
施設名：

（単位：千円）

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 合計 備考

66,242 66,412 66,571 66,721 66,858 332,804

9,723 9,763 9,805 9,845 9,886 49,022

75,965 76,175 76,376 76,566 76,744 381,826

1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 7,640

875 875 875 875 875 4,375

230 230 230 230 230 1,150

100 100 100 100 100 500

2,733 2,733 2,733 2,733 2,733 13,665

78,698 78,908 79,109 79,299 79,477 395,491

（単位：千円）

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 合計 備考

75,865 76,075 76,276 76,466 76,644 381,326

28,732 29,307 29,893 30,491 31,100 149,523

20,888 20,828 20,767 20,704 20,641 103,828

26,245 25,940 25,616 25,271 24,903 127,975

100 100 100 100 100 500

75,965 76,175 76,376 76,566 76,744 381,826

1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 6,850

902 902 902 902 902 4,510

297 297 297 297 297 1,485

100 100 100 100 100 500

2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 13,345

78,634 78,844 79,045 79,235 79,413 395,171

千葉市緑区鎌取コミュニティセンター提案書様式第２５号（収支予算書）

利用料
サービス事業（２事業）

１　総括表

(1) 収入

項　　　　目

① 指定管理料　　（Ａ）

② 利用料金収入　（Ｂ）

※３　指定管理料（Ａ）＝管理運営経費（Ｃ）－利用料金収入（Ｂ）　となるように記載してください。

小計

管理運営経費①+②　（Ｃ）

項
　
目

② 管理に係る備品経費

※１　自主事業は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。
　　　 自主事業の内訳は、様式第２７号の事業ごとに記載してください。

子育てがしやすいまちづくり
事業(１３事業）

世代を超え人々が交流助け合
うまちづくり事業（16事業）

事
業
名 暮らしやすく住み続けたいま

ちづくり事業(１４事業）

合計

③ 自主事業費

① 管理運営費

(2) 支出

小計

※２　管理に係る備品経費は指定管理者が新たに購入する備品に係る経費です。
　　　 本提案書において、調達予定の物品に係る経費は、提案者の定める規定に基づき
　　　「管理運営費」あるいは「管理にかかる備品経費」に計上してください。

小計

③ 自主事業による収入

参加費
世代を超え人々が交流助け合
うまちづくり事業（16事業）

参加費
子育てがしやすいまちづくり
事業(１３事業）

参加費
暮らしやすく住み続けたいま
ちづくり事業(１４事業）

合計

項　　　　目

項
　
目

人件費

委託費

サービス事業（２事業）

事務費・管理費
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　 施設名：

保安警備費

②管理に係る備品経費 ②の計

※４　委託費には、再委託に要する費用を記述してください。

千葉市緑区鎌取コミュニティセンター

サークル室 246

スポーツ施設　計

音楽室 通信運搬費

料理実習室 121 会議費

体育館専用利用 684

一般管理費

75,865

294

3,352

修繕費 2,000

新聞図書費

7,345

本社経費（研修、庶務費等） 3,600

100

300

委託費　計・・・（３） 26,245

100

※６　利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

600
委託費

植栽管理費

提案書様式第２6号（収支予算書）

(B) 支出合計 ①＋②の計 75,965

4,036

積　算　内　訳 金額（千円）

項
　
　
　
　
目

諸
　
　
室

ス
ポ
ー

ツ
施
設

652

807

項
　
　
　
目

28,732人件費・・・（１）
※２　労働時間によって賃金を算定する職員については、１時間当たりの単価を明示してください。

項
目

※１　人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。

※３　間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算出根拠や配賦
　　基準を提案書様式第１９－２号に詳細に明記してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

