　　選挙）

                △1　１７備品購入費

                △1　　　備品購入費
　　　　選挙業務備品購入

△344 1報　　　酬 △9               △195　１都議会議員選挙経費

                △9　　１報　　　酬

                △9　　　委員報酬
3職員手当等 △87 　　　　開投票管理者・期日前投票管理者立会人報酬

               △87　　３職員手当等

               △87　　　休日勤務手当
7報　償　費 △9 　　　　休日勤務手当

                △9　　７報　償　費

                △9　　　謝礼金
8旅　　　費 △49 　　　　謝礼金

               △49　　８旅　　　費

               △49　　　旅費
　　　　普通管外旅費

10需　用　費 △33                △33　１０需　用　費

               △33　　　消耗品費
　　　　消耗品費

12委　託　料 △8                 △8　１２委　託　料

                △8　　　業務委託料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-257-



7村長選挙費 2,747 △1,935 812

2,0603民生費 177,681 △11,180 166,501

△1,325社会福祉費1 93,083 △4,561 88,522

△1,3251社会福祉総務費 79,741 △3,945 75,796
国庫支出金

9
都支出金

△1,334

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

02-06-06 都議会議員選挙費

-258-



　　　　ポスター掲示場設置委託料

△1,935 1報　　　酬 △39             △1,935　１村長選挙経費

               △39　　１報　　　酬

               △39　　　委員報酬
3職員手当等 △68 　　　　村長選挙報酬

               △68　　３職員手当等

                △3　　　時間外勤務手当
7報　償　費 △18 　　　　時間外勤務手当（村長選）

               △65　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当（村長選）

10需　用　費 △24                △18　　７報　償　費

               △18　　　謝礼金
　　　　謝礼金

12委　託　料 △182                △24　１０需　用　費

               △24　　　消耗品費
　　　　消耗品費

18負担金補助 △1,604               △182　１２委　託　料
及び交付金               △182　　　業務委託料

　　　　業務委託料

            △1,604　１８負担金補助及び交付金

            △1,604　　　負担金
　　　　その他負担金

△13,240

△3,236

△2,620 1報　　　酬 △87                △78　１障害程度区分認定審査会経費

               △29　　１報　　　酬

               △29　　　委員報酬
7報　償　費 △387 　　　　障害程度区分認定審査会委員報酬

               △49　　８旅　　　費

               △49　　　旅費
8旅　　　費 △340 　　　　普通管外旅費

               △58　２民生委員推薦会経費

               △58　　１報　　　酬

               △58　　　委員報酬
10需　用　費 △50 　　　　民生委員推薦会委員報酬

              △349　３民生委員活動経費

              △349　　７報　償　費
11役　務　費 △8               △349　　　謝礼金

　　　　民生委員報償費

               △38　４身体・知的障害者相談員活動経費
12委　託　料 △1,650                △38　　７報　償　費

               △38　　　謝礼金
　　　　身体・知的障害者相談員報償費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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2国民年金費 8,946 △608 8,338

3社会福祉施設費 4,396 △8 4,388

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ３ 民生費

03-01-01 社会福祉総務費

-260-



18負担金補助 △1,314               △260　６障害自立支援事業
及び交付金                 △8　１１役　務　費

                △8　　　手数料
　　　　障害自立支援介護給付費審査支払手数料

19扶　助　費 △252               △252　１９扶　助　費

              △252　　　扶助費
　　　　障害自立支援介護給付費

22償還金利子 △3             △1,991１１社会福祉事務費
及び割引料               △291　　８旅　　　費

              △291　　　旅費
　　　　普通管外旅費

27繰　出　金 146                △50　１０需　用　費

               △50　　　修繕費
　　　　修繕費（車両）

            △1,650　１２委　託　料

            △1,650　　　業務委託料
　　　　キャッシュレス化推進事業委託料

                146１６国民健康保険事業勘定会計繰出金

                146　２７繰　出　金

                146　　　特別会計繰出金
　　　　国民健康保険事業勘定会計繰出金

                △3１７償還金

                △3　２２償還金利子及び割引料

                △3　　　償還金

                △1　　　　地域福祉推進事業補助金返還金（都）

                △1　　　　障害者自立支援給付費国庫負担金返還金

                △1　　　　障害者自立支援給付費都負担金返還金

            △1,314１９社会福祉総務費負担金

            △1,314　１８負担金補助及び交付金

               △14　　　負担金
　　　　民生児童委員連合会等負担金

            △1,300　　　交付金
　　　　キャッシュレス化推進事業ポイント還元

△608 3職員手当等 △481               △577　１国民年金一般職の人件費

              △481　　３職員手当等

              △188　　　時間外勤務手当
4共　済　費 △96 　　　　時間外勤務手当

              △293　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

11役　務　費 △31                △96　　４共　済　費

               △96　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

               △31　２国民年金事務費

               △31　１１役　務　費

               △31　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

△811役　務　費 △8                 △8　１地域交流会館管理経費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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141老人福祉費2 26,666 △4,544 22,122

1411老人福祉費 26,666 △4,544 22,122
都支出金

141

3,244児童福祉費3 57,932 △2,075 55,857

951児童措置費 17,305 0 17,305
国庫支出金

195
都支出金

△100

3,1492児童福祉施設費 40,627 △2,075 38,552
都支出金

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ３ 民生費

03-01-03 社会福祉施設費

-262-



                △8　１１役　務　費

                △8　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

△4,685

△4,685 7報　償　費 △40               △208　１敬老の日祝賀会経費

               △40　　７報　償　費

               △40　　　謝礼金
10需　用　費 △168 　　　　敬老の日祝賀会報償費

              △168　１０需　用　費

              △168　　　消耗品費
13使用料及び △14 　　　　消耗品費

賃借料                △14　２緊急通報システム管理経費

               △14　１３使用料及び賃借料

               △14　　　使用料及び賃借料
18負担金補助 △336 　　　　緊急通報システム賃借料

及び交付金                △15　４敬老祝金

               △15　１８負担金補助及び交付金

               △15　　　補助金
27繰　出　金 △3,986 　　　　敬老祝金

              △321　５老人福祉費補助金

              △321　１８負担金補助及び交付金

              △321　　　補助金

               △61　　　　高齢者自立支援住宅改修事業助成金

               △90　　　　高齢者日常生活用具等給付事業費補助金

              △170　　　　シニアカー購入補助金

            △1,352　６介護保険事業勘定会計繰出金

            △1,352　２７繰　出　金

            △1,352　　　特別会計繰出金
　　　　介護保険事業勘定会計繰出金

            △2,634　８後期高齢者医療事業会計繰出金

            △2,634　２７繰　出　金

            △2,634　　　特別会計繰出金
　　　　後期高齢者医療事業会計繰出金

△5,319

△95

△5,224 1報　　　酬 △230               △294　２児童福祉会計年度任用職員の人件費

              △230　　１報　　　酬

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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3,149

△3757,2814衛生費 328,241 △2,883 325,358

△378,689保健衛生費1 43,629 △358 43,271

△379881保健衛生費 29,702 △988 28,714
国庫支出金 繰入金

1,282 △37
都支出金

△294

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ３ 民生費

03-03-02 児童福祉施設費

-264-



3職員手当等 △64               △230　　　付加報酬
　　　　付加報酬

               △64　　３職員手当等
8旅　　　費 △117                △64　　　期末勤勉手当

　　　　会計年度任用職員期末手当（児福）

            △1,781　３児童施設管理経費

              △117　　８旅　　　費
10需　用　費 △300               △117　　　旅費

               △52　　　　普通管外旅費

               △65　　　　研修旅費
12委　託　料 84               △300　１０需　用　費

              △300　　　消耗品費
　　　　消耗品費

14工事請負費 △1,353                  84　１２委　託　料

                 84　　　業務委託料
　　　　広域入所委託

17備品購入費 △95             △1,353　１４工事請負費

            △1,353　　　工事請負費
　　　　木製遊具修繕

               △95　１７備品購入費

               △95　　　備品購入費
　　　　備品購入費

△60,127

△9,010

△1,939 1報　　　酬 △60               △210　１保健衛生一般職の人件費

              △210　　３職員手当等

              △210　　　休日勤務手当
3職員手当等 △210 　　　　休日勤務手当

              △680　２精神保健福祉事業等経費

               △60　　１報　　　酬
7報　償　費 △265                △60　　　会計年度任用職員の報酬

　　　　非常勤保健師報酬

               △35　　７報　償　費
8旅　　　費 △256                △35　　　謝礼金

　　　　広報等配布謝礼金

              △256　　８旅　　　費

              △256　　　旅費
10需　用　費 △493                △98　　　　普通管外旅費

               △98　　　　非常勤保健師旅費

               △60　　　　研修旅費
11役　務　費 △38               △310　１０需　用　費

              △220　　　消耗品費
　　　　消耗品費

12委　託　料 1,142                △40　　　燃料費
　　　　燃料費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-265-



特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ４ 衛生費

04-01-01 保健衛生費

-266-



18負担金補助 △784                △50　　　修繕費
及び交付金 　　　　修繕費（車両）

               △19　１１役　務　費

               △19　　　保険料
19扶　助　費 △24 　　　　傷害保険料

              △241　３成人保健事業

              △183　　７報　償　費

                 29　　　謝礼金
　　　　専門職招聘報償費（謝礼金）

              △212　　　その他報償費
　　　　専門職招聘報償費（旅費相当額）

               △55　１０需　用　費

               △55　　　消耗品費
　　　　消耗品費

                △3　１１役　務　費

                △3　　　保険料
　　　　傷害保険料

               △47　４発達心理等招聘事業

               △47　　７報　償　費

               △47　　　その他報償費
　　　　発達心理等招聘報償費（旅費相当額）

              △219　５母子保健健診事業

               △70　１０需　用　費

               △70　　　消耗品費
　　　　消耗品費

                △9　１１役　務　費

                △9　　　手数料
　　　　妊婦乳幼児健診事務費手数料

              △140　１２委　託　料

              △140　　　業務委託料
　　　　妊婦乳幼児健診委託料

                △7　６定期・任意予防接種事業

                △7　１１役　務　費

                △7　　　手数料
　　　　抗体検査・予防接種事務費手数料

               △24　９肺炎球菌ワクチン接種助成事業

               △24　１９扶　助　費

               △24　　　扶助費
　　　　肺炎球菌ワクチン接種助成金

              △544１０保健衛生費補助金

              △544　１８負担金補助及び交付金

              △544　　　補助金

                 56　　　　通院交通費支援補助金

              △600　　　　葬祭費補助金

              △240１２保健衛生費負担金

              △240　１８負担金補助及び交付金

              △240　　　負担金

              △204　　　　妊婦健診負担金

               △36　　　　研修負担金

               △21１３高齢者を熱中症等から守る支援事業

               △21　１０需　用　費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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△812環境衛生費 274 0 274
都支出金

△81

7,7823診療所費 13,653 630 14,283
都支出金

7,782

13,000清掃費2 88,624 △1,329 87,295

13,0001ごみ処理費 70,694 △1,329 69,365
都支出金

13,000

35,592上下水道費3 195,988 △1,196 194,792

29,4721簡易水道事業費 137,280 △1,196 136,084
都支出金

29,472

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ４ 衛生費

04-01-01 保健衛生費

-268-



               △21　　　消耗品費
　　　　消耗品費

               △37１５防護服等購入事業

               △37　１０需　用　費

               △37　　　消耗品費
　　　　消耗品費

              1,282１７新型コロナウィルスワクチン接種事業

              1,282　１２委　託　料

              1,282　　　業務委託料
　　　　新型コロナウィルスワクチン接種委託料

81

△7,152 27繰　出　金 630                 630　１国民健康保険診療所会計繰出金

                630　２７繰　出　金

                630　　　特別会計繰出金
　　　　国民健康保険診療所会計繰出金

△14,329

△14,329 1報　　　酬 50               △184　２焼根山一般廃棄物安定型最終処分場管理経費

              △184　　７報　償　費

              △184　　　謝礼金
3職員手当等 △345 　　　　焼根山処分場草刈等謝礼金

              △850　３ごみ処理経費

              △850　１２委　託　料
7報　償　費 △184               △850　　　業務委託料

              △336　　　　乾電池・蛍光管処理委託料

              △514　　　　ごみ回収委託
12委　託　料 △850               △345　５ごみ処理一般職の人件費

              △345　　３職員手当等

              △345　　　ごみ手当
　　　　ごみ手当（ごみ処理）

                 50　６ごみ処理会計年度任用職員の人件費

                 50　　１報　　　酬

                 50　　　付加報酬
　　　　付加報酬

△36,788

△30,668 27繰　出　金 △1,196             △1,196　１簡易水道事業会計繰出金

            △1,196　２７繰　出　金

            △1,196　　　特別会計繰出金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-269-



6,1202合併処理浄化槽事 58,708 0 58,708
都支出金業費

6,120

△525労働費 17,638 87 17,725

△52労働費1 17,638 87 17,725

△521勤労福祉会館費 17,638 87 17,725
都支出金

△52

△6,9766農林水産業費 153,055 △21,068 131,987

9,000農業費1 65,518 △1,386 64,132

1農業委員会費 1,772 △519 1,253

2農業総務費 8,816 △90 8,726

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ４ 衛生費

04-03-01 簡易水道事業費

-270-



　　　　簡易水道事業会計繰出金

△6,120

139

139

139 1報　　　酬 170                △52　１勤労福祉会館一般職の人件費

               △52　　３職員手当等

               △31　　　期末勤勉手当
3職員手当等 △83 　　　　期末勤勉手当

               △21　　　管理職員特別勤務手当
　　　　管理職員特別勤務手当

                139　４勤労福祉会館会計年度任用職員の人件費

                170　　１報　　　酬

                170　　　付加報酬
　　　　付加報酬

               △31　　３職員手当等

               △31　　　期末勤勉手当
　　　　勤労福祉会館会計年度任用職員期末勤勉手当

△14,092

△10,386

△519 1報　　　酬 △230               △499　１農業委員会経費

              △230　　１報　　　酬

              △230　　　委員報酬
8旅　　　費 △269 　　　　農業委員会委員報酬

              △269　　８旅　　　費

              △269　　　旅費
　　　　普通管外旅費

18負担金補助 △20                △20　３農業委員会費負担金
及び交付金                △20　１８負担金補助及び交付金

               △20　　　負担金
　　　　その他負担金

△9018負担金補助 △90                △90　３農業総務費負担金
及び交付金                △90　１８負担金補助及び交付金

               △90　　　負担金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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6,0003農業振興費 41,642 △777 40,865
都支出金

6,000

3,0004農業施設整備費 13,288 0 13,288
都支出金

3,000

△15,976林業費2 57,264 △19,686 37,578

1林業振興費 8,693 △21 8,672

2椿害虫駆除費 11,625 △1,914 9,711

△15,9764林道新設改良費 36,946 △17,751 19,195
都支出金

△15,976

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ６ 農林水産業費

06-01-02 農業総務費

-272-



　　　　その他負担金

△6,777 10需　用　費 150                 131　１製油センター管理経費

                150　１０需　用　費

                150　　　燃料費
13使用料及び △19 　　　　燃料費

賃借料                △19　１３使用料及び賃借料

               △19　　　使用料及び賃借料
　　　　酸素及びアセチレンガス賃借料

15原材料費 △500               △500　５パイプネットハウス資材購入事業

              △500　１５原材料費

              △500　　　原材料費
18負担金補助 △408 　　　　パイプネットハウス資材購入費

及び交付金               △408１０農業振興費補助金

              △408　１８負担金補助及び交付金

              △408　　　補助金

               △14　　　　農業振興事業助成金

              △394　　　　明日葉等農業振興事業補助金

△3,000

△3,710

△21 8旅　　　費 △21                △21　４林業振興事務費

               △21　　８旅　　　費

               △21　　　旅費
　　　　普通管外旅費

△1,914 7報　償　費 △324             △1,914　１椿害虫駆除経費

              △324　　７報　償　費

              △324　　　謝礼金
11役　務　費 △50 　　　　薬剤散布等謝礼金

               △50　１１役　務　費

               △50　　　通信運搬費
13使用料及び △1,540 　　　　通信運搬費

賃借料             △1,540　１３使用料及び賃借料

            △1,540　　　使用料及び賃借料
　　　　車両借上料

△1,775 10需　用　費 △946            △17,751　１林道新設改良事業

              △946　１０需　用　費

              △946　　　消耗品費
14工事請負費 △16,805 　　　　消耗品費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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水産業費3 30,273 4 30,277

1水産業振興費 30,273 4 30,277

△1,1027商工費 136,563 △1,978 134,585

商工費1 22,097 △767 21,330

1商工観光振興費 22,097 △767 21,330

△1,102離島交通受託事業費2 114,466 △1,211 113,255

△1,1021離島交通受託事業 114,466 △1,211 113,255
諸収入費

△1,102

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ６ 農林水産業費

06-02-04 林道新設改良費

-274-



           △16,805　１４工事請負費

           △16,805　　　建設工事
　　　　林道宮沢線改良工事

4

4 8旅　　　費 △49                  53　１蓄養施設管理経費

                 53　１０需　用　費

                 53　　　消耗品費
　　　　消耗品費

10需　用　費 53                △49　２アントクメスポアバック事業

               △49　　８旅　　　費

               △49　　　旅費
　　　　普通管外旅費

△876

△767

△767 7報　償　費 △165               △766　１親水レクリエーション施設・公園施設管理経費

              △165　　７報　償　費

              △165　　　謝礼金
8旅　　　費 △1 　　　　前浜親水レクリエーション施設運営謝礼金

              △244　１０需　用　費

              △124　　　消耗品費
　　　　消耗品費

10需　用　費 △244               △120　　　修繕費
　　　　修繕費

              △357　１２委　託　料
12委　託　料 △357               △357　　　業務委託料

              △342　　　　公園施設除草清掃委託料

               △15　　　　樹木管理委託料

                △1　８観光振興事業

                △1　　８旅　　　費

                △1　　　旅費
　　　　普通管外旅費

△109

△109 1報　　　酬 △249               △270　１離島交通会計年度任用職員の人件費

              △249　　１報　　　酬

              △249　　　会計年度任用職員の報酬
　　　　離島交通会計年度任用職員の報酬

3職員手当等 △550                △21　　３職員手当等

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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△1,576△5368土木費 46,162 △6,816 39,346

土木管理費1 8,811 △49 8,762

1土木総務費 8,811 △49 8,762

△221道路橋りょう費2 15,097 △4,166 10,931

△2211道路維持費 15,097 △4,166 10,931
都支出金

△221

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ７ 商工費

07-02-01 離島交通受託事業費
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4共　済　費 13                △21　　　期末勤勉手当
　　　　離島交通会計年度任用職員の期末手当

              △516　２離島交通一般職の人件費
8旅　　　費 △339               △529　　３職員手当等

              △147　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当

              △116　　　時間外勤務手当
18負担金補助 △86 　　　　時間外勤務手当

及び交付金               △266　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

                 13　　４共　済　費

                 13　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

               △13　３定期航路等運営受託事業

               △13　　８旅　　　費

               △13　　　旅費
　　　　普通管外旅費

              △326　４ヘリ地上業務運営

              △326　　８旅　　　費

              △326　　　旅費

              △194　　　　普通管外旅費

              △132　　　　研修旅費

               △86　６離島交通受託事業費負担金

               △86　１８負担金補助及び交付金

               △86　　　負担金
　　　　航空特殊無線技士講習負担金

△4,704

△49

△49 3職員手当等 100                 100　１土木総務一般職の人件費

                100　　３職員手当等

                100　　　管理職員特別勤務手当
8旅　　　費 △149 　　　　管理職員特別勤務手当

              △149　２土木総務事務費

              △149　　８旅　　　費

              △149　　　旅費
　　　　普通管外旅費

△3,945

△3,945 12委　託　料 △3,922             △3,922　１道路管理経費

            △3,922　１２委　託　料

            △3,922　　　業務委託料

            △2,173　　　　道路清掃管理委託料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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△1,576△315住宅費3 11,325 △1,887 9,438

△1,576△3151住宅管理費 11,325 △1,887 9,438
都支出金 使用料・手

△315 数料
△1,576

港湾費4 10,929 △714 10,215

1港湾管理費 10,929 △714 10,215

5009消防費 27,790 △4,320 23,470

500消防費1 27,790 △4,320 23,470

1非常備消防費 8,087 △650 7,437

5003災害対策費 19,703 △3,670 16,033
都支出金

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ８ 土木費

08-02-01 道路維持費
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18負担金補助 △244             △1,749　　　　村道枝除伐等委託料
及び交付金               △244　３道路維持費負担金

              △244　１８負担金補助及び交付金

              △244　　　負担金
　　　　刈払機・チェンソー特別教育負担金

4

4 8旅　　　費 △101             △1,887　１村営住宅管理経費

              △101　　８旅　　　費

              △101　　　旅費
　　　　普通管外旅費

10需　用　費 △1,286             △1,286　１０需　用　費

            △1,286　　　修繕費
　　　　修繕費 （維持補修費）

14工事請負費 △500               △500　１４工事請負費

              △500　　　工事請負費
　　　　ボイラー交換工事

△714

△714 3職員手当等 △714               △714　１港湾管理一般職の人件費

              △714　　３職員手当等

              △322　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

              △392　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

△4,820

△4,820

△650 1報　　　酬 △50               △650　１消防団活動経費

               △50　　１報　　　酬

               △50　　　消防団員報酬
8旅　　　費 △600 　　　　消防団員報酬

              △600　　８旅　　　費

              △600　　　旅費

              △200　　　　普通管外旅費

              △400　　　　消防団員費用弁償

△4,170 10需　用　費 △3,000             △3,670　２災害対策経費

            △3,000　１０需　用　費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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500

△6304,87710教育費 117,760 △3,979 113,781

△60教育総務費1 20,893 △521 20,372

2事務局費 18,487 △401 18,086

△603教育総務費 1,920 △120 1,800
国庫支出金

△60

4,937小学校費2 49,195 △943 48,252

4,9371学校管理費 46,315 △566 45,749
都支出金

4,937

2教育振興費 2,880 △377 2,503

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ９ 消防費

09-01-03 災害対策費
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11役　務　費 30             △3,000　　　非常用食料購入費
　　　　非常用食料購入費

                 30　１１役　務　費
12委　託　料 △700                  30　　　通信運搬費

　　　　通信運搬費

              △700　１２委　託　料

              △700　　　業務委託料
　　　　場外離着陸場除草業務

△8,226

△461

△401 3職員手当等 △127               △127　１教育長、一般職の人件費

              △127　　３職員手当等

              △127　　　時間外勤務手当
8旅　　　費 △274 　　　　時間外勤務手当

              △274　２教育事務局事務費

              △274　　８旅　　　費

              △274　　　旅費
　　　　普通管外旅費

△6018負担金補助 △120               △120　２離島高校生修学支援事業
及び交付金               △120　１８負担金補助及び交付金

              △120　　　補助金
　　　　離島高校生修学支援補助金

△5,880

△5,503 10需　用　費 199               △566　１学校管理経費

                199　１０需　用　費

               △93　　　消耗品費
12委　託　料 △765 　　　　消耗品費

                292　　　光熱水費
　　　　光熱水費

              △765　１２委　託　料

              △765　　　業務委託料

               △49　　　　校舎火災報知器保守委託料

              △320　　　　教職員用パソコン保守委託料

               △52　　　　産業廃棄物処理委託

              △344　　　　学校施設長寿命化計画策定業務

△377 7報　償　費 △377               △377　２講師招聘事業

              △377　　７報　償　費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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中学校費3 6,381 △80 6,301

2教育振興費 5,694 △80 5,614

△630保健体育費4 24,764 △1,686 23,078

△6301保健体育費 10,544 △1,630 8,914
諸収入

△630

2学校給食費 14,220 △56 14,164

社会教育費5 16,527 △749 15,778

1社会教育総務費 5,850 △289 5,561

2文化財保護費 1,790 △260 1,530

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 １０ 教育費

10-02-02 教育振興費

-282-



              △377　　　謝礼金
　　　　講師招聘報償費

△80

△8010需　用　費 △80                △80　１中学校教材等購入修繕費

               △80　１０需　用　費

               △80　　　消耗品費
　　　　消耗品費

△1,056

△1,000 18負担金補助 △1,630             △1,630　４保健体育費補助金
及び交付金             △1,630　１８負担金補助及び交付金

            △1,630　　　補助金

              △196　　　　利島村連合運動会補助金

            △1,434　　　　オリンピック・パラリンピック観戦補助

△56 3職員手当等 △56                △56　１学校給食会計年度任用職員の人件費

               △56　　３職員手当等

               △56　　　期末勤勉手当
　　　　学校給食会計年度任用職員の期末手当

△749

△28918負担金補助 △289               △189　５社会教育総務費補助金
及び交付金               △189　１８負担金補助及び交付金

              △189　　　補助金
　　　　文化祭補助金

              △100　６社会教育総務費負担金

              △100　１８負担金補助及び交付金

              △100　　　負担金
　　　　島しょ交流大会参加費負担金

△260 1報　　　酬 △38               △260　１文化財保護経費

               △38　　１報　　　酬

               △38　　　委員報酬
7報　償　費 △80 　　　　文化財保護審議会委員報酬

               △80　　７報　償　費

               △80　　　謝礼金
11役　務　費 △12 　　　　文化財保護施設管理運営謝礼金

               △12　１１役　務　費

               △12　　　通信運搬費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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4学童保育費 6,254 △200 6,054

△49,88512公債費 58,867 0 58,867

△49,885公債費1 58,867 0 58,867

△49,0481元金 57,848 0 57,848
繰入金

△49,048

△8372利子 1,019 0 1,019
繰入金

△837

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 １０ 教育費

10-05-02 文化財保護費
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12委　託　料 △130 　　　　通信運搬費

              △130　１２委　託　料

              △130　　　業務委託料
　　　　郷土資料館火災報知器保守委託料

△200 1報　　　酬 △170               △200　１学童保育会計年度任用職員の人件費

              △170　　１報　　　酬

              △170　　　付加報酬
3職員手当等 △30 　　　　付加報酬

               △30　　３職員手当等

               △30　　　期末勤勉手当
　　　　学童保育会計年度任用職員の期末手当

49,885

49,885

49,048

837

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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2．一　般　職　　(1)　総　括　

区         分
備考

補  正  後
43

補  正  前
47

比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

2．一　般　職　　ア　会計年度任用職員以外の職員

区         分
備考

補  正  後 20

補  正  前 21

比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

2．一　般　職　　イ　会計年度任用職員

区         分 備考

補  正  後
23

補  正  前
26

比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

△ 4

43,054

-

- △ 3,182 △ 5,063 △ 290 △ 5,353

手　　　当 - 手　　　当 Δ120 手　　　　当

41,173 214,899

70,489 76,410 189,953 30,299 220,252

一 般 職 員
１人当り給
与 費 の 状
況

区　　分 １人当り給与費

補正後 4,300

補正前 4,042

Δ903

宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

手　　　当 - 手　　　当 Δ345

退職手当 通　　　勤 管理職員

79組合負担金 - 手　　　当 -
特別勤務手当

給　　　　　与　　　　　費

報　　酬 給　　料
職員手
当等

計 共済費 合計
職員数

(人)

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合計職員数
(人) 報　　酬 給　　料

職員手
当等

計

管　理　職 扶　　　養 住　　　　居

70,489 73,228 184,890 30,009

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合計

- 70,489 67,548 138,037 23,861 161,898

報　　酬 給　　料
職員手
当等

計

手　　　　当 Δ80

時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

手　　　　当 Δ652

△ 1,881

手　　　当 Δ1,161 手　　　　当

職員数
(人)

管　理　職 扶　　　養

△ 207 △ 2,718

- 70,489 70,100

△ 3 △ 1,881 - △ 630 △ 2,511

53,001

43,054 - 6,310 49,364 6,355 55,719

住　　　　居

手　　　当 - 手　　　当

140,589 23,944 164,533

△ 1 - - △ 2,552 △ 2,552 △ 83 △ 2,635

宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

手　　　当 - 手　　　当 Δ345 手　　　　当

-

時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

手　　　　当 Δ652 手　　　当 Δ1,161 手　　　　当 Δ273

Δ120 手　　　　当

管　理　職 扶　　　養 住　　　　居

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

Δ80

退職手当 通　　　勤 管理職員

組合負担金 手　　　当 -
特別勤務手当

79

41,173 - 5,680 46,853 6,148

（単位：千円）

宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

-

時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

手　　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当 Δ630

-

退職手当 通　　　勤 管理職員

組合負担金 - 手　　　当 -
特別勤務手当

-

(26)

(23)
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議案第２５号  

 

 

令和３年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算＜第２号＞ 

 

 

令和３年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算＜第２号＞は、

次に定めるところによる。 

 

〔歳入歳出予算の補正〕 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ ８，５７０ 千円を減額し、歳入歳 

    出予算の総額を ７０,３５６ 千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の〔款〕・〔項〕の区分及び該当区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

 

 

 

 

令和４年 ３月 ７日 

 

                 提出者 東京都利島村長   村 山  将 人 

 

議決第   号 

 

令和４年 ３月  日    原案  決 

 

 

                     東京都利島村議会議長  寺 田  優 
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国民健康保険税１ 6,882 180 7,062

１国民健康保険税 6,882 180 7,062

国庫支出金４ 0 162 162

２国庫補助金 0 162 162

都支出金７ 60,086 △8,988 51,098

１都補助金 60,086 △8,988 51,098

財産収入９ 81 △67 14

１財産運用収入 81 △67 14

繰入金１１ 6,314 146 6,460

１他会計繰入金 6,314 146 6,460

諸収入１３ 4 △3 1

１加算金延滞金及び過料 3 △3 0

歳　　　　入　　　　合　　　　計 78,926 △8,570 70,356

第　１　表　歳入歳出予算
１　歳 入

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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総務費１ 10,738 69 10,807

１総務管理費 10,717 70 10,787

２運営協議会費 21 △1 20

保険給付費２ 28,073 △3,743 24,330

１療養諸費 25,255 △3,073 22,182

２高額療養費 2,000 △250 1,750

４出産育児諸費 420 △420 0

７傷病手当金 300 0 300

国民健康保険事業費納３ 11,485 0 11,485

付金 １医療給付費分 7,192 0 7,192

２後期高齢者支援金等分 3,013 0 3,013

３介護納付金分 1,280 0 1,280

保健事業費６ 920 △312 608

１特定健康診査等事業費 920 △312 608

基金積立金７ 2,222 1,101 3,323

１基金積立金 2,222 1,101 3,323

諸支出金８ 23,988 △5,685 18,303

３繰出金 22,099 △5,685 16,414

歳　　　　出　　　　合　　　　計 78,926 △8,570 70,356

２　歳 出

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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国民健康保険税 6,882１

国庫支出金 0４

都支出金 60,086７

財産収入 81９

繰入金 6,314１１

繰越金 5,559１２

諸収入 4１３

78,926歳　　　　入　　　　合　　　　計

　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括

（歳　入）

款 補正前の額
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180 7,062

162 162

△8,988 51,098

△67 14

146 6,460

0 5,559

△3 1

△8,570 70,356

（単位：千円）

補正額 計
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１総務費 10,738 69 10,807

２保険給付費 28,073 △3,743 24,330

３国民健康保険事業費納付金 11,485 0 11,485

６保健事業費 920 △312 608

７基金積立金 2,222 1,101 3,323

８諸支出金 23,988 △5,685 18,303

９予備費 1,500 0 1,500

歳　　　　出　　　　合　　　　計 78,926 △8,570 70,356

（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計
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△5404△330

162△280△3,625

1,08019△1,099

△33018

1,168△67

△5,685

2,07576△10,721

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国都支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

補　正　額　の　財　源　内　訳
（単位：千円）
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国民健康保険税1 6,882 180 7,062

国民健康保険税1 6,882 180 7,062

一般被保険者国民健康1 6,882 180 7,062
保険税

国庫支出金4 0 162 162

国庫補助金2 0 162 162

災害等臨時特例補助金5 0 162 162

都支出金7 60,086 △8,988 51,098

都補助金1 60,086 △8,988 51,098

保険給付費等交付金1 59,314 △9,189 50,125

都補助金2 772 201 973

財産収入9 81 △67 14

財産運用収入1 81 △67 14

計補　　正　　額補 正 前 の 額

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １ 国民健康保険税

01-01-01 一般被保険者国民健康保険税
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①医療給付分現年課税分1医療給付分 115                       115
現年課税分

①後期高齢者支援金等現年課税分3後期高齢者 42                        42
支援金等現
年課税分

①介護納付金現年課税分5介護納付金 23                        23
現年課税分

①災害等臨時特例補助金1災害等臨時 162                       162
特例補助金

①普通交付金1普通交付金 △3,325                   △3,325

①保険者努力支援分2特別交付金 △5,864                        18
②特別調整交付金分                   △5,882

①市町村国民健康保険都補助金2市町村国民 201                       201
健康保険都
補助金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
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利子及び配当金1 81 △67 14

繰入金11 6,314 146 6,460

他会計繰入金1 6,314 146 6,460

一般会計繰入金1 6,314 146 6,460

諸収入13 4 △3 1

加算金延滞金及び過料1 3 △3 0

一般被保険者延滞金1 1 △1 0

一般被保険者加算金3 1 △1 0

過料5 1 △1 0

計補　　正　　額補 正 前 の 額
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ９ 財産収入

09-01-01 利子及び配当金
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①国民健康保険給付費等財政調整基金利子1基金利子 △67                      △67

①保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）1保険基盤安 4                         4
定繰入金（
保険税軽減
分）

①保険基盤安定繰入金（保険者支援分）2保険基盤安 18                        18
定繰入金（
保険者支援
分）

①職員給与費等繰入金3職員給与費 404                       404
等繰入金

①出産育児一時金4出産育児一 △280                     △280
時金

①延滞金1延滞金 △1                       △1

①加算金1加算金 △1                       △1

①過料1過料 △1                       △1

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
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404△3301総務費 10,738 69 10,807

404△330総務管理費1 10,717 70 10,787

404△3301一般管理費 10,706 70 10,776
都支出金 その他

△330 404

運営協議会費2 21 △1 20

1運営協議会費 21 △1 20

△280△3,6252保険給付費 28,073 △3,743 24,330

△3,075療養諸費1 25,255 △3,073 22,182

△3,0001一般被保険者療養 25,000 △3,000 22,000
都支出金給付費

△3,000

△733一般被保険者療養 93 △73 20
都支出金費

△73

△25審査支払手数料 162 0 162
都支出金

△2

△250高額療養費2 2,000 △250 1,750

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

３　歳　出

科　　　　目

款 項 目

款 １ 総務費

01-01-01 一般管理費
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△5

△4

△4 3職員手当等 404                 404　１国民健康保険一般職の人件費

                404　　３職員手当等

                327　　　時間外勤務手当
12委　託　料 △334 　　　　時間外勤務手当

                 77　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

              △334　２国民健康保険一般事務費

              △334　１２委　託　料

              △334　　　業務委託料
　　　　国民健康保険システム改修委託料

△1

△110需　用　費 △1                 △1　１国民健康保険運営協議会経費

                △1　１０需　用　費

                △1　　　消耗品費
　　　　消耗品費

162

2

18負担金補助 △3,000             △3,000　１一般被保険者療養給付費負担金
及び交付金             △3,000　１８負担金補助及び交付金

            △3,000　　　負担金
　　　　一般被保険者療養給付費

18負担金補助 △73                △73　１一般被保険者療養費負担金
及び交付金                △73　１８負担金補助及び交付金

               △73　　　負担金
　　　　一般被保険者療養費

2

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
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△2501一般被保険者高額 2,000 △250 1,750
都支出金療養費

△250

△280出産育児諸費4 420 △420 0

△2801出産育児一時金 420 △420 0
その他

△280

△300傷病手当金7 300 0 300

△3001傷病手当金 300 0 300
都支出金

△300

19△1,0993国民健康保険事業費納付 11,485 0 11,485
金

19△1,293医療給付費分1 7,192 0 7,192

19△1,2931一般被保険者医療 7,192 0 7,192
国庫支出金 その他給付費分

82 19
都支出金

△1,375

124後期高齢者支援金等分2 3,013 0 3,013

1241一般被保険者後期 3,013 0 3,013
国庫支出金高齢者支援金等分

54
都支出金

70

70介護納付金分3 1,280 0 1,280

701介護納付金分 1,280 0 1,280

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 保険給付費

02-02-01 一般被保険者高額療養費
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18負担金補助 △250               △250　１一般被保険者高額療養費負担金
及び交付金               △250　１８負担金補助及び交付金

              △250　　　負担金
　　　　一般被保険者高額療養費

△140

△14018負担金補助 △420               △420　１出産育児一時金負担金
及び交付金               △420　１８負担金補助及び交付金

              △420　　　負担金
　　　　出産育児一時金

300

300

1,080

1,274

1,274

△124

△124

△70

△70

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
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国庫支出金
26

都支出金
44

186保健事業費 920 △312 608

18特定健康診査等事業費1 920 △312 608

181特定健康診査等事 920 △312 608
都支出金業費

18

△677基金積立金 2,222 1,101 3,323

△67基金積立金1 2,222 1,101 3,323

△671国民健康保険給付 2,222 1,101 3,323
その他費等財政調整基金

△67

△5,6858諸支出金 23,988 △5,685 18,303

△5,685繰出金3 22,099 △5,685 16,414

△5,6851直営診療施設勘定 22,099 △5,685 16,414
都支出金繰出金

△5,685

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ３ 国民健康保険事業費納付金

03-03-01 介護納付金分
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△330

△330

△33011役　務　費 △3               △312　１特定健康診査等事業費

                △3　１１役　務　費

                △3　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

12委　託　料 △309               △309　１２委　託　料

              △309　　　業務委託料
　　　　特定保健指導委託料

1,168

1,168

1,168 24積　立　金 1,101               1,101　１積立金

              1,101　２４積　立　金

              1,101　　　基金積立金
　　　　国民健康保険給付費等財政調整基金積立金

27繰　出　金 △5,685             △5,685　１国民健康保険診療所会計繰出金

            △5,685　２７繰　出　金

            △5,685　　　国民健康保険診療所会計繰出金
　　　　国民健康保険診療所会計繰出金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

