
項　　目 勤務形態 給料等
共済費・

社会保険等
合計 人数

フルタイム保育士（正職員）
週３８時間４５分勤務及び
週３１時間勤務

30,760,000 6,012,000 36,772,000 8

フルタイム保育士（臨時職員） 週３８時間４５分勤務 29,334,000 4,391,000 33,725,000 13

短時間保育士 週２０時間未満勤務 4,960,000 0 4,960,000 7

調理員
週２９時間及び
週２０時間勤務

3,390,000 341,000 3,731,000 3

68,444,000 10,744,000 79,188,000 31 

節 細節 決算額 負担者

職員手当等 嘱託手当 30,000 市

旅費 普通旅費 30,000 

消耗品費 1,500,000 

食料費 9,200,000 一部

修繕料 400,000 

燃料費 1,400,000 

光熱水費 1,600,000 

通信運搬費 150,000 

手数料 400,000 

保険料 80,000 市

警備委託料 240,000 市

管理委託料 280,000 

その他委託料 320,000 市

使用料及びリース料 リース料 40,000 市

備品購入費 備品購入費 260,000 

負担金・補助金及び
交付金

会議出席負担金 10,000 

計 15,940,000 

※負担者欄に「市」と記載がある費用は運営委託後も市が負担します。

平成28年度幌別東保育所運営経費

幌別東保育所人件費

合計

普通保育所運営管理経費

説明

嘱託医（内科・歯科）

研修

３歳以上児の副食費は市が実費
徴収して施設に支払います。

灯油・ガス

電気・水道

電話

調理員検査・クリーニング・
消防用設備等

災害共済・建物共済等

機械警備

公務補業務

内科検診・歯科検診

ＡＥＤリース

需用費

役務費

委託料



勤務形態 給料等
共済費・

社会保険等
合計 人数

フルタイム保育士（正職員）
週３８時間４５分勤務及
び週３１時間勤務

30,260,000 5,798,000 36,058,000 8

フルタイム保育士（臨時職員） 週３８時間４５分勤務 23,870,000 3,653,000 27,523,000 12

短時間・延長・代替保育士 週２０時間未満勤務 7,780,000 0 7,780,000 10

調理員
週２９時間及び
週２０時間勤務

4,470,000 547,000 5,017,000 3

66,380,000 9,998,000 76,378,000 33 

普通保育所運営管理経費

節 細節 決算額 負担者

職員手当等 嘱託手当 30,000 市

旅費 普通旅費 30,000 

消耗品費 1,690,000 

食料費 8,520,000 一部

修繕料 400,000 

燃料費 1,150,000 

光熱水費 1,520,000 

通信運搬費 150,000 

手数料 350,000 

保険料 80,000 市

警備委託料 240,000 市

管理委託料 250,000 

その他委託料 320,000 市

使用料及びリース料 リース料 40,000 市

備品購入費 備品購入費 260,000 

負担金・補助金及び交付金 会議出席負担金等 50,000 

計 15,080,000 

※負担者欄に「市」と記載がある費用は運営委託後も市が負担します。

平成29年度幌別東保育所運営経費

幌別東保育所人件費

合計

説明

嘱託医（内科・歯科）

研修

３歳以上児の副食費は市が実
費徴収して施設に支払います。

施設修繕

灯油・ガス

電気・水道

電話

調理員検査・クリーニン
グ・
災害共済・
建物共済等

機械警備

公務補業務

内科検診・
歯科検診

ＡＥＤリース

需用費

役務費

委託料



勤務形態 給料等
共済費・

社会保険等
合計 人数

フルタイム保育士（正職員）
週３８時間４５分勤務及
び週３１時間勤務

30,250,000 6,099,000 36,349,000 7

フルタイム保育士（臨時職員） 週３８時間４５分勤務 27,960,000 4,272,000 32,232,000 13

短時間・延長・代替保育士 週２０時間未満勤務 9,130,000 157,000 9,287,000 8

調理員
週２９時間及び
週２０時間勤務

4,460,000 608,000 5,068,000 4

71,800,000 11,136,000 82,936,000 32 

節 細節 決算額 負担者

職員手当等 嘱託手当 30,000 市

旅費 普通旅費 20,000 

消耗品費 1,690,000 

食料費 8,940,000 一部

修繕料 920,000 

燃料費 1,290,000 

光熱水費 1,500,000 

通信運搬費 150,000 

手数料 390,000 

保険料 80,000 市

警備委託料 290,000 市

清掃委託料 240,000 

その他委託料 220,000 市

使用料及びリース料 リース料 40,000 市

備品購入費
備品購入費
（100万未満）

110,000 

負担金・補助金及び
交付金

会議出席負担金 30,000 

計 15,940,000 

※負担者欄に「市」と記載がある費用は運営委託後も市が負担します。

平成30年度幌別東保育所運営経費

幌別東保育所人件費

合計

普通保育所運営管理経費

説明

嘱託医（内科・歯科）

研修

３歳以上児の副食費は市が実
費徴収して施設に支払います。

灯油・ガス

電気・水道

電話

調理員検査・クリーニン
グ・

災害共済・建物共済等

機械警備

公務補業務

内科検診・歯科検診

ＡＥＤリース

需用費

役務費

委託料