① 管理運営費 （１）＋（２）＋（３）の計 備品費 事務機器等

諸室計 5,687 賃借料

60

１件あたり２０万未満の修繕費

光熱水費

65

公課費 租税公課、印紙代

16,000

雨水再利用設備、中央監視、空調機

20,888

清掃費、消毒費 日常、定期清掃、除草、臨時消毒

電話、データー通信、はがき、切手代

広告宣伝費 45

140

1,100

120

事務費・管理費　計・・・（２）

事務費・
管理費

燃料費 ガソリン、灯油代

機械警備、イベント時臨時警備費

会議用や来客の飲料代

昇降機、自動ドア、消防設備、排煙装置

映像、音響放送設備、ピアノ、防火点検等

保険料 施設賠償保険

コピー機リース料、サーバーレンタル料等

新聞代

大広間

体育館個人利用

広告掲載料、ホームページ等

多目的ホール 2,354

会議室

設備機器管理費

項
　
　
　
　
目

活動費 コミュニティまつり事業等

敷地内の高木、中木、低木の剪定費

２　管理運営業務の収支内訳書（令和3年度）

内　　　　　　　　　訳 金額（千円） 区　　分 積　算　内　訳 合計金額（千円）

480

540

① 市からの指定管理料 66,242 旅費 出張、業務連絡、事業委員会交通費等 90

② 利用料金収入 ②の計 9,723 消耗品費 施設運営に係る消耗品

(A) 収入合計 ①＋②の計 75,965

和室 14,000

54

講習室 266 印刷製本費 パンフレット、利用ガイド等作成費 324

創作室 406 食糧費 コミュニティまつり、弁当お茶代等

集会室 303

電気、ガス、上下水道238

20

250
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施設名：

保安警備費

②管理に係る備品経費 ②の計

※４　委託費には、再委託に要する費用を記述してください。

千葉市緑区鎌取コミュニティセンター

サークル室 247 広告宣伝費

積　算　内　訳

提案書様式第２6号（収支予算書）

２　管理運営業務の収支内訳書（令和4年度）

内　　　　　　　　　訳 金額（千円） 区　　分

創作室 408 食糧費

ス
ポ
ー

ツ
施
設

体育館個人利用

植栽管理費

※６　利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

敷地内の高木、中木、低木の剪定費

(B) 支出合計 ①＋②の計 76,175

諸
　
　
室

コミュニティまつり、弁当お茶代等 54

講習室 267 印刷製本費 パンフレット、利用ガイド等作成費 324

大広間

ガソリン、灯油代 20

電気、ガス、上下水道 13,860

電話、データー通信、はがき、切手代 250

122 会議費 会議用や来客の飲料代 65

和室 239

集会室 304 燃料費

音楽室 811 通信運搬費

料理実習室

3,363 新聞図書費

積　算　内　訳 合計金額（千円）

(A) 収入合計 ①＋②の計 76,175

項
　
　
　
　
目

事務費・
管理費

活動費 コミュニティまつり事業等 540

① 市からの指定管理料 66,412 旅費 出張、業務連絡、事業委員会交通費等 90

② 利用料金収入 ②の計 9,763 消耗品費 施設運営に係る消耗品 480

項
　
　
　
　
目

光熱水費

広告掲載料、ホームページ等 45

656 保険料 施設賠償保険 140

多目的ホール 2,366 公課費 租税公課、印紙代 60

会議室 295 一般管理費 本社経費（研修、庶務費等） 3,600

諸室計 5,715 賃借料

昇降機、自動ドア、消防設備、排煙装置

金額（千円） 委託費　計・・・（３） 25,940

新聞代 120

体育館専用利用 685

事務費・管理費　計・・・（２） 20,828

300

コピー機リース料、サーバーレンタル料等 1,180

映像、音響放送設備、ピアノ、防火点検等

設備機器管理費 16,000

委託費

清掃費、消毒費 日常、定期清掃、除草、臨時消毒 7,040

雨水再利用設備、中央監視、空調機

機械警備、イベント時臨時警備費 600

スポーツ施設　計 4,048 修繕費 １件あたり２０万未満の修繕費 2,000

100

① 管理運営費 （１）＋（２）＋（３）の計 76,075
項
目

備品費 事務機器等 100

項
　
　
　
目

人件費・・・（１） 29,307

※１　人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。

※２　労働時間によって賃金を算定する職員については、１時間当たりの単価を明示してください。

※３　間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算出根拠や配賦
　　基準を提案書様式第１９－２号に詳細に明記してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。
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施設名：