-303-



2．一　般　職　　(1)　総　括　

区         分 備考

補  正  後
1

補  正  前
1

比　　　較

  

   

  

 

2．一　般　職　　ア　会計年度任用職員以外の職員

区         分 備考

補  正  後 1

補  正  前 1

比　　　較

  

   

  

 

2．一　般　職　　イ　会計年度任用職員

区         分 備考

補  正  後 -

補  正  前 -
比　　　較

  

   

  

 

職 員 手 当
等 の 増 減
内 訳

管　理　職 扶　　　養 住　　　　居

- - - - -

（単位：千円）

組合負担金 -

給　　　　　与　　　　　費

報　　酬 給　　料 職員手当等 計 共済費 合計
職員数

(人)

宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当 -
退職手当

組合負担金 -

-
時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

手　　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当 -

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

-
宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

時間外勤務 休日勤務

-
退職手当

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

期末・勤勉

手　　　　当 327 手　　　当 77 手　　　　当

- 手　　　当 - 手　　　　当

4,232 772 5,004

- - 404 404 - 404

-

77 手　　　　当

職員数
(人)

管　理　職 扶　　　養

-

- 2,556 1,676

- - -

-

- - - - - -

住　　　　居

手　　　当

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合計

- 2,556 2,080 4,636 772 5,408

報　　酬 給　　料 職員手当等 計

共済費 合計報　　酬 給　　料 職員手当等 計

管　理　職 扶　　　養 住　　　　居

2,556 2,080 4,636 772

-

手　　　　当 -

時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

手　　　　当 327 手　　　当

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

一 般 職 員
１人当り給
与 費 の 状
況

区　　分 １人当り給与費

補正後 4,636

補正前 4,232

-
宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

手　　　当 - 手　　　当 -
退職手当

組合負担金 -

職 員 手 当
等 の 増 減
内 訳

職 員 手 当
等 の 増 減
内 訳

補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

-

-

-

- 404 404 - 404

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

- 5,408

2,556 1,676 4,232 772 5,004

職員数
(人)

( )

( )
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議案第２６号  

 

 

令和３年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正予算＜第２号＞ 

 

 

令和３年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正予算＜第２号＞は、

次に定めるところによる。 

 

〔歳入歳出予算の補正〕 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ ２，９１７ 千円を減額し、歳入歳 

    出予算の総額を ７５,７９９ 千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の〔款〕・〔項〕の区分及び該当区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

 

 

 

 

令和４年 ３月 ７日 

 

                 提出者 東京都利島村長  村 山  将 人 

 

議決第   号 

 

令和４年 ３月  日    原案  決 

 

 

                     東京都利島村議会議長  寺 田  優 
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診療収入１ 16,876 2,563 19,439

１外来収入 16,876 2,563 19,439

都支出金３ 16,990 △425 16,565

１都補助金 16,990 △425 16,565

繰入金６ 35,752 △5,055 30,697

１他会計繰入金 35,752 △5,055 30,697

歳　　　　入　　　　合　　　　計 78,716 △2,917 75,799

第　１　表　歳入歳出予算
１　歳 入

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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総務費１ 67,179 △4,147 63,032

１施設管理費 67,179 △4,147 63,032

医業費２ 11,087 1,230 12,317

１医業費 11,087 1,230 12,317

歳　　　　出　　　　合　　　　計 78,716 △2,917 75,799

２　歳 出

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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診療収入 16,876１

都支出金 16,990３

使用料及び手数料 103４

財産収入 36５

繰入金 35,752６

繰越金 6,662７

諸収入 2,297８

78,716歳　　　　入　　　　合　　　　計

　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括

（歳　入）

款 補正前の額
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2,563 19,439

△425 16,565

0 103

0 36

△5,055 30,697

0 6,662

0 2,297

△2,917 75,799

（単位：千円）

補正額 計
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１総務費 67,179 △4,147 63,032

２医業費 11,087 1,230 12,317

４予備費 450 0 450

歳　　　　出　　　　合　　　　計 78,716 △2,917 75,799

（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計
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908△5,055

1,655△425

2,563△5,055△425

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国都支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

補　正　額　の　財　源　内　訳
（単位：千円）
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診療収入1 16,876 2,563 19,439

外来収入1 16,876 2,563 19,439

その他の診療収入5 680 2,563 3,243

都支出金3 16,990 △425 16,565

都補助金1 16,990 △425 16,565

衛生費都補助金1 16,990 △425 16,565

繰入金6 35,752 △5,055 30,697

他会計繰入金1 35,752 △5,055 30,697

事業勘定繰入金1 22,099 △5,685 16,414

一般会計繰入金2 13,653 630 14,283

計補　　正　　額補 正 前 の 額

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １ 診療収入

01-01-05 その他の診療収入
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①その他の診療収入現年度分1現年度分 2,563                     2,563

①へき地診療所設備整備事業補助金2へき地診療 △425                     △425
所設備整備
事業補助金

①国民健康保険事業勘定特別会計繰入金1事業勘定繰 △5,685                   △5,685
入金

①一般会計繰入金1一般会計繰 630                       630
入金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

国民健康保険事業特別会計（直診勘定）
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△5,0551総務費 67,179 △4,147 63,032

△5,055施設管理費1 67,179 △4,147 63,032

△5,0551一般管理費 52,831 △4,063 48,768
その他

△5,055

2歯科医師招へい費 10,058 △84 9,974

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

３　歳　出

科　　　　目

款 項 目

款 １ 総務費

01-01-01 一般管理費
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908

908

992 3職員手当等 △2,399             △2,372　１診療所一般職の人件費

            △2,372　　３職員手当等

              △110　　　期末勤勉手当
4共　済　費 △5 　　　　期末勤勉手当

            △1,597　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

8旅　　　費 △233               △665　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

               △32　２診療所会計年度任用職員の人件費

               △27　　３職員手当等
10需　用　費 △100                △27　　　期末勤勉手当

　　　　診療所会計年度任用職員の期末手当

                △5　　４共　済　費
11役　務　費 △63                 △5　　　労災・雇用・健康保険料

　　　　労災・雇用・健康保険料

            △1,453　３診療所管理経費
12委　託　料 △116               △233　　８旅　　　費

              △233　　　旅費
　　　　研修旅費

13使用料及び △1,057               △100　１０需　用　費
賃借料               △100　　　消耗品費

　　　　消耗品費

               △63　１１役　務　費
18負担金補助 △90                △63　　　手数料

及び交付金                △57　　　　検査手数料

                △6　　　　フィルムバッジ解析料

            △1,057　１３使用料及び賃借料

            △1,057　　　使用料及び賃借料

                △2　　　　咽頭用内視鏡リース

            △1,055　　　　宿泊施設使用料

              △116　４専門診療

              △116　１２委　託　料

              △116　　　業務委託料
　　　　耳鼻咽喉科専門診療委託料

               △90　５診療所負担金

               △90　１８負担金補助及び交付金

               △90　　　負担金
　　　　研修負担金

△8411役　務　費 △84                △84　１歯科診療事業

               △84　１１役　務　費

               △84　　　手数料
　　　　歯科レセプト点検手数料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

国民健康保険事業特別会計（直診勘定）
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△4252医業費 11,087 1,230 12,317

△425医業費1 11,087 1,230 12,317

△4252医療用衛生機材費 6,776 1,230 8,006
都支出金

△425

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 医業費

02-01-02 医療用衛生機材費
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1,655

1,655

1,655 10需　用　費 △900               1,230　１医療用衛生機材費

              △900　１０需　用　費

              △900　　　医薬品費
12委　託　料 △170 　　　　医薬品費

              △170　１２委　託　料

              △170　　　業務委託料
17備品購入費 2,300 　　　　歯科診療ユニット保守点検

              2,300　１７備品購入費

              2,300　　　備品購入費
　　　　備品購入費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

国民健康保険事業特別会計（直診勘定）
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2．一　般　職　　(1)　総　括　

区         分 備考

補  正  後
5

補  正  前
5

比　　　較

  

   

  

  

2．一　般　職　　ア　会計年度任用職員以外の職員

区         分 備考

補  正  後 3

補  正  前 3

比　　　較

  

  

  

  

2．一　般　職　　イ　会計年度任用職員

区         分 備考

補  正  後 2

補  正  前 2
比　　　較

  

   

  

  

補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

-

2,762

Δ665

- △ 2,399 △ 2,399 △ 5 △ 2,404

手　　　当 - 手　　　当 Δ1,597 手　　　　当

2,762 30,128

9,387 16,336 28,485 4,047 32,532

職員数
(人)

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

一 般 職 員
１人当り給
与 費 の 状
況

区　　分 １人当り給与費

補正後 5,217

補正前 5,697

-
初任給調整 特　　　地 特殊勤務

手　　　当 - 手　　　当 -
危　　　険 退職手当

組合負担金 - 組合負担金 -

共済費 合計報　　酬 給　　料 職員手当等 計

扶　　　養 時間外勤務 休日勤務

9,387 13,937 26,086 4,042

-

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合計

- 9,387 13,502 22,889 3,644 26,533

報　　酬 給　　料 職員手当等 計

手　　　　当 -

期末・勤勉 児　　　　童 地　　　域

手　　　　当 Δ137 手　　　当 - 手　　　　当

職員数
(人)

扶　　　養 時間外勤務

△ 5 △ 32

- 9,387 15,874

- - - △ 27 △ 27

3,595

2,762 - 462 3,224 403 3,627

休日勤務

手　　　当 - 手　　　当 Δ1,597 手　　　　当

25,261 3,644 28,905

- - △ 2,372 △ 2,372 - △ 2,372

Δ665

-
初任給調整 特　　　地 特殊勤務

期末・勤勉 児　　　　童

-
危　　　険 退職手当

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

地　　　域

手　　　　当 Δ110 手　　　当 - 手　　　　当

手　　　　当 Δ27 手　　　当 - 手　　　　当 -

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

合計
職員数

(人)

初任給調整 特　　　地 特殊勤務

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当 -
危　　　険 退職手当

手　　　当 - 組合負担金 -

-
期末・勤勉 児　　　　童 地　　　域

職 員 手 当
等 の 増 減
内 訳

職 員 手 当
等 の 増 減
内 訳

職 員 手 当
等 の 増 減
内 訳

組合負担金 -

扶　　　養 時間外勤務 休日勤務

2,762 - 435 3,197 398

（単位：千円）

手　　　当 -

給　　　　　与　　　　　費

報　　酬 給　　料 職員手当等 計 共済費

(2)

(2)

(2)

(2)
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議案第２７号  

 

 

令和３年度東京都利島村簡易水道事業特別会計補正予算＜第４号＞ 

 

 

令和３年度東京都利島村簡易水道事業特別会計補正予算＜第４号＞は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

〔歳入歳出予算の補正〕 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ４，２７１ 千円を増額し、歳入 

歳出予算の総額を ２３８,５８８ 千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の〔款〕・〔項〕の区分及び該当区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することがで 

きる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

 

 

 

令和４年 ３月 ７日 

 

                 提出者 東京都利島村長   村 山  将 人 

 

議決第   号 

 

令和４年 ３月  日    原案  決 

 

 

                     東京都利島村議会議長  寺 田  優 
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都支出金３ 87,679 5,467 93,146

１都補助金 87,679 5,467 93,146

繰入金５ 137,280 △1,196 136,084

１一般会計繰入金 137,280 △1,196 136,084

歳　　　　入　　　　合　　　　計 234,317 4,271 238,588

第　１　表　歳入歳出予算
１　歳 入

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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施設費１ 221,583 4,271 225,854

１施設管理費 93,026 △113 92,913

２施設整備費 128,557 4,384 132,941

歳　　　　出　　　　合　　　　計 234,317 4,271 238,588

２　歳 出

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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第２表　繰越明許費

（単位：千円）

款 項 事 業 名 金 額

１.施設費 ２.施設整備費 簡水井戸増設工事事業 61,765

-5-
-322-



（本頁は白紙です） 
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使用料及び手数料 9,001１

都支出金 87,679３

財産収入 17４

繰入金 137,280５

繰越金 340６

234,317歳　　　　入　　　　合　　　　計

　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括

（歳　入）

款 補正前の額
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0 9,001

5,467 93,146

0 17

△1,196 136,084

0 340

4,271 238,588

（単位：千円）

補正額 計
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１施設費 221,583 4,271 225,854

２公債費 12,234 0 12,234

３予備費 500 0 500

歳　　　　出　　　　合　　　　計 234,317 4,271 238,588

（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計

-326-



△1,1965,467

△1,1965,467

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国都支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

補　正　額　の　財　源　内　訳
（単位：千円）
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都支出金3 87,679 5,467 93,146

都補助金1 87,679 5,467 93,146

簡易水道都補助金1 87,679 5,467 93,146

繰入金5 137,280 △1,196 136,084

一般会計繰入金1 137,280 △1,196 136,084

一般会計繰入金1 137,280 △1,196 136,084

計補　　正　　額補 正 前 の 額

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ３ 都支出金

03-01-01 簡易水道都補助金
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①簡易水道補助金（都）1簡易水道補 5,467                     5,467
助金

①一般会計繰入金1一般会計繰 △1,196                   △1,196
入金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

簡易水道事業特別会計
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△1,1965,4671施設費 221,583 4,271 225,854

579施設管理費1 93,026 △113 92,913

△1211総務費 39,637 △813 38,824
その他

△121

7003施設管理費 53,372 700 54,072
その他

700

△1,7755,467施設整備費2 128,557 4,384 132,941

△1,7755,4671施設整備費 128,557 4,384 132,941
都支出金 その他

5,467 △1,775

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

３　歳　出

科　　　　目

款 項 目

款 １ 施設費

01-01-01 総務費
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△692

△692 3職員手当等 △673               △692　１簡易水道一般職の人件費

              △673　　３職員手当等

               △98　　　期末勤勉手当
4共　済　費 △19 　　　　期末勤勉手当

              △575　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

8旅　　　費 △121                △19　　４共　済　費

               △19　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

              △121　２簡易水道一般事務費

              △121　　８旅　　　費

              △121　　　旅費
　　　　普通管外旅費

7報　償　費 △50                 700　１簡易水道施設管理経費

               △50　　７報　償　費

               △50　　　謝礼金
10需　用　費 750 　　　　簡易水道施設管理謝礼金

                750　１０需　用　費

                600　　　光熱水費
　　　　光熱水費

                150　　　薬品費
　　　　薬品費

692

692 14工事請負費 4,384               4,384　６浄水場更新事業

              4,384　１４工事請負費

              4,384　　　工事請負費
　　　　ディーゼル発電装置整備工事

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

簡易水道事業特別会計
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2．一　般　職　　(1)　総　括　

区         分 備考

補  正  後
2

補  正  前
2

比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

2．一　般　職　　ア　会計年度任用職員以外の職員

区         分 備考

補  正  後 2

補  正  前 2

比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

2．一　般　職　　イ　会計年度任用職員

区         分 備考

補  正  後 -

補  正  前 -
比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

-

-

-

- △ 673 △ 673 △ 19 △ 692

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

- 17,741

6,878 8,845 15,723 2,710 18,433

職員数
(人)

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

一 般 職 員
１人当り給
与 費 の 状
況

区　　分 １人当り給与費

補正後 7,525

補正前 7,862

Δ98
宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

手　　　当 - 手　　　当 -
退職手当

組合負担金 -

共済費 合計報　　酬 給　　料 職員手当等 計

管　理　職 扶　　　養 住　　　　居

6,878 8,172 15,050 2,691

-

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合計

- 6,878 8,172 15,050 2,691 17,741

報　　酬 給　　料 職員手当等 計

手　　　　当 -

時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

手　　　　当 Δ575 手　　　当 - 手　　　　当

職員数
(人)

管　理　職 扶　　　養

- -

- 6,878 8,845

- - - - -

-

- - - - - -

住　　　　居

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

15,723 2,710 18,433

- - - △ 673 △ 673 △ 19 △ 692

-

Δ98
宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

時間外勤務 休日勤務

-
退職手当

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

期末・勤勉

手　　　　当 Δ575 手　　　当 手　　　　当

-
時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

手　　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当 -

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当 -
退職手当

組合負担金 -

管　理　職 扶　　　養 住　　　　居

- - - - -

（単位：千円）

組合負担金

給　　　　　与　　　　　費

報　　酬 給　　料 職員手当等 計 共済費 合計
職員数

(人)

( )

( )
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議案第２８号  

 

 

令和３年度東京都利島村介護保険事業特別会計（事業勘定）補正予算＜第２号＞ 

 

 

令和３年度東京都利島村介護保険事業特別会計（事業勘定）補正予算＜第２号＞は、次

に定めるところによる。 

 

〔歳入歳出予算の補正〕 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ ３,４８１ 千円を減額し、歳入歳出 

予算の総額を ５３,２１８ 千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の〔款〕・〔項〕の区分及び該当区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

 

 

 

 

令和４年 ３月 ７日 

 

                 提出者 東京都利島村長   村 山  将 人  

 

議決第   号 

 

令和４年 ３月  日    原案  決 

 

 

                     東京都利島村議会議長  寺 田  優 
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保険料１ 7,611 △281 7,330

１介護保険料 7,611 △281 7,330

国庫支出金２ 10,126 101 10,227

１国庫負担金 6,046 △483 5,563

２国庫補助金 4,080 584 4,664

支払基金交付金３ 9,635 △875 8,760

１支払基金交付金 9,635 △875 8,760

都支出金４ 6,568 △569 5,999

１都負担金 5,408 △569 4,839

繰入金６ 18,805 △1,857 16,948

１一般会計繰入金 17,362 △1,352 16,010

２基金繰入金 1,443 △505 938

歳　　　　入　　　　合　　　　計 56,699 △3,481 53,218

第　１　表　歳入歳出予算
１　歳 入

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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総務費１ 10,992 △238 10,754

１総務管理費 10,859 △238 10,621

保険給付費２ 35,268 △3,243 32,025

１介護サービス等諸費 32,432 △3,643 28,789

４高額介護サービス等費 616 50 666

５高額医療合算介護サー 71 0 71

ビス等費

６特定入所者介護サービ 2,132 350 2,482

ス等費

地域支援事業費４ 6,191 0 6,191

３介護予防・生活支援サ 436 0 436

ービス事業費

５包括的支援事業・任意 5,686 0 5,686

事業費

７包括的支援事業（社会 66 0 66

保障充実分）

歳　　　　出　　　　合　　　　計 56,699 △3,481 53,218

２　歳 出

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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保険料 7,611１

国庫支出金 10,126２

支払基金交付金 9,635３

都支出金 6,568４

財産収入 15５

繰入金 18,805６

繰越金 3,939７

56,699歳　　　　入　　　　合　　　　計

　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括

（歳　入）

款 補正前の額
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△281 7,330

101 10,227

△875 8,760

△569 5,999

0 15

△1,857 16,948

0 3,939

△3,481 53,218

（単位：千円）

補正額 計
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１総務費 10,992 △238 10,754

２保険給付費 35,268 △3,243 32,025

４地域支援事業費 6,191 0 6,191

５基金積立金 905 0 905

６諸支出金 3,049 0 3,049

７予備費 294 0 294

歳　　　　出　　　　合　　　　計 56,699 △3,481 53,218

（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計
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△947709

△155△1,875△1,213

△1269036

△281△2,732△468

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国都支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

補　正　額　の　財　源　内　訳
（単位：千円）
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保険料1 7,611 △281 7,330

介護保険料1 7,611 △281 7,330

第１号被保険者保険料1 7,611 △281 7,330

国庫支出金2 10,126 101 10,227

国庫負担金1 6,046 △483 5,563

介護給付費負担金1 6,046 △483 5,563

国庫補助金2 4,080 584 4,664

調整交付金1 1,758 △161 1,597

介護保険事務費補助金3 1 709 710

保険者機能強化推進交5 0 21 21
付金

介護保険保険者努力支6 0 15 15
援交付金

支払基金交付金3 9,635 △875 8,760

支払基金交付金1 9,635 △875 8,760

介護給付費交付金1 9,518 △875 8,643

都支出金4 6,568 △569 5,999

計補　　正　　額補 正 前 の 額

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １ 保険料

01-01-01 第１号被保険者保険料
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①現年度分特別徴収保険料1第１号被保 △281                       247
②現年度分普通徴収保険料険者保険料                     △528

①現年度分介護給付費負担金（国庫）1現年度分 △483                     △483

①現年度分調整交付金1現年度分 △161                     △161

①システム改修補助金1介護報酬シ 709                       709
ステム改修
事務費国庫
補助金

①保険者機能強化推進交付金1保険者機能 21                        21
強化推進交
付金

①介護保険保険者努力支援交付金1介護保険保 15                        15
険者努力支
援交付金

①現年度分介護給付費交付金（支払基金）1現年度分 △875                     △875

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

介護保険事業特別会計（事業勘定）
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都負担金1 5,408 △569 4,839

介護給付費負担金1 5,408 △569 4,839

繰入金6 18,805 △1,857 16,948

一般会計繰入金1 17,362 △1,352 16,010

介護給付費繰入金1 4,405 △405 4,000

その他一般会計繰入金4 11,285 △947 10,338

基金繰入金2 1,443 △505 938

介護給付費準備基金繰1 1,443 △505 938
入金

計補　　正　　額補 正 前 の 額
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ４ 都支出金

04-01-01 介護給付費負担金
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①現年度分介護給付費負担金1現年度分 △569                     △569

①現年度分介護給付費繰入金1現年度分 △405                     △405

①職員給与費等繰入金1職員給与費 △238                     △238
等繰入金

①事務費繰入金2事務費繰入 △709                     △709
金

①介護給付費準備基金繰入金1介護給付費 △505                     △505
準備基金繰
入金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

介護保険事業特別会計（事業勘定）
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△9477091総務費 10,992 △238 10,754

△947709総務管理費1 10,859 △238 10,621

△9477091一般管理費 10,858 △238 10,620
国庫支出金 その他

709 △947

△1,875△1,2132保険給付費 35,268 △3,243 32,025

△2,006△1,364介護サービス等諸費1 32,432 △3,643 28,789

△1,784△1,5151居宅介護サービス 4,047 △4,047 0
国庫支出金 その他給付費

△829 △1,784
都支出金

△686

△1983施設介護サービス 14,308 0 14,308
その他給付費

△198

△34居宅介護住宅改修 200 0 200
その他費

△3

△45居宅介護サービス 218 0 218
その他計画給付費

△4

△186特例居宅介護サー 1,275 0 1,275
その他ビス計画給付費

△18

11518特例地域密着型介 12,384 404 12,788
国庫支出金 その他護サービス給付費

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

３　歳　出

科　　　　目

款 項 目

款 １ 総務費

01-01-01 一般管理費
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3職員手当等 △238               △238　１介護保険一般職の人件費

              △238　　３職員手当等

               △22　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当

               △34　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

              △182　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

△155

△273

△74818負担金補助 △4,047             △4,047　１居宅介護サービス給付費負担金
及び交付金             △4,047　１８負担金補助及び交付金

            △4,047　　　負担金
　　　　居宅介護サービス給付費

198

3

4

18

252 18負担金補助 404                 404　１特例地域密着型介護サービス給付費
及び交付金                 404　１８負担金補助及び交付金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

介護保険事業特別会計（事業勘定）
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101 1
都支出金

50

1219高額介護サービス等費4 616 50 666

12191高額介護サービス 616 50 666
国庫支出金 その他費

13 12
都支出金

6

△1高額医療合算介護サー5 71 0 71
ビス等費

△11高額医療合算介護 71 0 71
その他サービス費

△1

120132特定入所者介護サービ6 2,132 350 2,482
ス等費

1201321特定入所者介護サ 2,132 350 2,482
国庫支出金 その他ービス費

71 120
都支出金

61

90364地域支援事業費 6,191 0 6,191

△6介護予防・生活支援サ3 436 0 436
ービス事業費

△61介護予防・生活支 435 0 435
その他援サービス事業費

△6

9736包括的支援事業・任意5 5,686 0 5,686
事業費

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 保険給付費

02-01-08 特例地域密着型介護サービス給付費
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                404　　　負担金
　　　　特例地域密着型介護サービス給付費負担金

19

1918負担金補助 50                  50　１高額介護サービス費負担金
及び交付金                  50　１８負担金補助及び交付金

                 50　　　負担金
　　　　高額介護サービス費

1

1

98

98 18負担金補助 350                 350　１特定入所者介護サービス費負担金
及び交付金                 350　１８負担金補助及び交付金

                350　　　負担金
　　　　特定入所者介護サービス費

△126

6

6

△133

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

介護保険事業特別会計（事業勘定）
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97361包括的支援事業費 5,685 0 5,685
国庫支出金 その他

36 97

△1包括的支援事業（社会7 66 0 66
保障充実分）

△11認知症地域支援・ 66 0 66
その他ケア向上事業

△1

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ４ 地域支援事業費

04-05-01 包括的支援事業費
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△133

1

1

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

介護保険事業特別会計（事業勘定）
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2．一　般　職　　(1)　総　括　

区         分 備考

補  正  後
1

補  正  前
1

比　　　較

  

   

  

 

2．一　般　職　　ア　会計年度任用職員以外の職員

区         分 備考

補  正  後 1

補  正  前 1

比　　　較

  

   

  

 

2．一　般　職　　イ　会計年度任用職員

区         分 備考

補  正  後 -

補  正  前 -
比　　　較

  

   

  

 

管　理　職 扶　　　養 住　　　　居

- - - - -

（単位：千円）

組合負担金 -

給　　　　　与　　　　　費

報　　酬 給　　料 職員手当等 計 共済費 合計
職員数

(人)

宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当 -
退職手当

組合負担金 -

-
時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

手　　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当 -

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

Δ22
宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

時間外勤務 休日勤務

-
退職手当

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

期末・勤勉

手　　　　当 Δ34 手　　　当 Δ182 手　　　　当

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

2,674 368 3,042

- - - △ 238 △ 238 - △ 238

-

手　　　当 Δ182 手　　　　当

職員数
(人)

管　理　職 扶　　　養

- -

- 1,656 1,018

- - - - -

-

- - - - - -

住　　　　居

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合計

- 1,656 780 2,436 368 2,804

報　　酬 給　　料 職員手当等 計

共済費 合計報　　酬 給　　料 職員手当等 計

管　理　職 扶　　　養 住　　　　居

1,656 780 2,436 368

-

手　　　　当 -

時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

手　　　　当 Δ34

職員数
(人)

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

一 般 職 員
１人当り給
与 費 の 状
況

区　　分 １人当り給与費

補正後 2,436

補正前 2,674

Δ22
宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

手　　　当 - 手　　　当 -
退職手当

組合負担金 -

職 員 手 当
等 の 増 減
内 訳

職 員 手 当
等 の 増 減
内 訳

職 員 手 当
等 の 増 減
内 訳

補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

-

-

-

- △ 238 △ 238 - △ 238

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

- 2,804

1,656 1,018 2,674 368 3,042( )

( )

-350-



議案第２９号  

 

 

令和３年度東京都利島村後期高齢者医療事業特別会計補正予算＜第２号＞ 

 

 

令和３年度東京都利島村後期高齢者医療事業特別会計補正予算＜第２号＞は、次に定め

るところによる。 

 

〔歳入歳出予算の補正〕 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ ２,５１７ 千円を減額し、歳入歳出 

予算の総額を ６,３９７ 千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の〔款〕・〔項〕の区分及び該当区分ごとの金額並びに 

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

 

 

 

 

令和４年 ３月 ７日 

 

                 提出者 東京都利島村長   村 山  将 人 

 

議決第   号 

 

令和４年 ３月  日    原案  決 

 

 

                     東京都利島村議会議長  寺 田  優 
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後期高齢者医療保険料１ 2,029 △100 1,929

１後期高齢者医療保険料 2,029 △100 1,929

繰入金３ 5,737 △2,634 3,103

１他会計繰入金 5,737 △2,634 3,103

諸収入５ 406 144 550

１受託事業収入 405 △100 305

２雑入 1 244 245

広域連合支出金７ 0 73 73

１広域連合補助金 0 73 73

歳　　　　入　　　　合　　　　計 8,914 △2,517 6,397

第　１　表　歳入歳出予算
１　歳 入

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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総務費１ 1,716 0 1,716

１徴収費 1,716 0 1,716

葬祭費２ 250 △100 150

１葬祭費 250 △100 150

広域連合納付金３ 6,447 △2,417 4,030

１広域連合納付金 6,447 △2,417 4,030

保険事業費４ 250 0 250

１健康増進事業費 250 0 250

歳　　　　出　　　　合　　　　計 8,914 △2,517 6,397

２　歳 出

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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後期高齢者医療保険料 2,029１

繰入金 5,737３

繰越金 742４

諸収入 406５

広域連合支出金 0７

8,914歳　　　　入　　　　合　　　　計

　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括

（歳　入）

款 補正前の額
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△100 1,929

△2,634 3,103

0 742

144 550

73 73

△2,517 6,397

（単位：千円）

補正額 計
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１総務費 1,716 0 1,716

２葬祭費 250 △100 150

３広域連合納付金 6,447 △2,417 4,030

４保険事業費 250 0 250

５諸支出金 1 0 1

６予備費 250 0 250

歳　　　　出　　　　合　　　　計 8,914 △2,517 6,397

（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計
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1,716△1,716

△100

△1,743△674

△7373

△100△2,417

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国都支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

補　正　額　の　財　源　内　訳
（単位：千円）
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後期高齢者医療保険料1 2,029 △100 1,929

後期高齢者医療保険料1 2,029 △100 1,929

後期高齢者医療保険料1 2,029 △100 1,929

繰入金3 5,737 △2,634 3,103

他会計繰入金1 5,737 △2,634 3,103

一般会計繰入金1 5,737 △2,634 3,103

諸収入5 406 144 550

受託事業収入1 405 △100 305

受託事業収入1 405 △100 305

雑入2 1 244 245

雑入1 1 244 245

広域連合支出金7 0 73 73

広域連合補助金1 0 73 73

区市町村支援事業補助1 0 73 73
金

計補　　正　　額補 正 前 の 額

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １ 後期高齢者医療保険料

01-01-01 後期高齢者医療保険料
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①現年度分後期高齢者医療保険料1現年度分 △99                      △99

①過年度分後期高齢者医療保険料2過年度分 △1                       △1

①一般会計繰入金1一般会計繰 △2,634                   △2,634
入金

①葬祭費受託事業収入2葬祭費受託 △100                     △100
事業収入

①雑入1雑入 244                       244

①区市町村支援事業補助金1区市町村支 73                        73
援事業補助
金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

後期高齢者医療事業特別会計
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△1,7161総務費 1,716 0 1,716

△1,716徴収費1 1,716 0 1,716

△1,7161徴収費 1,716 0 1,716
その他

△1,716

△1002葬祭費 250 △100 150

△100葬祭費1 250 △100 150

△1001葬祭費 250 △100 150
その他

△100

△6743広域連合納付金 6,447 △2,417 4,030

△674広域連合納付金1 6,447 △2,417 4,030

△6741広域連合分賦金 6,447 △2,417 4,030
その他

△674

734保険事業費 250 0 250

73健康増進事業費1 250 0 250

731健康診査費 250 0 250
その他

73

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

３　歳　出

科　　　　目

款 項 目

款 １ 総務費

01-01-01 徴収費
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1,716

1,716

1,716

18負担金補助 △100               △100　１葬祭費
及び交付金               △100　１８負担金補助及び交付金

              △100　　　負担金
　　　　葬祭費負担金

△1,743

△1,743

△1,743 18負担金補助 △2,417             △2,417　１広域連合分賦金
及び交付金             △2,417　１８負担金補助及び交付金

            △2,417　　　負担金
　　　　広域連合負担金

△73

△73

△73

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

後期高齢者医療事業特別会計
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（本頁は白紙です） 
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議案第３０号  

 

令和４年度東京都利島村一般会計予算 

 

令和４年度東京都利島村一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 

〔歳入歳出予算〕 

第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ １，５９８，０２６ 千円とする。 

２  歳入歳出予算の〔款〕・〔項〕の区分及び該当区分ごとの金額は、 

「第１表歳入歳出予算」による。 

〔地方債〕 

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債目 

的・限度額・起債方法・利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

〔一時借入金〕 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

３００，０００千円と定める。 

〔歳出予算の流用〕 

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりとする。 

各項に計上した給料・職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係 

る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間 

の流用。 

 

 

令和４年 ３月 ７日 

 

                  提出者 東京都利島村長   村 山  将 人 

 

議決第   号 

 

令和４年 ３月  日     原案  決 

 

 

                      東京都利島村議会議長 寺 田   優 
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（本頁は白紙です） 
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令和４年度
一般会計
予算案

１１

２２

総額と対前年度比較
令和４年度予算案令和４年度予算案ポイントポイント

-365-



歳入の対前年度当初予算比較
令和4年度予算案令和4年度予算案ポイントポイント

歳 入 金額 対前年度
村税
譲与税・税交付金
地方交付税
使用料及手数料
国庫支出金
都支出金
財産収入
寄付金
繰入金（村の貯金からの）
諸収入
村債

4,872万円
1,134万円

3億5,497万円
2,040万円
2,422万円

6億3,985万円
2,118万円
160万円

3億3,227万円
1億2,348万円
2,000万円

＋266万円
＋53万円

＋2,602万円
△98万円

△6,148万円
△1,278万円
＋1,726万円
＋70万円

＋5,309万円
＋7,598万円
＋900万円

前年度より、貯金を多く取り崩す厳しい状況となっています。

歳出の対前年度当初予算比較
令和4年度予算案令和4年度予算案ポイントポイント

歳 出 金額 対前年度 主要増減理由
議会費
総務費
民生費
衛生費
労働費
農林水産業費
商工費
土木費
消防費
教育費
災害復旧費
公債費
予備費

1,783万円
4億6,775万円
1億7,149万円
2億6,648万円
2,175万円

1億4,609万円
1億2,158万円
1億3,941万円
2,984万円

1億4,480万円
0

5800万円
1300万円

△152万円
△1,223万円
＋1,006万円
＋652万円
＋77万円

△1,005万円
△1,003万円
＋9,094万円
＋800万円
＋2,711万円

0
△87万円
＋132万円

社会福祉協議会への支援強化
ごみ処理施設設計等

製油センター設計2か年目
定期航路が委託から補助へ
住宅２棟リース、無電柱化計画
庁舎屋上鉄塔入替
体育館バリアフリートイレ導入

村の喫緊の課題である人手不足の解消に向けた住宅建設に多
くの費用を計上したため、土木費が大きく増加。
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一般会計総務費
議案書のページ番号 423頁中段

一般会計総務費
議案書のページ番号 423頁中段
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一般会計総務費
議案書のページ番号 423頁中段

一般会計総務費
議案書のページ番号 439頁中段
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一般会計消防費
議案書のページ番号 497頁下段

一般会計消防費
議案書のページ番号 497頁下段
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一般会計民生費
議案書のページ番号 449頁上段

都の総合交付金を
活用予定
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一般会計民生費
議案書のページ番号 459頁中段

半額が
都の補助金です

一般会計衛生費
議案書のページ番号 461頁中段

約3分の1が
都の補助金です
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一般会計総務費
議案書のページ番号 427頁中段
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一般会計総務費
議案書のページ番号 429頁中段

約40％が
国都の補助金です

一般会計衛生費
議案書のページ番号 467頁中段

半額が
都の補助金です
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一般会計衛生費
議案書のページ番号 469頁上段

一般会計土木費
議案書のページ番号 491頁上段

ほぼ全額が
都の補助金です
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事業期間R4～R8年度
施設延長322.5m
道路延長322.5m

一般会計土木費
議案書のページ番号 491頁上段

ほぼ全額が
都の補助金です

一般会計土木費
議案書のページ番号 491頁上段の備品購入費
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一般会計土木費
議案書のページ番号 491頁下段

（株）TOSHIMAへの
株式売却代金

3,511万円を活用
（基金から全額繰出）
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一般会計農林水産業費
議案書のページ番号 475頁下段

一般会計農林水産業費
議案書のページ番号 477頁中段

都の総合交付金他
国の補助金等を
活用予定
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75％が
都の補助金です

一般会計農林水産業費
議案書のページ番号 477頁中段

一般会計農林水産業費
議案書のページ番号 477頁中下段

75％が
都の補助金です
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一般会計農林水産業費
議案書のページ番号 479頁中段

約50％が
都の補助金です

一般会計農林水産業費
議案書のページ番号 481頁中段
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一般会計商工費
議案書のページ番号 487頁中段

一般会計商工費
議案書のページ番号 483頁下段

半額が
都の補助金です
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一般会計商工費
議案書のページ番号 487頁中段

利島村役場（代理店）

（委託）
約7,500万円

㈱TOSHIMA

精算作業
請求作業

人や貨物の
実績に応じた
代理店収入

利島村役場

（補助）
不足する運営費
約7,772万円

㈱TOSHIMA（代理店）

精算作業
請求作業

人や貨物の
実績に応じた
代理店収入

事業用車両は村が
用意し、無償貸出

（株）TOSHIMAが
自らリースで確保
（約1,210万円）

令和3年度まで 令和4年度から

ラフターは他
の民間事業者
と同様の値段
で貸出

ラフター
使用料
900万円

都の総合交付金を
活用予定
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一般会計教育費
議案書のページ番号 503頁中段

トイレ導入は
半額が

国の補助金です

一般会計教育費
議案書のページ番号 503頁中下段
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村税 48,715１

