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真鶴港の各年度想定支出・積算内訳 

 

１ 想定支出（平成31年度）                          (単位：千円) 

大項目 小項目 金 額 積算内訳 

人件費 

給与・賞与 11,863 
常勤職員 （１名で積算） 5,079 

非常勤職員（４名で積算） 6,784 

各種手当 794   

法定福利費 2,733   

人件費計 15,390   

事務費 

光熱水費 705 
電気代 491 

ガス代 30 

水道代 184 

通信費 36 電話代  

旅費・交通費 28 連絡調整会議等  

燃料費 66 ガソリン代  

消耗品・備品費  81 清掃・事務用品、備品  

ＡＥＤ購入費 358 本体及び消耗品  

賃借料 14 NHK放送受信料  

保険料 69 施設賠償責任保険、自動車保険 
租税公課 0 軽自動車税等  

事務費計 1,357   

維持管理費 

清掃費（委託費） 163 琴ヶ浜トイレ浄化槽清掃  

保守点検費(委託費) 28 琴ヶ浜トイレ浄化槽法定点検  

検査手数料 15 琴ヶ浜トイレ浄化槽法定検査手数料 
建築物等定期点検業務委託費 108 防災備蓄資材倉庫  

修繕費 265 小破修繕  

維持管理費計 579   

積算価格（指定管理料） 17,326 この金額を上回る提案は失格とします。 

 

２ 想定支出（平成32年度・平成34年度）                    (単位：千円) 

大項目 小項目 金 額 積算内訳 

人件費 

給与・賞与 11,863 
常勤職員 （１名で積算） 5,079 

非常勤職員（４名で積算） 6,784 

各種手当 794   

法定福利費 2,733   

人件費計 15,390   

事務費 

光熱水費 705 
電気代 491 

ガス代 30 

水道代 184 

通信費 36 電話代  

旅費・交通費 28 連絡調整会議等  

燃料費 66 ガソリン代  

消耗品・備品費  81 清掃・事務用品、備品  

ＡＥＤ購入費 0   

賃借料 14 NHK放送受信料  

保険料 69 施設賠償責任保険、自動車保険 
租税公課 7 軽自動車税等  

事務費計 1,006   

維持管理費 

清掃費（委託費） 163 琴ヶ浜トイレ浄化槽清掃  

保守点検費(委託費) 28 琴ヶ浜トイレ浄化槽法定点検  

検査手数料 15 琴ヶ浜トイレ浄化槽法定検査手数料 
建築物等定期点検業務委託費 108 防災備蓄資材倉庫  

修繕費 265 小破修繕  

維持管理費計 579   

積算価格（指定管理料） 16,975 この金額を上回る提案は失格とします。 
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３ 想定支出（平成33年度）                          (単位：千円) 

大項目 小項目 金 額 積算内訳 

人件費 

給与・賞与 11,863 
常勤職員 （１名で積算） 5,079 

非常勤職員（４名で積算） 6,784 

各種手当 794   

法定福利費 2,733   

人件費計 15,390   

事務費 

光熱水費 705 
電気代 491 

ガス代 30 

水道代 184 

通信費 36 電話代  

旅費・交通費 28 連絡調整会議等  

燃料費 66 ガソリン代  

消耗品・備品費  81 清掃・事務用品、備品  

ＡＥＤ購入費 13 消耗品  

賃借料 14 NHK放送受信料  

保険料 69 施設賠償責任保険、自動車保険 
租税公課 0 軽自動車税等  

事務費計 1,012   

維持管理費 

清掃費（委託費） 163 琴ヶ浜トイレ浄化槽清掃  

保守点検費(委託費) 28 琴ヶ浜トイレ浄化槽法定点検  

検査手数料 15 琴ヶ浜トイレ浄化槽法定検査手数料 
建築物等定期点検業務委託費 195 防災備蓄資材倉庫  

修繕費 265 小破修繕  

維持管理費計 666   

積算価格（指定管理料） 17,068 この金額を上回る提案は失格とします。 

 

４ 想定支出（平成35年度）                          (単位：千円) 

大項目 小項目 金 額 積算内訳 

人件費 

給与・賞与 11,863 
常勤職員 （１名で積算） 5,079 

非常勤職員（４名で積算） 6,784 

各種手当 794   

法定福利費 2,733   

人件費計 15,390   

事務費 

光熱水費 705 
電気代 491 

ガス代 30 

水道代 184 

通信費 36 電話代  

旅費・交通費 28 連絡調整会議等  

燃料費 66 ガソリン代  

消耗品・備品費  81 清掃・事務用品、備品  

ＡＥＤ購入費 30 消耗品  

賃借料 14 NHK放送受信料  

保険料 69 施設賠償責任保険、自動車保険 
租税公課 0 軽自動車税等  

事務費計 1,029   

維持管理費 

清掃費（委託費） 163 琴ヶ浜トイレ浄化槽清掃  

保守点検費(委託費) 28 琴ヶ浜トイレ浄化槽法定点検  

検査手数料 15 琴ヶ浜トイレ浄化槽法定検査手数料 
建築物等定期点検業務委託費 108 防災備蓄資材倉庫  

修繕費 265 小破修繕  

維持管理費計 579   

積算価格（指定管理料） 16,998 この金額を上回る提案は失格とします。 

※ 上記金額には、消費税及び地方消費税を含みます。 