保安警備費

②管理に係る備品経費 ②の計

※４　委託費には、再委託に要する費用を記述してください。

千葉市緑区鎌取コミュニティセンター

大広間

提案書様式第２6号（収支予算書）

２　管理運営業務の収支内訳書（令和5年度）

内　　　　　　　　　訳 金額（千円） 区　　分 積　算　内　訳 合計金額（千円）

(A) 収入合計 ①＋②の計 76,376

② 利用料金収入 ②の計 9,805 消耗品費 施設運営に係る消耗品 480

540

① 市からの指定管理料 66,571 旅費 出張、業務連絡、事業委員会交通費等 90

項
　
　
　
　
目

諸
　
　
室

創作室 410 食糧費 コミュニティまつり、弁当お茶代等 54

講習室 269 印刷製本費 パンフレット、利用ガイド等作成費 324

集会室 306 燃料費 ガソリン、灯油代 20

項
　
　
　
　
目

事務費・
管理費

活動費 コミュニティまつり事業等

和室 240 光熱水費 電気、ガス、上下水道 13,722

音楽室 815 通信運搬費 電話、データー通信、はがき、切手代 250

料理実習室 122 会議費 会議用や来客の飲料代 65

サークル室 248 広告宣伝費 広告掲載料、ホームページ等 45

多目的ホール 2,378 公課費 租税公課、印紙代 60

会議室 297 一般管理費 本社経費（研修、庶務費等） 3,600

諸室計 5,744 賃借料 コピー機リース料、サーバーレンタル料等 1,257

20,767

委託費

清掃費、消毒費 日常、定期清掃、除草、臨時消毒 6,716

659 保険料 施設賠償保険 140

雨水再利用設備、中央監視、空調機

昇降機、自動ドア、消防設備、排煙装置

映像、音響放送設備、ピアノ、防火点検等

設備機器管理費 16,000

１件あたり２０万未満の修繕費 2,000

ス
ポ
ー

ツ
施
設

体育館個人利用 3,373 新聞図書費 新聞代 120

体育館専用利用 688

事務費・管理費　計・・・（２）

機械警備、イベント時臨時警備費 600

スポーツ施設　計 4,061 修繕費

植栽管理費 敷地内の高木、中木、低木の剪定費 300

積　算　内　訳 金額（千円） 委託費　計・・・（３） 25,616

(B) 支出合計 ①＋②の計 76,376 100

① 管理運営費 （１）＋（２）＋（３）の計 76,276
項
目

備品費 事務機器等 100

項
　
　
　
目

人件費・・・（１） 29,893

※１　人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。

※２　労働時間によって賃金を算定する職員については、１時間当たりの単価を明示してください。

※３　間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算出根拠や配賦
　　基準を提案書様式第１９－２号に詳細に明記してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

※６　利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。
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施設名：

保安警備費

②管理に係る備品経費 ②の計

※４　委託費には、再委託に要する費用を記述してください。

 

千葉市緑区鎌取コミュニティセンター

大広間

提案書様式第２6号（収支予算書）

２　管理運営業務の収支内訳書（令和6年度）

内　　　　　　　　　訳 金額（千円） 区　　分 積　算　内　訳 合計金額（千円）

(A) 収入合計 ①＋②の計 76,566

項
　
　
　
　
目

事務費・
管理費

活動費 コミュニティまつり事業等 540

① 市からの指定管理料 66,721 旅費 出張、業務連絡、事業委員会交通費等 90

② 利用料金収入 ②の計 9,845 消耗品費 施設運営に係る消耗品 480

項
　
　
　
　
目

諸
　
　
室

創作室 412 食糧費 コミュニティまつり、弁当お茶代等 54

講習室 270 印刷製本費 パンフレット、利用ガイド等作成費 324

集会室 307 燃料費 ガソリン、灯油代 20

和室 241 光熱水費 電気、ガス、上下水道 13,584

音楽室 819 通信運搬費 電話、データー通信、はがき、切手代 250

料理実習室 123 会議費 会議用や来客の飲料代 65

賃借料 コピー機リース料、サーバーレンタル料等 1,332

サークル室 250 広告宣伝費 広告掲載料、ホームページ等 45

662 保険料 施設賠償保険 140

20,704

委託費

清掃費、消毒費 日常、定期清掃、除草、臨時消毒 6,371

多目的ホール 2,390 公課費 租税公課、印紙代 60

会議室 298 一般管理費 本社経費（研修、庶務費等） 3,600

諸室計 5,772

雨水再利用設備、中央監視、空調機

昇降機、自動ドア、消防設備、排煙装置

映像、音響放送設備、ピアノ、防火点検等

設備機器管理費 16,000

ス
ポ
ー

ツ
施
設

体育館個人利用 3,383 新聞図書費 新聞代 120

体育館専用利用 690

事務費・管理費　計・・・（２）

機械警備、イベント時臨時警備費 600

スポーツ施設　計 4,073 修繕費 １件あたり２０万未満の修繕費 2,000

植栽管理費 敷地内の高木、中木、低木の剪定費 300

積　算　内　訳 金額（千円） 委託費　計・・・（３） 25,271

(B) 支出合計 ①＋②の計 76,566 100

① 管理運営費 （１）＋（２）＋（３）の計 76,466
項
目

備品費 事務機器等 100

項
　
　
　
目

人件費・・・（１） 30,491

※１　人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。

※２　労働時間によって賃金を算定する職員については、１時間当たりの単価を明示してください。

※３　間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算出根拠や配賦
　　基準を提案書様式第１９－２号に詳細に明記してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

※６　利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。
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施設名：

保安警備費

②管理に係る備品経費 ②の計

※４　委託費には、再委託に要する費用を記述してください。

 