22,692村民税１

22,323固定資産税２

1,853軽自動車税３

1,847たばこ税４

地方譲与税 2,146２

490地方揮発油譲与税１

1,086自動車重量譲与税２

570森林環境譲与税４

利子割交付金 63３

63利子割交付金１

配当割交付金 337４

337配当割交付金１

株式等譲渡所得割交付金 289５

289株式等譲渡所得割交付金１

法人事業税交付金 64６

64法人事業税交付金１

地方消費税交付金 7,985７

7,985地方消費税交付金１

環境性能割交付金 458９

458環境性能割交付金１

地方特例交付金 1１０

1地方特例交付金１

地方交付税 354,965１１

354,965地方交付税１

使用料及び手数料 20,396１３

20,205使用料１

191手数料２

国庫支出金 24,222１４

5,211国庫負担金１

18,120国庫補助金２

891国庫委託金３

都支出金 639,854１５

(単位：千円)

第　１　表　歳入歳出予算
１　歳 入

款 項 金　　　　　　　　　額
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4,680都負担金１

628,570都補助金２

6,604都委託金３

財産収入 21,176１６

12,705財産運用収入１

8,471財産売払収入２

寄付金 1,600１７

1,600寄付金１

繰入金 332,273１８

332,273基金繰入金１

繰越金 1１９

1繰越金１

諸収入 123,481２０

1村預金利子１

2,010受託事業収入２

100貸付金元利収入３

121,370雑入４

村債 20,000２１

20,000村債１

歳　　　　入　　　　合　　　　計 1,598,026

(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　額
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議会費 17,832１

17,832議会費１

総務費 467,746２

425,797総務管理費１

21,367徴税費２

18,054戸籍住民基本台帳費３

106統計調査費４

760監査委員費５

1,662選挙費６

民生費 171,489３

104,872社会福祉費１

22,580老人福祉費２

44,037児童福祉費３

衛生費 266,484４

43,976保健衛生費１

101,578清掃費２

120,930上下水道費３

労働費 21,750５

21,750労働費１

農林水産業費 146,089６

75,656農業費１

42,329林業費２

28,104水産業費３

商工費 121,583７

30,813商工費１

90,770離島交通受託事業費２

土木費 139,409８

14,413土木管理費１

37,616道路橋りょう費２

77,664住宅費３

9,716港湾費４

消防費 29,841９

29,841消防費１

(単位：千円)２　歳 出

款 項 金　　　　　　　　　額
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教育費 144,803１０

35,169教育総務費１

66,017小学校費２

2,680中学校費３

24,469保健体育費４

16,468社会教育費５

公債費 58,000１２

58,000公債費１

予備費 13,000１４

13,000予備費１

歳　　　　出　　　　合　　　　計 1,598,026

(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　額
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第２表　地　方　債

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償　　還　　の　　方　　法

１．臨時財政対策債 20,000千円
証書借入又は
証券発行

4.00％以内（但し、利率見直
し方式で借入れる政府資金及
び地方公共団体金融機構資
金等について、利率見直しを
行った後においては、当該見
直し後の利率。）

　政府資金については、その融資条件により、銀行そ
の他の場合にはその債権者と協定するものによる。た
だし、村財政の都合により措置期間及び償還期間を
短縮し、もしくは繰上償還または低利に借換えすること
ができる。

合計 20,000千円
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（本頁は白紙です） 
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村税 48,715１

地方譲与税 2,146２

利子割交付金 63３

配当割交付金 337４

株式等譲渡所得割交付金 289５

法人事業税交付金 64６

地方消費税交付金 7,985７

自動車取得税交付金 0８

環境性能割交付金 458９

地方特例交付金 1１０

地方交付税 354,965１１

使用料及び手数料 20,396１３

国庫支出金 24,222１４

都支出金 639,854１５

財産収入 21,176１６

寄付金 1,600１７

繰入金 332,273１８

繰越金 1１９

諸収入 123,481２０

村債 20,000２１

1,598,026歳　　　　入　　　　合　　　　計

　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括

（歳　入）

款 本　　年　　度　　予　　算　　額
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46,043 2,672

2,146 0

67 △4

340 △3

283 6

64 0

7,587 398

0 0

318 140

1 0

328,948 26,017

21,375 △979

85,701 △61,479

652,626 △12,772

3,921 17,255

900 700

279,184 53,089

1 0

47,495 75,986

11,000 9,000

1,488,000 110,026

（単位：千円）

前　　年　　度　　予　　算　　額 比　　　　　　　　　較
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１議会費 17,832 19,351 △1,519

２総務費 467,746 479,974 △12,228

３民生費 171,489 161,427 10,062

４衛生費 266,484 259,961 6,523

５労働費 21,750 20,980 770

６農林水産業費 146,089 156,143 △10,054

７商工費 121,583 131,615 △10,032

８土木費 139,409 48,471 90,938

９消防費 29,841 21,839 8,002

１０教育費 144,803 117,692 27,111

１２公債費 58,000 58,867 △867

１４予備費 13,000 11,680 1,320

歳　　　　出　　　　合　　　　計 1,598,026 1,488,000 110,026

（歳　出）

款 本年度予算額 前年度予算額 比　　較
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17,832

229,123108,675129,948

88,52083182,138

114,71617151,751

14,5501507,050

42,810923102,356

32,4495,13484,000

58,24953,34327,817

17,84112,000

86,1411,64657,016

1,67356,327

13,000

716,904227,046654,076

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国都支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源
本　　年　　度　　予　　算　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

（単位：千円）
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村税1 48,715 46,043 2,672

村民税1 22,692 22,064 628

個人1 19,979 19,424 555

法人2 2,713 2,640 73

固定資産税2 22,323 20,190 2,133

固定資産税1 21,110 18,777 2,333

国有資産等所在市町村2 1,213 1,413 △200
交付金及び納付金

軽自動車税3 1,853 1,800 53

環境性能割1 14 20 △6

比　　 　　較前　　年　　度本　　年　　度

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １　村税

01-01-01 個人
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①現年課税分1現年課税分 19,580                    16,573
・均等割　調定見込　　 559千円　納税義務者数1
　88人（4年平均）
・所得割　調定見込　19,021千円　R3課税状況
　調べより算出
・調定見込額19,580千円－特徴前年課税4.5月
　分3,007千円＝16,573千円
②特徴前年課税4,5月分                     3,007

①滞納繰越分2滞納繰越分 399                       399

①現年課税分1現年課税分 2,713                     2,713
・均等割：15社　調定見込 　2,010千円
・法人税割　　　調定見込　　 783千円
・収入見込100%

①現年課税分1現年課税分 21,109                    21,109
・     土地　　　課税標準額    50,59
　8　調定見込     708
・     家屋  　　課税標準額   251,2
　79　調定見込   3,979
・     償却資産  課税標準額   1,173
　,015　調定見込  16,422
・     合計　　  課税標準額 1,474,8
　92　調定見込  20,648
・     収入見込　100%

①滞納繰越分2滞納繰越分 1                         1

①国有資産等所在市町村交付金1現年課税分 1,213                     1,213

①環境性能割・現年課税分（軽自動車税）1現年課税分 14                        14

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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種別割2 1,839 1,780 59

たばこ税4 1,847 1,989 △142

たばこ税1 1,847 1,989 △142

地方譲与税2 2,146 2,146 0

比　　 　　較前　　年　　度本　　年　　度
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １　村税

01-03-02 種別割

-396-



①種別割・現年課税分（軽自動車税）1現年課税分 1,839                     1,839
・令和3年12月登録台数
・原動機付自転車 50cc以下　 25台　 税率2
　,000円　調定見込  50,000円
・原動機付自転車 90cc以下　  1台　 税率2
　,000円　調定見込   2,000円
・原動機付自転車125cc以下　  2台　 税率2
　,400円　調定見込   4,800円
・原動機付自転車 ミニカー　  4台　 税率3,7
　00円　調定見込  14,800円
・軽自動車 乗用 自家用・現  20台　 税率7,
　200円　調定見込 144,000円
・軽自動車 乗用 自家用・新   4台　税率10,
　800円　調定見込  43,200円
・軽自動車 乗用 自家用・重  57台　税率12,
　900円　調定見込 735,300円
・軽自動車 貨物 自家用・重   2台　税率 4,
　500円　調定見込   9,000円
・軽自動車 貨物 自家用・現  27台　税率 4,
　000円　調定見込  108,000円
・軽自動車 貨物 自家用・新   5台　税率 5,
　000円　調定見込  25,000円
・軽自動車 貨物 自家用・重 111台　税率 6,
　000円　調定見込 666,000円
・小型特殊自動車　　　　　　 3台　税率 5,90
　0円　調定見込  17,700円
・軽二輪　　　　　　　　　　 1台　税率 3,60
　0円　調定見込   3,600円
・二輪小型自動車　　　　　　 4台　税率 6,00
　0円　調定見込  24,000円
・1,858,500(全税額)×100%(安全率)
　=1,858,500円(調定見込)
・1,858,500円(調定見込)×99%(安全率
　)=1,839千円(収入見込)

①たばこ税1現年課税分 1,847                     1,847
・標準課税額　令和2年度実績　312,446本
・312,446本÷1,000本＝313本
・313本×0.9＝282本
・税率(千本につき)　6,552円
・収入見込額　6,552(税率)×282本=1,8
　47千円

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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地方揮発油譲与税1 490 490 0

地方揮発油譲与税1 490 490 0

自動車重量譲与税2 1,086 1,086 0

自動車重量譲与税1 1,086 1,086 0

森林環境譲与税4 570 570 0

森林環境譲与税1 570 570 0

利子割交付金3 63 67 △4

利子割交付金1 63 67 △4

利子割交付金1 63 67 △4

配当割交付金4 337 340 △3

配当割交付金1 337 340 △3

配当割交付金1 337 340 △3

株式等譲渡所得割交付金5 289 283 6

株式等譲渡所得割交付金1 289 283 6

株式等譲渡所得割交付1 289 283 6
金

比　　 　　較前　　年　　度本　　年　　度
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ２　地方譲与税

02-01-01 地方揮発油譲与税
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①地方揮発油譲与税1地方揮発油 490                       490
譲与税

①自動車重量譲与税1自動車重量 1,086                     1,086
譲与税

①森林環境譲与税1森林環境譲 570                       570
与税

①利子割交付金1利子割交付 63                        63
金

①配当割交付金1配当割交付 337                       337
金

①株式等譲渡所得割交付金1株式等譲渡 289                       289
所得割交付
金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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法人事業税交付金6 64 64 0

法人事業税交付金1 64 64 0

法人事業税交付金1 64 64 0

地方消費税交付金7 7,985 7,587 398

地方消費税交付金1 7,985 7,587 398

地方消費税交付金1 7,985 7,587 398

環境性能割交付金9 458 318 140

環境性能割交付金1 458 318 140

環境性能割交付金1 458 318 140

地方特例交付金10 1 1 0

地方特例交付金1 1 1 0

地方特例交付金1 1 1 0

地方交付税11 354,965 328,948 26,017

地方交付税1 354,965 328,948 26,017

地方交付税1 354,965 328,948 26,017

使用料及び手数料13 20,396 21,375 △979

比　　 　　較前　　年　　度本　　年　　度
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ６　法人事業税交付金

06-01-01 法人事業税交付金
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①法人事業税交付金1法人事業税 64                        64
交付金

①地方消費税交付金1地方消費税 7,985                     7,985
交付金

①環境性能割交付金1環境性能割 458                       458
交付金

①地方特例交付金1地方特例交 1                         1
付金

①普通交付税1地方交付税 354,965                   280,965
②特別交付税                    74,000

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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使用料1 20,205 21,206 △1,001

総務使用料1 2,000 2,000 0

民生使用料2 411 521 △110

労働使用料3 150 150 0

土木使用料5 17,644 18,535 △891

手数料2 191 169 22

総務手数料1 174 152 22

衛生手数料2 17 17 0

比　　 　　較前　　年　　度本　　年　　度
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １３　使用料及び手数料

13-01-01 総務使用料

-402-



①光ファイバー伝送路使用料1村内情報通 2,000                     2,000
信基盤網使
用料

①保育所使用料1保育所使用 381                       381
料

①地域交流会館使用料3地域交流会 30                        30
・冠婚葬祭時利用　1回につき30,000円館使用料
・令和3年度実績なし

①ボウリング使用料1勤労福祉会 150                       150
館使用料

①村営住宅使用料1住宅使用料 17,644                    17,644

①戸籍事務手数料1証明書発行 173                        59
②住基事務等手数料手数料                       114

①情報公開に係る写し交付手数料2情報公開に 1                         1
係る写し交
付手数料

①廃車処理手数料1廃車処理手 12                        12
数料

①廃棄物処理手数料2廃棄物処理 1                         1
手数料

①狂犬病予防手数料3狂犬病予防 3                         3
手数料

①犬の登録等手数料4犬の登録等 1                         1
手数料

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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国庫支出金14 24,222 85,701 △61,479

国庫負担金1 5,211 6,584 △1,373

民生費国庫負担金1 5,211 5,301 △90

国庫補助金2 18,120 77,958 △59,838

総務費国庫補助金1 14,157 75,044 △60,887

衛生費国庫補助金3 843 842 1

教育費国庫補助金7 3,120 2,072 1,048

国庫委託金3 891 1,159 △268

総務費国庫委託金1 126 157 △31

民生費国庫委託金2 765 1,002 △237

都支出金15 639,854 652,626 △12,772

比　　 　　較前　　年　　度本　　年　　度
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １４　国庫支出金

14-01-01 民生費国庫負担金

-404-



①障害者自立支援事業費負担金1社会福祉費 3,060                     2,859
②国民健康保険基盤安定負担金負担金                       194
③未就学児均等割保険税負担金                         7

①児童手当負担金2児童福祉費 1,907                     1,907
負担金

①低所得者保険料軽減国庫負担金（介護保険料）3老人福祉費 244                       244
負担金

②社会保障・税番号制度システム整備費補助金1総務費補助 14,157                     2,096
⑤個人番号カード交付事業費補助金金                        38
⑪新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金                   10,000
⑬空き家対策総合支援事業補助金                    2,023

①地域生活支援事業費補助金1保健衛生費 843                       842
②新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業国庫補助金                         1
　補助金
・科目存置

①へき地児童生徒援助費補助金1教育費補助 3,120                     3,120
金

②中長期在留者居住地届出等事務委託金1総務費委託 126                       126
金

①国民年金事務委託金1社会福祉費 765                       765
委託金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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都負担金1 4,680 4,467 213

総務費都負担金1 69 0 69

民生費都負担金2 4,611 4,467 144

都補助金2 628,570 640,157 △11,587

総務費都補助金1 511,300 522,470 △11,170

民生費都補助金2 19,384 20,119 △735

衛生費都補助金3 9,703 8,063 1,640

比　　 　　較前　　年　　度本　　年　　度
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １５　都支出金

15-01-01 総務費都負担金
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①土地取引規制経由事務負担金1総務費負担 69                        69
金

①心身障害者福祉手当負担金1社会福祉費 2,557                       372
②障害者自立支援事業負担金負担金                     1,429
③民生委員推薦会負担金                        40
⑤国民健康保険基盤安定負担金                       543
⑥未就学児均等割保険税負担金                         3
⑦心身障害者医療費助成制度交付金                      170

①後期高齢者医療基盤安定負担金2老人福祉費 626                       504
②低所得者保険料軽減都負担金（介護保険料）負担金                       122

①児童手当・児童育成手当負担金3児童福祉費 1,428                     1,428
負担金

①総合交付金1総務費補助 511,300                   511,300
金

②離島サービス確保対策事業補助金1社会福祉費 10,495                       109
④地域包括支援事業補助金補助金                     7,340
⑤地域福祉推進事業補助金                     2,500
⑥感染拡大防止対策推進事業補助金                      546

①老人クラブ助成事業補助金2老人福祉費 502                        28
②高齢社会対策区市町村包括事業補助金補助金                       474

①ひとり親家庭医療費助成事業補助金3児童福祉費 8,387                       188
・事務費見込み　160,000円補助金
・扶助費見込み　　28,000円
②乳幼児医療費助成事業補助金                       272
③義務教育就学児医療費助成事業補助金                      487
④子育て推進交付金                     7,440

①健康増進事業補助金1保健衛生費 6,203                     2,069
②医療保健政策区市町村包括補助事業補助金補助金                       752
④精神保健福祉一般相談交付金                     2,680

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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労働費都補助金4 4,050 5,918 △1,868

農林水産業費都補助金5 50,356 67,318 △16,962

土木費都補助金7 20,316 2,244 18,072

消防費都補助金8 0 1,500 △1,500

比　　 　　較前　　年　　度本　　年　　度
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １５　都支出金

15-02-03 衛生費都補助金

-408-



⑤地域生活支援事業補助金                       421
⑥在宅療養推進基盤整備事業補助金                      231
⑦出産子育て応援事業補助金                        50

①廃棄物減量等推進費対策事業補助金2清掃費補助 3,500                     3,500
・製品プラ対応プレス機1基　7,000,000×1金
　/2

①勤労福祉会館運営費補助金1労働費補助 4,050                     4,050
金

①農業委員会交付金1農業費補助 20,856                       880
②東京都山村・離島振興施設整備事業補助金金                    17,726
・山村・離島施設整備事業　新製油センター製造工程設
　計委託　@6,113,250
・山村・離島施設整備事業　新製油センター建屋建設設
　計委託　@11,613,525
③東京都島しょ山村定住促進サポート事業支援金                    2,250
・東京都島しょ山村定住促進サポート事業補助金　@2
　,250,000

①ハスオビエダジャク防除事業補助金2林業費補助 28,690                     6,410
・ハスオビエダジャク防除事業補助金金
・駆除単価＠91,572円*140ha　補助率1/
　2　91,572*140/2
②林道改良事業補助金                    14,280
・令和3年度林道宮沢線災害復旧工事@14,280,
　000
③森林整備補助金                     8,000
・林産物生産振興事業@8,000,000

①栽培漁業地域展開事業補助金3水産業費補 810                       810
・令和4年度栽培漁業展開事業スポアバック、さざえモ助金
　ニタリング調査@810,000

①公営住宅家賃対策補助金2住宅費補助 3,016                       994
②空き家利活用等区市町村支援事業補助金金                     2,022

①無電柱化チャレンジ補助金3無電柱化チ 17,300                    17,300
・無電柱化計画策定ャレンジ補
・堂の山線イ号無電柱化予備設計助金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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教育費都補助金9 13,461 12,525 936

都委託金3 6,604 8,002 △1,398

総務費都委託金1 2,138 3,329 △1,191

民生費都委託金2 5 5 0

衛生費都委託金3 1 1 0

土木費都委託金5 4,454 4,461 △7

教育費都委託金6 6 206 △200

財産収入16 21,176 3,921 17,255

財産運用収入1 12,705 3,920 8,785

利子及び配当金1 38 221 △183

比　　 　　較前　　年　　度本　　年　　度
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １５　都支出金

15-02-09 教育費都補助金
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①教育調査統計事務処理特例交付金1教育費補助 13,461                        14
②文化財関係事務処理特例交付金金                        18
⑤放課後子ども教室推進事業費                     1,275
⑬公立学校施設トイレ整備支援事業                   11,773
⑭島しょ小中学校における教育のデジタルの推進補助                      381
　金

①都税徴収費委託金1徴税費委託 590                       590
金

①人口動態調査委託金2統計調査費 259                        20
②住民基本台帳人口調査委託金委託金                        64
③旅券交付事務委託金                        69
⑤経済センサス委託金                       106

②参議院議員選挙費委託金3選挙費委託 1,289                     1,289
金

②無料乗車券発行委託金1社会福祉費 5                         5
委託金

①海岸漂着物対策委託金2清掃費委託 1                         1
・科目存置金

①港湾管理費委託金1港湾費委託 4,454                     4,454
金

①学校基本調査委託金1教育費委託 6                         6
金

①財政調整基金利子1基金利子 38                        15
②減債基金利子                         1
⑥土地開発基金利子                         1
⑦災害復旧資金貸付基金利子                         1

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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財産貸付収入2 12,667 3,699 8,968

財産売払収入2 8,471 1 8,470

物品売払収入2 8,471 1 8,470

寄付金17 1,600 900 700

寄付金1 1,600 900 700

寄付金1 1,600 900 700

繰入金18 332,273 279,184 53,089

基金繰入金1 332,273 279,184 53,089

基金繰入金1 332,273 279,184 53,089

繰越金19 1 1 0

比　　 　　較前　　年　　度本　　年　　度
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １６　財産収入

16-01-01 利子及び配当金
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⑧公共的経済団体経営安定化資金貸付基金利子                        1
⑨庁舎建設基金利子                        18
⑩森林環境譲与税基金                         1

①職員住宅貸付料1土地建物貸 3,636                     3,552
②土地貸付料付収入                        84

①パイプネット貸付収入2物品貸付収 9,031                        31
・パイプネットハウス貸付料金1件　@31,875入
②作業用車両貸付収入                     9,000

②使用済自動車売払収入1自動車売払 8,471                         1
③フォークリフト売却収入                     8,470

①ふるさと納税1寄付金 1,600                     1,600

①財政調整基金繰入金1財政調整基 240,839                   240,839
金繰入金

①減債基金繰入金2減債基金繰 56,327                    56,327
入金

⑦住宅建設基金繰入金3特定目的基 35,107                    35,107
・職員・村営住宅建設の為の基金繰入金金繰入金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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繰越金1 1 1 0

繰越金1 1 1 0

諸収入20 123,481 47,495 75,986

村預金利子1 1 1 0

村預金利子1 1 1 0

受託事業収入2 2,010 29,077 △27,067

受託事業収入1 2,010 29,077 △27,067

貸付金元利収入3 100 100 0

貸付金元利収入1 100 100 0

雑入4 121,370 18,317 103,053

雑入1 121,370 18,317 103,053

比　　 　　較前　　年　　度本　　年　　度
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １９　繰越金

19-01-01 繰越金

-414-



①前年度繰越金（純繰越金）1繰越金 1                         1

①村預金利子1村預金利子 1                         1

②ヘリコミューター地上業務委託金1商工費受託 2,010                     2,010
事業収入

①公共的経済団体経営安定化資金貸付基金貸付利子1貸付金元利 100                       100
収入

①アイランダー助成金1雑入 121,370                       100
⑤シルバーパス交付事務手数料                        10
⑥保育所職員給食代                       288
⑦金属売却等収入                       300
⑩みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金                    1,000
⑫TAL航空講習会負担金                       320
⑮村営住宅共益費                       592
・3か年平均　591,961円
21雇用保険料個人負担分                       144
24ハロウィンジャンボ宝くじ交付金                    8,000
26遺族共済事業事務委託金                         9
28日本赤十字社地区交付金                        13
44学校教職員等給食代                     1,646
51二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金                   83,119
55地域交流会館気象観測装置電気使用料                      102
57区市町村観光インフラ支援補助金                    1,804
・ウスイゴウ園地、南ヵ山園地、親水レクリエーション
　施設（トイレ和→洋に改修する）
58区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助                   22,968

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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村債21 20,000 11,000 9,000

村債1 20,000 11,000 9,000

臨時財政対策債10 20,000 11,000 9,000

比　　 　　較前　　年　　度本　　年　　度
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ２０　諸収入

20-04-01 雑入

-416-



　金
59保育園資材個人負担分                         7
60移住・定住・交流推進支援事業補助金                      923
67東京都市町村民交通災害共済市町村事務交付金                       23
71社会福祉協議会補助金返還金                         1
72老人会補助金返還金                         1

①臨時財政対策債1臨時財政対 20,000                    20,000
策債

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-417-



1議会費 17,832 19,351 △1,519

議会費1 17,832 19,351 △1,519

1議会費 17,832 19,351 △1,519

108,675129,9482総務費 467,746 479,974 △12,228

108,501115,641総務管理費1 425,797 447,084 △21,287

17621,0001一般管理費 78,327 80,685 △2,358
都支出金 諸収入

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

３　歳　出

科　　　　目

款 項 目

款 １ 議会費

01-01-01 議会費

-418-



17,832

17,832

17,832 1報　　　酬 7,860              12,740　１議員の報酬、手当

              7,860　　１報　　　酬

              7,860　　　議員報酬
3職員手当等 2,223 　　　　議員報酬

              2,223　　３職員手当等

              2,223　　　議員期末手当
4共　済　費 2,657 　　　　議員期末手当

              2,657　　４共　済　費

              2,657　　　町村議会議員共済会負担金
8旅　　　費 924 　　　　町村議会議員共済会負担金

              4,358　２議会事務費

                924　　８旅　　　費

                924　　　旅費
9交　際　費 200                 525　　　　普通管外旅費

                399　　　　研修旅費

                100　１０需　用　費
10需　用　費 100                 100　　　消耗品費

　　　　消耗品費

                 60　１１役　務　費
11役　務　費 60                  60　　　通信運搬費

　　　　通信運搬費

              3,274　１２委　託　料
12委　託　料 3,274               3,274　　　業務委託料

              1,921　　　　議事録作成委託料

              1,353　　　　議会広報作成委託料
18負担金補助 534                 200　３議長交際費

及び交付金                 200　　９交　際　費

                200　　　議長交際費
　　　　議長交際費

                534　４議会費負担金

                534　１８負担金補助及び交付金

                534　　　負担金

                 15　　　　市町村議会議員公務災害補償組合負担金

                 90　　　　議員共済会事務費負担金

                429　　　　その他負担金

229,123

201,655

57,151 1報　　　酬 105              41,923　１村長・副村長・一般職の人件費

             21,963　　２給　　　料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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21,000 153
その他

23

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

02-01-01 一般管理費

-420-



2給　　　料 21,963              13,860　　　特別職給料

              7,440　　　　村長給料

              6,420　　　　副村長給料
3職員手当等 13,724               8,103　　　一般職給料

　　　　一般職給料

             13,724　　３職員手当等
4共　済　費 6,773               1,151　　　管理職手当

　　　　管理職手当

                 78　　　扶養手当
8旅　　　費 3,378 　　　　扶養手当

              6,523　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当

                260　　　児童手当
9交　際　費 200 　　　　児童手当

                642　　　地域手当
　　　　地域手当

10需　用　費 1,360               4,754　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

                316　　　管理職員特別勤務手当
11役　務　費 3,529 　　　　管理職員特別勤務手当

              6,236　　４共　済　費

              6,199　　　共済組合費負担金
12委　託　料 13,960 　　　　共済組合負担金

                 37　　　公務災害補償基金負担金
　　　　公務災害補償基金負担金

13使用料及び 2,583                 537　２労災・雇用・健康保険料
賃借料                 537　　４共　済　費

                537　　　労災・雇用・健康保険料
　　　　労災・雇用・健康保険料

18負担金補助 10,752                  98　５村民の日経費
及び交付金                  38　　１報　　　酬

                 38　　　委員報酬
　　　　表彰委員会報酬

                 60　１０需　用　費

                 60　　　消耗品費
　　　　消耗品費

                200　６村長交際費

                200　　９交　際　費

                200　　　村長交際費
　　　　村長交際費

             21,287　７一般管理事務費

              3,378　　８旅　　　費

              3,378　　　旅費

              2,017　　　　普通管外旅費

                798　　　　研修旅費

                563　　　　赴任旅費

              1,300　１０需　用　費

              1,300　　　消耗品費
　　　　消耗品費

              3,529　１１役　務　費

              2,198　　　通信運搬費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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108,18757,6412企画広報費 249,956 288,470 △38,514
国庫支出金 使用料・手

4,119 数料
2,000都支出金

53,522 諸収入
106,187

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

02-01-01 一般管理費

-422-



　　　　通信運搬費

                220　　　保険料
　　　　団体地方公務員賠償責任保険

                451　　　手数料

                  5　　　　安全運転管理者講習手数料

                165　　　　健康診断検査手数料（非常勤職員）

                226　　　　健康診断検査手数料（常勤職員）

                 55　　　　職員採用試験（SPI検査）手数料

                660　　　広告料
　　　　広告料

             13,080　１２委　託　料

             13,080　　　業務委託料

                 52　　　　健康診査（ストレスチェック）業務委託

              2,264　　　　人事評価支援制度構築支援業務

                726　　　　社会保険労務士顧問契約

                440　　　　行政手続制度整備業務

                 50　　　　産業医オンライン面談委託料

              3,685　　　　個人情報保護法及び地方公務員法改正対応支
　　　　援業務

              5,467　　　　総合計画策定支援業務

                396　　　　法律顧問業務委託料

              3,463　８例規集システム管理経費

                880　１２委　託　料

                880　　　業務委託料
　　　　例規修正作業支援業務

              2,583　１３使用料及び賃借料

              2,583　　　使用料及び賃借料
　　　　例規集システム使用料

             10,752　９一般管理費負担金

             10,752　１８負担金補助及び交付金

             10,752　　　負担金

              6,245　　　　一部事務組合負担金

                189　　　　総合事務組合負担金

                 70　　　　公平委員会負担金

              2,198　　　　町村会負担金

              1,927　　　　振興公社負担金

                  8　　　　共済組合特定健診負担金

                115　　　　その他負担金

                 67１２特別職報酬等審議会

                 67　　１報　　　酬

                 67　　　委員報酬
　　　　特別職報酬等審議会委員報酬

84,128 1報　　　酬 12,252                 287　１総合開発審議会経費

                287　　１報　　　酬

                287　　　委員報酬
2給　　　料 5,470 　　　　総合開発審議会委員報酬

             11,426　２企画広報一般職の人件費

              5,470　　２給　　　料
3職員手当等 6,457               5,470　　　一般職給料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

02-01-02 企画広報費
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4共　済　費 3,879 　　　　一般職給料

              4,214　　３職員手当等

                480　　　扶養手当
7報　償　費 837 　　　　扶養手当

              2,079　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当

8旅　　　費 1,483                 140　　　児童手当
　　　　児童手当

                373　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

10需　用　費 3,556                 205　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

                143　　　住居手当
11役　務　費 4,273 　　　　住居手当

                794　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

12委　託　料 32,365               1,742　　４共　済　費

              1,742　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

13使用料及び 17,120               4,793　３企画広報事務費
賃借料                 111　　７報　償　費

                111　　　謝礼金
　　　　広報配布等謝礼金

14工事請負費 152,174                 101　　８旅　　　費

                101　　　旅費
　　　　普通管外旅費

17備品購入費 1,900               1,896　１０需　用　費

              1,846　　　消耗品費
　　　　消耗品費

18負担金補助 8,190                  50　　　修繕費
及び交付金 　　　　プリンタ等修繕費

                901　１１役　務　費

                901　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

              1,784　１２委　託　料

              1,784　　　業務委託料
　　　　広報作成委託料

             21,509　４庁内ＬＡＮ・ＬＧＷＡＮ等管理経費

             11,949　１２委　託　料

             11,949　　　業務委託料

              1,122　　　　ＬＧＷＡＮ設備保守委託料

              4,304　　　　庁内ＬＡＮ・ＬＧＷＡＮ運用サポート委託料

                825　　　　IE11サポート終了に伴うEdge対応

              4,510　　　　番号制度連携サーバ入替・検証環境新規構築

                528　　　　東京都セキュリティクラウド入替に伴う設定
　　　　変更

                660　　　　複合機入替作業

              9,560　１３使用料及び賃借料

              9,560　　　使用料及び賃借料

                429　　　　複写機リース料

              3,170　　　　パソコンリース料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

02-01-02 企画広報費
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                726　　　　ＬＧＷＡＮ機器リース料

                942　　　　住基ネットシステム機器リース料

              3,234　　　　ＬＧＷＡＮシステムデータセンタ使用料

              1,059　　　　グループウェアLGWAN-ASPサービス
　　　　使用料

                628　５島外イベント出展経費

                222　　７報　償　費

                222　　　謝礼金
　　　　イベント出展報償費（謝礼金）

                196　　８旅　　　費

                196　　　旅費
　　　　普通管外旅費

                140　１０需　用　費

                140　　　消耗品費
　　　　イベント出展消耗品費

                 10　１１役　務　費

                 10　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

                 60　１３使用料及び賃借料

                 60　　　使用料及び賃借料
　　　　機材レンタル料

            129,763　６再生可能エネルギー利用事業

                 98　　８旅　　　費

                 98　　　旅費
　　　　普通管外旅費

              4,378　１２委　託　料

              4,378　　　業務委託料
　　　　再生可能エネルギー設備整備事業発注者支援
　　　　業務

                608　１３使用料及び賃借料

                608　　　使用料及び賃借料
　　　　超小型モビリティ賃借料

            124,679　１４工事請負費

            124,679　　　工事請負費
　　　　再生可能エネルギー発電設備整備工事

              4,191　８地域おこし協力隊事業

                938　　８旅　　　費

                938　　　旅費
　　　　普通管外旅費

                500　１０需　用　費

                500　　　消耗品費
　　　　消耗品費

                 13　１１役　務　費

                 13　　　保険料
　　　　自動車保険料

                300　１２委　託　料

                300　　　業務委託料
　　　　地域おこし協力隊員募集委託

              1,900　１７備品購入費

              1,900　　　備品購入費
　　　　備品購入費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

02-01-02 企画広報費

-428-



                540　１８負担金補助及び交付金

                540　　　負担金
　　　　研修負担金

              5,650　９企画広報費負担金

              5,650　１８負担金補助及び交付金

              5,650　　　負担金

              2,764　　　　地域力創造対策協議会分担金

              2,096　　　　中間サーバ・プラットフォームの利用に係る
　　　　負担金

                387　　　　セキュリティクラウド負担金

                 23　　　　ウィンタースクール交通費負担金

                380　　　　友好町村連携事業負担金

              2,495１１村内情報通信基盤網整備

              2,495　１４工事請負費

              2,495　　　工事請負費
　　　　港・山頂方向展望カメラ整備工事

             27,087１２定住促進空き家活用事業

                 52　　８旅　　　費

                 52　　　旅費
　　　　普通管外旅費

                 35　１３使用料及び賃借料

                 35　　　使用料及び賃借料
　　　　定住促進空き家賃借料

             25,000　１４工事請負費

             25,000　　　工事請負費

              5,000　　　　空き家改修工事

             20,000　　　　空き家除却工事

              2,000　１８負担金補助及び交付金

              2,000　　　補助金
　　　　住宅改修補助金

             12,455１３地域おこし協力隊人件費

              9,164　　１報　　　酬

              9,164　　　会計年度任用職員の報酬
　　　　地域おこし協力隊報酬

              1,682　　３職員手当等

              1,682　　　期末勤勉手当
　　　　地域おこし協力隊期末手当

              1,609　　４共　済　費

              1,609　　　労災・雇用・健康保険料
　　　　労災・雇用・健康保険料

                959１４ふるさと納税事業

                290　１０需　用　費

                290　　　消耗品費
　　　　消耗品費

                165　１１役　務　費

                 69　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

                 96　　　手数料
　　　　ふるさと納税クレジットカード決済手数料

                504　１２委　託　料

                504　　　業務委託料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-429-



特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

02-01-02 企画広報費

-430-



                108　　　　ふるさと納税BPO業務委託

                396　　　　ふるさと納税さとふる業務委託料

             18,120１５村内情報通信基盤網管理

              3,040　１１役　務　費

              3,040　　　通信運搬費

              2,800　　　　通信運搬費（光ファイバー）

                240　　　　自動架電システム通信料

              8,250　１２委　託　料

              8,250　　　業務委託料

              6,072　　　　島内光ファイバー保守業務

              2,178　　　　IP告知システム保守業務

              6,830　１３使用料及び賃借料

              6,830　　　使用料及び賃借料

                210　　　　NTTビル局内設備使用料

              1,426　　　　電柱添架使用料（NTT柱）

                 14　　　　電柱土地賃借料

                568　　　　電柱共架使用料（東電柱）

              3,751　　　　IP告知システムサーバ使用料

                 36　　　　サイネージ通信・電力使用料

                825　　　　港・山頂向けカメラ保守料

              6,403１６友好町村連携事業

                504　　７報　償　費

                244　　　謝礼金

                104　　　　檜原村払沢の滝祭り出展報償費

                140　　　　中学生海外派遣報償費

                260　　　その他報償費
　　　　中学生海外派遣報償費（旅費相当額）

                 98　　８旅　　　費

                 98　　　旅費
　　　　普通管外旅費

                430　１０需　用　費

                428　　　消耗品費
　　　　消耗品費

                  2　　　燃料費
　　　　燃料費

                144　１１役　務　費

                 20　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

                124　　　保険料
　　　　中学生海外派遣保険料

              5,200　１２委　託　料

              5,200　　　業務委託料
　　　　中学生海外派遣業務委託

                 27　１３使用料及び賃借料

                 27　　　使用料及び賃借料

                 25　　　　車両借上料

                  2　　　　駐車場使用料

              3,890１９集落支援員人件費

              2,801　　１報　　　酬

              2,801　　　会計年度任用職員の報酬
　　　　集落支援員報酬

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-431-



3会計管理費 18,408 15,508 2,900

37,0004財産管理費 77,813 60,430 17,383
都支出金

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

02-01-02 企画広報費

-432-



                561　　３職員手当等

                561　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当（集落支援員）

                528　　４共　済　費

                528　　　労災・雇用・健康保険料
　　　　労災・雇用・健康保険料（集落支援員）

                300２０集落支援員事業

                300　１０需　用　費

                300　　　消耗品費
　　　　消耗品費（集落支援員事業）

18,408 2給　　　料 6,954              13,922　１会計管理一般職の人件費

              6,954　　２給　　　料

              6,954　　　一般職給料
3職員手当等 4,569 　　　　一般職給料

              4,569　　３職員手当等

                596　　　管理職手当
4共　済　費 2,399 　　　　管理職手当

              2,667　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当

8旅　　　費 101                 163　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

                134　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

10需　用　費 512               1,009　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