千葉市緑区鎌取コミュニティセンター

大広間

提案書様式第２6号（収支予算書）

２　管理運営業務の収支内訳書（令和7年度）

内　　　　　　　　　訳 金額（千円） 区　　分 積　算　内　訳 合計金額（千円）

(A) 収入合計 ①＋②の計 76,744

項
　
　
　
　
目

事務費・
管理費

活動費 コミュニティまつり事業等 540

① 市からの指定管理料 66,858 旅費 出張、業務連絡、事業委員会交通費等 90

② 利用料金収入 ②の計 9,886 消耗品費 施設運営に係る消耗品 480

項
　
　
　
　
目

諸
　
　
室

創作室 414 食糧費 コミュニティまつり、弁当お茶代等 54

講習室 271 印刷製本費 パンフレット、利用ガイド等作成費 324

集会室 309 燃料費 ガソリン、灯油代 20

和室 243 光熱水費 電気、ガス、上下水道 13,449

音楽室 823 通信運搬費 電話、データー通信、はがき、切手代 250

料理実習室 124 会議費 会議用や来客の飲料代 65

賃借料 コピー機リース料、サーバーレンタル料等 1,404

サークル室 251 広告宣伝費 広告掲載料、ホームページ等 45

665 保険料 施設賠償保険 140

20,641

委託費

清掃費、消毒費 日常、定期清掃、除草、臨時消毒 6,003

多目的ホール 2,402 公課費 租税公課、印紙代 60

会議室 299 一般管理費 本社経費（研修、庶務費等） 3,600

諸室計 5,801

雨水再利用設備、中央監視、空調機

昇降機、自動ドア、消防設備、排煙装置

映像、音響放送設備、ピアノ、防火点検等

設備機器管理費 16,000

ス
ポ
ー

ツ
施
設

体育館個人利用 3,393 新聞図書費 新聞代 120

体育館専用利用 692

事務費・管理費　計・・・（２）

機械警備、イベント時臨時警備費 600

スポーツ施設　計 4,085 修繕費 １件あたり２０万未満の修繕費 2,000

植栽管理費 敷地内の高木、中木、低木の剪定費 300

※２　労働時間によって賃金を算定する職員については、１時間当たりの単価を明示してください。

※３　間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算出根拠や配賦
　　基準を提案書様式第１９－２号に詳細に明記してください。

積　算　内　訳 金額（千円） 委託費　計・・・（３） 24,903

(B) 支出合計 ①＋②の計 76,744 100

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

※６　利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

① 管理運営費 （１）＋（２）＋（３）の計 76,644
項
目

備品費 事務機器等 100

項
　
　
　
目

人件費・・・（１） 31,100

※１　人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
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１　世代を超え、人々が交流し、助け合うまちづくり事業（１６事業）

１６事業での年間延参加人数　　４，００８人

*各事業ごとの１回あたりの人数、参加料は、

様式１９－１号（P４９）に記載のとおりです。

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第２６号と同様に記述してください。

※２　使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。　

※３　事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※４　利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

参加費

講師料　　　　　　　　　　　１,０３９,０００円
保険料　 　　　　　　　　　　　　２７,０００円

事業費項
　
　
　
　
　
目

項
　
目

千葉市緑区鎌取コミュニティセンター施設名　：提案書様式第２７号（収支予算書）

３　自主事業の収支内訳書（令和３年度）

【自主事業名】

金額（千円）内　　　　　　　　　訳

(A) 収入合計 合　計 1,528

金額（千円）積　　算　　内　　訳

１６事業での年間実施回数　２０６回
委託費 0

1,066

158

材料費　　　　　　　　　　　　９５,０００円
印刷製本費　　　　　　　　　　１６,０００円
　　　　チラシ
　　　　ポスター
　　　　看板
　　　　プログラム作製
　　　　調整費

111

1,370

収支　(A)-(B)

12

利用料金

シニア食堂で生活の質（QOL）向上　 ６,０００円
高校料理部の創作活動と食事会           ５,０００円
障がい者スポーツ教室　                    ４,５８０円
パラリンピック選手による出前授業     ４,５８０円
千葉市・人生１００年ダンス普及事業  ３,１６０円
千産千消野菜市　　　　　                           ０円
相続・終活講演相談会                           ４４０円
バスケット選手体力づくり技能講座     ２,２６０円
ノルディックウォーキング   　　　　            ０円
女性の為の心と体に優しいヨガ教室     ５,５２０円
快眠に繋がるボディメンテナンス　　  ５,５２０円
骨盤健康体操、機能改善健康体操　　  ５,５２０円
ルーシーダットン　　　　　　　　　  ５,５２０円
わくわくカラダ遊び                          ２,７６０円
バトミントン教室　                       ５４,９６０円
歌声広場・歌声教室　                    １０,８００円
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1,528

使用料 千産千消野菜市　行政財産使用料　１２,０００円

人件費
５９時間×@１,１００円
（交通費・法定福利費含む）
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(B) 支出合計 合　計

項
　
　
　
　
目

事務費・管理費

積　　算　　内　　訳 金額（千円）
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２　子育てのしやすいまちづくり事業(１３事業）