              2,399　　４共　済　費
11役　務　費 487               2,389　　　共済組合費負担金

　　　　共済組合負担金

                 10　　　公務災害補償基金負担金
12委　託　料 3,386 　　　　公務災害補償基金負担金

              1,100　２会計管理経費

                101　　８旅　　　費

                101　　　旅費
　　　　普通管外旅費

                512　１０需　用　費

                512　　　消耗品費
　　　　消耗品費

                487　１１役　務　費

                487　　　手数料

                480　　　　口座振替手数料

                  7　　　　残高証明書手数料

              3,386　３公会計書類作成

              3,386　１２委　託　料

              3,386　　　業務委託料
　　　　財務諸表作成支援

40,813 1報　　　酬 11,245                  77　１財産価格審議会委員会経費

                 77　　１報　　　酬

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-433-



37,000

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

02-01-04 財産管理費

-434-



3職員手当等 2,436                  77　　　委員報酬
　　　　財産価格審議会委員会委員報酬

                601　２財産管理一般職の人件費
4共　済　費 1,881                 601　　３職員手当等

                601　　　宿日直手当
　　　　宿日直手当

10需　用　費 3,732              17,165　３財産管理経費

              3,732　１０需　用　費

                100　　　消耗品費
11役　務　費 929 　　　　消耗品費

              2,162　　　光熱水費
　　　　光熱水費

12委　託　料 30,954                  20　　　燃料費
　　　　燃料費

              1,450　　　修繕費
13使用料及び 17,149                 200　　　　修繕費（維持補修・庁舎）

賃借料                 500　　　　修繕費（維持補修・庁舎以外）

                750　　　　修繕費（車両）

                929　１１役　務　費
14工事請負費 9,424                  21　　　通信運搬費

　　　　通信運搬費

                805　　　保険料
26公　課　費 63                 187　　　　自動車保険料

                587　　　　建物災害共済保険料

                 31　　　　総合賠償補償保険料

                 88　　　手数料
　　　　車検手数料

                 15　　　テレビ受信料
　　　　テレビ受信料

              2,939　１２委　託　料

              2,939　　　業務委託料

                396　　　　庁舎等清掃業務

                507　　　　自家用電気工作物保守管理委託料

                847　　　　庁舎空調機保守委託料

                 52　　　　庁舎火災報知器保守委託料

                220　　　　廃棄物処分委託料

                575　　　　庁舎衛生害獣駆除委託

                342　　　　職員住宅ボイラー点検委託

                 78　１３使用料及び賃借料

                 78　　　使用料及び賃借料
　　　　合併処理浄化槽使用料

              9,424　１４工事請負費

              9,424　　　工事請負費

              5,174　　　　庁舎空調機修繕工事

              4,250　　　　職員住宅修繕工事

                 63　２６公　課　費

                 63　　　自動車重量税
　　　　自動車重量税

             45,086　４総合行政システム管理経費

             28,015　１２委　託　料

             28,015　　　業務委託料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-435-



1385基金費 743 891 △148
財産収入

38
諸収入

100

6後継者対策費 550 1,100 △550

205,590徴税費2 21,367 13,840 7,527

205,5901徴税費 21,367 13,840 7,527
都支出金 使用料・手

5,590 数料

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

02-01-04 財産管理費

-436-



              9,444　　　　総合行政システム等保守委託料

              1,221　　　　総合行政システム等改修委託料

                 55　　　　財務・公会計・人事給与システム改修委託料

             17,295　　　　自治体情報セキュリティ強じん化対応保守

             17,071　１３使用料及び賃借料

             17,071　　　使用料及び賃借料

             10,851　　　　総合行政システムデータセンタ使用料

              3,257　　　　財務・公会計・人事給与システム使用料

                455　　　　総合行政システム用端末等賃借料

              2,508　　　　出退勤管理システム使用料

             14,884　５財産管理会計年度任用職員の人件費

             11,168　　１報　　　酬

             11,168　　　会計年度任用職員の報酬
　　　　財産管理会計年度任用職員の報酬

              1,835　　３職員手当等

              1,835　　　期末勤勉手当
　　　　財産管理会計任用職員の期末手当

              1,881　　４共　済　費

              1,881　　　労災・雇用・健康保険料
　　　　労災・雇用・健康保険料

60524積　立　金 606                 606　１基金積立金

                606　２４積　立　金

                606　　　基金積立金
27繰　出　金 137                  16　　　　財政調整基金積立金

                  1　　　　減債基金積立金

                 19　　　　庁舎建設基金積立金

                570　　　　森林環境譲与税基金積立金

                137　２基金繰出金

                137　２７繰　出　金

                137　　　基金繰出金

                 13　　　　土地開発基金繰出金

                  9　　　　災害復旧資金貸付基金繰出金

                115　　　　公共的経済団体経営安定化資金貸付基金繰出
　　　　金

55018負担金補助 550                 550　１後継者対策費
及び交付金                 550　１８負担金補助及び交付金

                550　　　補助金

                500　　　　出産助成金

                 50　　　　結婚祝金

15,757

15,757 1報　　　酬 29                  29　１固定資産評価審査委員会経費

                 29　　１報　　　酬

                 29　　　委員報酬

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-437-



20

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

02-02-01 徴税費

-438-



2給　　　料 2,972 　　　　固定資産評価審査委員会委員報酬

             14,374　２徴税事務費

                199　　８旅　　　費
3職員手当等 2,826                 199　　　旅費

                150　　　　普通管外旅費

                 49　　　　研修旅費
4共　済　費 1,109                 269　１０需　用　費

                 40　　　消耗品費
　　　　消耗品費

8旅　　　費 199                 229　　　印刷製本費
　　　　印刷製本費

                  1　１１役　務　費

                  1　　　通信運搬費
10需　用　費 269 　　　　通信運搬費

             11,132　１２委　託　料

             11,132　　　業務委託料
11役　務　費 1                 990　　　　住民税システム改修委託料

              7,502　　　　地方税共通納税システム対応委託

              2,640　　　　軽自動車税関係手続電子化対応委託
12委　託　料 11,132               2,773　１３使用料及び賃借料

              2,773　　　使用料及び賃借料

              1,598　　　　ｅＬＴＡＸサービス使用料
13使用料及び 2,773               1,175　　　　固定資産評価システム使用料(固定資産税)

賃借料                  10　３税還付金

                 10　２２償還金利子及び割引料

                 10　　　税還付金
18負担金補助 47 　　　　過年度村税還付金

及び交付金                  47　４徴税費負担金

                 47　１８負担金補助及び交付金

                 47　　　負担金
22償還金利子 10                  30　　　　資産評価システム研究センター会費

及び割引料                  12　　　　地方税共同機構負担金

                  3　　　　軽自動車検査情報サービス負担金

                  2　　　　環境性能割（軽自動車税）徴収取扱費交付金

              6,907　５徴税一般職の人件費

              2,972　　２給　　　料

              2,972　　　一般職給料
　　　　一般職給料

              2,826　　３職員手当等

              1,097　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当

                676　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

                622　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

                431　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

              1,109　　４共　済　費

              1,109　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合費負担金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-439-



1547,322戸籍住民基本台帳費3 18,054 12,306 5,748

1547,3221戸籍住民基本台帳 18,054 12,306 5,748
国庫支出金 使用料・手費

164 数料
154都支出金

7,158

106統計調査費4 106 671 △565

1061指定統計費 106 671 △565
都支出金

106

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

02-03-01 戸籍住民基本台帳費

-440-



10,578

10,578 8旅　　　費 248              17,858　１戸籍住民基本台帳事務費

                248　　８旅　　　費

                248　　　旅費

                199　　　　普通管外旅費
10需　用　費 20                  49　　　　研修旅費

                 20　１０需　用　費

                 20　　　消耗品費
12委　託　料 11,491 　　　　消耗品費

             11,491　１２委　託　料

             11,491　　　業務委託料
13使用料及び 6,099               2,780　　　　戸籍情報システム保守委託料

賃借料                 143　　　　全国町字ファイル保守委託料

                132　　　　戸籍副本データ管理システム保守委託料

              8,435　　　　戸籍システム符号取得関連作業
18負担金補助 196                   1　　　　住民基本台帳システム改修

及び交付金               6,099　１３使用料及び賃借料

              6,099　　　使用料及び賃借料

              1,980　　　　戸籍情報システムソフト使用料

              4,119　　　　戸籍総合システムリース

                196　２戸籍住民基本台帳費負担金

                196　１８負担金補助及び交付金

                 80　　　負担金

                 45　　　　J-LIS会費

                 35　　　　研修負担金

                116　　　交付金
　　　　通知カード・個人番号カード関連事務の委任
　　　　に係る交付金

1報　　　酬 51                 106　２経済センサス経費

                 51　　１報　　　酬

                 51　　　委員報酬
3職員手当等 12 　　　　経済センサス商業統計調査調査員報酬

                 12　　３職員手当等

                 12　　　時間外勤務手当
7報　償　費 2 　　　　時間外勤務手当（経済センサス経費）

                  2　　７報　償　費

                  2　　　謝礼金
8旅　　　費 8 　　　　調査員謝礼（経済センサス経費）

                  8　　８旅　　　費

                  8　　　旅費

                  2　　　　普通管外旅費
10需　用　費 26                   6　　　　特別旅費

                 26　１０需　用　費

                 26　　　消耗品費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-441-



監査委員費5 760 622 138

1監査委員費 760 622 138

1,289選挙費6 1,662 5,451 △3,789

1選挙管理委員会費 41 655 △614

1,2894参議院議員選挙費 1,621 0 1,621
都支出金

1,289

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

02-04-01 指定統計費

-442-



11役　務　費 7 　　　　消耗品費

                  7　１１役　務　費

                  7　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

760

760 1報　　　酬 621                 740　１監査経費

                621　　１報　　　酬

                621　　　委員報酬
8旅　　　費 117 　　　　監査委員報酬

                117　　８旅　　　費

                117　　　旅費
　　　　研修旅費

10需　用　費 2                   2　１０需　用　費

                  2　　　消耗品費
　　　　消耗品費

18負担金補助 20                  20　２負担金
及び交付金                  20　１８負担金補助及び交付金

                 20　　　負担金
　　　　研修負担金

373

41 1報　　　酬 39                  41　１選挙管理委員会経費

                 39　　１報　　　酬

                 39　　　委員報酬
10需　用　費 1 　　　　選挙管理委員会委員報酬

                  1　１０需　用　費

                  1　　　消耗品費
11役　務　費 1 　　　　消耗品費

                  1　１１役　務　費

                  1　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

332 1報　　　酬 838               1,621　１参議院議員選挙経費

                838　　１報　　　酬

                838　　　委員報酬
3職員手当等 400 　　　　参議院選挙報酬

                400　　３職員手当等

                400　　　選挙事務手当
7報　償　費 28 　　　　選挙事務手当

                 28　　７報　償　費

                 28　　　謝礼金
8旅　　　費 49 　　　　投票所設営謝礼

                 49　　８旅　　　費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-443-



83182,1383民生費 171,489 161,427 10,062

14566,707社会福祉費1 104,872 85,561 19,311

1365,9421社会福祉総務費 92,782 73,551 19,231
国庫支出金 諸収入

3,060 13
都支出金

62,882

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

02-06-04 参議院議員選挙費

-444-



10需　用　費 100                  49　　　旅費
　　　　普通管外旅費

                100　１０需　用　費
11役　務　費 28                 100　　　消耗品費

　　　　消耗品費

                 28　１１役　務　費
12委　託　料 178                  28　　　通信運搬費

　　　　通信運搬費

                178　１２委　託　料

                178　　　業務委託料
　　　　ポスター掲示板設置撤去委託料

88,520

38,020

26,827 1報　　　酬 78                  84　１障害程度区分認定審査会経費

                 20　　１報　　　酬

                 20　　　委員報酬
2給　　　料 7,931 　　　　障害程度区分認定審査会委員報酬

                 49　　８旅　　　費

                 49　　　旅費
3職員手当等 4,495 　　　　普通管外旅費

                 10　１０需　用　費

                 10　　　消耗品費
4共　済　費 2,413 　　　　消耗品費

                  5　１１役　務　費

                  5　　　手数料
7報　償　費 217 　　　　医師意見書作成手数料

                 58　２民生委員推薦会経費

                 58　　１報　　　酬
8旅　　　費 450                  58　　　委員報酬

　　　　民生委員推薦会委員報酬

                117　３民生委員活動経費

                117　　７報　償　費
10需　用　費 94                 117　　　謝礼金

　　　　民生委員報償費

                100　４身体・知的障害者相談員活動経費
11役　務　費 35                 100　　７報　償　費

                100　　　謝礼金
　　　　身体・知的障害者相談員報償費

18負担金補助 64,333              14,839　５社会福祉総務一般職の人件費
及び交付金               7,931　　２給　　　料

              7,931　　　一般職給料
　　　　一般職給料

19扶　助　費 6,440               4,495　　３職員手当等

              1,151　　　管理職手当
　　　　管理職手当

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-445-



特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ３ 民生費

03-01-01 社会福祉総務費

-446-



22償還金利子 3                  78　　　扶養手当
及び割引料 　　　　扶養手当

              2,454　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当

27繰　出　金 6,293                 646　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

                166　　　管理職員特別勤務手当
　　　　管理職員特別勤務手当

              2,413　　４共　済　費

              2,413　　　共済組合費負担金

              2,409　　　　共済組合負担金

                  4　　　　公務災害補償基金負担金

              5,728　６障害自立支援事業

                 10　１１役　務　費

                 10　　　手数料
　　　　障害自立支援介護給付費審査支払手数料

              5,718　１９扶　助　費

              5,718　　　扶助費
　　　　障害自立支援介護給付費

                350　７難病者等医療通院費支援事業

                350　１９扶　助　費

                350　　　扶助費
　　　　難病者等医療通院費助成金

                372　８心身障害者福祉手当

                372　１９扶　助　費

                372　　　扶助費
　　　　心身障害者福祉手当

                505１１社会福祉事務費

                401　　８旅　　　費

                401　　　旅費
　　　　普通管外旅費

                 84　１０需　用　費

                 34　　　消耗品費
　　　　消耗品費

                 50　　　修繕費
　　　　修繕費（車両）

                 20　１１役　務　費

                 20　　　保険料
　　　　自動車保険料

              6,293１６国民健康保険事業勘定会計繰出金

              6,293　２７繰　出　金

              6,293　　　特別会計繰出金
　　　　国民健康保険事業勘定会計繰出金

                  3１７償還金

                  3　２２償還金利子及び割引料

                  3　　　償還金

                  1　　　　地域福祉推進事業補助金返還金（都）

                  1　　　　障害者自立支援給付費国庫負担金返還金

                  1　　　　障害者自立支援給付費都負担金返還金

             63,779１８社会福祉総務費補助金

             63,779　１８負担金補助及び交付金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-447-



7652国民年金費 7,848 7,614 234
国庫支出金

765

1323社会福祉施設費 4,242 4,396 △154
使用料・手
数料

30
その他

102

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ３ 民生費

03-01-01 社会福祉総務費

-448-



             63,779　　　補助金

             58,779　　　　社会福祉協議会運営費補助金

              5,000　　　　ホームヘルプサービス事業補助金

                  8１９社会福祉総務費負担金

                  8　１８負担金補助及び交付金

                  8　　　負担金
　　　　民生児童委員連合会等負担金

                546２４新型コロナウイルス感染症罹患者見舞金支給事業

                546　１８負担金補助及び交付金

                546　　　補助金
　　　　新型コロナウィルス感染症健康観察者宿泊支
　　　　援事業

7,083 2給　　　料 3,510               7,771　１国民年金一般職の人件費

              3,510　　２給　　　料

              3,510　　　一般職給料
3職員手当等 3,102 　　　　一般職給料

              3,102　　３職員手当等

                240　　　扶養手当
4共　済　費 1,159 　　　　扶養手当

              1,369　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当

10需　用　費 10                 275　　　児童手当
　　　　児童手当

                434　　　時間外勤務手当
11役　務　費 67 　　　　時間外勤務手当

                275　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

                509　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

              1,159　　４共　済　費

              1,159　　　共済組合費負担金

              1,153　　　　共済組合負担金

                  6　　　　公務災害補償基金負担金

                 77　２国民年金事務費

                 10　１０需　用　費

                 10　　　消耗品費
　　　　消耗品費

                 67　１１役　務　費

                 67　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

4,110 10需　用　費 1,140               4,242　１地域交流会館管理経費

              1,140　１０需　用　費

                 30　　　消耗品費
11役　務　費 41 　　　　消耗品費

                900　　　光熱水費
　　　　光熱水費

12委　託　料 2,983                  70　　　燃料費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-449-



103,872老人福祉費2 22,580 31,279 △8,699

103,8721老人福祉費 22,580 31,279 △8,699
国庫支出金 諸収入

244 10
都支出金

3,628

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ３ 民生費

03-01-03 社会福祉施設費

-450-



13使用料及び 78 　　　　燃料費
賃借料                 140　　　修繕費

　　　　修繕費

                 41　１１役　務　費

                 35　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

                  1　　　手数料
　　　　家電リサイクル料金

                  5　　　グリストラップ清掃手数料
　　　　グリストラップ清掃手数料

              2,983　１２委　託　料

              2,983　　　業務委託料

              2,537　　　　地域交流会館清掃業務

                 45　　　　地域交流会館火災報知器保守委託料

                401　　　　空調機保守点検業務

                 78　１３使用料及び賃借料

                 78　　　使用料及び賃借料
　　　　合併処理浄化槽使用料

18,698

18,698 7報　償　費 40                 557　１敬老の日祝賀会経費

                 40　　７報　償　費

                 40　　　謝礼金
10需　用　費 517 　　　　敬老の日祝賀会報償費

                517　１０需　用　費

                517　　　消耗品費
13使用料及び 54 　　　　消耗品費

賃借料                  54　２緊急通報システム管理経費

                 54　１３使用料及び賃借料

                 54　　　使用料及び賃借料
18負担金補助 2,861 　　　　緊急通報システム賃借料

及び交付金                 580　４敬老祝金

                580　１８負担金補助及び交付金

                580　　　補助金
22償還金利子 1 　　　　敬老祝金

及び割引料               2,282　５老人福祉費補助金

              2,281　１８負担金補助及び交付金

              2,281　　　補助金
27繰　出　金 19,107               1,114　　　　老人会運営費補助金

                379　　　　高齢者自立支援住宅改修事業助成金

                 90　　　　高齢者日常生活用具等給付事業費補助金

                468　　　　高齢者生活支援特別助成事業補助金

                170　　　　シニアカー購入補助金

                 60　　　　高齢者補聴器購入費補助金

                  1　２２償還金利子及び割引料

                  1　　　還付金
　　　　高齢者社会対策区市町村包括補助金返還金（
　　　　都）

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-451-



67611,559児童福祉費3 44,037 44,587 △550

4,2821児童措置費 5,400 5,302 98
国庫支出金

1,907
都支出金

2,375

6767,2772児童福祉施設費 38,637 39,285 △648
都支出金 使用料・手

7,277 数料
381

諸収入
295

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ３ 民生費

03-02-01 老人福祉費

-452-



             14,981　６介護保険事業勘定会計繰出金

             14,981　２７繰　出　金

             14,981　　　特別会計繰出金
　　　　介護保険事業勘定会計繰出金

              4,126　８後期高齢者医療事業会計繰出金

              4,126　２７繰　出　金

              4,126　　　特別会計繰出金
　　　　後期高齢者医療事業会計繰出金

31,802

1,118 10需　用　費 13               3,870　１児童手当・児童育成手当等

              3,870　１９扶　助　費

              3,870　　　扶助費
11役　務　費 35               3,060　　　　児童手当

                810　　　　児童育成手当

              1,529　２医療費助成事業
19扶　助　費 5,351                  13　１０需　用　費

                 13　　　消耗品費
　　　　消耗品費

22償還金利子 1                  35　１１役　務　費
及び割引料                  35　　　手数料

　　　　事務取扱手数料

              1,481　１９扶　助　費

              1,481　　　扶助費

                710　　　　義務就学児童生徒医療費助成金

                658　　　　乳幼児医療費助成金

                 13　　　　ひとり親医療費助成金

                100　　　　高校生等医療費助成金

                  1　３償還金

                  1　２２償還金利子及び割引料

                  1　　　償還金
　　　　児童手当等負担金償還金

30,684 1報　　　酬 4,692              24,469　１児童福祉一般職の人件費

             12,382　　２給　　　料

             12,382　　　一般職給料
2給　　　料 12,382 　　　　一般職給料

              8,296　　３職員手当等

              4,256　　　期末勤勉手当
3職員手当等 9,013 　　　　期末勤勉手当

              1,988　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

4共　済　費 4,449                 256　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

              1,796　　　退職手当組合負担金
7報　償　費 552 　　　　退職手当組合負担金

              3,791　　４共　済　費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-453-



特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ３ 民生費

03-03-02 児童福祉施設費

-454-



8旅　　　費 248               3,772　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

                 19　　　公務災害補償基金負担金
　　　　公務災害補償基金負担金

10需　用　費 4,671               6,067　２児童福祉会計年度任用職員の人件費

              4,692　　１報　　　酬

              4,037　　　会計年度任用職員の報酬
11役　務　費 548 　　　　保育士・給食調理員報酬

                655　　　付加報酬
　　　　付加報酬

12委　託　料 1,833                 717　　３職員手当等

                717　　　期末勤勉手当
　　　　会計年度任用職員期末手当（児福）

13使用料及び 45                 658　　４共　済　費
賃借料                 658　　　労災・雇用・健康保険料

　　　　労災・雇用・健康保険料

              8,056　３児童施設管理経費
17備品購入費 159                 552　　７報　償　費

                552　　　謝礼金
　　　　保育園清掃等報償費（謝礼金）

18負担金補助 45                 248　　８旅　　　費
及び交付金                 248　　　旅費

                 52　　　　普通管外旅費

                196　　　　研修旅費

              4,671　１０需　用　費

              1,286　　　消耗品費
　　　　消耗品費

              1,158　　　光熱水費
　　　　光熱水費

                 62　　　燃料費
　　　　燃料費

                411　　　修繕費
　　　　修繕費（維持補修費）

              1,754　　　給食材料費
　　　　給食材料費

                548　１１役　務　費

                358　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

                  8　　　保険料
　　　　園児賠償責任等保険料

                167　　　手数料

                 27　　　　合併処理浄化槽保守点検手数料

                 30　　　　ピアノ調律手数料

                110　　　　検査手数料

                 15　　　グリストラップ清掃手数料
　　　　グリストラップ清掃手数料

              1,833　１２委　託　料

              1,833　　　業務委託料

                512　　　　保育園空調機保守委託料

                 51　　　　保育園火災報知器保守委託料

                504　　　　児童公園管理委託料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-455-



17151,7514衛生費 266,484 259,961 6,523

412,950保健衛生費1 43,976 40,180 3,796

7,9501保健衛生費 30,724 26,253 4,471
国庫支出金

843
都支出金

7,107

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ３ 民生費

03-03-02 児童福祉施設費

-456-



                154　　　　保育園清掃委託

                382　　　　特殊建築物調査

                189　　　　広域入所委託

                 41　　　　栄養計算ソフト保守

                 45　１３使用料及び賃借料

                 45　　　使用料及び賃借料

                 15　　　　複写機リース料

                 30　　　　合併処理浄化槽使用料

                159　１７備品購入費

                159　　　備品購入費
　　　　備品購入費

                 45　４児童福祉施設費負担金

                 45　１８負担金補助及び交付金

                 45　　　負担金

                 40　　　　研修負担金

                  5　　　　島しょ保育所責任者連絡会負担金

114,716

31,022

22,774 1報　　　酬 1,140               8,846　１保健衛生一般職の人件費

              3,486　　２給　　　料

              3,486　　　一般職給料
2給　　　料 3,486 　　　　一般職給料

              4,037　　３職員手当等

                360　　　扶養手当
3職員手当等 4,461 　　　　扶養手当

              1,322　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当

4共　済　費 1,323                 420　　　児童手当
　　　　児童手当

                249　　　時間外勤務手当
7報　償　費 2,397 　　　　時間外勤務手当

                911　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

8旅　　　費 1,224                 600　　　保健業務手当
　　　　保健業務手当

                175　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

10需　用　費 738               1,323　　４共　済　費

              1,317　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

11役　務　費 48                   6　　　公務災害補償基金負担金
　　　　公務災害補償基金負担金

              3,947　２精神保健福祉事業等経費
12委　託　料 12,578               1,140　　１報　　　酬

              1,140　　　会計年度任用職員の報酬

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-457-



特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ４ 衛生費

04-01-01 保健衛生費

-458-



13使用料及び 709 　　　　非常勤保健師報酬
賃借料               1,194　　７報　償　費

                840　　　謝礼金
　　　　精神科医報償費（謝礼金）

18負担金補助 2,565                 354　　　その他報償費
及び交付金 　　　　報償費（旅費相当分）

              1,224　　８旅　　　費

              1,224　　　旅費
19扶　助　費 49                 196　　　　普通管外旅費

                930　　　　非常勤保健師旅費

                 98　　　　研修旅費
22償還金利子 1                 363　１０需　用　費

及び割引料                 216　　　消耗品費
　　　　消耗品費

                 47　　　燃料費
26公　課　費 5 　　　　燃料費

                100　　　修繕費
　　　　修繕費（車両）

                 21　１１役　務　費

                 19　　　保険料
　　　　傷害保険料

                  2　　　手数料
　　　　車検手数料

                  5　２６公　課　費

                  5　　　自動車重量税
　　　　自動車重量税

                746　３成人保健事業

                528　　７報　償　費

                340　　　謝礼金
　　　　専門職招聘報償費（謝礼金）

                188　　　その他報償費
　　　　専門職招聘報償費（旅費相当額）

                 30　１０需　用　費

                 30　　　消耗品費
　　　　消耗品費

                  6　１１役　務　費

                  6　　　保険料
　　　　傷害保険料

                181　１３使用料及び賃借料

                181　　　使用料及び賃借料
　　　　情報連携システム使用料

                  1　２２償還金利子及び割引料

                  1　　　償還金
　　　　医療保健政策区市町村包括補助事業返還金

                679　４発達心理等招聘事業

                675　　７報　償　費

                300　　　謝礼金
　　　　発達心理等招聘報償費（謝礼金）

                375　　　その他報償費
　　　　発達心理等招聘報償費（旅費相当額）

                  4　１１役　務　費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-459-



特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ４ 衛生費

04-01-01 保健衛生費

-460-



                  4　　　保険料
　　　　傷害保険料（発達心理等招聘事業）

                284　５母子保健健診事業

                100　１０需　用　費

                100　　　消耗品費
　　　　消耗品費

                  7　１１役　務　費

                  7　　　手数料
　　　　妊婦乳幼児健診事務費手数料

                177　１２委　託　料

                177　　　業務委託料
　　　　妊婦乳幼児健診委託料

              1,085　６定期・任意予防接種事業

                 10　１１役　務　費

                 10　　　手数料
　　　　抗体検査・予防接種事務費手数料

              1,075　１２委　託　料

              1,075　　　業務委託料
　　　　定期・任意予防接種委託料

              6,900　７住民健診・がん検診事業

              6,900　１２委　託　料

              6,900　　　業務委託料
　　　　住民健診・がん検診委託料

                 49　９肺炎球菌ワクチン接種助成事業

                 49　１９扶　助　費

                 49　　　扶助費
　　　　肺炎球菌ワクチン接種助成金

              2,252１０保健衛生費補助金

              2,252　１８負担金補助及び交付金

              2,252　　　補助金

              1,652　　　　通院交通費支援補助金

                600　　　　葬祭費補助金

                313１２保健衛生費負担金

                313　１８負担金補助及び交付金

                313　　　負担金

                277　　　　妊婦健診負担金

                 36　　　　研修負担金

                 55１３高齢者を熱中症等から守る支援事業

                 55　１０需　用　費

                 55　　　消耗品費
　　　　消耗品費

                462１４情報連携システム事業

                462　１３使用料及び賃借料

                462　　　使用料及び賃借料
　　　　情報連携システム使用料

                 50１５防護服等購入事業

                 50　１０需　用　費

                 50　　　消耗品費
　　　　消耗品費

              4,542１７新型コロナウィルスワクチン接種事業

                 50　１０需　用　費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-461-



42環境衛生費 275 274 1
使用料・手
数料

4

5,0003診療所費 12,977 13,653 △676
都支出金

5,000

1372,801清掃費2 101,578 61,308 40,270

1337,5011ごみ処理費 62,561 61,308 1,253

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ４ 衛生費

04-01-01 保健衛生費

-462-



                 50　　　消耗品費
　　　　新型コロナウィルス接種事業消耗品費

              4,426　１２委　託　料

              4,426　　　業務委託料
　　　　新型コロナウィルスワクチン接種委託料

                 66　１３使用料及び賃借料

                 66　　　使用料及び賃借料
　　　　漁船傭船料

                 90１８新型コロナウイルス対策事業

                 90　１０需　用　費

                 90　　　消耗品費
　　　　新型コロナウィルス感染症対策消耗品費

                424１９新型コロナウィルス対策事業

                424　　３職員手当等

                424　　　防疫作業手当
　　　　防疫作業手当

271 7報　償　費 20                 183　１ねこ去勢・避妊事業

                 20　　７報　償　費

                 20　　　謝礼金
8旅　　　費 38 　　　　ねこ捕獲ボランティア報償費

                 38　　８旅　　　費

                 38　　　旅費
　　　　普通管外旅費

10需　用　費 12                  10　１０需　用　費

                 10　　　消耗品費
　　　　消耗品費

12委　託　料 115                 115　１２委　託　料

                115　　　業務委託料
　　　　ねこ去勢・避妊事業委託料

18負担金補助 90                   2　２狂犬病予防事業
及び交付金                   2　１０需　用　費

                  2　　　消耗品費
　　　　消耗品費

                 90　３環境衛生費補助金

                 90　１８負担金補助及び交付金

                 90　　　補助金
　　　　雨水小型貯留槽設置補助金

7,977 27繰　出　金 12,977              12,977　１国民健康保険診療所会計繰出金

             12,977　２７繰　出　金

             12,977　　　特別会計繰出金
　　　　国民健康保険診療所会計繰出金

28,764

25,047 1報　　　酬 2,737              34,613　１清掃センター管理経費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-463-



都支出金 使用料・手
37,501 数料

13

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ４ 衛生費

04-02-01 ごみ処理費

-464-



2給　　　料 2,492                  10　　７報　償　費

                 10　　　謝礼金
　　　　ごみ処理補助者への謝礼金

3職員手当等 2,250                 299　　８旅　　　費

                299　　　旅費

                201　　　　普通管外旅費
4共　済　費 1,054                  98　　　　研修旅費

             12,690　１０需　用　費

              3,000　　　消耗品費
7報　償　費 195 　　　　消耗品費

              1,155　　　光熱水費
　　　　光熱水費

8旅　　　費 299               7,358　　　燃料費
　　　　燃料費

              1,177　　　修繕費

                150　　　　修繕費（維持補修費）
10需　用　費 13,007               1,027　　　　修繕費（車両）

                266　１１役　務　費

                120　　　通信運搬費
11役　務　費 6,418 　　　　通信運搬費

                111　　　保険料
　　　　自動車保険料

12委　託　料 11,365                  35　　　手数料
　　　　車検手数料

              6,724　１２委　託　料
13使用料及び 30               6,724　　　業務委託料

賃借料               6,129　　　　清掃センター燃焼管理・分析委託料

                507　　　　自家用電気工作物保守管理委託料

                 88　　　　フォークリフト自主点検委託
14工事請負費 14,560                  30　１３使用料及び賃借料

                 30　　　使用料及び賃借料
　　　　合併処理浄化槽使用料

17備品購入費 8,000              14,560　１４工事請負費

             14,560　　　工事請負費
　　　　清掃センター設備修繕工事

18負担金補助 120                  34　２６公　課　費
及び交付金                  34　　　自動車重量税

　　　　自動車重量税

              1,280　２焼根山一般廃棄物安定型最終処分場管理経費
26公　課　費 34                 184　　７報　償　費

                184　　　謝礼金
　　　　焼根山処分場草刈等謝礼金

              1,096　１２委　託　料

              1,096　　　業務委託料

                474　　　　焼根山一般廃棄物安定型最終処分場埋立測量
　　　　委託料

                622　　　　焼根山一般廃棄物安定型最終処分場水質検査
　　　　委託料

             18,015　３ごみ処理経費

                  1　　７報　償　費

                  1　　　謝礼金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-465-



特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ４ 衛生費

04-02-01 ごみ処理費

-466-



　　　　ごみ処理補助者への謝礼金

                317　１０需　用　費

                317　　　光熱水費
　　　　光熱水費

              6,152　１１役　務　費

              6,140　　　通信運搬費

              5,920　　　　一般廃棄物海上・島内等運搬費

                220　　　　家電４品目運搬費

                 12　　　手数料
　　　　破傷風ワクチン予防接種手数料

              3,545　１２委　託　料

              3,545　　　業務委託料

              3,000　　　　廃家電処理委託料（島内）

                336　　　　乾電池・蛍光管処理委託料

                209　　　　小型家電リサイクル業務

              8,000　１７備品購入費

              8,000　　　備品購入費

              1,000　　　　運搬用コンテナ購入

              7,000　　　　ペットボトル・プラスチック圧縮機購入

                120　４ごみ処理費負担金

                120　１８負担金補助及び交付金

                120　　　負担金

                100　　　　研修負担金

                 20　　　　その他負担金

              4,796　５ごみ処理一般職の人件費

              2,492　　２給　　　料

              2,492　　　一般職給料
　　　　一般職給料（ごみ処理）

              1,714　　３職員手当等

                581　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当（ごみ処理）

                117　　　時間外勤務手当
　　　　時間外手当（ごみ処理）

                 44　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当（ごみ処理）

                362　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金（ごみ処理）

                610　　　ごみ手当
　　　　ごみ手当（ごみ処理）

                590　　４共　済　費

                590　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金（ごみ処理）

              3,737　６ごみ処理会計年度任用職員の人件費

              2,737　　１報　　　酬

              2,676　　　会計年度任用職員の報酬
　　　　ごみ処理会計年度任用職員の報酬

                 61　　　付加報酬
　　　　付加報酬

                536　　３職員手当等

                536　　　期末勤勉手当
　　　　ごみ処理会計年度任用職員の期末手当

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-467-



35,3002ごみ処理施設整備 39,017 0 39,017
都支出金費

35,300

66,000上下水道費3 120,930 158,473 △37,543

36,0001簡易水道事業費 66,528 109,064 △42,536
都支出金

36,000

30,0002合併処理浄化槽事 54,402 49,409 4,993
都支出金業費

30,000

1507,0505労働費 21,750 20,980 770

1507,050労働費1 21,750 20,980 770

1507,0501勤労福祉会館費 21,750 20,980 770
都支出金 使用料・手

7,050 数料
150

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ４ 衛生費

04-02-01 ごみ処理費

-468-



                464　　４共　済　費

                464　　　労災・雇用・健康保険料
　　　　労災・雇用・健康保険料

3,717 12委　託　料 39,017              39,017　１ごみ処理施設整備事業

             39,017　１２委　託　料

             39,017　　　業務委託料

             27,610　　　　焼却施設基本計画策定業務委託

              1,936　　　　焼却施設用地測量業務

              9,471　　　　焼却施設地質調査業務

54,930

30,528 27繰　出　金 66,528              66,528　１簡易水道事業会計繰出金

             66,528　２７繰　出　金

             66,528　　　特別会計繰出金
　　　　簡易水道事業会計繰出金

24,402 27繰　出　金 54,402              54,402　１合併処理浄化槽事業会計繰出金

             54,402　２７繰　出　金

             54,402　　　特別会計繰出金
　　　　合併処理浄化槽事業会計繰出金

14,550

14,550

14,550 1報　　　酬 4,845               9,304　１勤労福祉会館一般職の人件費

              4,505　　２給　　　料

              4,505　　　一般職給料
2給　　　料 4,505 　　　　一般職給料

              3,363　　３職員手当等

                 89　　　職員手当等
3職員手当等 4,301 　　　　通勤手当

                556　　　管理職手当
　　　　管理職手当

4共　済　費 2,315               1,728　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当

                336　　　住居手当
8旅　　　費 52 　　　　住居手当

                654　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

              1,436　　４共　済　費
10需　用　費 1,858               1,436　　　共済組合費負担金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-469-



923102,3566農林水産業費 146,089 156,143 △10,054

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ５ 労働費

05-01-01 勤労福祉会館費

-470-



11役　務　費 1,208               1,416　　　　共済組合負担金

                 20　　　　公務災害補償基金負担金

              5,784　２勤労福祉会館管理経費
12委　託　料 1,914                  52　　８旅　　　費

                 52　　　旅費
　　　　普通管外旅費

13使用料及び 61               1,858　１０需　用　費
賃借料                 791　　　消耗品費

　　　　消耗品費

                967　　　光熱水費
14工事請負費 391 　　　　光熱水費

                100　　　修繕費
　　　　修繕費

17備品購入費 300               1,208　１１役　務　費

              1,168　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

                 40　　　テレビ受信料
　　　　テレビ受信料

              1,914　１２委　託　料

              1,914　　　業務委託料

                507　　　　自家用電気工作物保守管理委託料

                674　　　　勤労福祉会館空調機保守委託料

                682　　　　ボウリング機械保守点検委託料

                 51　　　　勤労福祉会館火災報知器保守委託料

                 61　１３使用料及び賃借料

                 61　　　使用料及び賃借料

                 30　　　　合併処理浄化槽使用料

                 31　　　　複合機リース

                391　１４工事請負費

                391　　　工事請負費
　　　　勤労福祉会館施設修繕工事

                300　１７備品購入費

                300　　　備品購入費
　　　　勤労福祉会館備品購入

              6,662　４勤労福祉会館会計年度任用職員の人件費

              4,845　　１報　　　酬

              4,688　　　会計年度任用職員の報酬
　　　　勤労福祉会館会計年度任用職員報酬

                157　　　付加報酬
　　　　付加報酬

                938　　３職員手当等

                938　　　期末勤勉手当
　　　　勤労福祉会館会計年度任用職員期末勤勉手当

                879　　４共　済　費

                879　　　労災・雇用・健康保険料
　　　　勤労福祉会館会計年度任用職員の雇用保険料
　　　　・健康保険料

42,810

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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92344,856農業費1 75,656 68,606 7,050

1農業委員会費 1,799 1,772 27

8802農業総務費 8,503 8,267 236
都支出金

880

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ６ 農林水産業費

06-01-01 農業委員会費

-472-



29,877

1,799 1報　　　酬 428               1,178　１農業委員会経費

                428　　１報　　　酬

                428　　　委員報酬
8旅　　　費 693 　　　　農業委員会委員報酬

                693　　８旅　　　費

                693　　　旅費
　　　　普通管外旅費

10需　用　費 47                  47　１０需　用　費

                 47　　　消耗品費
　　　　消耗品費

11役　務　費 10                  10　１１役　務　費

                 10　　　保険料
　　　　公務災害共済保険料

12委　託　料 385                 492　２農地基本台帳管理経費

                385　１２委　託　料

                385　　　業務委託料
13使用料及び 107 　　　　農地台帳システム保守

賃借料                 107　１３使用料及び賃借料

                107　　　使用料及び賃借料
　　　　農地台帳システム使用料

18負担金補助 129                 129　３農業委員会費負担金
及び交付金                 129　１８負担金補助及び交付金

                129　　　負担金

                101　　　　東京農業会議負担金

                 28　　　　島しょ協議会負担金

7,623 2給　　　料 3,654               8,265　１農業総務一般職の人件費

              3,654　　２給　　　料

              3,654　　　一般職給料
3職員手当等 3,171 　　　　一般職給料

              3,171　　３職員手当等

                240　　　扶養手当
4共　済　費 1,440 　　　　扶養手当

              1,428　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当

8旅　　　費 98                 265　　　児童手当
　　　　児童手当

                461　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

10需　用　費 5                 247　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

                530　　　退職手当組合負担金
18負担金補助 135 　　　　退職手当組合負担金

及び交付金               1,440　　４共　済　費

              1,440　　　共済組合費負担金

              1,433　　　　共済組合負担金

                  7　　　　公務災害補償基金負担金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-473-



92322,2503農業振興費 41,718 31,892 9,826
都支出金 諸収入

22,250 923

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ６ 農林水産業費

06-01-02 農業総務費

-474-



                103　２農業総務事務費

                 98　　８旅　　　費

                 98　　　旅費
　　　　普通管外旅費

                  5　１０需　用　費

                  5　　　消耗品費
　　　　消耗品費

                135　３農業総務費負担金

                135　１８負担金補助及び交付金

                135　　　負担金

                 10　　　　治山林道協会負担金

                  3　　　　林野振興対策協議会負担金

                 20　　　　土地改良事業団体連合負担金

                  1　　　　農道台帳作成管理協議会負担金

                 10　　　　全国中山間地域振興対策協議会負担金

                  1　　　　全国中山間地域振興対策協議会関東支部負担
　　　　金

                 90　　　　その他負担金

18,545 10需　用　費 5,018               4,121　１製油センター管理経費

              1,458　１０需　用　費

              1,166　　　消耗品費
11役　務　費 186 　　　　消耗品費

                192　　　光熱水費
　　　　光熱水費

12委　託　料 9,185                 100　　　修繕費
　　　　修繕費（維持補修費）

                186　１１役　務　費
13使用料及び 537                  20　　　保険料

賃借料 　　　　自動車保険料

                166　　　手数料

                 29　　　　合併処理浄化槽保守点検手数料
14工事請負費 8,845                 137　　　　フォークリフト検査手数料

              1,337　１２委　託　料

              1,337　　　業務委託料
15原材料費 500                 507　　　　自家用電気工作物保守管理委託料

                370　　　　製油センターボイラー点検委託

                460　　　　産業廃棄物処理委託
18負担金補助 17,447                  20　１３使用料及び賃借料

及び交付金                  20　　　使用料及び賃借料
　　　　酸素及びアセチレンガス賃借料

              1,120　１４工事請負費

              1,120　　　工事請負費

                820　　　　Ｖ－０５型搾油機整備工事

                300　　　　製油センター修繕工事

             13,645　３モノラック管理経費

              3,555　１０需　用　費

              3,555　　　消耗品費
　　　　モノラックレール購入

              1,848　１２委　託　料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-475-



21,7264農業施設整備費 23,636 26,675 △3,039
都支出金

21,726

36,690林業費2 42,329 57,264 △14,935

8,0001林業振興費 8,351 8,693 △342
都支出金

8,000

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ６ 農林水産業費

06-01-03 農業振興費

-476-



              1,848　　　業務委託料
　　　　モノラック管理委託料

                517　１３使用料及び賃借料

                517　　　使用料及び賃借料
　　　　土地借上料

              7,725　１４工事請負費

              7,725　　　工事請負費

              3,982　　　　モノラック点検整備工事

              3,743　　　　モノラックレール更新工事

                500　５パイプネットハウス資材購入事業

                500　１５原材料費

                500　　　原材料費
　　　　パイプネットハウス資材購入費

              6,005　９農業振興事務費

                  5　１０需　用　費

                  5　　　消耗品費
　　　　消耗品費

              6,000　１２委　託　料

              6,000　　　業務委託料
　　　　椿産業スマート農業実証準備業務委託

             17,447１０農業振興費補助金

             17,447　１８負担金補助及び交付金

             17,447　　　補助金

             10,274　　　　製油センター管理運営事業補助金

                600　　　　農業振興事業助成金

                750　　　　明日葉等農業振興事業補助金

              1,900　　　　椿苗木生産事業補助金

                923　　　　椿産業関係人口創出・拡大事業補助金

              3,000　　　　利島村定住サポート補助金

1,910 12委　託　料 23,636              23,636　１農業施設整備事業

             23,636　１２委　託　料

             23,636　　　業務委託料

              8,151　　　　新製油センター製造工程設計委託

             15,485　　　　新製油センター建屋建設設計委託

5,639

351 10需　用　費 81                 240　１椿苗木育成経費

                240　１３使用料及び賃借料

                240　　　使用料及び賃借料
12委　託　料 8,000 　　　　土地借上料

              7,000　２椿更新事業

              7,000　１２委　託　料
13使用料及び 270               7,000　　　業務委託料

賃借料 　　　　椿更新委託料

                106　３椿炭製作経費

                 76　１０需　用　費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-477-



10,4102椿害虫駆除費 13,578 11,625 1,953
都支出金

10,410

18,2804林道新設改良費 20,400 36,946 △16,546
都支出金

18,280

20,810水産業費3 28,104 30,273 △2,169

20,8101水産業振興費 28,104 30,273 △2,169
都支出金

20,810

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ６ 農林水産業費

06-02-01 林業振興費

-478-



                 76　　　光熱水費
　　　　光熱水費

                 30　１３使用料及び賃借料

                 30　　　使用料及び賃借料
　　　　合併処理浄化槽使用料

                  5　４林業振興事務費

                  5　１０需　用　費

                  5　　　消耗品費
　　　　消耗品費

              1,000　５椿生産力向上事業

              1,000　１２委　託　料

              1,000　　　業務委託料
　　　　椿山管理委託事業

3,168 7報　償　費 400              13,578　１椿害虫駆除経費

                400　　７報　償　費

                400　　　謝礼金
10需　用　費 2,603 　　　　椿樹木害虫対策技術指導報償費

              2,603　１０需　用　費

              1,332　　　消耗品費
11役　務　費 50 　　　　消耗品費

                327　　　燃料費
　　　　燃料費

12委　託　料 10,525                 944　　　修繕費
　　　　修繕費

                 50　１１役　務　費

                 50　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

             10,525　１２委　託　料

             10,525　　　業務委託料
　　　　薬剤散布委託

2,120 10需　用　費 400              20,400　１林道新設改良事業

                400　１０需　用　費

                400　　　消耗品費
14工事請負費 20,000 　　　　消耗品費

             20,000　１４工事請負費

             20,000　　　建設工事
　　　　林道宮沢線改良工事

7,294

7,294 8旅　　　費 49               1,215　１蓄養施設管理経費

                538　１０需　用　費

                502　　　消耗品費
　　　　消耗品費

10需　用　費 538                  36　　　光熱水費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-479-



5,13484,0007商工費 121,583 131,615 △10,032

2,80418,000商工費1 30,813 20,855 9,958

2,80418,0001商工観光振興費 30,813 20,855 9,958
都支出金 諸収入

18,000 2,804

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ６ 農林水産業費

06-03-01 水産業振興費

-480-



12委　託　料 1,620 　　　　光熱水費

                 30　１３使用料及び賃借料

                 30　　　使用料及び賃借料
13使用料及び 30 　　　　浄化槽使用料

賃借料                 647　１４工事請負費

                647　　　工事請負費
　　　　蓄養施設水中ポンプ入替工事

14工事請負費 647               1,249　２アントクメスポアバック事業

                 49　　８旅　　　費

                 49　　　旅費
18負担金補助 25,220 　　　　普通管外旅費

及び交付金               1,200　１２委　託　料

              1,200　　　業務委託料
　　　　アントクメスポアバック事業委託料

                420　３サザエ放流種苗モニタリング調査事業

                420　１２委　託　料

                420　　　業務委託料
　　　　サザエ放流種苗モニタリング調査委託料

             25,137　４水産業振興費補助金

             25,137　１８負担金補助及び交付金

             25,137　　　補助金

             19,692　　　　繁殖保護助成金

                 60　　　　近代化資金利子補助金

              3,000　　　　漁業振興事業補助金

              2,145　　　　海産物流通対策事業補助金

                240　　　　機械装置点検等助成金

                 83　５水産業振興費負担金

                 83　１８負担金補助及び交付金

                 83　　　負担金
　　　　漁港協会会費

32,449

10,009

10,009 7報　償　費 1,056              24,431　１親水レクリエーション施設・公園施設管理経費

              1,056　　７報　償　費

              1,056　　　謝礼金
8旅　　　費 49                 200　　　　プール清掃報償費

                690　　　　前浜親水レクリエーション施設運営謝礼金

                166　　　　公園施設管理運営謝礼金

              2,523　１０需　用　費
10需　用　費 3,345                 414　　　消耗品費

　　　　消耗品費

                726　　　光熱水費
11役　務　費 525 　　　　光熱水費

              1,383　　　修繕費
　　　　修繕費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-481-



特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ７ 商工費

07-01-01 商工観光振興費

-482-



12委　託　料 12,324                 195　１１役　務　費

                 32　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

13使用料及び 672                 163　　　手数料
賃借料 　　　　合併処理浄化槽保守点検手数料

             12,324　１２委　託　料

             12,324　　　業務委託料
14工事請負費 11,269               7,842　　　　公園施設除草清掃委託料

              2,050　　　　樹木管理委託料

              1,210　　　　親水レクリエーション施設機械設備保守点検
18負担金補助 1,573 　　　　委託料

及び交付金                 666　　　　親水レクリエーション施設水中ポンプ据付委
　　　　託料

                556　　　　親水レクリエーション施設水中ポンプ引揚委
　　　　託料

                672　１３使用料及び賃借料

                672　　　使用料及び賃借料
　　　　土地借上料

              7,661　１４工事請負費

              7,661　　　工事請負費

              3,129　　　　親水レクリエーション施設補修工事

              4,532　　　　前浜親水レクリエーション施設改修工事

              1,000　３商工観光振興費補助金

              1,000　１８負担金補助及び交付金

              1,000　　　補助金
　　　　盆踊り大会補助金

                573　４商工観光振興費負担金

                573　１８負担金補助及び交付金

                573　　　負担金
　　　　東京諸島観光連盟分担金

                 91　７人工海浜管理

                 91　１０需　用　費

                 91　　　消耗品費
　　　　消耗品費

              4,718　８観光振興事業

                 49　　８旅　　　費

                 49　　　旅費
　　　　普通管外旅費

                731　１０需　用　費

                 60　　　消耗品費
　　　　消耗品費

                671　　　印刷製本費
　　　　印刷製本費

                330　１１役　務　費

                330　　　広告料
　　　　広告料

              3,608　１４工事請負費

              3,608　　　工事請負費
　　　　観光施設トイレ改修

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-483-



2,33066,000離島交通受託事業費2 90,770 110,760 △19,990

2,33066,0001離島交通受託事業 90,770 110,760 △19,990
都支出金 諸収入費

66,000 2,330

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ７ 商工費

07-02-01 離島交通受託事業費

-484-



22,440

22,440 1報　　　酬 2,388               3,036　１離島交通会計年度任用職員の人件費

              2,388　　１報　　　酬

              2,372　　　会計年度任用職員の報酬
　　　　離島交通会計年度任用職員の報酬

2給　　　料 2,124                  16　　　付加報酬
　　　　付加報酬

                335　　３職員手当等
3職員手当等 1,720                 335　　　期末勤勉手当

　　　　離島交通会計年度任用職員の期末手当

                313　　４共　済　費
4共　済　費 991                 313　　　労災・雇用・健康保険料

　　　　労災・雇用・健康保険料

              4,187　２離島交通一般職の人件費
7報　償　費 83               2,124　　２給　　　料

              2,124　　　一般職給料
　　　　一般職給料

8旅　　　費 369               1,385　　３職員手当等

                762　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当

                180　　　時間外勤務手当
10需　用　費 3,137 　　　　時間外勤務手当

                135　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

11役　務　費 650                 308　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

                678　　４共　済　費
12委　託　料 165                 678　　　共済組合費負担金

                661　　　　共済組合負担金

                 17　　　　公務災害補償基金負担金
13使用料及び 30               1,910　４ヘリ地上業務運営

賃借料                  83　　７報　償　費

                 83　　　謝礼金
　　　　ヘリポート管理運営謝礼金

18負担金補助 79,104                 369　　８旅　　　費
及び交付金                 369　　　旅費

                236　　　　普通管外旅費

                133　　　　研修旅費
26公　課　費 9               1,137　１０需　用　費

                110　　　消耗品費
　　　　消耗品費

                227　　　光熱水費
　　　　光熱水費

                200　　　燃料費
　　　　燃料費

                600　　　修繕費

                400　　　　修繕費（維持補修）

                200　　　　修繕費（車両）

                117　１１役　務　費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-485-



53,34327,8178土木費 139,409 48,471 90,938

69土木管理費1 14,413 9,379 5,034

691土木総務費 14,413 9,379 5,034
都支出金

69

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ７ 商工費

07-02-01 離島交通受託事業費

-486-



                 51　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

                 39　　　保険料
　　　　自動車保険料

                 12　　　手数料
　　　　車検手数料

                 15　　　テレビ受信料
　　　　テレビ受信料

                165　１２委　託　料

                165　　　業務委託料
　　　　ヘリ待合所空調機保守委託料

                 30　１３使用料及び賃借料

                 30　　　使用料及び賃借料
　　　　合併処理浄化槽使用料

                  9　２６公　課　費

                  9　　　自動車重量税
　　　　自動車重量税

             79,020　５離島交通受託事業費補助金

             79,020　１８負担金補助及び交付金

             79,020　　　補助金

              1,753　　　　ヘリコミューター運賃助成金

             77,267　　　　定期航路等運営補助金

                 84　６離島交通受託事業費負担金

                 84　１８負担金補助及び交付金

                 84　　　負担金
　　　　航空特殊無線技士講習負担金

              2,533　７クレーン車維持管理

              2,000　１０需　用　費

              2,000　　　修繕費
　　　　修繕費（車両）

                533　１１役　務　費

                 22　　　保険料
　　　　自動車保険料

                511　　　手数料

                 11　　　　車検手数料

                500　　　　クレーン自主検査料

58,249

14,344

14,344 2給　　　料 6,555              13,082　１土木総務一般職の人件費

              6,555　　２給　　　料

              6,555　　　一般職給料
3職員手当等 4,376 　　　　一般職給料

              4,376　　３職員手当等

                596　　　管理職手当
4共　済　費 2,151 　　　　管理職手当

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-487-



22,300道路橋りょう費2 37,616 18,622 18,994

22,3001道路維持費 37,616 13,612 24,004
都支出金

22,300

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ８ 土木費

08-01-01 土木総務費

-488-



8旅　　　費 101               2,264　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当

                282　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

10需　用　費 230                 152　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

                951　　　退職手当組合負担金
12委　託　料 964 　　　　退職手当組合負担金

                131　　　管理職員特別勤務手当
　　　　管理職員特別勤務手当

13使用料及び 9               2,151　　４共　済　費
賃借料               2,151　　　共済組合費負担金

              2,145　　　　共済組合負担金

                  6　　　　公務災害補償基金負担金
18負担金補助 27               1,304　２土木総務事務費

及び交付金                 101　　８旅　　　費

                101　　　旅費
　　　　普通管外旅費

                230　１０需　用　費

                230　　　消耗品費
　　　　消耗品費

                964　１２委　託　料

                964　　　業務委託料
　　　　土木工事積算システム保守点検

                  9　１３使用料及び賃借料

                  9　　　使用料及び賃借料
　　　　建設副産物情報交換管理システム使用料

                 27　３土木総務費負担金

                 27　１８負担金補助及び交付金

                 27　　　負担金

                 20　　　　砂防協会負担金

                  7　　　　東京都区市町村土木関係技術管理連絡協議会
　　　　負担金

15,316

15,316 10需　用　費 568              37,590　１道路管理経費

                568　１０需　用　費

                200　　　消耗品費
11役　務　費 19 　　　　消耗品費

                200　　　光熱水費
　　　　光熱水費

12委　託　料 31,203                  68　　　燃料費
　　　　燃料費

                100　　　修繕費
14工事請負費 4,300 　　　　修繕費（車両）

                 19　１１役　務　費

                 19　　　保険料
17備品購入費 1,500 　　　　自動車保険料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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2道路新設改良費 0 5,010 △5,010

53,343994住宅費3 77,664 11,325 66,339

53,3439941住宅管理費 68,664 11,325 57,339
都支出金 使用料・手

994 数料
17,644

繰入金
35,107

諸収入
592

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ８ 土木費

08-02-01 道路維持費

-490-



18負担金補助 26              31,203　１２委　託　料
及び交付金              31,203　　　業務委託料

              5,415　　　　道路清掃管理委託料

              3,000　　　　村道枝除伐等委託料

              1,300　　　　道路維持作業

              1,488　　　　街路灯管理保守点検委託料

              9,000　　　　無電柱化計画策定業務委託

             11,000　　　　堂の山線イ号予備設計業務

              4,300　１４工事請負費

              4,300　　　工事請負費
　　　　道路維持作業

              1,500　１７備品購入費

              1,500　　　備品購入費
　　　　備品購入（普通建設事業）

                 26　３道路維持費負担金

                 26　１８負担金補助及び交付金

                 26　　　負担金

                 11　　　　道路整備促進期成同盟分担金

                 15　　　　東京都道路整備事業推進大会交付金

23,327

14,327 2給　　　料 5,351              57,587　１村営住宅管理経費

                101　　８旅　　　費

                101　　　旅費
3職員手当等 4,046 　　　　普通管外旅費

              1,908　１０需　用　費

                150　　　消耗品費
4共　済　費 1,680 　　　　消耗品費

                304　　　光熱水費
　　　　光熱水費

8旅　　　費 101               1,454　　　修繕費
　　　　修繕費 （維持補修費）

                416　１２委　託　料

                416　　　業務委託料
10需　用　費 1,908 　　　　ボイラー点検委託料

             53,662　１３使用料及び賃借料

             53,662　　　使用料及び賃借料
12委　託　料 416                 312　　　　合併処理浄化槽使用料

             53,350　　　　村営・職員住宅リース料

              1,500　１４工事請負費
13使用料及び 53,662               1,500　　　工事請負費

賃借料                 500　　　　ボイラー交換工事

              1,000　　　　村営住宅修繕工事

             11,077　２住宅管理一般職の人件費
14工事請負費 1,500               5,351　　２給　　　料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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2住宅建設費 9,000 0 9,000

4,454港湾費4 9,716 9,145 571

4,4541港湾管理費 9,716 9,145 571
都支出金

4,454

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ８ 土木費

08-03-01 住宅管理費

-492-



              5,351　　　一般職給料
　　　　一般職給料

              4,046　　３職員手当等

              1,636　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当

              1,017　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

                617　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

                776　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

              1,680　　４共　済　費

              1,680　　　共済組合費負担金

              1,676　　　　共済組合負担金

                  4　　　　公務災害補償基金負担金

9,000 14工事請負費 9,000               9,000　１定住促進住宅整備費

              9,000　１４工事請負費

              9,000　　　工事請負費
　　　　定住促進住宅整備工事

5,262

5,262 2給　　　料 3,627               9,585　１港湾管理一般職の人件費

              3,627　　２給　　　料

              3,627　　　一般職給料
3職員手当等 4,300 　　　　一般職給料

              4,300　　３職員手当等

                240　　　扶養手当
4共　済　費 1,658 　　　　扶養手当

              1,413　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当

10需　用　費 131                 285　　　児童手当
　　　　児童手当

              1,162　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

                674　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

                526　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

              1,658　　４共　済　費

              1,658　　　共済組合費負担金

              1,651　　　　共済組合負担金

                  7　　　　公務災害補償基金負担金

                131　２港湾管理経費

                131　１０需　用　費

                 60　　　消耗品費
　　　　消耗品費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-493-



12,0009消防費 29,841 21,839 8,002

12,000消防費1 29,841 21,839 8,002

1,0001非常備消防費 6,707 8,087 △1,380
都支出金

1,000

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ８ 土木費

08-04-01 港湾管理費

-494-



                 71　　　燃料費
　　　　燃料費

17,841

17,841

5,707 1報　　　酬 3,332               5,434　１消防団活動経費

              3,332　　１報　　　酬

              3,332　　　消防団員報酬
7報　償　費 10               1,840　　　　消防団員報酬

              1,492　　　　出動報酬

                 10　　７報　償　費
8旅　　　費 530                  10　　　優良消防団員表彰

　　　　優良消防団員表彰

                530　　８旅　　　費

                530　　　旅費
10需　用　費 751                 380　　　　普通管外旅費

                150　　　　消防器具置き場定期点検費用弁償

                751　１０需　用　費
11役　務　費 277                 300　　　消耗品費

　　　　消耗品費

                155　　　光熱水費
12委　託　料 334 　　　　光熱水費

                 46　　　燃料費
　　　　燃料費

13使用料及び 182                 250　　　修繕費
賃借料 　　　　修繕費

                277　１１役　務　費

                106　　　通信運搬費
18負担金補助 1,273 　　　　通信運搬費

及び交付金                  45　　　保険料
　　　　自動車保険料

                 26　　　手数料
26公　課　費 18 　　　　車検手数料

                100　　　クリーニング料
　　　　消防団クリーニング料

                334　１２委　託　料

                334　　　業務委託料
　　　　消防ポンプ保守点検委託料

                182　１３使用料及び賃借料

                182　　　使用料及び賃借料

                 30　　　　合併処理浄化槽使用料

                152　　　　土地借上料

                 18　２６公　課　費

                 18　　　自動車重量税
　　　　自動車重量税

              1,273　２非常備消防費負担金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-495-



11,0003災害対策費 23,134 13,752 9,382
都支出金

11,000

1,64657,01610教育費 144,803 117,692 27,111

3,158教育総務費1 35,169 21,428 13,741

1教育委員会費 773 606 167

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ９ 消防費

09-01-01 非常備消防費

-496-



              1,273　１８負担金補助及び交付金

              1,273　　　負担金

                853　　　　東京市町村総合事務組合負担金

                 64　　　　島しょ地区消防団連絡協議会負担金

                 44　　　　東京都消防協会負担金

                312　　　　その他負担金

12,134 1報　　　酬 95                  95　１防災会議経費

                 95　　１報　　　酬

                 95　　　委員報酬
10需　用　費 2,915 　　　　防災会議委員報酬

             23,039　２災害対策経費

              2,915　１０需　用　費
11役　務　費 1,273                 290　　　消耗品費

　　　　消耗品費

                 10　　　光熱水費
12委　託　料 10,115 　　　　光熱水費

                111　　　修繕費
　　　　修繕費

13使用料及び 1,058               2,504　　　非常用食料購入費
賃借料 　　　　非常用食料購入費

              1,273　１１役　務　費

                276　　　通信運搬費
14工事請負費 7,678 　　　　通信運搬費

                997　　　保険料
　　　　全国町村会災害対策費用保険

             10,115　１２委　託　料

             10,115　　　業務委託料

                570　　　　非常時飲料水脱塩装置点検委託料

              3,410　　　　防災行政無線・地震津波警報システム点検委
　　　　託料

                376　　　　自家用電気工作物保守管理委託料

              5,759　　　　防災計画及び津波避難計画策定業務委託

              1,058　１３使用料及び賃借料

              1,058　　　使用料及び賃借料
　　　　気象観測装置リース料

              7,678　１４工事請負費

              7,678　　　工事請負費
　　　　パンザマスト改修工事

86,141

32,011

773 1報　　　酬 396                 764　１教育委員会経費

                396　　１報　　　酬

                396　　　委員報酬

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-497-



382事務局費 22,840 18,422 4,418
都支出金

38

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 １０ 教育費

10-01-01 教育委員会費

-498-



7報　償　費 79 　　　　教育委員会委員報酬

                 79　　７報　償　費

                 79　　　謝礼金
8旅　　　費 284 　　　　教育委員会点検評価有識者報償費

                284　　８旅　　　費

                284　　　旅費
　　　　普通管外旅費

10需　用　費 5                   5　１０需　用　費

                  5　　　消耗品費
　　　　消耗品費

18負担金補助 9                   9　３教育委員会負担金
及び交付金                   9　１８負担金補助及び交付金

                  9　　　負担金
　　　　東京都市町村教育委員会連合会負担金

22,802 2給　　　料 11,223              20,763　１教育長、一般職の人件費

             11,223　　２給　　　料

              6,180　　　特別職給料
3職員手当等 6,449 　　　　教育長給料

              5,043　　　一般職給料
　　　　一般職給料

4共　済　費 3,091               6,449　　３職員手当等

              3,153　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当

8旅　　　費 1,003                 686　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

                593　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

10需　用　費 428               2,017　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

              3,091　　４共　済　費
11役　務　費 144               3,091　　　共済組合費負担金

              3,075　　　　共済組合負担金

                 16　　　　公務災害補償基金負担金
13使用料及び 23               1,605　２教育事務局事務費

賃借料               1,003　　８旅　　　費

              1,003　　　旅費
　　　　普通管外旅費

18負担金補助 472                 428　１０需　用　費
及び交付金                 246　　　消耗品費

　　　　消耗品費

                 22　　　燃料費
26公　課　費 7 　　　　燃料費

                160　　　修繕費

                100　　　　修繕費（車両）

                 60　　　　修繕費（維持補修費）

                144　１１役　務　費

                129　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

                 15　　　テレビ受信料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-499-



3,1203教育総務費 6,240 2,400 3,840
国庫支出金

3,120

4教育総務施設整備 5,316 0 5,316
費

42,154小学校費2 66,017 48,027 17,990

42,1541学校管理費 63,427 45,147 18,280
都支出金

42,154

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 １０ 教育費

10-01-02 事務局費

-500-



　　　　テレビ受信料

                 23　１３使用料及び賃借料

                 23　　　使用料及び賃借料
　　　　複写機リース料

                  7　２６公　課　費

                  7　　　自動車重量税
　　　　自動車重量税

                472　４事務局費負担金

                472　１８負担金補助及び交付金

                472　　　負担金

                 20　　　　東京都島しょ教育長協議会分担金

                252　　　　校長会・副校長会負担金

                200　　　　島しょPTA連絡協議会合同研修会負担金

3,120 18負担金補助 6,240               6,240　２離島高校生修学支援事業
及び交付金               6,240　１８負担金補助及び交付金

              6,240　　　補助金
　　　　離島高校生修学支援補助金

5,316 12委　託　料 5,316               5,316　１教員住宅施設整備事業

              5,316　１２委　託　料

              5,316　　　業務委託料
　　　　教員住宅整備に係る用地造成・擁壁等詳細設
　　　　計業務

23,863

21,273 10需　用　費 7,810              62,579　１学校管理経費

              7,810　１０需　用　費

              3,429　　　消耗品費
11役　務　費 1,134 　　　　消耗品費

              2,994　　　光熱水費
　　　　光熱水費

12委　託　料 2,189                  69　　　燃料費
　　　　燃料費

              1,318　　　修繕費
13使用料及び 6,134               1,218　　　　修繕費（維持補修・学校）

賃借料                 100　　　　修繕費（車両）

              1,134　１１役　務　費

              1,035　　　通信運搬費
14工事請負費 45,822                 422　　　　通信運搬費

                613　　　　GIGAスクール機器通信費

                 68　　　手数料
17備品購入費 329 　　　　ピアノ調律手数料

                 31　　　テレビ受信料
　　　　テレビ受信料

26公　課　費 9               1,341　１２委　託　料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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2教育振興費 2,590 2,880 △290

中学校費3 2,680 6,381 △3,701

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 １０ 教育費

10-02-01 学校管理費

-502-



              1,341　　　業務委託料

                507　　　　自家用電気工作物保守管理委託料

                748　　　　校舎空調機保守委託料

                 86　　　　校舎火災報知器保守委託料

              6,134　１３使用料及び賃借料

              6,134　　　使用料及び賃借料

                 25　　　　複写機リース料

                 24　　　　リソグラフリース料

                 78　　　　合併処理浄化槽使用料

              2,020　　　　教職員用パソコンリース料

                  5　　　　授業目的公衆送信補償金

              3,600　　　　PC教室パソコンリース料

                382　　　　デジタル補助教材使用料

             45,822　１４工事請負費

             45,822　　　工事請負費
　　　　学校施設改修工事

                329　１７備品購入費

                329　　　備品購入費
　　　　備品購入費

                  9　２６公　課　費

                  9　　　自動車重量税
　　　　自動車重量税

                848　２情報機器整備事業

                848　１２委　託　料

                848　　　業務委託料
　　　　統合型校務支援システム委託料

2,590 7報　償　費 509               1,577　１小学校教材等購入修繕費

                 10　　７報　償　費

                 10　　　卒業記念品
10需　用　費 1,567 　　　　卒業記念品

              1,567　１０需　用　費

              1,567　　　消耗品費
18負担金補助 486 　　　　消耗品費

及び交付金                 499　２講師招聘事業

                499　　７報　償　費

                499　　　謝礼金
19扶　助　費 28 　　　　講師招聘報償費

                 28　４小学校就学義務援助費

                 28　１９扶　助　費

                 28　　　扶助費
　　　　就学援助扶助費

                486　５小学校教育振興費補助金

                486　１８負担金補助及び交付金

                486　　　補助金
　　　　修学旅行補助金

2,680

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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2教育振興費 2,680 5,694 △3,014

1,6466,000保健体育費4 24,469 25,838 △1,369

2,0001保健体育費 6,932 10,544 △3,612
都支出金

2,000

1,6464,0002学校給食費 17,537 15,294 2,243
都支出金 諸収入

4,000 1,646

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 １０ 教育費

10-03-02 教育振興費

-504-



2,680 10需　用　費 1,858               1,858　１中学校教材等購入修繕費

              1,858　１０需　用　費

              1,858　　　消耗品費
18負担金補助 822 　　　　消耗品費

及び交付金                 822　５中学校教育振興費補助金

                822　１８負担金補助及び交付金

                822　　　補助金
　　　　修学旅行補助金

16,823

4,932 10需　用　費 60                 534　１学校衛生経費

                534　１２委　託　料

                534　　　業務委託料
12委　託　料 699                 321　　　　児童生徒教職員健康診断委託料

                 16　　　　オージオメーター点検委託料

                197　　　　学校衛生検査業務委託
13使用料及び 1,345               1,570　２保健体育経費

賃借料                  60　１０需　用　費

                 10　　　消耗品費
　　　　消耗品費

18負担金補助 4,828                  50　　　修繕費
及び交付金 　　　　修繕費（保健体育施設）

                165　１２委　託　料

                165　　　業務委託料
　　　　テニスコート周り草刈り伐採委託料

              1,345　１３使用料及び賃借料

              1,345　　　使用料及び賃借料
　　　　小中学校体育館空調機リース料

              4,790　４保健体育費補助金

              4,790　１８負担金補助及び交付金

              4,790　　　補助金

              1,899　　　　中学校体育連盟大会等補助金

                400　　　　利島村連合運動会補助金

              2,491　　　　体育協会活動助成金

                 38　５保健体育費負担金

                 38　１８負担金補助及び交付金

                 38　　　負担金
　　　　スポーツ振興センター災害共済

11,891 1報　　　酬 6,025               7,739　１学校給食会計年度任用職員の人件費

              6,025　　１報　　　酬

              5,873　　　会計年度任用職員の報酬
3職員手当等 896 　　　　学校給食調理員報酬

                152　　　付加報酬
　　　　付加報酬

4共　済　費 818                 896　　３職員手当等

                896　　　期末勤勉手当

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-505-



5,704社会教育費5 16,468 16,018 450

4,0001社会教育総務費 6,180 5,850 330
都支出金

4,000

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 １０ 教育費

10-04-02 学校給食費

-506-



10需　用　費 4,982 　　　　学校給食会計年度任用職員の期末手当

                818　　４共　済　費

                818　　　労災・雇用・健康保険料
11役　務　費 847 　　　　労災・雇用・健康保険料

              9,798　２学校給食運営費

              4,982　１０需　用　費
12委　託　料 284                 555　　　消耗品費

　　　　消耗品費

                450　　　光熱水費
17備品購入費 3,685 　　　　光熱水費

                300　　　修繕費
　　　　修繕費（維持補修費）

              3,677　　　給食材料費
　　　　賄材料費

                847　１１役　務　費

                360　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

                389　　　手数料

                374　　　　検査手数料

                 15　　　　グリストラップ清掃手数料

                 98　　　クリーニング料
　　　　クリーニング料

                284　１２委　託　料

                284　　　業務委託料

                 93　　　　ねずみ害虫防除委託料

                191　　　　給食設備点検業務委託

              3,685　１７備品購入費

              3,685　　　備品購入費
　　　　備品購入費

10,764

2,180 7報　償　費 240                 240　１社会教育経費

                240　　７報　償　費

                240　　　謝礼金
12委　託　料 5,500 　　　　社会教育講師招聘

                250　５社会教育総務費補助金

                250　１８負担金補助及び交付金
18負担金補助 440                 250　　　補助金

及び交付金 　　　　文化祭補助金

                190　６社会教育総務費負担金

                190　１８負担金補助及び交付金

                190　　　負担金

                 90　　　　子ども体験塾負担金

                100　　　　島しょ交流大会参加費負担金

              5,500　７外国語指導業務

              5,500　１２委　託　料

              5,500　　　業務委託料
　　　　外国語指導業務委託

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-507-



2文化財保護費 1,945 1,990 △45

1,2753放課後子ども教室 2,371 2,215 156
都支出金対策費

1,275

4294学童保育費 5,972 5,963 9
都支出金

429

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 １０ 教育費

10-05-02 文化財保護費

-508-



1,945 1報　　　酬 39               1,645　１文化財保護経費

                 39　　１報　　　酬

                 39　　　委員報酬
7報　償　費 934 　　　　文化財保護審議会委員報酬

                934　　７報　償　費

                934　　　謝礼金
10需　用　費 347                 300　　　　講演会謝礼

                634　　　　文化財保護施設管理運営謝礼金

                347　１０需　用　費
11役　務　費 12                 129　　　消耗品費

　　　　消耗品費

                 18　　　光熱水費
12委　託　料 313 　　　　光熱水費

                200　　　修繕費
　　　　修繕費

18負担金補助 300                  12　１１役　務　費
及び交付金                  12　　　通信運搬費

　　　　通信運搬費

                313　１２委　託　料

                313　　　業務委託料

                 49　　　　郷土資料館火災報知器保守委託料

                264　　　　大石山遺跡周辺除草業務委託

                300　２文化財保護事業費補助金

                300　１８負担金補助及び交付金

                300　　　補助金
　　　　伝統・芸能保存会補助金

1,096 7報　償　費 1,914               2,047　１放課後子ども教室運営

              1,914　　７報　償　費

              1,914　　　謝礼金
　　　　教育活動推進員謝礼

10需　用　費 128                 128　１０需　用　費

                128　　　消耗品費
　　　　消耗品費

11役　務　費 5                   5　１１役　務　費

                  5　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

18負担金補助 324                 324　２放課後子ども教室負担金
及び交付金                 324　１８負担金補助及び交付金

                324　　　負担金
　　　　放課後子ども教室負担金

5,543 1報　　　酬 4,633               5,543　１学童保育会計年度任用職員の人件費

              4,633　　１報　　　酬

              4,290　　　会計年度任用職員の報酬
3職員手当等 492 　　　　学童保育会計年度任用職員の報酬

                343　　　付加報酬
　　　　付加報酬

4共　済　費 418                 492　　３職員手当等

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-509-



56,32712公債費 58,000 58,867 △867

56,327公債費1 58,000 58,867 △867

55,4271元金 57,000 57,848 △848
繰入金

55,427

9002利子 1,000 1,019 △19
繰入金

900

14予備費 13,000 11,680 1,320

予備費1 13,000 11,680 1,320

1予備費 13,000 11,680 1,320

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 １０ 教育費

10-05-04 学童保育費

-510-



8旅　　　費 93                 492　　　期末勤勉手当
　　　　学童保育会計年度任用職員の期末手当

                418　　４共　済　費

                418　　　労災・雇用・健康保険料
10需　用　費 300 　　　　労災・雇用・健康保険料

                429　２学童保育経費

                 93　　８旅　　　費
11役　務　費 36                  93　　　旅費

　　　　研修旅費

                300　１０需　用　費

                300　　　消耗品費
　　　　消耗品費

                 36　１１役　務　費

                 36　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

1,673

1,673

1,573 22償還金利子 57,000              57,000　１償還元金
及び割引料              57,000　２２償還金利子及び割引料