１３事業での年間延参加人数　　１，８４０人

*各事業ごとの１回あたりの人数、参加料は、

様式１９－１号（P４９）に記載のとおりです。

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第２６号と同様に記述してください。

※２　使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。　

※３　事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※４　利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

子ども給食事業　　　　　　　　　　２４,０００円
おゆみ野ホタル飼育場との共催事業　　　４４０円
加曽利貝塚ボランティアの縄文人体験　　２２０円
虐待防止講演会、相談会　　　　　　　１,６００円
マスク、防ぎょシールド作成教室　　　３,２００円
まが玉づくり教室　　　　　　　　　　２,３４０円
親子料理教室　　　　　　　　　　　　２,０００円
夏休み冬休み小学生料理教室　　　　　１,０００円
味噌づくり教室 バレンタイン料理教室  １,０００円
星空観察会　　　　　　　　　　　　　　２２０円
親子バトミントン教室　　　　　　　５４,９６０円
子どもバウンドテニス教室　　　　　２７,１２０円
小中学生の絵画展・書道展  　　　　　　　　 ０円
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収支　(A)-(B) -27

提案書様式第２７号（収支予算書） 施設名　： 千葉市緑区鎌取コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和３年度）

【自主事業名】

積　　算　　内　　訳 金額（千円）

(B) 支出合計 合　計 902

金額（千円）

(A) 収入合計 合　計 875

項
　
　
　
　
　
目

項
　
目

内　　　　　　　　　訳 金額（千円）

事業費
講師料　　　　　　　　　　　 　４９３,５００円
保険料　　　　　　　　　　　　 　２１,０００円

514

１３事業での年間実施回数　１１９回

項
　
　
　
　
目

人件費
５９時間×@１,１００円
（交通費・法定福利費含む）
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事務費・管理費

材料費　　　　　　　　　　　１９３,０００円
印刷製本費　　　　　　　　　　１３,０００円
　　　　チラシ
　　　　ポスター
　　　　看板
　　　　プログラム作製
　　　　調整費

206

積　　算　　内　　訳

委託費 0

使用料 0

利用料金

参加費 875
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３　暮らしやすく、住み続けたいまちづくり事業（１４事業）

*各事業ごとの１回あたりの人数、参加料は、

様式１９－１号（P５０）に記載のとおりです。

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第２６号と同様に記述してください。

※２　使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。　

※３　事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※４　利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

３　自主事業の収支内訳書（令和３年度）

【自主事業名】

内　　　　　　　　　訳 金額（千円） 積　　算　　内　　訳

(A) 収入合計 合　計 230

項
　
　
　
　
　
目

項
　
目

積　　算　　内　　訳 金額（千円）

(B) 支出合計

委託費

使用料

利用料金

保健師の感染症対策講座　　　　　　　３,２００円
ＵＲおゆみ野開発事業の上映講演会　　１,６００円
専門家の防災講演会　　　　　　　　　１,６００円
緑消防署の救命講習会　　　　　　　　３,２００円
千葉南警察署の防犯講習会　　　　　　３,２００円
合気道・護身術教室　　　　　　　　１０,８００円
千葉伝統郷土料理教室（太巻き寿司）　１,０００円
土気からし菜漬け伝統文化実演教室　　　５００円
土気城・大椎城の歴史講和　　　　　　１,６００円
大正琴ふれあいコンサート　　　　　　　４６０円
ひな人形、鯉のぼり等の寄贈収集展示　　　　０円
インターネット動画投稿講座　　　　　　４４０円
災害時の親子宿泊、炊き出し訓練　　　３,６００円
災害時の車中泊訓練　　　　　　　　　　４４０円

１４事業での年間実施回数　４３回

１４事業での年間延参加人数　　８０４人

20

事務費・管理費

材料費　　　　　　　　　　　　５１,０００円
印刷製本費　　　　　　　　　　１４,０００円
　　　　チラシ
　　　　ポスター
　　　　看板
　　　　プログラム作製
　　　　調整費

65

提案書様式第２７号（収支予算書） 施設名　： 千葉市緑区鎌取コミュニティセンター

合　計

事業費
講師料　　　　　　　　　　　　 １６４,０００円
保険料　　　　　　　　　　　　　 １６,０００円

180

収支　(A)-(B) -67

金額（千円）

0

0

32

参加費 230

297

項
　
　
　
　
目

人件費
１８時間×@１,１００円
（交通費・法定福利費含む）
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4 サービス事業

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第２６号と同様に記述してください。

※２　使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。　

※３　事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※４　利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

利用料金 0

事務費・管理費

無料貸出サービス品購入費等　　２０,０００円
　　　　　　　　血圧計
　　　　　　　　雨傘
　　　　　　　　車椅子等

有料貸出品購入費等　　　　　　６０,０００円
　　　　　　　　ラケット
　　　　　　　　コピー用紙
　　　　　　　　インク代等

障がい者民間駐車場他負担金　　２０,０００円

100

収支　(A)-(B) 0

項
　
　
　
　
　
目

委託費 0

積　　算　　内　　訳 金額（千円）

(A) 収入合計

使用料

ラケット ５０円×５００個＝２５,０００円

白黒コピー １０円×３,０００枚＝３０,０００円

カラーコピー ５０円×５００枚＝２５,０００円

A１の印刷 ２,０００円×１０枚＝２０,０００円

0

事業費 0

施設名　： 千葉市緑区鎌取コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和３年度）

【自主事業名】

 金額（千円） 積　　算　　内　　訳 金額（千円）

提案書様式第２７号（収支予算書）

合　計 100

(B) 支出合計 合　計 100

項
　
　
　
　
目

人件費 0

項
　
目

利用料 100
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１　世代を超え、人々が交流し、助け合うまちづくり事業（１６事業）

１６事業での年間延参加人数　　４，００８人

*各事業ごとの１回あたりの人数、参加料は、

様式１９－１号（P４９）に記載のとおりです。

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第２６号と同様に記述してください。

※２　使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。　

※３　事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※４　利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

利用料金

シニア食堂で生活の質（QOL）向上　 ６,０００円
高校料理部の創作活動と食事会           ５,０００円
障がい者スポーツ教室　                    ４,５８０円
パラリンピック選手による出前授業     ４,５８０円
千葉市・人生１００年ダンス普及事業  ３,１６０円
千産千消野菜市　　　　　                           ０円
相続・終活講演相談会                           ４４０円
バスケット選手体力づくり技能講座     ２,２６０円
ノルディックウォーキング   　　　　            ０円
女性の為の心と体に優しいヨガ教室     ５,５２０円
快眠に繋がるボディメンテナンス　　  ５,５２０円
骨盤健康体操、機能改善健康体操　　  ５,５２０円
ルーシーダットン　　　　　　　　　  ５,５２０円
わくわくカラダ遊び                          ２,７６０円
バトミントン教室　                       ５４,９６０円
歌声広場・歌声教室　                    １０,８００円

117

1,066

項
　
　
　
　
目

人件費
５７時間×@１,１２２円
（交通費・法定福利費含む）
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事務費・管理費

材料費　　　　　　　　　　　　９５,０００円
印刷製本費　　　　　　　　　　１６,０００円
　　　　チラシ
　　　　ポスター
　　　　看板
　　　　プログラム作製
　　　　調整費

111

収支　(A)-(B) 158

項
　
　
　
　
　
目

項
　
目

事業費
講師料　　　　　　　　　　　１,０３９,０００円
保険料　 　　　　　　　　　　　　２７,０００円

委託費 0

使用料 千産千消野菜市　行政財産使用料　１２,０００円 12

施設名　： 千葉市緑区鎌取コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和４年度）

【自主事業名】

内　　　　　　　　　訳 金額（千円） 積　　算　　内　　訳 金額（千円）

(A) 収入合計 合　計 1,528

提案書様式第２７号（収支予算書）

１６事業での年間実施回数　２０６回

参加費 1,528

積　　算　　内　　訳 金額（千円）

(B) 支出合計 合　計 1,370
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２　子育てのしやすいまちづくり事業(１３事業）

１３事業での年間延参加人数　　１，８４０人

*各事業ごとの１回あたりの人数、参加料は、

様式１９－１号（P４９）に記載のとおりです。

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第２６号と同様に記述してください。

※２　使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。　

※３　事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※４　利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

0

利用料金

子ども給食事業　　　　　　　　　　２４,０００円
おゆみ野ホタル飼育場との共催事業　　　４４０円
加曽利貝塚ボランティアの縄文人体験　　２２０円
虐待防止講演会、相談会　　　　　　　１,６００円
マスク、防ぎょシールド作成教室　　　３,２００円
まが玉づくり教室　　　　　　　　　　２,３４０円
親子料理教室　　　　　　　　　　　　２,０００円
夏休み冬休み小学生料理教室　　　　　１,０００円
味噌づくり教室 バレンタイン料理教室  １,０００円
星空観察会　　　　　　　　　　　　　　２２０円
親子バトミントン教室　　　　　　　５４,９６０円
子どもバウンドテニス教室　　　　　２７,１２０円
小中学生の絵画展・書道展  　　　　　　　　 ０円

118

事業費
講師料　　　　　　　　　　　　 ４９３,５００円
保険料　　　　　　　　　　　　　 ２１,０００円

委託費 0

使用料

514

項
　
　
　
　
目

人件費
５７時間×@１,１２２円
（交通費・法定福利費含む）

64

事務費・管理費

材料費　　　　　　　　　　　１９３,０００円
印刷製本費　　　　　　　　　　１３,０００円
　　　　チラシ
　　　　ポスター
　　　　看板
　　　　プログラム作製
　　　　調整費