             57,000　　　償還元金
　　　　償還元金

10022償還金利子 1,000               1,000　１償還利子
及び割引料               1,000　２２償還金利子及び割引料

              1,000　　　償還利子
　　　　償還利子

13,000

13,000

13,000              13,000　１予備費

             13,000　２９予　備　費

             13,000　　　予備費
　　　　予備費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計

-511-



1．特　別　職　　(1)　村　長　等　

区         分
備考

本年度

前年度

比　　　較

1．特　別　職　　(2)　議　　員

区         分
備考

本年度

前年度

比　　　較

1．特　別　職　　(3)　その他　

区         分
備考

本年度

前年度

比　　　較

人数欄の（）数値は教育長

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

報　　酬 給　　料
職　員
手当等

計
共済費

23,918

合計

- 13,860 8,991 22,851 3,734 26,585

- 13,860 8,121 21,981 1,937

2,667

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

報　　酬 給　　料
職　員
手当等

計
共済費 合計

- - 870 870 1,797

15,042

7,860 - 2,223 10,083 2,657 12,740

9,240 - 2,613 11,853 3,189

Δ2,302

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

報　　酬 給　　料
職　員
手当等

計
共済費 合計

Δ1,380 - Δ390 Δ1,770 Δ532

17,770

7,555 6,180 2,945 16,680 1,561 18,241

6,964 6,180 3,033 16,177 1,593

471- 591 - Δ88 503 Δ32

(1)

人　　数

人　　数

人　　数

2

2

5

6

(1)

Δ1

-

-512-



2．一　般　職　　(1)　総　括　

比　　　較

初 任 給

の 状 況

-

-

平均給料月

額及び平均 -

年齢の状況 -

2．一　般　職　　ア　会計年度任用職員以外の職員

本年度

前年度

比　　　較

2．一　般　職　　イ　会計年度任用職員

本年度

前年度

比　　　較

35,169 239,329

10,869

8,188 4,865 37,059

75,148 70,553 190,143 31,657 221,800

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

報　　酬 給　　料
職　員
手当等

計
区         分 共済費 合計 備考

職員数
(人)

一 般 職 員
１人当り給与
費の状況

区　　分 １人当り給与費

本年度 5,681

前年度 6,333

宿  日  直 保健勤務
手　　　当 手　　　当

職 員 手 当 の

内 訳
管理職員

613
住　　　居

479

管　理　職 扶　　　養
手　　　当 手　　　当

4,050 1,716

150,600円 147,900円

短大卒 163,100円

大学卒 182,200円

区　分 学　　歴 事務及び技術職員 技能職員

中学卒 146,100円 139,900円

- 75,148 64,180 139,328 25,050 164,378

- 84,159 63,556 147,715 27,601 175,316

手　　　　当 手　　　当 手　　　　当

10,938

管　理　職 扶　　　養 退手組合
手　　　当 手　　　当 負担金

4 - 9,011 Δ624 8,387 2,551

44,442 - 6,373 50,815 6,607 57,422

48,453 - 7,992 56,445 7,568 64,013

時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉
手　　　　当 手　　　当 手　　　　当

6,591

管　理　職 扶　　　養 退手組合
手　　　当 手　　　当 負担金

Δ2 4,011 - 1,619 5,630 961

本年度

前年度

51

49

(25)

備考

479

4,050 1,716 10,869

8,188 4,865 29,067

26

22

（単位：千円）

報　　酬 給　　料
職　員
手当等

計

宿  日  直 保健勤務 児　　　　童
手　　　当 手　　　当 手　　　　当

時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

- - -

職員数
(人)

通　　　　勤
89

特別勤務手当 手　　　当 手　　　　当
防　　　疫

424
ご　　　み

610

宿  日  直 保健勤務 児　　　　童
手　　　当 手　　　当 手　　　　当

職 員 手 当 の

内 訳

職 員 手 当 の

内 訳

管理職員
613

住　　　居

区         分

- - -

- - 7,992

601 600 1,385

25

27

給　　　　　与　　　　　費
共済費 合計

-
手　　　当 手　　　当

-

区         分
職員数

(人)
共済費 合計

601 600

-
手　　　当 手　　　当

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

報　　酬 給　　料
職　員
手当等

計
備考

区　分 事務及び技術職員 技能職員

平均給料月額 269,723円

平均年齢 42.1歳

高校卒

通　　　　勤
89

特別勤務手当 手　　　当 手　　　　当
防　　　疫

424
ご　　　み

610 -

1,385

48,453

44,442

児　　　　童
手　　　　当

時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉
手　　　　当 手　　　当 手　　　　当

17,529

退手組合

(27)

84,159 71,548

負担金

2 4,011 9,011 995 14,017 3,512

204,160
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区    分 増減額 説     明

給      料 千円 千円

9,011 給与改定に -

伴う増減分

　 普通昇給に 1,669 平均昇給率　　　　0　％

伴う増減分

昇給期別　　　　　４月　　　　　　　18人４月

職 員 数 　　    　 18人

その他の - 職員の昇任

増減分 昇格等による

増

7,342 職員の異動・

退職・採用に

よる減

職員手当等 △ 624 期末・勤勉 857 期末勤勉

手当の増減 手当の増

 

その他の △ 1,481 各種手当

増減分 に係る職 扶養手当 Δ258

員の減及 時間外勤務手当　390

び異動 休日勤務手当　445

児童手当 Δ425

退職手当組合負担金　Δ5,999

宿日直手当 601

区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

事務職員 8人 7人 3人 1人 6人

技能職員 - - - - -

管理職手当　1,150

ごみ手当　610

選挙事務手当　400

　（３）　級別職員数の状況　　

           支給率計　　4.3月

管理職員特別勤務手当　613

住居手当　479

通勤手当　89

防疫作業手当　424

前年度　退職者1名　　採用者3名

期末・勤勉手当の支給率

前年度　支給期　6月2.225 12月2.225

           支給率計　　4.45月

本年度　支給期　6月2.15 12月2.15

採用・退職の状況等　

　　　　 　給料改定実施時期　令和元年12月

　本年度　給料の改定率　　　　　 - ％

　　　　 　給料改定実施時期　令和-年-月

職員数の異動状況

　　　　　予 算 計 上　　　（その他）　　　（計）

　　　　　職　　員　　数

前年度　 22人　　　　　　-人　　　22人

本年度　 26人　　　　  　-人　 　　26人

増   減 　   0人   　　 　  -人　 　    0人

　前年度　給料の改定率　　　　　 - ％

　（２）　給料及び職員手当の増減額の明細　　

増減額の増減事由別内訳 備                       考

給与改定の状況
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議案第３１号  

 

令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）予算 

 

令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）予算は、次に定めると

ころによる。 

 

〔歳入歳出予算〕 

第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ ７５，０９５ 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の〔款〕・〔項〕の区分及び該当区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 

 

〔一時借入金〕 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

１０，０００千円とする。 

 

〔歳出予算の流用〕 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりとする。 

保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれ

らの経費の各項の間の流用。 

 

 

令和４年 ３月 ７日 

 

                 提出者 東京都利島村長   村 山  将 人 

 

議決第   号 

 

令和４年 ３月  日    原案  決 

 

 

                     東京都利島村議会議長  寺 田  優 
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国民健康保険税 6,928１

6,928国民健康保険税１

都支出金 60,067７

60,067都補助金１

財産収入 5９

5財産運用収入１

繰入金 8,090１１

6,293他会計繰入金１

1,797基金繰入金２

繰越金 1１２

1繰越金１

諸収入 4１３

3加算金延滞金及び過料１

1雑入２

歳　　　　入　　　　合　　　　計 75,095

(単位：千円)

第　１　表　歳入歳出予算
１　歳 入

款 項 金　　　　　　　　　額
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総務費 8,105１

8,084総務管理費１

21運営協議会費２

保険給付費 26,023２

23,204療養諸費１

2,000高額療養費２

420出産育児諸費４

50葬祭費５

49結核・精神医療給付金６

300傷病手当金７

国民健康保険事業費納付金 13,192３

8,158医療給付費分１

3,360後期高齢者支援金等分２

1,674介護納付金分３

保健事業費 920６

920特定健康診査等事業費１

基金積立金 468７

468基金積立金１

諸支出金 24,887８

1,003償還金及び還付加算金１

1延滞金２

23,883繰出金３

予備費 1,500９

1,500予備費１

歳　　　　出　　　　合　　　　計 75,095

(単位：千円)２　歳 出

款 項 金　　　　　　　　　額
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国民健康保険税 6,928１

国庫支出金 0４

都支出金 60,067７

財産収入 5９

繰入金 8,090１１

繰越金 1１２

諸収入 4１３

75,095歳　　　　入　　　　合　　　　計

　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括

（歳　入）

款 本　　年　　度　　予　　算　　額
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6,882 46

0 0

60,073 △6

81 △76

8,577 △487

1 0

4 0

75,618 △523

（単位：千円）

前　　年　　度　　予　　算　　額 比　　　　　　　　　較
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１総務費 8,105 10,455 △2,350

２保険給付費 26,023 28,073 △2,050

３国民健康保険事業費納付金 13,192 11,485 1,707

５財政安定化基金拠出金 0 0 0

６保健事業費 920 920 0

７基金積立金 468 82 386

８諸支出金 24,887 23,103 1,784

９予備費 1,500 1,500 0

歳　　　　出　　　　合　　　　計 75,095 75,618 △523

（歳　出）

款 本年度予算額 前年度予算額 比　　較
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5726,811722

29128025,452

4,0901,0038,099

9911

4626

424,883

1,500

6,9288,10060,067

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国都支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源
本　　年　　度　　予　　算　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

（単位：千円）
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国民健康保険税1 6,928 6,882 46

国民健康保険税1 6,928 6,882 46

一般被保険者国民健康1 6,928 6,882 46
保険税

都支出金7 60,067 60,073 △6

都補助金1 60,067 60,073 △6

保険給付費等交付金1 59,238 59,301 △63

都補助金2 829 772 57

財産収入9 5 81 △76

財産運用収入1 5 81 △76

利子及び配当金1 5 81 △76

繰入金11 8,090 8,577 △487

比　　 　　較前　　年　　度本　　年　　度

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １　国民健康保険税

01-01-01 一般被保険者国民健康保険税
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①医療給付分現年課税分1医療給付分 3,409                     3,409
現年課税分

①後期高齢者支援金等現年課税分3後期高齢者 2,522                     2,522
支援金等現
年課税分

①介護納付金現年課税分5介護納付金 997                       997
現年課税分

①普通交付金1普通交付金 26,152                    26,152

①保険者努力支援分2特別交付金 33,086                        89
②特別調整交付金分                    17,114
③都繰入金（２号分）                    15,656
④特定健康診査等負担金                       227

①市町村国民健康保険都補助金2市町村国民 829                       829
健康保険都
補助金

①国民健康保険給付費等財政調整基金利子1基金利子 5                         5

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
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他会計繰入金1 6,293 6,031 262

一般会計繰入金1 6,293 6,031 262

基金繰入金2 1,797 2,546 △749

国民健康保険給付費等1 1,797 2,546 △749
財政調整基金繰入金

繰越金12 1 1 0

繰越金1 1 1 0

繰越金1 1 1 0

諸収入13 4 4 0

加算金延滞金及び過料1 3 3 0

比　　 　　較前　　年　　度本　　年　　度
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １１　繰入金

11-01-01 一般会計繰入金
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①保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）1保険基盤安 595                       595
定繰入金（
保険税軽減
分）

①保険基盤安定繰入金（保険者支援分）2保険基盤安 390                       390
定繰入金（
保険者支援
分）

①職員給与費等繰入金3職員給与費 5,014                     5,014
等繰入金

①出産育児一時金4出産育児一 280                       280
時金

①未就学児均等割保険税繰入金6未就学児均 14                        14
等割保険税
繰入金

①国民健康保険給付費等財政調整基金繰入金1国民健康保 1,797                     1,797
険給付費等
財政調整基
金繰入金

①前年度繰越金1前年度繰越 1                         1
金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
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一般被保険者延滞金1 1 1 0

一般被保険者加算金3 1 1 0

過料5 1 1 0

雑入2 1 1 0

雑入1 1 1 0

比　　 　　較前　　年　　度本　　年　　度
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １３　諸収入

13-01-01 一般被保険者延滞金
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①延滞金1延滞金 1                         1

①加算金1加算金 1                         1

①過料1過料 1                         1

①雑入1雑入 1                         1

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
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6,8117221総務費 8,105 10,455 △2,350

6,811722総務管理費1 8,084 10,434 △2,350

6,8117221一般管理費 8,074 10,423 △2,349
都支出金 その他

722 6,811

2国民健康保険団体 10 11 △1
連合会負担金

運営協議会費2 21 21 0

1運営協議会費 21 21 0

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

３　歳　出

科　　　　目

款 項 目

款 １ 総務費

01-01-01 一般管理費
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572

551

541 2給　　　料 2,637               5,014　１国民健康保険一般職の人件費

              2,637　　２給　　　料

              2,637　　　一般職給料
3職員手当等 1,577 　　　　一般職給料

              1,577　　３職員手当等

                974　　　期末勤勉手当
4共　済　費 800 　　　　期末勤勉手当

                170　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

8旅　　　費 98                  50　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

                383　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

10需　用　費 143                 800　　４共　済　費

                796　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

12委　託　料 2,819                   4　　　公務災害補償基金負担金
　　　　公務災害補償基金負担金

              3,060　２国民健康保険一般事務費

                 98　　８旅　　　費

                 98　　　旅費
　　　　普通管外旅費

                143　１０需　用　費

                143　　　消耗品費
　　　　消耗品費

              2,819　１２委　託　料

              2,819　　　業務委託料

              2,093　　　　国民健康保険情報データベース保守委託料

                726　　　　国民健康保険システム改修委託料

1018負担金補助 10                  10　１国民健康保険団体連合会負担金
及び交付金                  10　１８負担金補助及び交付金

                 10　　　負担金
　　　　国民健康保険団体連合会負担金

21

21 1報　　　酬 20                  21　１国民健康保険運営協議会経費

                 20　　１報　　　酬

                 20　　　委員報酬
10需　用　費 1 　　　　国民健康保険運営協議会委員報酬

                  1　１０需　用　費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
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28025,4522保険給付費 26,023 28,073 △2,050

23,103療養諸費1 23,204 25,255 △2,051

23,0001一般被保険者療養 23,000 25,000 △2,000
都支出金給付費

23,000

443一般被保険者療養 44 93 △49
都支出金費

44

595審査支払手数料 160 162 △2
都支出金

59

2,000高額療養費2 2,000 2,000 0

2,0001一般被保険者高額 2,000 2,000 0
都支出金療養費

2,000

280出産育児諸費4 420 420 0

2801出産育児一時金 420 420 0
その他

280

葬祭費5 50 50 0

1葬祭費 50 50 0

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 １ 総務費

01-02-01 運営協議会費
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                  1　　　消耗品費
　　　　消耗品費

291

101

18負担金補助 23,000              23,000　１一般被保険者療養給付費負担金
及び交付金              23,000　１８負担金補助及び交付金

             23,000　　　負担金
　　　　一般被保険者療養給付費

18負担金補助 44                  44　１一般被保険者療養費負担金
及び交付金                  44　１８負担金補助及び交付金

                 44　　　負担金
　　　　一般被保険者療養費

10111役　務　費 160                 160　１審査支払手数料

                160　１１役　務　費

                160　　　手数料
　　　　審査支払手数料

18負担金補助 2,000               2,000　１一般被保険者高額療養費負担金
及び交付金               2,000　１８負担金補助及び交付金

              2,000　　　負担金
　　　　一般被保険者高額療養費

140

140 18負担金補助 420                 420　１出産育児一時金負担金
及び交付金                 420　１８負担金補助及び交付金

                420　　　負担金
　　　　出産育児一時金

50

5018負担金補助 50                  50　１葬祭費負担金
及び交付金                  50　１８負担金補助及び交付金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
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49結核・精神医療給付金6 49 48 1

491結核・精神医療給 49 48 1
都支出金付金

49

300傷病手当金7 300 300 0

3001傷病手当金 300 300 0
都支出金

300

1,0038,0993国民健康保険事業費納付 13,192 11,485 1,707
金

6124,976医療給付費分1 8,158 7,192 966

6124,9761一般被保険者医療 8,158 7,192 966
都支出金 その他給付費分

4,976 612

2562,000後期高齢者支援金等分2 3,360 3,013 347

2562,0001一般被保険者後期 3,360 3,013 347
都支出金 その他高齢者支援金等分

2,000 256

1351,123介護納付金分3 1,674 1,280 394

1351,1231介護納付金分 1,674 1,280 394
都支出金 その他

1,123 135

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 保険給付費

02-05-01 葬祭費
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                 50　　　負担金
　　　　葬祭費負担金

18負担金補助 49                  49　１結核・精神医療給付金負担金
及び交付金                  49　１８負担金補助及び交付金

                 49　　　負担金
　　　　結核・精神医療給付金

18負担金補助 300                 300　１傷病手当金
及び交付金                 300　１８負担金補助及び交付金

                300　　　負担金
　　　　傷病手当金

4,090

2,570

2,570 18負担金補助 8,158               8,158　１一般被保険者医療費納付金
及び交付金               8,158　１８負担金補助及び交付金

              8,158　　　負担金
　　　　一般被保険者医療費納付金（国事・療給）

1,104

1,104 18負担金補助 3,360               3,360　１一般被保険者後期高齢者支援金納付金
及び交付金               3,360　１８負担金補助及び交付金

              3,360　　　負担金
　　　　一般被保険者後期高齢者支援金納付金（国事
　　　　・後期）

416

416 18負担金補助 1,674               1,674　１介護納付金分
及び交付金               1,674　１８負担金補助及び交付金

              1,674　　　負担金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
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9116保健事業費 920 920 0

911特定健康診査等事業費1 920 920 0

9111特定健康診査等事 920 920 0
都支出金業費

911

67基金積立金 468 82 386

6基金積立金1 468 82 386

61国民健康保険給付 468 82 386
繰越金費等財政調整基金

1
その他

5

24,8838諸支出金 24,887 23,103 1,784

1,000償還金及び還付加算金1 1,003 1,003 0

1一般被保険者保険 1 1 0
税還付金

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ３ 国民健康保険事業費納付金

03-03-01 介護納付金分
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　　　　介護納付金分（国事・介護）

9

9

911役　務　費 4                 911　１特定健康診査等事業費

                  4　１１役　務　費

                  3　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

12委　託　料 907                   1　　　手数料
　　　　特定健康診査・特定保健指導個別処理手数料

                907　１２委　託　料
18負担金補助 9                 907　　　業務委託料

及び交付金                 598　　　　特定健康診査委託料

                309　　　　特定保健指導委託料

                  9　２特定健康診査等事業費負担金

                  9　１８負担金補助及び交付金

                  9　　　負担金
　　　　特定健康診査等負担金

462

462

462 24積　立　金 468                 468　１積立金

                468　２４積　立　金

                468　　　基金積立金
　　　　国民健康保険給付費等財政調整基金積立金

4

3

122償還金利子 1                   1　１一般被保険者保険税還付金
及び割引料                   1　２２償還金利子及び割引料

                  1　　　還付金
　　　　一般被保険者保険税還付金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
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3一般被保険者保険 1 1 0
税還付加算金

1,0005保険給付費等交付 1,000 1,000 0
都支出金金償還金

1,000

9その他償還金 1 1 0

延滞金2 1 1 0

1延滞金 1 1 0

23,883繰出金3 23,883 22,099 1,784

23,8831直営診療施設勘定 23,883 22,099 1,784
都支出金繰出金

23,883

9予備費 1,500 1,500 0

予備費1 1,500 1,500 0

1予備費 1,500 1,500 0

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ８ 諸支出金

08-01-03 一般被保険者保険税還付加算金
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1 22償還金利子 1                   1　１一般被保険者保険税還付加算金
及び割引料                   1　２２償還金利子及び割引料

                  1　　　還付加算金
　　　　一般被保険者保険税還付加算金

22償還金利子 1,000               1,000　１保険給付費等交付金償還金
及び割引料               1,000　２２償還金利子及び割引料

              1,000　　　償還金
　　　　保険給付費等交付金償還金

122償還金利子 1                   1　１その他償還金
及び割引料                   1　２２償還金利子及び割引料

                  1　　　償還金
　　　　償還金

1

122償還金利子 1                   1　１延滞金
及び割引料                   1　２２償還金利子及び割引料

                  1　　　延滞金
　　　　延滞金

27繰　出　金 23,883              23,883　１国民健康保険診療所会計繰出金

             23,883　２７繰　出　金

             23,883　　　国民健康保険診療所会計繰出金
　　　　国民健康保険診療所会計繰出金

1,500

1,500

1,500               1,500　１予備費

              1,500　２９予　備　費

              1,500　　　予備費
　　　　予備費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
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1．一　般　職　　　

　（１）総括

比　　　較

　　ア　会計年度任用職員以外の職員

区        分
備考

本年度

前年度

比　　　較

　イ　会計年度任用職員

区        分

比　　　較

-
手　　　　当 手　　　　当 組合負担金

手　　　当

期末・勤勉
-

児　　　　童
-

退職手当

-

職 員 手 当 の
内 訳

扶　　　養
-

時間外勤務
-

休日勤務
-

手　　　当 手　　　　当

- -
-

- - - - - -

- -
-

前年度
()

- - - -

本年度
()

- - - -

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合計 備考職員数
(人) 報　　酬 給　　料

職 　員
手当等

計

50
手　　　当 手　　　　当 手　　　当

期末・勤勉
974

児　　　　童
-

退職手当
383

職 員 手 当 の
内 訳

扶　　　養
-

時間外勤務
170

休日勤務

手　　　　当 手　　　　当 組合負担金

4,721

- - 145 52 197 96 293

1 - 2,492 1,525 4,017 704

合計

1 - 2,637 1,577 4,214 800 5,014

職員数
(人) 報　　酬 給　　料

職 　員
手当等

計
共済費

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

383
手　　　　当 手　　　　当 組合負担金

手　　　当

期末・勤勉
974

児　　　　童
-

退職手当

293

職 員 手 当 の
内 訳

扶　　　養
-

時間外勤務
170

休日勤務
50

手　　　当 手　　　　当

704 4,721
1

- - 145 52 197 96

800 5,014
1

前年度
()

- 2,492 1,525 4,017

職 　員
手当等

計

本年度
()

- 2,637 1,577 4,214

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

（単位：千円）

区        分

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合計 備考職員数
(人) 報　　酬 給　　料
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議案第３２号  

 

令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）予算 

 

 

令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）予算は、次に定めると

ころによる。 

 

 

〔歳入歳出予算〕 

第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ ６９，２９６ 千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の［款]・[項]の区分及び該当区分ごとの金額は、「第１表歳入歳

出予算」による。 

 

〔一時借入金〕 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

３０，０００千円とする。 

 

 

 

令和４年 ３月 ７日 

 

                  提出者 東京都利島村長   村 山  将 人 

 

議決第   号 

 

令和４年 ３月  日    原案  決 

 

 

                      東京都利島村議会議長   寺 田  優 
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診療収入 15,317１

15,317外来収入１

都支出金 16,151３

16,151都補助金１

使用料及び手数料 46４

46手数料２

財産収入 36５

36財産運用収入１

繰入金 36,860６

36,860他会計繰入金１

繰越金 1７

1繰越金１

諸収入 885８

885雑入２

歳　　　　入　　　　合　　　　計 69,296

(単位：千円)

第　１　表　歳入歳出予算
１　歳 入

款 項 金　　　　　　　　　額
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総務費 57,556１

57,556施設管理費１

医業費 11,290２

11,290医業費１

予備費 450４

450予備費１

歳　　　　出　　　　合　　　　計 69,296

(単位：千円)２　歳 出

款 項 金　　　　　　　　　額
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診療収入 15,317１

国庫支出金 0２

都支出金 16,151３

使用料及び手数料 46４

財産収入 36５

繰入金 36,860６

繰越金 1７

諸収入 885８

69,296歳　　　　入　　　　合　　　　計

　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括

（歳　入）

款 本　　年　　度　　予　　算　　額
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16,876 △1,559

0 0

16,990 △839

103 △57

36 0

35,752 1,108

1 0

2,297 △1,412

72,055 △2,759

（単位：千円）

前　　年　　度　　予　　算　　額 比　　　　　　　　　較
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１総務費 57,556 60,518 △2,962

２医業費 11,290 11,087 203

４予備費 450 450 0

歳　　　　出　　　　合　　　　計 69,296 72,055 △2,759

（歳　出）

款 本年度予算額 前年度予算額 比　　較
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14,86826,53716,151

11,290

450

15,31837,82716,151

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国都支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源
本　　年　　度　　予　　算　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

（単位：千円）
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診療収入1 15,317 16,876 △1,559

外来収入1 15,317 16,876 △1,559

国保診療収入1 4,137 3,853 284

社会保険診療収入2 4,366 5,251 △885

後期高齢者医療診療収3 2,872 3,622 △750
入

一部負担金収入4 3,065 3,470 △405

その他の診療収入5 877 680 197

都支出金3 16,151 16,990 △839

都補助金1 16,151 16,990 △839

衛生費都補助金1 16,151 16,990 △839

使用料及び手数料4 46 103 △57

手数料2 46 103 △57

証明手数料1 46 103 △57

財産収入5 36 36 0

財産運用収入1 36 36 0

利子及び配当金1 36 36 0

比　　 　　較前　　年　　度本　　年　　度

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １　診療収入

01-01-01 国保診療収入
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①国保診療収入現年度分1現年度分 4,137                     4,137

①社会保険診療収入現年度分1現年度分 4,366                     4,366

①後期高齢者医療診療収入現年度分1現年度分 2,872                     2,872

①一部負担金収入現年度分1現年度分 3,065                     3,065

①その他の診療収入現年度分1現年度分 877                       877

①へき地医療運営費等補助金1へき地医療 16,151                    16,151
運営費等補
助金

①証明手数料1証明手数料 46                        46

①国民健康保険直営診療所財政調整基金利子1基金利子 36                        36

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

国民健康保険事業特別会計（直診勘定）

-547-



繰入金6 36,860 35,752 1,108

他会計繰入金1 36,860 35,752 1,108

事業勘定繰入金1 23,883 22,099 1,784

一般会計繰入金2 12,977 13,653 △676

繰越金7 1 1 0

繰越金1 1 1 0

繰越金1 1 1 0

諸収入8 885 2,297 △1,412

雑入2 885 2,297 △1,412

雑入1 885 2,297 △1,412

比　　 　　較前　　年　　度本　　年　　度
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ６　繰入金

06-01-01 事業勘定繰入金
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①国民健康保険事業勘定特別会計繰入金1事業勘定繰 23,883                    23,883
入金

①一般会計繰入金1一般会計繰 12,977                    12,977
入金

①前年度繰越金1前年度繰越 1                         1
金

①雑入1雑入 885                       885

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

国民健康保険事業特別会計（直診勘定）
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26,53716,1511総務費 57,556 60,518 △2,962

26,53716,151施設管理費1 57,556 60,518 △2,962

25,6167,2941一般管理費 47,462 50,424 △2,962
都支出金 その他

7,294 25,616

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

３　歳　出

科　　　　目

款 項 目

款 １ 総務費

01-01-01 一般管理費
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14,868

14,868

14,552 1報　　　酬 2,701              29,047　１診療所一般職の人件費

             10,802　　２給　　　料

             10,802　　　一般職給料
2給　　　料 10,802 　　　　一般職給料

             13,890　　３職員手当等

              4,352　　　期末勤勉手当
3職員手当等 14,325 　　　　期末勤勉手当

              1,379　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

4共　済　費 4,757               1,074　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

              1,200　　　看護業務手当
7報　償　費 2,120 　　　　看護業務手当

              3,683　　　初任給調整手当
　　　　初任給調整手当

8旅　　　費 2,621                  48　　　危険手当
　　　　危険手当

                849　　　地域手当
　　　　地域手当

10需　用　費 2,356                 977　　　特地手当
　　　　特地手当

                328　　　退職手当組合負担金
11役　務　費 1,727 　　　　退職手当組合負担金

              4,355　　４共　済　費

              4,329　　　共済組合費負担金
12委　託　料 3,384               4,324　　　　共済組合負担金

                  5　　　　人材支援事業団負担金

                 26　　　公務災害補償基金負担金
13使用料及び 2,562 　　　　公務災害補償基金負担金

賃借料               3,538　２診療所会計年度任用職員の人件費

              2,701　　１報　　　酬

              2,594　　　会計年度任用職員の報酬
18負担金補助 90 　　　　診療所会計年度任用職員の報酬

及び交付金                 107　　　付加報酬
　　　　診療所会計年度任用職員の付加報酬

                435　　３職員手当等
26公　課　費 17                 435　　　期末勤勉手当

　　　　診療所会計年度任用職員の期末手当

                402　　４共　済　費

                402　　　労災・雇用・健康保険料
　　　　労災・雇用・健康保険料

             13,343　３診療所管理経費

              2,120　　７報　償　費

              2,120　　　謝礼金

                120　　　　急患ヘリ添乗医師報償費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

国民健康保険事業特別会計（直診勘定）
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特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 １ 総務費

01-01-01 一般管理費
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              2,000　　　　臨時医師報償費

              2,621　　８旅　　　費

              2,621　　　旅費

                101　　　　普通管外旅費

                310　　　　研修旅費

              1,068　　　　赴任・帰任旅費

              1,028　　　　臨時医師旅費

                114　　　　臨時看護師旅費

              2,356　１０需　用　費

                744　　　消耗品費
　　　　消耗品費

              1,045　　　光熱水費
　　　　光熱水費

                  9　　　燃料費
　　　　燃料費

                558　　　修繕費
　　　　修繕費

              1,727　１１役　務　費

                873　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

                142　　　保険料

                 40　　　　自動車保険料

                102　　　　医師賠償責任保険料

                712　　　手数料

                 23　　　　車検手数料

                600　　　　検査手数料

                 88　　　　フィルムバッジ解析料

                  1　　　　申請手数料

              1,940　１２委　託　料

              1,940　　　業務委託料

                242　　　　診療所清掃委託料

                 48　　　　診療所火災報知器保守委託料

                249　　　　診療所空調機保守委託料

                962　　　　電子カルテ保守委託料

                320　　　　医療廃棄物処理委託料

                119　　　　診療所衛生害獣防除委託

              2,562　１３使用料及び賃借料

              2,562　　　使用料及び賃借料

              1,181　　　　画像伝送システムリース料

                 26　　　　複写機リース料

                594　　　　全自動血球計数器リース料

                 30　　　　咽頭用内視鏡リース

                304　　　　陽圧呼吸療法装置リース

                 47　　　　合併処理浄化槽使用料

                380　　　　宿泊施設使用料

                 17　２６公　課　費

                 17　　　自動車重量税
　　　　自動車重量税

              1,444　４専門診療

              1,444　１２委　託　料

              1,444　　　業務委託料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

国民健康保険事業特別会計（直診勘定）
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8858,8572歯科医師招へい費 10,058 10,058 0
都支出金 その他

8,857 885

363国民健康保険財政 36 36 0
その他調整基金

36

11,2902医業費 11,290 11,087 203

11,290医業費1 11,290 11,087 203

4,5001医療用消耗機材費 4,500 4,311 189
その他

4,500

6,7902医療用衛生機材費 6,790 6,776 14
その他

6,790

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 １ 総務費

01-01-01 一般管理費
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                592　　　　眼科専門診療委託料

                381　　　　耳鼻咽喉科専門診療委託料

                471　　　　整形外科専門診療委託料

                 90　５診療所負担金

                 90　１８負担金補助及び交付金

                 90　　　負担金
　　　　研修負担金

316 7報　償　費 5,120              10,058　１歯科診療事業

              5,120　　７報　償　費

              5,120　　　謝礼金
8旅　　　費 2,058 　　　　歯科医師謝礼金

              2,058　　８旅　　　費

              2,058　　　旅費
　　　　歯科医師旅費

11役　務　費 480                 480　１１役　務　費

                480　　　手数料
　　　　歯科レセプト点検手数料

12委　託　料 2,400               2,400　１２委　託　料

              2,400　　　業務委託料
　　　　歯科診療委託料

24積　立　金 36                  36　１積立金

                 36　２４積　立　金

                 36　　　基金積立金
　　　　国民健康保険直営診療所財政調整基金積立金

10需　用　費 4,500               4,500　１医療用消耗機材費

              4,500　１０需　用　費

              4,500　　　消耗品費
　　　　医療用消耗機材費

10需　用　費 4,160               6,790　１医療用衛生機材費

              4,160　１０需　用　費

                200　　　修繕費
12委　託　料 1,324 　　　　修繕費

              3,960　　　医薬品費
　　　　医薬品費

17備品購入費 1,306               1,324　１２委　託　料

              1,324　　　業務委託料

                242　　　　ドライケムスライド点検委託料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

国民健康保険事業特別会計（直診勘定）
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4予備費 450 450 0

予備費1 450 450 0

1予備費 450 450 0

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 医業費

02-01-02 医療用衛生機材費
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                330　　　　Ｘ線一般撮影装置保守委託料

                477　　　　カセット型デジタル画像読取装置保守委託料

                275　　　　歯科診療ユニット保守点検

              1,306　１７備品購入費

              1,306　　　備品購入費
　　　　備品購入費

450

450

450                 450　１予備費

                450　２９予　備　費

                450　　　予備費
　　　　予備費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

国民健康保険事業特別会計（直診勘定）
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1．一　般　職　　　

　（１）総括

比　　　較

　　ア　会計年度任用職員以外の職員

区        分
備考

本年度

前年度

比　　　較

　イ　会計年度任用職員

区        分

比　　　較

13,038 25,716 4,506 30,222

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

職員数
(人) 報　　酬 給　　料

職 　員
手当等

計

14,325 27,828 4,757 32,585
(1)
4

2,363

扶　　　養 時間外勤務 休日勤務

手　　　当 手　　　　当 手　　　当

- 6 819 1,287 2,112 251

初任給調整 特　　　地 看 護 業 務

手　　　当 手　　　当 手　　　　当

期末・勤勉 児　　　　童 地　　　　域

手　　　　当 手　　　　当 手　　　　当

給　　　　　与　　　　　費

職員数
(人) 報　　酬 給　　料

職 　員
手当等

計
共済費 合計

328
危　　　険 退職手当

手　　　当 組合負担金
48

（単位：千円）

- 9,983 12,576 22,559 4,103 26,662

- 10,802 13,890 24,692 4,355 29,047

期末・勤勉 児　　　　童 地　　　　域

手　　　　当 手　　　　当 手　　　　当

2,385

扶　　　養 時間外勤務 休日勤務

手　　　当 手　　　　当 手　　　当

- - 819 1,314 2,133 252

手　　　当 組合負担金

（単位：千円）

初任給調整 特　　　地 看 護 業 務

手　　　当 手　　　当 手　　　　当

435 3,136

給　　　　　与　　　　　費

職員数
(人) 報　　酬 給　　料

職 　員
手当等

計

危　　　険 退職手当

手　　　当 組合負担金

初任給調整 特　　　地 看 護 業 務

手　　　当 手　　　当 手　　　　当

危　　　険 退職手当

期末・勤勉 児　　　　童 地　　　　域

手　　　　当 手　　　　当 手　　　　当
435 -

Δ22

扶　　　養 時間外勤務 休日勤務

手　　　当 手　　　　当 手　　　当

- 6 - Δ27 Δ21 Δ1

本年度

前年度

1
(1)

(1)
1

備考共済費 合計

共済費 合計 備考

前年度

区        分

(1)
4

2,695 9,983

本年度 2,701 10,802

328

- - -

3

3

- 1,379 1,074

4,352 - 849

402 3,538

2,695 - 462 3,157 403 3,560

2,701 -

職 員 手 当 の
内 訳

職 員 手 当 の
内 訳

職 員 手 当 の
内 訳

- 1,379 1,074

849-

9773,683

4,787

1,200

-

- - -

- -

3,683 977 1,200

48
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議案第３３号  

 

令和４年度東京都利島村簡易水道事業特別会計予算 

 

令和４年度東京都利島村簡易水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

〔歳入歳出予算〕 

第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ ８１，６１７ 千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の〔款〕・〔項〕の区分及び該当区分ごとの金額は、 

「第１表歳入歳出予算」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年 ３月 ７日 

 

                提出者 東京都利島村長   村 山  将 人 

 

議決第   号 

 

令和４年 ３月  日   原案  決  

 

                    東京都利島村議会議長  寺 田  優 
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使用料及び手数料 9,001１

9,000使用料１

1手数料２

都支出金 6,075３

6,075都補助金１

財産収入 12４

12財産運用収入１

繰入金 66,528５

66,528一般会計繰入金１

繰越金 1６

1繰越金１

歳　　　　入　　　　合　　　　計 81,617

(単位：千円)

第　１　表　歳入歳出予算
１　歳 入

款 項 金　　　　　　　　　額
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施設費 68,860１

60,181施設管理費１

8,679施設整備費２

公債費 12,257２

12,257公債費１

予備費 500３

500予備費１

歳　　　　出　　　　合　　　　計 81,617

(単位：千円)２　歳 出

款 項 金　　　　　　　　　額

-561-



使用料及び手数料 9,001１

都支出金 6,075３

財産収入 12４

繰入金 66,528５

繰越金 1６

81,617歳　　　　入　　　　合　　　　計

　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括

（歳　入）

款 本　　年　　度　　予　　算　　額
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9,001 0

97,844 △91,769

17 △5

109,064 △42,536

1 0

215,927 △134,310

（単位：千円）

前　　年　　度　　予　　算　　額 比　　　　　　　　　較
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１施設費 68,860 209,771 △140,911

２公債費 12,257 5,656 6,601

３予備費 500 500 0

歳　　　　出　　　　合　　　　計 81,617 215,927 △134,310

（歳　出）

款 本年度予算額 前年度予算額 比　　較
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29,76433,0216,075