206

収支　(A)-(B) -27

項
　
　
　
　
　
目

項
　
目

積　　算　　内　　訳 金額（千円）

(B) 支出合計 合　計 902

施設名　： 千葉市緑区鎌取コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和４年度）

【自主事業名】

内　　　　　　　　　訳 金額（千円） 積　　算　　内　　訳 金額（千円）

(A) 収入合計

１３事業での年間実施回数　１１９回

合　計 875

提案書様式第２７号（収支予算書）

参加費 875
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３　暮らしやすく、住み続けたいまちづくり事業（１４事業）

*各事業ごとの１回あたりの人数、参加料は、

様式１９－１号（P５０）に記載のとおりです。

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第２６号と同様に記述してください。

※２　使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。　

※３　事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※４　利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

0

利用料金

保健師の感染症対策講座　　　　　　　３,２００円
ＵＲおゆみ野開発事業の上映講演会　　１,６００円
専門家の防災講演会　　　　　　　　　１,６００円
緑消防署の救命講習会　　　　　　　　３,２００円
千葉南警察署の防犯講習会　　　　　　３,２００円
合気道・護身術教室　　　　　　　　１０,８００円
千葉伝統郷土料理教室（太巻き寿司）　１,０００円
土気からし菜漬け伝統文化実演教室　　　５００円
土気城・大椎城の歴史講和　　　　　　１,６００円
大正琴ふれあいコンサート　　　　　　　４６０円
ひな人形、鯉のぼり等の寄贈収集展示　　　　０円
インターネット動画投稿講座　　　　　　４４０円
災害時の親子宿泊、炊き出し訓練　　　３,６００円
災害時の車中泊訓練　　　　　　　　　　４４０円

32

180

0

使用料

収支　(A)-(B) -67

事業費
講師料　　　　　　　　　　　　 １６４,０００円
保険料　　　　　　　　　　　　　 １６,０００円

委託費

施設名　： 千葉市緑区鎌取コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和４年度）

【自主事業名】

内　　　　　　　　　訳 金額（千円） 積　　算　　内　　訳 金額（千円）

提案書様式第２７号（収支予算書）

１４事業での年間実施回数　４３回

１４事業での年間延参加人数　　８０４人

(A) 収入合計 合　計 230

項
　
　
　
　
　
目

項
　
目

積　　算　　内　　訳 金額（千円）

(B) 支出合計 合　計

項
　
　
　
　
目

人件費
１８時間×@１,１２２円
（交通費・法定福利費含む）

20

事務費・管理費

材料費　　　　　　　　　　　　５１,０００円
印刷製本費　　　　　　　　　　１４,０００円
　　　　チラシ
　　　　ポスター
　　　　看板
　　　　プログラム作製
　　　　調整費

65

参加費 230

297
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4 サービス事業

ラケット ５０円×５００個＝２５,０００円

白黒コピー １０円×３,０００枚＝３０,０００円

カラーコピー ５０円×５００枚＝２５,０００円

A１の印刷 ２,０００円×１０枚＝２０,０００円

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第２６号と同様に記述してください。

※２　使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。　

※３　事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※４　利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

施設名　： 千葉市緑区鎌取コミュニティセンター

使用料

0

積　　算　　内　　訳 金額（千円）

0

利用料金 0

合　計 100

項
　
　
　
　
　
目

委託費

項
　
目

積　　算　　内　　訳 金額（千円）

(B) 支出合計 合　計 100

0

項
　
　
　
　
目

人件費 0

事業費

事務費・管理費

無料貸出サービス品購入費等　　２０,０００円
　　　　　　　　血圧計
　　　　　　　　雨傘
　　　　　　　　車椅子等

有料貸出品購入費等　　　　　　６０,０００円
　　　　　　　　ラケット
　　　　　　　　コピー用紙
　　　　　　　　インク代等

障がい者民間駐車場他負担金　　２０,０００円

100

収支　(A)-(B) 0

(A) 収入合計

提案書様式第２７号（収支予算書）

３　自主事業の収支内訳書（令和４年度）

利用料 100

【自主事業名】

 金額（千円）
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１　世代を超え、人々が交流し、助け合うまちづくり事業（１６事業）

１６事業での年間延参加人数　　４，００８人

*各事業ごとの１回あたりの人数、参加料は、

様式１９－１号（P４９）に記載のとおりです。

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第２６号と同様に記述してください。

※２　使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。　

※３　事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※４　利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