12,257

500

29,76445,7786,075

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国都支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源
本　　年　　度　　予　　算　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

（単位：千円）
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使用料及び手数料1 9,001 9,001 0

使用料1 9,000 9,000 0

水道使用料1 9,000 9,000 0

手数料2 1 1 0

水道手数料1 1 1 0

都支出金3 6,075 97,844 △91,769

都補助金1 6,075 97,844 △91,769

簡易水道都補助金1 6,075 97,844 △91,769

財産収入4 12 17 △5

財産運用収入1 12 17 △5

利子及び配当金1 12 17 △5

繰入金5 66,528 109,064 △42,536

一般会計繰入金1 66,528 109,064 △42,536

一般会計繰入金1 66,528 109,064 △42,536

繰越金6 1 1 0

繰越金1 1 1 0

比　　 　　較前　　年　　度本　　年　　度

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １　使用料及び手数料

01-01-01 水道使用料
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①水道使用料1水道使用料 9,000                     9,000

①水道手数料1水道手数料 1                         1

①簡易水道補助金（都）1簡易水道補 6,075                     6,075
助金

①簡易水道事業減債等基金利子1基金利子 12                        12

①一般会計繰入金1一般会計繰 66,528                    66,528
入金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

簡易水道事業特別会計
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繰越金1 1 1 0

比　　 　　較前　　年　　度本　　年　　度
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ６　繰越金

06-01-01 繰越金
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①前年度繰越金1前年度繰越 1                         1
金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

簡易水道事業特別会計
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33,0216,0751施設費 68,860 209,771 △140,911

30,417施設管理費1 60,181 66,694 △6,513

1総務費 29,764 37,410 △7,646

122簡易水道事業減債 12 17 △5
その他等基金費

12

30,4053施設管理費 30,405 29,267 1,138

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

３　歳　出

科　　　　目

款 項 目

款 １ 施設費

01-01-01 総務費
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29,764

29,764

29,764 2給　　　料 7,034              16,844　１簡易水道一般職の人件費

              7,034　　２給　　　料

              7,034　　　一般職給料
3職員手当等 6,951 　　　　一般職給料

              6,951　　３職員手当等

                660　　　扶養手当
4共　済　費 2,859 　　　　扶養手当

              2,767　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当

8旅　　　費 446                 680　　　児童手当
　　　　児童手当

                776　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

12委　託　料 12,123               1,048　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

              1,020　　　退職手当組合負担金
18負担金補助 351 　　　　退職手当組合負担金

及び交付金               2,859　　４共　済　費

              2,849　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

                 10　　　公務災害補償基金負担金
　　　　公務災害補償基金負担金

             12,569　２簡易水道一般事務費

                446　　８旅　　　費

                446　　　旅費
　　　　普通管外旅費

             12,123　１２委　託　料

             12,123　　　業務委託料

              2,003　　　　簡易水道・下水道事業企業会計システム導入
　　　　運用業務委託

             10,120　　　　簡易水道事業固定資産・評価・台帳整備業務
　　　　委託

                351　３簡易水道負担金

                351　１８負担金補助及び交付金

                351　　　負担金
　　　　東京都簡易水道協会負担金

24積　立　金 12                  12　１積立金

                 12　２４積　立　金

                 12　　　基金積立金
　　　　簡易水道事業減債等基金積立金

7報　償　費 50              30,405　１簡易水道施設管理経費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

簡易水道事業特別会計
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その他
30,405

2,6046,075施設整備費2 8,679 143,077 △134,398

2,6046,0751施設整備費 8,679 143,077 △134,398
都支出金 その他

6,075 2,604

12,2572公債費 12,257 5,656 6,601

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 １ 施設費

01-01-03 施設管理費

-572-



10需　用　費 7,540                  50　　７報　償　費

                 50　　　謝礼金
　　　　簡易水道施設管理謝礼金

11役　務　費 590               7,540　１０需　用　費

                500　　　消耗品費
　　　　消耗品費

12委　託　料 2,123               4,500　　　光熱水費
　　　　光熱水費

                246　　　燃料費
13使用料及び 95 　　　　燃料費

賃借料               1,000　　　修繕費
　　　　修繕費

                869　　　薬品費
14工事請負費 20,000 　　　　薬品費

                425　　　部品購入費
　　　　メーター購入費

26公　課　費 7                 590　１１役　務　費

                334　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

                 20　　　保険料
　　　　自動車保険料

                236　　　手数料
　　　　検査手数料

              2,123　１２委　託　料

              2,123　　　業務委託料

                506　　　　簡易水道施設除草委託料

                263　　　　メーター交換委託料

              1,354　　　　水質検査委託料

                 95　１３使用料及び賃借料

                 95　　　使用料及び賃借料

                 65　　　　土地借上料

                 30　　　　合併処理浄化槽使用料

             20,000　１４工事請負費

             20,000　　　工事請負費
　　　　簡易水道施設修繕工事

                  7　２６公　課　費

                  7　　　自動車重量税
　　　　自動車重量税

12委　託　料 8,679               8,679　３老朽管更新事業

              8,679　１２委　託　料

              8,679　　　業務委託料
　　　　配水管敷設替工事実施設計業務

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

簡易水道事業特別会計
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12,257公債費1 12,257 5,656 6,601

11,7211元金 11,721 4,677 7,044
その他

11,721

5362利子 536 979 △443
その他

536

5003予備費 500 500 0

500予備費1 500 500 0

5001予備費 500 500 0
その他

500

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 公債費

02-01-01 元金
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22償還金利子 11,721              11,721　１償還金
及び割引料              11,721　２２償還金利子及び割引料

             11,721　　　償還元金
　　　　償還元金

22償還金利子 536                 536　１償還金
及び割引料                 536　２２償還金利子及び割引料

                536　　　償還利子
　　　　償還利子

                500　１予備費

                500　２９予　備　費

                500　　　予備費
　　　　予備費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

簡易水道事業特別会計
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1．一　般　職　　　

　（１）総括

比　　　較

　　ア　会計年度任用職員以外の職員

区        分
備考

本年度

前年度

比　　　較

　イ　会計年度任用職員

区        分

比　　　較

-
手　　　　当 手　　　　当 組合負担金

手　　　当

期末・勤勉
-

児　　　　童
-

退職手当

-

職 員 手 当 の
内 訳

扶　　　養
-

時間外勤務
-

休日勤務
-

手　　　当 手　　　　当

- -
-

- - - - - -

- -
-

前年度
()

- - - -

本年度
()

- - - -

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合計 備考職員数
(人) 報　　酬 給　　料

職 　員
手当等

計

1,048
手　　　当 手　　　　当 手　　　当

期末・勤勉
2,767

児　　　　童
680

退職手当
1,020

職 員 手 当 の
内 訳

扶　　　養
660

時間外勤務
776

休日勤務

手　　　　当 手　　　　当 組合負担金

16,206

- - 1,113 Δ1,132 Δ19 657 638

2 - 5,921 8,083 14,004 2,202

合計

2 - 7,034 6,951 13,985 2,859 16,844

職員数
(人) 報　　酬 給　　料

職 　員
手当等

計
共済費

1,020
手　　　　当 手　　　　当 組合負担金

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

手　　　当

期末・勤勉
2,767

児　　　　童
680

退職手当

638

職 員 手 当 の
内 訳

扶　　　養
660

時間外勤務
776

休日勤務
1,048

手　　　当 手　　　　当

2,202 16,206
2

- - 1,113 Δ1,132 Δ19 657

2,859 16,844
2

前年度
()

- 5,921 8,083 14,004

職 　員
手当等

計

本年度
()

- 7,034 6,951 13,985

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

（単位：千円）

区        分

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合計 備考職員数
(人) 報　　酬 給　　料
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議案第３４号  

 

令和４年度東京都利島村合併処理浄化槽事業特別会計予算 

 

 

令和４年度東京都利島村合併処理浄化槽事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

 

〔歳入歳出予算〕 

第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ ５９，６７３ 千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の〔款〕・〔項〕の区分及び該当区分ごとの金額は、 

「第１表歳入歳出予算」による。 

 

 

 

 

 

 

令和４年 ３月 ７日 

 

                      提出者 東京都利島村長   村 山  将 人 

 

議決第   号 

 

令和４年 ３月  日  原案  決 

 

 

                       東京都利島村議会議長  寺 田  優 
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使用料及び手数料 5,269２

4,568使用料１

701手数料２

繰入金 54,402５

54,402一般会計繰入金１

繰越金 1６

1繰越金１

財産収入 1７

1財産運用収入１

歳　　　　入　　　　合　　　　計 59,673

(単位：千円)

第　１　表　歳入歳出予算
１　歳 入

款 項 金　　　　　　　　　額
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施設費 51,616１

51,616施設管理費１

公債費 7,025２

7,025公債費１

予備費 1,032３

1,032予備費１

歳　　　　出　　　　合　　　　計 59,673

(単位：千円)２　歳 出

款 項 金　　　　　　　　　額
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分担金及び負担金 0１

使用料及び手数料 5,269２

繰入金 54,402５

繰越金 1６

財産収入 1７

59,673歳　　　　入　　　　合　　　　計

　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括

（歳　入）

款 本　　年　　度　　予　　算　　額
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0 0

5,599 △330

49,409 4,993

1 0

1 0

55,010 4,663

（単位：千円）

前　　年　　度　　予　　算　　額 比　　　　　　　　　較
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１施設費 51,616 47,468 4,148

２公債費 7,025 7,026 △1

３予備費 1,032 516 516

歳　　　　出　　　　合　　　　計 59,673 55,010 4,663

（歳　出）

款 本年度予算額 前年度予算額 比　　較
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5,27046,346

7,025

1,032

5,27054,403

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国都支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源
本　　年　　度　　予　　算　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

（単位：千円）
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使用料及び手数料2 5,269 5,599 △330

使用料1 4,568 4,898 △330

浄化槽使用料1 4,568 4,898 △330

手数料2 701 701 0

清掃手数料1 701 701 0

繰入金5 54,402 49,409 4,993

一般会計繰入金1 54,402 49,409 4,993

一般会計繰入金1 54,402 49,409 4,993

繰越金6 1 1 0

繰越金1 1 1 0

繰越金1 1 1 0

財産収入7 1 1 0

財産運用収入1 1 1 0

利子及び配当金1 1 1 0

比　　 　　較前　　年　　度本　　年　　度

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ２　使用料及び手数料

02-01-01 浄化槽使用料
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①浄化槽使用料1浄化槽使用 4,568                     4,568
料

①清掃手数料1清掃手数料 701                        41
②浄化槽保守点検手数料                       660

①一般会計繰入金1一般会計繰 54,402                    54,402
・一般会計繰入金＠54,402,000円入金

①前年度繰越金1前年度繰越 1                         1
金

①合併処理浄化槽事業減債等基金利子1基金利子 1                         1

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

合併処理浄化槽事業特別会計
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46,3461施設費 51,616 47,468 4,148

46,346施設管理費1 51,616 47,468 4,148

46,3451施設管理費 51,615 47,467 4,148
その他

46,345

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

３　歳　出

科　　　　目

款 項 目

款 １ 施設費

01-01-01 施設管理費
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5,270

5,270

5,270 2給　　　料 3,489               7,922　１合併処理浄化槽一般職の人件費

              3,489　　２給　　　料

              3,489　　　一般職給料
3職員手当等 3,209 　　　　一般職給料

              3,209　　３職員手当等

                300　　　扶養手当
4共　済　費 1,224 　　　　扶養手当

              1,373　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当

8旅　　　費 147                 120　　　児童手当
　　　　児童手当

                651　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

10需　用　費 9,031                 259　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

                506　　　退職手当組合負担金
11役　務　費 1,378 　　　　退職手当組合負担金

              1,224　　４共　済　費

              1,219　　　共済組合費負担金
12委　託　料 32,587 　　　　共済組合負担金

                  5　　　公務災害補償基金負担金
　　　　公務災害補償基金負担金

14工事請負費 500              23,456　２合併処理浄化槽管理経費

                147　　８旅　　　費

                147　　　旅費
26公　課　費 50 　　　　普通管外旅費

              2,879　１０需　用　費

              1,905　　　消耗品費
　　　　消耗品費

                174　　　燃料費
　　　　燃料費

                800　　　修繕費
　　　　修繕費

              1,105　１１役　務　費

                 48　　　保険料
　　　　自動車保険料

              1,057　　　手数料

                 22　　　　車検手数料

              1,035　　　　浄化槽法定検査料

             18,775　１２委　託　料

             18,775　　　業務委託料

              7,830　　　　浄化槽維持管理委託料

             10,945　　　　地方公営企業法適化基本方針策定業務

                500　１４工事請負費

                500　　　工事請負費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

合併処理浄化槽事業特別会計
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12合併処理浄化槽事 1 1 0
その他業減債等基金費

1

7,0252公債費 7,025 7,026 △1

7,025公債費1 7,025 7,026 △1

6,1341元金 6,134 6,021 113
その他

6,134

8912利子 891 1,005 △114
その他

891

1,0323予備費 1,032 516 516

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 １ 施設費

01-01-01 施設管理費
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　　　　浄化槽修繕工事

                 50　２６公　課　費

                 50　　　自動車重量税
　　　　自動車重量税

             20,237　３汚泥再生処理センター管理経費

              6,152　１０需　用　費

                657　　　消耗品費
　　　　消耗品費

              2,643　　　光熱水費
　　　　光熱水費

                 30　　　燃料費
　　　　燃料費

              2,822　　　薬品費
　　　　薬品費

                273　１１役　務　費

                 61　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

                212　　　手数料
　　　　検査手数料

             13,812　１２委　託　料

             13,812　　　業務委託料

              4,453　　　　汚泥再生処理センター運転管理委託料

              3,509　　　　汚泥再生処理センター運転管理支援委託

              5,850　　　　汚泥再生処理センター点検業務

24積　立　金 1                   1　１積立金

                  1　２４積　立　金

                  1　　　基金積立金
　　　　合併処理浄化槽事業減債等基金積立金

22償還金利子 6,134               6,134　１償還金
及び割引料               6,134　２２償還金利子及び割引料

              6,134　　　償還元金
　　　　償還元金

22償還金利子 891                 891　１償還金
及び割引料                 891　２２償還金利子及び割引料

                891　　　償還利子
　　　　償還利子

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

合併処理浄化槽事業特別会計
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1,032予備費1 1,032 516 516

1,0321予備費 1,032 516 516
その他

1,032

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ３ 予備費

03-01-01 予備費
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              1,032　１予備費

              1,032　２９予　備　費

              1,032　　　予備費
　　　　予備費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

合併処理浄化槽事業特別会計
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1．一　般　職　　　

　（１）総括

比　　　較

　　ア　会計年度任用職員以外の職員

区        分
備考

本年度

前年度

比　　　較

　イ　会計年度任用職員

区        分

比　　　較

-
手　　　　当 手　　　　当 組合負担金

手　　　当

期末・勤勉
-

児　　　　童
-

退職手当

-

職 員 手 当 の
内 訳

扶　　　養
-

時間外勤務
-

休日勤務
-

手　　　当 手　　　　当

- -
-

- - - - - -

- -
-

前年度
()

- - - -

本年度
()

- - - -

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合計 備考職員数
(人) 報　　酬 給　　料

職 　員
手当等

計

259
手　　　当 手　　　　当 手　　　当

期末・勤勉
1,373

児　　　　童
120

退職手当
506

職 員 手 当 の
内 訳

扶　　　養
300

時間外勤務
651

休日勤務

手　　　　当 手　　　　当 組合負担金

5,823

- - 880 854 1,734 365 2,099

1 - 2,609 2,355 4,964 859

合計

1 - 3,489 3,209 6,698 1,224 7,922

職員数
(人) 報　　酬 給　　料

職 　員
手当等

計
共済費

506
手　　　　当 手　　　　当 組合負担金

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

手　　　当

期末・勤勉
1,373

児　　　　童
120

退職手当

2,099

職 員 手 当 の
内 訳

扶　　　養
300

時間外勤務
651

休日勤務
259

手　　　当 手　　　　当

859 5,823
1

- - 880 854 1,734 365

1,224 7,922
1

前年度
()

- 2,609 2,355 4,964

職 　員
手当等

計

本年度
()

- 3,489 3,209 6,698

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

（単位：千円）

区        分

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合計 備考職員数
(人) 報　　酬 給　　料
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議案第３５号 

 

令和４年度東京都利島村介護保険事業特別会計（事業勘定）予算 

 

 

令和４年度東京都利島村介護保険事業特別会計（事業勘定）予算は、次に定めるところ

による。 

 

 

〔歳入歳出予算〕 

第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ ４９，８７４ 千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の〔款〕・〔項〕の区分及び該当区分ごとの金額は、 

「第１表歳入歳出予算」による。 

 

〔歳出予算の流用〕 

第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の 

金額を流用することができる場合は、次のとおりとする。 

保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内 

でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 

 

令和４年 ３月 ７日 

 

                  提出者 東京都利島村長    村 山  将 人 

 

議決第   号 

 

令和４年 ３月  日   原案  決  

 

 

                      東京都利島村議会議長  寺 田  優 
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保険料 7,469１

7,469介護保険料１

国庫支出金 10,197２

6,121国庫負担金１

4,076国庫補助金２

支払基金交付金 9,410３

9,410支払基金交付金１

都支出金 6,353４

5,203都負担金１

1,150都補助金３

財産収入 1５

1財産運用収入１

繰入金 16,443６

14,981一般会計繰入金１

1,462基金繰入金２

繰越金 1７

1繰越金１

歳　　　　入　　　　合　　　　計 49,874

(単位：千円)

第　１　表　歳入歳出予算
１　歳 入

款 項 金　　　　　　　　　額
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総務費 8,696１

8,566総務管理費１

130介護認定審査会費２

保険給付費 34,860２

31,305介護サービス等諸費１

17その他諸費３

802高額介護サービス等費４

71高額医療合算介護サービス等５

費

2,665特定入所者介護サービス等費６

地域支援事業費 6,015４

2介護予防・生活支援サービス３

事業費

1一般介護予防事業費４

5,944包括的支援事業・任意事業費５

2その他諸費６

66包括的支援事業（社会保障充７

実分）

基金積立金 1５

1基金積立金１

諸支出金 2６

1償還金１

1繰出金２

予備費 300７

300予備費１

歳　　　　出　　　　合　　　　計 49,874

(単位：千円)２　歳 出

款 項 金　　　　　　　　　額
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保険料 7,469１

国庫支出金 10,197２

支払基金交付金 9,410３

都支出金 6,353４

財産収入 1５

繰入金 16,443６

繰越金 1７

49,874歳　　　　入　　　　合　　　　計

　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括

（歳　入）

款 本　　年　　度　　予　　算　　額
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7,611 △142

10,128 69

9,637 △227

6,570 △217

15 △14

22,892 △6,449

1 0

56,854 △6,980

（単位：千円）

前　　年　　度　　予　　算　　額 比　　　　　　　　　較
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１総務費 8,696 15,079 △6,383

２保険給付費 34,860 35,268 △408

４地域支援事業費 6,015 6,191 △176

５基金積立金 1 15 △14

６諸支出金 2 1 1

７予備費 300 300 0

歳　　　　出　　　　合　　　　計 49,874 56,854 △6,980

（歳　出）

款 本年度予算額 前年度予算額 比　　較

-598-



8,6951

6,34815,45113,061

1,1201,4113,484

1

2

2964

7,47025,85416,550

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国都支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源
本　　年　　度　　予　　算　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

（単位：千円）

-599-



保険料1 7,469 7,611 △142

介護保険料1 7,469 7,611 △142

第１号被保険者保険料1 7,469 7,611 △142

国庫支出金2 10,197 10,128 69

国庫負担金1 6,121 6,047 74

介護給付費負担金1 6,121 6,047 74

国庫補助金2 4,076 4,081 △5

調整交付金1 1,739 1,758 △19

地域支援事業交付金2 2,300 2,322 △22

介護保険事務費補助金3 1 1 0

保険者機能強化推進交5 21 0 21
付金

介護保険保険者努力支6 15 0 15
援交付金

支払基金交付金3 9,410 9,637 △227

比　　 　　較前　　年　　度本　　年　　度

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １　保険料

01-01-01 第１号被保険者保険料

-600-



①現年度分特別徴収保険料1第１号被保 7,469                     5,855
②現年度分普通徴収保険料険者保険料                     1,614

①現年度分介護給付費負担金（国庫）1現年度分 6,120                     6,120

①過年度分介護給付費負担金（国庫）2過年度分 1                         1

①現年度分調整交付金1現年度分 1,739                     1,739

①現年度分1現年度分 2,299                     2,299

①過年度分2過年度分 1                         1

①システム改修補助金1介護報酬シ 1                         1
ステム改修
事務費国庫
補助金

①保険者機能強化推進交付金1保険者機能 21                        21
強化推進交
付金

①介護保険保険者努力支援交付金1介護保険保 15                        15
険者努力支
援交付金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

介護保険事業特別会計（事業勘定）

-601-



支払基金交付金1 9,410 9,637 △227

介護給付費交付金1 9,409 9,519 △110

地域支援事業支援交付2 1 118 △117
金

都支出金4 6,353 6,570 △217

都負担金1 5,203 5,409 △206

介護給付費負担金1 5,203 5,409 △206

都補助金3 1,150 1,161 △11

地域支援事業交付金1 1,150 1,161 △11

財産収入5 1 15 △14

財産運用収入1 1 15 △14

利子及び配当金1 1 15 △14

繰入金6 16,443 22,892 △6,449

一般会計繰入金1 14,981 21,449 △6,468

介護給付費繰入金1 4,354 4,405 △51

比　　 　　較前　　年　　度本　　年　　度
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ３　支払基金交付金

03-01-01 介護給付費交付金

-602-



①現年度分介護給付費交付金（支払基金）1現年度分 9,408                     9,408

①過年度分介護給付費交付金2過年度分 1                         1

①過年度分地域支援事業支援交付金2過年度分 1                         1

①現年度分介護給付費負担金1現年度分 5,202                     5,202

①過年度分介護給付費負担金2過年度分 1                         1

①現年度分1現年度分 1,149                     1,149

①過年度分2過年度分 1                         1

①利子及び配当金1利子及び配 1                         1
当金

①現年度分介護給付費繰入金1現年度分 4,354                     4,354

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

介護保険事業特別会計（事業勘定）
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低所得者保険軽減繰入2 489 512 △23
金

地域支援事業繰入金3 1,149 1,160 △11

その他一般会計繰入金4 8,989 15,372 △6,383

基金繰入金2 1,462 1,443 19

介護給付費準備基金繰1 1,462 1,443 19
入金

繰越金7 1 1 0

繰越金1 1 1 0

繰越金1 1 1 0

比　　 　　較前　　年　　度本　　年　　度
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ６　繰入金

06-01-02 低所得者保険軽減繰入金

-604-



①現年度低所得者保険料軽減繰入金1現年度分 489                       489

①現年度分地域支援事業繰入金1現年度分 1,149                     1,149

①職員給与費等繰入金1職員給与費 4,390                     4,390
等繰入金

①事務費繰入金2事務費繰入 4,599                     4,599
金

①介護給付費準備基金繰入金1介護給付費 1,462                     1,462
準備基金繰
入金

①前年度繰越金1繰越金 1                         1

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

介護保険事業特別会計（事業勘定）

-605-



8,69511総務費 8,696 15,079 △6,383

8,5651総務管理費1 8,566 14,946 △6,380

8,56411一般管理費 8,565 14,945 △6,380
国庫支出金 その他

1 8,564

12連合会負担金 1 1 0
その他

1

130介護認定審査会費2 130 133 △3

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

３　歳　出

科　　　　目

款 項 目

款 １ 総務費

01-01-01 一般管理費

-606-



2給　　　料 2,285               4,390　１介護保険一般職の人件費

              2,285　　２給　　　料

              2,285　　　一般職給料
3職員手当等 1,459 　　　　一般職給料

              1,459　　３職員手当等

                819　　　期末勤勉手当
4共　済　費 646 　　　　期末勤勉手当

                141　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

7報　償　費 48                 167　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

                332　　　退職手当組合負担金
8旅　　　費 147 　　　　退職手当組合負担金

                646　　４共　済　費

                640　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

10需　用　費 20                   6　　　公務災害補償基金負担金
　　　　公務災害補償基金負担金

                167　２介護保険一般事務費
12委　託　料 3,960                 147　　８旅　　　費

                147　　　旅費
　　　　普通管外旅費

                 20　１０需　用　費

                 20　　　消耗品費
　　　　消耗品費

              3,960　３介護保険システム管理経費

              3,960　１２委　託　料

              3,960　　　業務委託料
　　　　介護保険システム委託

                 48　４介護保険運営協議会経費

                 48　　７報　償　費

                 48　　　謝礼金
　　　　介護保険運営協議会委員報償費

18負担金補助 1                   1　１連合会負担金
及び交付金                   1　１８負担金補助及び交付金

                  1　　　負担金
　　　　国民健康保険団体連合会負担金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

介護保険事業特別会計（事業勘定）

-607-



1302認定調査費 130 133 △3
その他

130

15,45113,0612保険給付費 34,860 35,268 △408

13,87611,733介護サービス等諸費1 31,305 32,432 △1,127

1居宅介護サービス 1 4,047 △4,046
給付費

6,3435,3643施設介護サービス 14,308 14,308 0
国庫支出金 その他給付費

2,861 6,343
都支出金

2,503

89754居宅介護住宅改修 200 200 0
国庫支出金 その他費

50 89
都支出金

25

96805居宅介護サービス 218 218 0
国庫支出金 その他計画給付費

53 96
都支出金

27

6545526特例居宅介護サー 1,475 1,275 200
国庫支出金 その他ビス計画給付費

368 654
都支出金

184

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 １ 総務費

01-02-02 認定調査費

-608-



8旅　　　費 49                 130　１認定調査費

                 49　　８旅　　　費

                 49　　　旅費
　　　　普通管外旅費

11役　務　費 66                  66　１１役　務　費

                 66　　　手数料
　　　　医師意見書作成手数料

12委　託　料 15                  15　１２委　託　料

                 15　　　業務委託料
　　　　認定調査委託料

6,348

5,696

1 18負担金補助 1                   1　１居宅介護サービス給付費負担金
及び交付金                   1　１８負担金補助及び交付金

                  1　　　負担金
　　　　居宅介護サービス給付費

2,601 18負担金補助 14,308              14,308　１施設介護サービス給付費負担金
及び交付金              14,308　１８負担金補助及び交付金

             14,308　　　負担金
　　　　施設介護サービス給付費

3618負担金補助 200                 200　１居宅介護住宅改修費負担金
及び交付金                 200　１８負担金補助及び交付金

                200　　　負担金
　　　　居宅介護住宅改修費

4218負担金補助 218                 218　１居宅介護サービス計画給付費負担金
及び交付金                 218　１８負担金補助及び交付金

                218　　　負担金
　　　　居宅介護サービス計画給付費

26918負担金補助 1,475               1,475　１特例居宅介護サービス計画給付費負担金
及び交付金               1,475　１８負担金補助及び交付金

              1,475　　　負担金
　　　　特例居宅介護サービス計画給付費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

介護保険事業特別会計（事業勘定）

-609-



6,6945,6628特例地域密着型介 15,103 12,384 2,719
国庫支出金 その他護サービス給付費

3,775 6,694
都支出金

1,887

75その他諸費3 17 17 0

751審査支払手数料 17 17 0
国庫支出金 その他

3 7
都支出金

2

356300高額介護サービス等費4 802 616 186

3563001高額介護サービス 802 616 186
国庫支出金 その他費

200 356
都支出金

100

3125高額医療合算介護サー5 71 71 0
ビス等費

31251高額医療合算介護 71 71 0
国庫支出金 その他サービス費

17 31
都支出金

8

1,181998特定入所者介護サービ6 2,665 2,132 533
ス等費

1,1819981特定入所者介護サ 2,665 2,132 533
国庫支出金 その他ービス費

532 1,181
都支出金

466

1,4113,4844地域支援事業費 6,015 6,191 △176

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 保険給付費

02-01-08 特例地域密着型介護サービス給付費

-610-



2,747 18負担金補助 15,103              15,103　１特例地域密着型介護サービス給付費
及び交付金              15,103　１８負担金補助及び交付金

             15,103　　　負担金
　　　　特例地域密着型介護サービス給付費負担金

5

511役　務　費 17                  17　１審査支払手数料

                 17　１１役　務　費

                 17　　　手数料
　　　　審査支払手数料

146

146 18負担金補助 802                 802　１高額介護サービス費負担金
及び交付金                 802　１８負担金補助及び交付金

                802　　　負担金
　　　　高額介護サービス費

15

1518負担金補助 71                  71　１高額医療合算サービス費負担金
及び交付金                  71　１８負担金補助及び交付金

                 71　　　負担金
　　　　高額医療合算介護サービス費

486

486 18負担金補助 2,665               2,665　１特定入所者介護サービス費負担金
及び交付金               2,665　１８負担金補助及び交付金

              2,665　　　負担金
　　　　特定入所者介護サービス費

1,120

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

介護保険事業特別会計（事業勘定）
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介護予防・生活支援サ3 2 436 △434
ービス事業費

1介護予防・生活支 1 435 △434
援サービス事業費

2介護予防ケアマネ 1 1 0
ジメント事業費

一般介護予防事業費4 1 1 0

1一般介護予防事業 1 1 0
費

1,3953,447包括的支援事業・任意5 5,944 5,686 258
事業費

1,3953,4471包括的支援事業費 5,943 5,685 258
国庫支出金 その他

2,310 1,395
都支出金

1,137

2任意事業費 1 1 0

その他諸費6 2 2 0

1審査支払手数料 2 2 0

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ４ 地域支援事業費

04-03-01 介護予防・生活支援サービス事業費

-612-



2

1 18負担金補助 1                   1　１介護予防・生活支援サービス事業費
及び交付金                   1　１８負担金補助及び交付金

                  1　　　負担金
　　　　介護予防・サービス給付事業費負担金

118負担金補助 1                   1　２介護予防ケアマネジメント事業費
及び交付金                   1　１８負担金補助及び交付金

                  1　　　負担金
　　　　介護予防ケアマネジメント事業費負担金

1

112委　託　料 1                   1　１一般介護予防事業費

                  1　１２委　託　料

                  1　　　業務委託料
　　　　介護予防事業委託料

1,102

1,101 12委　託　料 5,943               5,943　１包括的支援事業費

              5,943　１２委　託　料

              5,943　　　業務委託料
　　　　地域包括支援センター運営業務

112委　託　料 1                   1　２任意事業費

                  1　１２委　託　料

                  1　　　業務委託料
　　　　科目存置

2

211役　務　費 2                   2　１審査支払手数料

                  2　１１役　務　費

                  2　　　手数料
　　　　審査支払手数料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

介護保険事業特別会計（事業勘定）

-613-



1637包括的支援事業（社会7 66 66 0
保障充実分）

16371認知症地域支援・ 66 66 0
国庫支出金 その他ケア向上事業

25 16
都支出金

12

15基金積立金 1 15 △14

1基金積立金1 1 15 △14

11介護保険給付費準 1 15 △14
その他備基金積立金

1

6諸支出金 2 1 1

償還金1 1 1 0

1償還金 1 1 0

繰出金2 1 0 1

1繰出金 1 0 1

29647予備費 300 300 0

2964予備費1 300 300 0

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ４ 地域支援事業費

04-07-01 認知症地域支援・ケア向上事業

-614-



13

13 10需　用　費 58                  66　１認知症地域支援・ケア向上事業

                 58　１０需　用　費

                 58　　　消耗品費
　　　　消耗品費

13使用料及び 8                   8　１３使用料及び賃借料
賃借料                   8　　　使用料及び賃借料

　　　　スペース賃貸料

24積　立　金 1                   1　１積立金

                  1　２４積　立　金

                  1　　　基金積立金
　　　　介護保険給付費準備基金積立金

2

1

122償還金利子 1                   1　１償還金
及び割引料                   1　２２償還金利子及び割引料

                  1　　　償還金
　　　　過年度介護給付費国庫負担金返還金

1

127繰　出　金 1                   1　１繰出金

                  1　２７繰　出　金

                  1　　　一般会計繰出金
　　　　一般会計繰出金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

介護保険事業特別会計（事業勘定）

-615-



29641予備費 300 300 0
国庫支出金 その他

2 296
都支出金

2

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ７ 予備費

07-01-01 予備費

-616-



                300　１予備費

                300　２９予　備　費

                300　　　予備費
　　　　予備費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

介護保険事業特別会計（事業勘定）

-617-



1．一　般　職　　　

　（１）総括

比　　　較

　　ア　会計年度任用職員以外の職員

区        分
備考

本年度

前年度

比　　　較

　イ　会計年度任用職員

区        分

比　　　較

-
手　　　　当 手　　　　当 組合負担金

手　　　当

期末・勤勉
-

児　　　　童
-

退職手当

-

職 員 手 当 の
内 訳

扶　　　養
-

時間外勤務
-

休日勤務
-

手　　　当 手　　　　当

- -
-

- - - - - -

- -
-

前年度
()

- - - -

本年度
()

- - - -

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合計 備考職員数
(人) 報　　酬 給　　料

職 　員
手当等

計

167
手　　　当 手　　　　当 手　　　当

期末・勤勉
819

児　　　　童
-

退職手当
332

職 員 手 当 の
内 訳

扶　　　養
-

時間外勤務
141

休日勤務

手　　　　当 手　　　　当 組合負担金

7,129

- - Δ1,097 Δ1,213 Δ2,310 Δ429 Δ2,739

1 - 3,382 2,672 6,054 1,075

合計

1 - 2,285 1,459 3,744 646 4,390

職員数
(人) 報　　酬 給　　料

職 　員
手当等

計
共済費

332
手　　　　当 手　　　　当 組合負担金

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

手　　　当

期末・勤勉
819

児　　　　童
-

退職手当

Δ2,739

職 員 手 当 の
内 訳

扶　　　養
-

時間外勤務
141

休日勤務
167

手　　　当 手　　　　当

1,075 7,129
1

- - Δ1,097 Δ1,213 Δ2,310 Δ429

646 4,390
1

前年度
()

- 3,382 2,672 6,054

職 　員
手当等

計

本年度
()

- 2,285 1,459 3,744

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

（単位：千円）

区        分

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合計 備考職員数
(人) 報　　酬 給　　料
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議案第３６号 

 

令和４年度東京都利島村後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

 

令和４年度東京都利島村後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

 

〔歳入歳出予算〕 

第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ ６，３９７ 千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の〔款〕・〔項〕の区分及び該当区分ごとの金額は、 

「第１表歳入歳出予算」による。 

 

 

 

 

令和４年 ３月 ７日 

 

                 提出者 東京都利島村長    村 山  将 人 

 

議決第   号 

 

令和４年 ３月  日    原案  決 

 

 

                     東京都利島村議会議長  寺 田  優 
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後期高齢者医療保険料 1,933１

1,933後期高齢者医療保険料１

繰入金 4,126３

4,126他会計繰入金１

繰越金 1４

1繰越金１

諸収入 337５

336受託事業収入１

1雑入２

歳　　　　入　　　　合　　　　計 6,397

(単位：千円)

第　１　表　歳入歳出予算
１　歳 入

款 項 金　　　　　　　　　額
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総務費 924１

924徴収費１

葬祭費 200２

200葬祭費１

広域連合納付金 4,809３

4,809広域連合納付金１

保険事業費 213４

213健康増進事業費１

諸支出金 1５

1償還金及び還付加算金１

予備費 250６

250予備費１

歳　　　　出　　　　合　　　　計 6,397

(単位：千円)２　歳 出

款 項 金　　　　　　　　　額
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後期高齢者医療保険料 1,933１

使用料及び手数料 0２

繰入金 4,126３

繰越金 1４

諸収入 337５

6,397歳　　　　入　　　　合　　　　計

　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括

（歳　入）

款 本　　年　　度　　予　　算　　額
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2,244 △311

0 0

6,263 △2,137

1 0

406 △69

8,914 △2,517

（単位：千円）

前　　年　　度　　予　　算　　額 比　　　　　　　　　較
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１総務費 924 1,716 △792

２葬祭費 200 250 △50

３広域連合納付金 4,809 6,447 △1,638

４保険事業費 213 250 △37

５諸支出金 1 1 0

６予備費 250 250 0

歳　　　　出　　　　合　　　　計 6,397 8,914 △2,517

（歳　出）

款 本年度予算額 前年度予算額 比　　較
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924

200

1,6073,202

77136

1

250

1,9344,463

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国都支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源
本　　年　　度　　予　　算　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

（単位：千円）
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後期高齢者医療保険料1 1,933 2,244 △311

後期高齢者医療保険料1 1,933 2,244 △311

後期高齢者医療保険料1 1,933 2,244 △311

繰入金3 4,126 6,263 △2,137

他会計繰入金1 4,126 6,263 △2,137

一般会計繰入金1 4,126 6,263 △2,137

繰越金4 1 1 0

繰越金1 1 1 0

繰越金1 1 1 0

諸収入5 337 406 △69

受託事業収入1 336 405 △69

受託事業収入1 336 405 △69

雑入2 1 1 0

雑入1 1 1 0

比　　 　　較前　　年　　度本　　年　　度

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １　後期高齢者医療保険料

01-01-01 後期高齢者医療保険料
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①現年度分後期高齢者医療保険料1現年度分 1,932                     1,932

①過年度分後期高齢者医療保険料2過年度分 1                         1

①一般会計繰入金1一般会計繰 4,126                     4,126
入金

①前年度繰越金1繰越金 1                         1

①健康診査費受託事業収入1健康診査費 136                       136
受託事業収
入

①葬祭費受託事業収入2葬祭費受託 200                       200
事業収入

①雑入1雑入 1                         1

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

後期高齢者医療事業特別会計
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9241総務費 924 1,716 △792

924徴収費1 924 1,716 △792

9241徴収費 924 1,716 △792
その他

924

2002葬祭費 200 250 △50

200葬祭費1 200 250 △50

2001葬祭費 200 250 △50
その他

200

3,2023広域連合納付金 4,809 6,447 △1,638

3,202広域連合納付金1 4,809 6,447 △1,638

3,2021広域連合分賦金 4,809 6,447 △1,638
その他

3,202

1364保険事業費 213 250 △37

136健康増進事業費1 213 250 △37

1361健康診査費 213 250 △37
その他

136

15諸支出金 1 1 0

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

３　歳　出

科　　　　目

款 項 目

款 １ 総務費

01-01-01 徴収費
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13使用料及び 924                 924　２後期高齢者医療システム管理経費
賃借料                 924　１３使用料及び賃借料

                924　　　使用料及び賃借料
　　　　後期高齢者医療システム使用料

18負担金補助 200                 200　１葬祭費
及び交付金                 200　１８負担金補助及び交付金

                200　　　負担金
　　　　葬祭費負担金

1,607

1,607

1,607 18負担金補助 4,809               4,809　１広域連合分賦金
及び交付金               4,809　１８負担金補助及び交付金

              4,809　　　負担金
　　　　広域連合負担金

77

77

77 12委　託　料 213                 213　１健康診査事業

                213　１２委　託　料

                213　　　業務委託料
　　　　健康診査委託料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

後期高齢者医療事業特別会計
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1償還金及び還付加算金1 1 1 0

11償還金 1 1 0
その他

1

6予備費 250 250 0

予備費1 250 250 0

1予備費 250 250 0

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

本　年　度　の　財　源
前 年 度本 年 度 比　　較

科　　　　目

款 項 目

款 ５ 諸支出金

05-01-01 償還金
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22償還金利子 1                   1　１償還金
及び割引料                   1　２２償還金利子及び割引料

                  1　　　償還金
　　　　償還金

250

250

250                 250　１予備費

                250　２９予　備　費

                250　　　予備費
　　　　予備費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

後期高齢者医療事業特別会計
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（本頁は白紙です） 
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令和３年度 

「利島村教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の   

状況の点検及び評価」に係わる報告書 

 

 

 

 

    ○  報告書の趣旨説明 

 

 

    ○  「利島村教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価」 

 

 

    ○  教育に関する学識経験者の意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ４ 年 ３ 月 ３ １ 日 

利 島 村 教 育 委 員 会 
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（本頁は白紙です） 
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令和３年度 

教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価 

                                      利島村教育委員会 

 

１  趣 旨 

・ 利島村教育委員会は、毎年、主要な施策や事務事業の取組状況について、点検及び評価を行い、課題

や方向性を明らかにすることにより、効果的な教育行政の一層の推進を図る。 

・ また、点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表すること

により、村民への説明責任を果たし、村民に開かれた教育行政を推進する。 

 

※ 参考（根拠法令） 

・ 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」 

    （教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第二十七条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定により教育長に委任

された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第四項の規定により事務局職員等に委任さ

れた事務を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告

書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知

見の活用を図るものとする。 

 

２  実 施 方 法 

（１）毎年度策定する「利島村教育委員会教育目標」を対象とし、点検及び評価を行う。 

（２）点検及び評価は、前年度の施策・事業の進捗状況を総括するとともに、課題や今後の取組の方向性

を示すものとし、毎年一回実施する。 

（３）施策・事業の進捗状況等を取りまとめ、学識経験者の意見を聴取した上で、教育委員会において点

検及び評価を行う。 

（４）教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、「点検・評価に関する有識者」を置く。  

  ① 「点検・評価に関する有識者」は、教育に関し学識経験を有する者の中から教育委員会が委嘱す

る。 

②  「点検・評価に関する有識者」の任期は３年とする。(任期の延長・短縮は妨げない。) 

(５) 教育委員会において、点検及び評価を行った後、その結果をとりまとめた報告書を利島村議会へ

提出する。また、報告書は公表するものとする。 
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令和 3 年度                          

教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施 

                                      利島村教育委員会 

※ 評価基準 

達成率 100%~75% 74％~50% 49％~25% 24%~0%  

評 語   Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

１ 教育委員会の活動 

（１） 教育委員会の会議の運営 

評 価 

Ｂ 

評価根拠 

・定例教育委員会において、新たな委員を迎え、利島の教育全般について意見交

換をした。また今年度も昨年度の引き続き、新型コロナウィルス感染症関係の対

応を議論し、子供たちの健康と安全を第一優先に考え、方向性を見いだした。さ

らには、教育委員の学校視察も実施し、授業観察、管理職との意見交換を行っ

た。 

 

（２）教育委員会の会議公開 

評 価 

Ｂ 

評価根拠 

・教育委員会毎月の定例会は公開としている。 

 

（３）教育委員会と村長との連携 

評価 

 

 

 

A 

評価根拠 

・学校教育の充実、社会教育の充実、文化財の保護、学童の円滑な実施等、教育

委員会の活動全般にわたり、密に意見交換を行い、教育施策を実施した。 

令和３年１２月より新村長を迎え、利島の今後の教育の方針について意見交換

を行った。 

村の方針である子育てのしやすい環境づくりの観点から家庭の教育費負担軽減

にも努めた。文化財保護関係では、今年度は、新型コロナ感染状況を見極める中

で、利島村伝統文化芸能行事（ふるさと利島に思いを寄せる日）を実施した。 

 

（４）教育委員の学校支援（学校訪問、学校施設点検） 

評価 

 

B 

評価根拠 

・学校視察を通して学校教育、学校施設等について意見交換を行った。特に新型

コロナウィルス感染症対策について、子供たちの健康、安全に充分配慮するよう

助言した。またＩＣＴ教育の推進状況等について意見交換を行った。 
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２ 教育委員会が管理・執行する事務 

（１）教育行政の運営に関する基本方針を定めること 

評 価 

   

A 

 

評価根拠 

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律に規定されている教育の機会均等、

教育水準の維持向上及び地域の実情に応じた教育の振興は図られている。引き続

き教育大綱、教育委員会目標に則り、基本方針を定めた。 

 

（２）教育委員会規則・規程の制定・改廃すること 

評 価 

A 

 

評価根拠 

・教育委員会規則・規定の見直しは、必要に応じて行っている。 

 

 （３）教育予算等の議会の議決に向けた原案を作成すること 

  

A                  

評価根拠 

・令和４年度予算については、利島の教育の充実発展に資するべく、原案を作成

し、要望した。 

・村財政の厳しい中ではあるが、教育の質を落とすことのないよう予算要望を行

った。 

 

  (４)  利島村奨学金制度の事務に関すること 

評 価 

A 

評価根拠 

・奨学資金貸付事務は滞りなく行っている。「広報としま」でも村民に周知してい

る。 

  

(５) 離島高校生就学支援事業の事務に関すること 

評 価 

 

A 

 

評価根拠 

・平成２４年度に立ち上げた制度であり、中学卒業時に保護者に対して広報して

いる。利島出身の高校生は全員利用している。要綱の一部を改正し、補助金の支

給期間を３年から在学期間中に、また支給額を３万円から４万円に増額すること

を決定し、その後も継続している。 
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３ 教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務 

 （１）利島村教育大綱、及び教育委員会教育目標の制定・改廃 

評 価 

 

 Ｂ 

 

評価根拠 

・教育大綱に則り、利島村教育委員会教育目標は学校の児童・生徒のみならず､島

民全体の人としてあるべき姿を想定して制定している。教育目標を中期、長期目

標ととらえ、今年度の施策を具体的に表示している。教育大綱については、今

後、見直しも含めて検討することが必要と考える。 

 

（２）人権尊重教育の推進 

 

評 価 

 

 A 

評価根拠 

・児童・生徒が人権の花の栽培を行っている。 

・毎年、人権作文に応募している。 

・毎年、講師を招聘し、道徳授業公開講座を行っているが、今年度は新型コロナ

ウィルス感染症対策として、縮小し実施した。 

   

 （３）社会性を育む教育の推進 

評 価 

 

 B 

評価根拠 

・これまで児童生徒が社会性を育む行事（島外学習、修学旅行、中学生海外ホー

ムステイ事業、その他、社会教育分野の活動等）に対して補助金を交付し、活

動の活性化を図っている。また、多摩島しょ子ども体験塾に小学生が参加し、

劇団四季の観劇や東芝未来科学館、NHK スタジオパーク、東京スカイツリーな

どを見学をする予定だったが、昨年度に引き続き、中止となった。 

 

（４）児童・生徒の他地区との交流 

評 価 

 

 Ｃ 

評価根拠 

・多摩・島しょ広域連携活動助成事業として（利島サマースクール）（ジュニアス

キー教室）を夏期、冬季に行い、利島村と友好村の檜原村の小中学生が交流を

行う予定だったが、新型コロナウィルス感染症の影響により中止となった。ま

た、利島村中学生海外ホームステイ事業も中止となった。 
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４ 学校教育 

(１)  人権尊重教育の推進 

評 価 

 A 

85 

評価根拠 

・いじめ，差別に関する取組（生活アンケート、SCによる全児童・生徒の個別面

談等）の実施と、日常生活における他人との関わり方（挨拶、礼儀等）を重点

とする指導を行った。 

・人権月間活動として、人権に関する図書を紹介し人権作文や標語づくりに取り

組ませた。 

  

（２）個に応じた学習指導 

評 価 

A 

95 

 

評価根拠 

・資格検定の取得に向けて、全校体制で放課後学習教室や家庭との連携に基づく

学習支援活動の実施、中学校における定期考査対策として放課後に個別学力補

充活動を実施した。 

・習熟度別少人数授業・TT授業での授業中の個別指導を行うことができた。 

・長期休業中の補習は、夏季休業期間の前半のみ実施した。（後半は感染症対策

のため中止） 

 

（３）自尊・他尊感情を育て、豊かな心をはぐくむ道徳教育 

評 価 

A 

85 

評価根拠 

・「特別な教科 道徳」を中心に教育活動全般を通して、児童・生徒一人一人の自

尊感情を高める道徳教育の充実に努めた。 

・行事や諸活動を通して異学年と意見交換や支援・協力することから、他尊感情

を理解し互いを認め合うことの大切さを学んだ。 

・学校長が、児童・生徒への「ほめて認める指導」を推進するように、職員会議

等で教職員に周知するとともに、保護者会でも同様の内容で啓発をすること

で、児童生徒の自尊感情の醸成に努めた。 

 

（４）健康の保持・体力の増進を図る教育活動 

評価 

A 

95 

評価根拠 

・月１回、授業や広報（保健だより、給食だより、栄養士による食育講話）を通

して保健指導や食育指導を行うことで、健康や食の大切さについて児童・生徒

の理解を深められた。 

・投力向上の取組を通して、小学生は８割以上記録を伸ばした。中学生はほぼ全

員、記録が昨年度と同じか更新され、平均以上が１人増えた。 

・ロードレース大会では、中３男子４名、女子１名が校内記録を更新した。 
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（５）小中一貫教育の継続 

評 価 

A 

90 

評価根拠 

・小中教員の協働による学習指導が定着し、授業の事前・事後に、小中教員の授業

についての打ち合わせを行う等、一層の充実が見られた。 

・９年間の学習指導計画の作成に向けて、月１回の年間指導計画作業日を設定し、

小中教員による教科部会を実施できた。 

・多くの行事が小中合同で行われており、小中教員が協働して企画・運営をことで、

各学年の児童・生徒の発達段階を確認できていることは本校の強みである。 

 

（６）生活指導の充実 

評 価 

A 

90 

評価根拠 

・生活指導部を中心として、問題が発生する前に日頃の生活での乱れに気を付け

て、問題行動等の防止対策（注意喚起・事前指導）を行っている。学期末の保

護者会では、生活指導主任から講話を行い、保護者との共通理解を図った。 

・職員会議（月１回）やいじめ対策委員会での児童生徒情報交換を通して、定期

的に児童生徒の生活指導上の問題について情報共有している。 

・生活指導上の問題が発生した際は、事実確認に基づき管理職及び生徒指導部が

指導・対応を検討し、関係教員や SCと連携して本人及び家庭と対応している。 

 

（７）キャリア教育の推進 

評 価 

A 

80 

評価根拠 

・中学生の職場体験は、感染防止対策として、島外・島内共に今年度は中止とし

た。中学１年生は、職業調べと島外学習での牧場での職場体験を実施する。ま

た、小学校では、キャリアパスポートを活用して、児童生徒の職業観・勤労観

の醸成を図るとともに、キャリア教育の４能力（人間関係形成・情報活用・将

来設計・意思決定）の発達段階的向上に努めた。 

 

（８）故郷教育の推進 

評 価 

A 

90 

評価根拠 

・故郷教育三カ年計画に基づき、今年度は「利島のむかし」をテーマとし、地域

の方、教育委員会の協力で、はしけや大石山遺跡、四手集水等、利島の昔につ

いて考えることができた。 

・開校記念朝会で、１１月に、村長から利島での小・中学校時代の話を全校で聞

き、当時の生活を児童・生徒は興味深く聞いていた。 
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   (９)  家庭・地域に開かれた学校 

評 価 

A 

90 

 

評価根拠 

・運動会、文化祭、ロードレース、展覧会等に、保護者に参加いただき、広く連

携が深められた。コロナ禍で、地域の方の参加は運動会と文化祭は求められな

かった。今年度・昨年に度着任した教職員と地域とのつながりが例年よりも不

足することになった。 

・年 3回の学校公開週間、年 5回の学校公開日を設定し、教育活動を参観できる

機会を提供した。 

・小学低学年の社協訪問、音楽部の社協での合唱はできなかったが、リモートで

社協の利用者さんから小学生が、昔遊び等について教わることができた。 

・学校ホームページの公開、通信（学校便り、学年通信、他）の家庭・地域への

配布を通して、教育活動をより具体的に知ってもらうようにした。 

・年 3回の学校運営協議会で学校状況について情報共有する一方で、地域代表と

して協議員から学校への地域の声を聞き、学校運営に生かした。 

 

(10) 学校組織を生かした学校経営 

評 価 

A 

90 

評価根拠 

・毎朝の管理職打ち合わせ等、管理職間の報・連・相が十分に行えた。 

・企画運営委員会において、小中分掌主任に経営方針に基づいた業務遂行の徹底

を図ることで、自ら率先し他教員への指示・調整を行わせることができ、円滑

に運営が進められた。特に、小学校の教務主幹は、管理職への具申を積極的に

行い、教職員への伝達やとりまとめを昨年度よりも的確に行うことができた。 

・教員一人一人の能力を生かせる業務に取り組ませ、実績（成果）を挙げること

で自信と意欲が高まり、組織貢献力が育成できた。 

 

(11) 教員としての資質・能力向上のための研修活動 

評 価 

A 

85 

評価根拠 

・島しょ研修、実践事例研修、校内研究会を通して、新学習指導要領における新し

い教育、特に、見通す力の育成を積極的に学ぶことができた。荒天により講師が

来島できないときにも、リモートで意見交換や講話で話を聞くことができた。 

・自己申告時に他教員向けの校内公開授業を年間 3回実施し、異校種・他教科の授

業から指導方法の工夫・改善について学ぶ機会とした。 
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(12)学力向上を図るための方策と成果 

評 価 

ｄA 

90 

 

評価根拠 

・各教科で「授業改善プラン」を作成し、児童・生徒の実態に応じた指導の徹底

を図った。 

・基礎学力定着を図る取組（東京ベーシックドリル・副教材等の活用）に基づい

て、基礎知識や技能の反復学習を取り入れることで、概ね定着が図れた。 

・国の学力調査では、都の平均正答率よりも、小６の国 11％、算 12％高く、中３

の国２％、数７％高かった。都の学力調査は、今年度から意識調査のみ。 

 

(13) 外国語指導、英語指導の取り組みとその成果の 

評 価 

A 

90 

評価根拠 

・ALTと中学校英語科が、小学校の担任と共に、小１･2学年では毎週１回の朝の

外国語活動、小 3･4学年では年間３５時間の外国語活動、小 5･6学年では年間

７０時間の英語の指導を実施した。また、小学生対象に、週１回の英語部を開

設し、EGT（English Game Time）を年２回実施した。中学校英語科教員の意欲

的な指導により、小学校担任の指導技術が向上しているとともに、小学生の英

語・英会話への興味関心・技能が高まっている。 

・中学校において、全学年毎時間 ALTによる指導時間を確保し、ネイティブ英語

の聞き取り、英会話での口語表現、英作文等を計画的・重点的な学習として行

っており、英語力・英会話力が高まっている。 

・中２年対象のオーストラリア留学が今年度も中止のため、文化祭での海外派遣

報告等は実施できなかった。 

 

(14) ＧＩＧＡスクール構想実現への取り組みについての成果と課題 

評 価 

A 

80 

今年度、全児童・生徒・教職員へ、一人１台のクロームブックが配備された。 

【成果】 

・ＩＣＴ支援員による児童・生徒及び教職員への研修が行われ、タブレットの起

動から終了までと、主要ソフトの基本的な操作を、児童・生徒が１０月末には

できるようになった。 

・学習ソフトが、小学校には「すらら」、中学校には「スタディサプリ」が導入さ

れており、登校後の朝の時間やクロームブック持ち帰り推奨日の水曜日に、学

習ソフトの利用が進められた。 

・「クラスルーム」というオンライン学習のソフトを活用し、金曜日朝にはリモー

ト朝会を全校で行った。また、欠席生徒に、同ソフトを活用して、授業を配信

し、自宅での授業内容の確認を可能にした。 
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・ふるさと教育での小 1･2と社協の利用者や社会科での小４と江東区の小学校と

のリモート交流、国際理解教育での中学１年生とグアテマラの方とのリモート

交流等、今まではできなかった経験が容易にできている。 

【課題】 

・パスワードを含めた、セキュリティをより高める。 

・週当たりの持ち帰りの回数を増やせると良いが、持ち帰らせた際の課題の出し

方の工夫が必要である。 

  

(15) 新型コロナウィルス感染症感染予防対策への取り組み 

評 価 

A 

80 

評価根拠 

・毎朝の校内消毒（主に、手すりやドアノブ等、児童・生徒が日常的に触る箇

所。緊急事態宣言期間中は、机・椅子を含む。） 

・児童・生徒には、朝会での講話、保健だより、担任指導等で感染症予防につい

て注意喚起を行い、石鹸での手洗い、うがいを日常的に意識させている。 

・保護者には、通知を配布し、具体的な感染予防対策を知らせている。 

・教職員には、国や都の感染予防対策やガイドラインを示すとともに、職員会議

等を通じて、管理職から対策の徹底を促している。 

 

５ 社会教育 

（１）芸術文化事業の実施 

評 価 

 

 

B 

 

 

評価根拠 

・東京都島しょ芸術文化推進事業として、東京都交響楽団員による弦楽四重奏の

演奏会を実施する予定であったが、中止となった。新型コロナウィルス感染症感

染に配慮し、小さな単位で「利島の自然を撮る会（写真）」を２度行った。「江戸

独楽で遊ぼうの会」を計画をしたが、コロナ感染の急拡大により、予定を変更せ

ざるを得なかった。また都の指定史跡である＜大石山遺跡＞保存整備事業を終了

し、完成セレモニーを講師を招いて実施した。また現地で中学生が「利島の遺跡

について学ぶ会」等を行った。 

 

（２）家庭への教育支援推進事業  

評 価 

 

A 

評価根拠 

・予算の範囲で教育費の無償化を図っている。 

・就学援助・利島村奨学金貸付・離島高校生就学支援事業の執行等、学校保護者

負担の軽減に努めている。 

・一昨年度より離島高校生修学支援費補助金額を３万円から４万円に増額し、継

続している 
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（３）文化財保護の充実 

評 価 

 

 

A 

 

 

 

 

評価根拠 

・学校のふるさと学習に関して、教育委員会として、郷土資料館の展示品や利島

の昔の生活について子どもたちに説明した。 

・利島村伝統文化芸能実行委員会と連携をし、「ふるさと利島に思いを寄せる日」

（伝統文化行事）を行い、失われつつある利島の伝統文化の継承に努めるべく計

画をし、実施した。今後も東京都指定の史跡や村の文化財の保存・整備を進め

る。 

・整備が完了した東京都指定史跡大石山遺跡の活用をさらに図っていく。 

 

（４）地域教育力の活性化 

評 価 

 

A 

 

評価根拠 

・放課後子供教室において、子どもたちの居場所作りの一環として、教育課程外

の指導を支援している。指導に当たっている団体、また個人に対して教育委員会

として補助金を出し支援した。 

・村民の活動を応援すべく各同好会へ活動に補助金を出している。また、今後と

も教育委員会だより等を活用し、それぞれの活動の活性化を図っていきたい。  

・文化財保護審議会答申を踏まえ、今後とも利島村伝統文化芸能事業を行い、失

われつつある利島の伝統文化の継承に努めていきたい。 

 

（５）子供虐待の防止に関する活動の推進 

評 価 

A 

評価根拠 

・村全体で子供の面倒を見るという慣習は利島の良さであり、村民の理解、協力

を得て続けていきたい。子供への虐待はないものと認識している。 

 

６ 放課後児童クラブ（学童）について 

（１） 放課後児童クラブの運営 

評 価 

 

 A 

評価根拠 

・新型コロナ感染症の影響で縮小して活動を実施せざるを得ない時期もあった

が、一年を通して円滑に運営できた。 

・学習（宿題）指導が定着し、児童が意欲的に取り組んでいる。 

・指導員の連携がよくとれており、混乱もなく順調に運営できた。 

・保護者との連携にも努めている。 
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（２）通所児童の状況 

評 価 

A 

評価根拠 

・主に小学校低学年児童が参加しており、学習と遊びのメリハリをつけ、楽しく

活動している。学習指導についても、きちんと習慣化されており、毎日整然と行

われている。 

・安全に留意し、特に問題なく活動できた。また学童として展覧会にも出品し

た。 

 

（３）新型コロナウィルス感染症感染予防対策の取り組み 

評 価 

 

A 

評価根拠 

・手洗い、換気、消毒等、感染予防対策を徹底し、日々指導を行っている。 

・指導員が常に子供たちの健康状態について情報交換をし、特に問題もなく、活

動できた。 

 

７ その他 

（1）施設・設備 

評 価 

 

A 

評価根拠 

・郷土資料館の活用については、来館する方々に対し、必要とする情報を提供で

きるよう努めた。また大石山遺跡の活用については、今年度、オープニングセレ

モニーを皮切りに、学校の授業等で取り上げるなど活用を進めてきたが、今後さ

らに活用の充実を図っていきたい。社会スポーツ施設であるテニスコートの活用

にも努めた。 

・郷土資料館の整備については東京都とも協議し、引き続き進めていく。 
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（本頁は白紙です） 
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令和３年度 利島村教育委員会 

「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価」に関する意見 

 

帝京大学文学部心理学科 

帝京大学大学院文学研究科臨床心理学専攻 

講師 稲垣 綾子 

 

利島村教育委員会が策定した全 37項目の教育目標に対する自己評価は，A評価が 30項

目，B評価が 6項目，C項目が１項目という結果でした。昨年度と比べますと，教育目標

が 3つ増え，C評価が１項目減少し，B評価は変わらず，A評価が 4項目増加した結果と

なりました。昨年度は，新型コロナウィルス感染症対策による行事等の中止ないし延期に

よる活動自粛が大きく影響し C評価がつくことになりましたが，イレギュラーな事態だか

らこそ，教育目標にむけた体制を一層きめ細やかに吟味検討し，管理・執行してきた昨年

度の取り組みを土台に，感染予防対策を施しながら利島の教育目標の達成を増やしてきた

今年度の取り組みが窺えます。 

以下，主な項目の自己評価およびその評価根拠について，簡単にコメントを述べさせて

いただきます。 

 

１．教育委員会の活動 

 昨年度から引き続き，新型コロナウィルス感染症対策の対応について，子どもたちの健

康と安全を第一に考えながら，前村長ならびに現村長とも変わらず，利島の今後の教育行

政に関する密な意見交換がなされ，さらに新たな教育委員を迎え，学校教育・施設等につ

いても協議がなされたとのこと，目の前の対応に追われるだけでなく，利島の教育の根幹

に目を向けて活動されておられるようで，心強く思います。 

 また，文化財保護事業では，新型コロナウィルス感染状況を見極めながら，利島村伝統

行事文化芸能行事（ふるさと利島に思いを寄せる日）を実施されたことも，利島の今と昔

をつなぐ大事な日になったと存じます。古くからの歴史をもつ利島の営みを，素敵な椿の

冊子のなかにまとめられたことも意義深いですね。こんなに沢山の歌が利島にはあるの

だ，と驚いていると，冊子後半の 1984年の利島の行事カレンダーには，村民が協力し合い

ながら日常を支えている様子が描かれており，前半にまとめられた沢山の歌は，利島の生

活のなかで自ずと生まれてきたものだったことを感じさせてくれます。はしけの写真は，

まさに島民の“生きる力とつなぐ力”を感じさせてくれるものですね。利島の人とのつな

がりの原点を感じます。 

 

２．教育委員会が管理・執行する事務 

 村財政が厳しい状況であるなか，教育の質を落とすことのないよう予算要望を行い，教

育の機会均等，教育水準の維持向上及び地域の実情に応じた教育の振興が図られていると

のこと，これからを担う子どもたちの基盤づくりに価値をおく，利島の教育が今年度も大

切にされていることが窺えます。 

 さらに，１．の村長との丁寧な連携のもと，村の方針である子育てしやすい環境づくり

-647-



の観点から家庭の教育費負担軽減に努めていることと併せ，離島高校生就学支援事業では

子どもたちやご家庭の実情に即した支給額の増額，支給期間の変更（３年から在学期間

中）を継続させておられること，子どもの教育を受ける機会の権利擁護を死守しておられ

ることは評価に値するものと存じます。 

 

３．教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務 

 今年度も，利島村教育大綱に則り，教育目標は学校の児童・生徒のみならず，島民全体

の人としてあるべき姿を想定して制定し施策を進めているとのこと，伝統文化行事やふる

さと学習をはじめ，“村全体で子どもの面倒をみる”という利島の慣習を大事に管理・執行

に従事されていることが随所に窺えます。 

 昨年度と引き続き，（３）社会性を育む教育の推進が B評価，（４）児童・生徒の他地区

との交流が C評価のままでした。これも新型コロナウィルス感染症対策によるものであ

り，修学旅行，中学生海外ホームステイ事業，多摩島しょ子ども体験塾や檜原村の小中学

生との交流等の実施について中止または延期して実施したことが影響しているようです。

劇団四季の観劇や東芝未来科学館，NHKスタジオパーク，東京スカイツリーの見学等を具

体的に計画していた中，非常に残念でしたね。 

一方，１月４～７日には利島村スキー教室が白馬村で開催され，子どもたちが雪山で身

体を動かしスキーを楽しめたとのこと。先生や仲間たちとともに島から離れ，思い出深い

時間が過ごせたでしょうね。 

 

４．学校教育 

 昨年度より 2項目増えた 15項目すべてが A評価でした。今年度は小中学校への訪問が

叶わなかったのですが，引き続き，きめ細やかな教育活動が行われている様子が伝わって

きます。 

 今年度は，（14）GIGAスクール構想実現への取り組みについての成果と課題，（15）新

型コロナウィルス感染症感染予防対策への取り組み，の２項目が追加されていました。

（15）の感染予防対策の取り組みは昨年度より実施されてきたものですが，実態が掴みき

れていない新型コロナウィルス感染症への対策は引き続き徹底しておられるようです。 

（14）の GIGAスクール構想の実現は，新型コロナウィルス感染症対策で一気に進んだよ

うですね。全児童生徒，教職員に一人一台のクロームブックが配布され，ICT支援員によ

る研修で 10月末には子どもたちが主要ソフトの基本操作をこなすようになったとのこと，

子どもたちの吸収力に驚かされます。７月の学校だよりでは，教育活動の一つである「月

一（つきいち）発表会」で，小学４年生の４人が校外学習ではしけのエコセンターと清掃

工場で学んだ内容を，自分たちでクロームブックのスライドを作って写真等も示しなが

ら，何も見ずにハッキリと発表する様子が紹介されていました。いわゆる「カンペ」を見

ずに堂々と発表できるということは，学んできたことが子どもたちの中に血肉となって生

きていることを表していると思います。遊び感覚で ICTを使いこなすだけではなく，学び

や体験をよりリアルに他者に伝えていくためのコミュニケーションツールとして ICTを活

用できる力が，小学４年生にして身についていることが素晴らしいと思いました。 

また，江東区の小学校や，国際理解教育でグアテマラの方とのリモート交流が実施さ
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れ，今まではできなかった経験が容易にできているとのこと，コロナ渦がもたらした新た

なコミュニケーションチャンネルと思います。これは，（11）教員の資質・能力向上のため

の研修活動にて講師が来島できない場合にも，リモートでその機会を維持できることに役

立っているようです。着岸が難しいことの多い利島では，今後もますます活用される媒体

となりそうですね。 

 （4）健康の保持・体力の増進を図る教育活動では，投力向上の取組で小学生は８割以上

が記録を伸ばし，中学生はほぼ全員が同じ記録もしくは更新，さらに，ロードレース大会

では中３男子 4名，女子 1名が校内記録を更新したとのこと。全国的にはこのコロナ渦に

よる行動制限等により体力が全体的に落ち込んでいる中，利島小中学校の独自の取組や工

夫で子どもたちの体力維持向上が図られている様子が伝わってきます。まさに，教育目標

にある「元気にたくましく生きる人」の育みに通じますね。ロードレースは例年のように

一般の方の参加は叶わなかったようですが，終了後には PTAの皆様から豚汁がふるまわれ

たり，車両の配慮をしていただいたり，沿道での声援があったりと，地域の方との交流の

中で行われたことも貴重だったと存じます。（8）故郷教育の推進で，村長自身の利島での

小中学校時代の話を聴けたことも，今と昔のつながりとこれからを感じる時間となったと

思います。 

 （12）学力向上を図るための方策と成果では，国の学力調査で都の平均正答率よりも，

小６の国語が 11％，算数が 12％高く，中３の国語が 2％，数学が 7％高かったとのこと。

日頃より，教職員の先生方が授業研究や基礎学力定着を図るための取組を，目の前の子ど

もたち，そして，中学卒業後に島を離れて暮らす子どもたちの今後を見据え，心を尽くし

て指導にあたっておられる日々の結果と存じます。これはまさに，教育目標の「よく考え

進んで学ぶ人」ですね。これを先生方が子どもたちの傍らで体現しているからこそ，子ど

もたちはそれを肌身で感じて，自ずとよく考え，進んで学び，生きるための基礎学力を身

につけていっているのだろうと思います。 

 （2）個に応じた教育については，今年度から「みやつかルーム」＝特別支援教室が設置

されたことも記載されるとよいと思いました。利島ではすでに“個別最適な学び”に取り

組んできたと思うのですが，改めて「特別支援教室ってなに？」と子どもの教育施策につ

いて国が取り組んでいることを，学校だよりで子どもや保護者にわかりやすく伝えておら

れることが，時世をふくめて子どもの育ちに必要なものを整え発信していく，質の高い教

育の実現を感じさせます。そして，ネーミングがなんとも素敵です。宮塚山に見守られて

いる利島の子どもたちを，より丁寧に，器を大きく，包み込む教育，というイメージが沸

いてまいります。「自分と向き合い，分からないことや困ったことを，相談したり話を聞い

てもらったりしながら，自分の良さを知る場所なのです」との紹介文が，「思いやりある心

豊かな人」を育んできた利島小中学校ならではの特別支援教室と感じました。 

 

５．社会教育 

 昨年度は（１）芸術文化事業の実施は C評価で，今年度も東京都交響楽団員による弦楽

四重奏の演奏会が中止を余儀なくされたようですが，B評価にあがっています。小さな単

位で「利島の自然を撮る会」が行われたり，大石山遺跡保存整備事業の終了を記念して完

成セレモニーが実施されたりと，新型コロナウィルス感染症対策を施しながら芸術文化に
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触れる教育機会を設けることができた意義は大きいと感じます。大石山遺跡では，中学生

が「利島の遺跡について学ぶ会」等を行ったとのこと，島が刻んできた年輪に触れる貴重

な機会になったと存じます。（3）文化財保護の充実に記載されているように，この大石山

遺跡がさらに子どもたちの故郷教育に活用され，子どもたちの誇りになっていくといいで

すね。 

 

今回は，あらためて，利島の教育目標の「自立」が随所に息づいていることを実感いた

しました。１月の学校だよりの髙橋校長先生のお話によると，平成 22年の学習指導要領改

訂の際に「島しょの学校として『自立』の部分については変更しない」として，利島の多

くの子どもたちが島を離れる「十五の春」にむけて，自立の内容吟味を図ったこと，その

結果「体・徳・知」から「知・徳・体」の順番に変更し，これらをバランスよく，小中学

校の９年間で育てていく教育方針がより盤石なものになっていたことを感じ入りました。

利島の教育行政の力強さは，やはり子どものことを考える教育者の役割に尽きるのでは，

と感じます。五島横断トップリーダー通信にありました教育長のお言葉にも，「子どもたち

一人一人をよく面倒見，かわいがり，歩ませる」にその神髄が表されているとお見受けい

たしました。 

 

以上 
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令和３年度 

利島村教育委員会 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価 

「点検・評価に関する」意見 

東京都多摩市青少年問題協議会 落合地区委員会 会長    

東京都多摩市立落合中学校 落合地区地域学校協働本部推進員 

主任児童委員                       

東京都多摩市立東落合小学校 放課後子ども教室リーダー   

榊 つきみ 

 

 

教育委員会の自己評価は、全３７項目中、達成率７５％以上のＡ評価が３０項目、５０％

以上のＢ評価が６項目、Ｃ評価が１項目、Ｄ評価はなしという結果でした。今年度Ｃ評価が

ある背景には、昨年度同様コロナ禍による交流行事の中止がありますので、全体としては適

正な管理・執行が行われていると判断して良いと思われます。 

以下、示された主な項目の「点検・評価」に関して、簡単にコメントを加えます。 

 

１、教育委員会の活動 

   「（１）教育委員会の会議の運営」「（３）教育委員会と村長との連携」「（４）教育委

員の学校支援（学校訪問、学校施設点検）」では、昨年より続くコロナ禍に於いて、ど

のように学校教育を進めていくべきか、このような時だからこそ出来る事は何かと、

話し合われたことと思います。またＩＣＴ教育の進捗や効果などについても現場の報

告を受け止め、支援の形を模索されていたのではないでしょうか。新村長とともに暖

かな目の学校支援をお願いします。 

 

２、教育委員会が管理・執行する事務 

   「（５）離島高校生就学支援事業の事務に関すること」。支給額、支給期間とも充実し、

保護者にとっては大変ありがたく心強いことでしょう。利島村の未来は若い世代の育

成にかかっています。引き続き支援をお願いします。 

 

３、教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務 

   「（１）利島村教育大綱、利島村教育委員会教育目標の制定・改廃」、新村長とともに、

教育大綱を見直されるとのこと、利島のため子どもたちのため議論を尽くし、今の時

代が求めるより良い大綱をと願います。 

 

「（３）社会性を育む教育の推進」「（４）児童・生徒の他地区との交流」では、日光で

の島外学習やスキー・スノーボード教室が実施できたとのこと、本当に良かったです。 

ただ、中学生の修学旅行は延期になったままで…胸が痛みます。他地区との交流は、

昨年に続き今年もコロナ禍で中止になってしまい、大変残念でした。 
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４、学校教育 

「（１）人権尊重教育の推進」での人権作文コンテスト入選おめでとうございます！ 

 他者を尊重し、自身も同様に尊重する。人生の根となる人権教育は大変重要です。今後

も丁寧な指導をお願いします。 

 

   「（８）故郷教育の推進」。今年は２度目の、３ヵ年計画１年目。「利島のむかし」が

テーマですね。１・２年生は「むかしあそび」について、３・４年生は「四手集水」に

ついて、５・６年生は「飯盒炊さん」体験で火起こしをしてガスのなかった時代の利島

の生活について、さらに中学生は利島の遺跡等文化財について学習したということで

した。オンライン学習を交えながら地域の方々にお話を聞き、また実際に体験をする。

昔の故郷からの学びは、故郷への思いを深め、必ず未来の故郷を創り出していくと確

信します。 

 

「（１４）ＧＩＧＡスクール構想実現への取り組みについての成果と課題」。新たな取

り組みには戸惑いもあり、試行錯誤がつきものですが、リモートの交流などが容易に

できるようになったことは大変素晴らしく、離れていてもつながる嬉しさがあります。

調べ学習にも強く、世界市民を育てるチャンス到来ですね。 

 

５、社会教育 

   「大石山・遺跡の丘」オープン、そしてセレモニー開催、おめでとうございました！ 

オープンに至るまでの年月と作業の数々、本当にお疲れ様でした。さっそく中学生が

「ふるさと体験学習」で訪れたとのこと。地域の方、観光客問わず、多くの方に遺跡

と富士山を見にきて欲しいと思いました。また、色々な事業や行事が昨年同様、中止

や縮小に追い込まれた中、感染に配慮しながら「利島の自然を撮る会」が開催できた

ことを大変嬉しく思いました。    

 

７、その他 

「うみ鳥っぷ」の展示が郷土資料館で行われたとのこと、見られなくて残念でした。

利島ではマトリと呼ばれるオオミズナギドリは、房総でも見られるとか。県境どころ

か国境すらない鳥が利島で繁殖しているのですね。その生態を研究し、利島の魅力を

高められればとの願いが、資料から伝わってきました。 

 

 

  「ふるさと利島」という椿いっぱいの冊子を拝見しました。歌い継がれてきた歌の歌詞

がたくさん掲載されており、とてもワクワクしました。昔の写真や「思いを寄せる日」

の記録も、島の暮らしに感嘆しながら読ませて頂きました。ありがとうございました。 

以上 
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