使用料 千産千消野菜市　行政財産使用料　１２,０００円 12

利用料金

シニア食堂で生活の質（QOL）向上　 ６,０００円
高校料理部の創作活動と食事会           ５,０００円
障がい者スポーツ教室　                    ４,５８０円
パラリンピック選手による出前授業     ４,５８０円
千葉市・人生１００年ダンス普及事業  ３,１６０円
千産千消野菜市　　　　　                           ０円
相続・終活講演相談会                           ４４０円
バスケット選手体力づくり技能講座     ２,２６０円
ノルディックウォーキング   　　　　            ０円
女性の為の心と体に優しいヨガ教室     ５,５２０円
快眠に繋がるボディメンテナンス　　  ５,５２０円
骨盤健康体操、機能改善健康体操　　  ５,５２０円
ルーシーダットン　　　　　　　　　  ５,５２０円
わくわくカラダ遊び                          ２,７６０円
バトミントン教室　                       ５４,９６０円
歌声広場・歌声教室　                    １０,８００円

117

1,066

158

0委託費

施設名　： 千葉市緑区鎌取コミュニティセンター

(A) 収入合計 合　計 1,528

項
　
　
　
　
　
目

項
　
目

積　　算　　内　　訳 金額（千円）

(B) 支出合計 合　計 1,370

項
　
　
　
　
目

人件費
５６時間×@１,１４４円
（交通費・法定福利費含む）

64

事務費・管理費

材料費　　　　　　　　　　　　９５,０００円
印刷製本費　　　　　　　　　　１６,０００円
　　　　チラシ
　　　　ポスター
　　　　看板
　　　　プログラム作製
　　　　調整費

111

収支　(A)-(B)

事業費
講師料　　　　　　　　　　　１,０３９,０００円
保険料　 　　　　　　　　　　　　２７,０００円

１６事業での年間実施回数　２０６回

参加費 1,528

内　　　　　　　　　訳 金額（千円） 積　　算　　内　　訳 金額（千円）

提案書様式第２７号（収支予算書）

３　自主事業の収支内訳書（令和５年度）

【自主事業名】
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２　子育てのしやすいまちづくり事業(１３事業）

１３事業での年間延参加人数　　１，８４０人

*各事業ごとの１回あたりの人数、参加料は、

様式１９－１号（P４９）に記載のとおりです。

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第２６号と同様に記述してください。

※２　使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。　

※３　事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※４　利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

118

0

施設名　： 千葉市緑区鎌取コミュニティセンター

委託費 0

事業費
講師料　　　　　　　　　　　　 ４９３,５００円
保険料　　　　　　　　　　　　　 ２１,０００円

使用料

利用料金

子ども給食事業　　　　　　　　　　２４,０００円
おゆみ野ホタル飼育場との共催事業　　　４４０円
加曽利貝塚ボランティアの縄文人体験　　２２０円
虐待防止講演会、相談会　　　　　　　１,６００円
マスク、防ぎょシールド作成教室　　　３,２００円
まが玉づくり教室　　　　　　　　　　２,３４０円
親子料理教室　　　　　　　　　　　　２,０００円
夏休み冬休み小学生料理教室　　　　　１,０００円
味噌づくり教室 バレンタイン料理教室  １,０００円
星空観察会　　　　　　　　　　　　　　２２０円
親子バトミントン教室　　　　　　　５４,９６０円
子どもバウンドテニス教室　　　　　２７,１２０円
小中学生の絵画展・書道展  　　　　　　　　 ０円

３　自主事業の収支内訳書（令和５年度）

【自主事業名】

内　　　　　　　　　訳 金額（千円） 積　　算　　内　　訳 金額（千円）

514

項
　
　
　
　
目

人件費
５６時間×@１,１４４円
（交通費・法定福利費含む）

64

事務費・管理費

材料費　　　　　　　　　　　１９３,０００円
印刷製本費　　　　　　　　　　１３,０００円
　　　　チラシ
　　　　ポスター
　　　　看板
　　　　プログラム作製
　　　　調整費

206

収支　(A)-(B) -27

(A) 収入合計 合　計 875

項
　
　
　
　
　
目

項
　
目

提案書様式第２７号（収支予算書）

(B) 支出合計 合　計 902

参加費 875

１３事業での年間実施回数　１１９回

積　　算　　内　　訳 金額（千円）
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３　暮らしやすく、住み続けたいまちづくり事業（１４事業）

*各事業ごとの１回あたりの人数、参加料は、

様式１９－１号（P５０）に記載のとおりです。

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第２６号と同様に記述してください。

※２　使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。　

※３　事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※４　利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

委託費 0

使用料 0

施設名　：

人件費
１８時間×@１,１４４円
（交通費・法定福利費含む）

20

事務費・管理費

材料費　　　　　　　　　　　　５１,０００円
印刷製本費　　　　　　　　　　１４,０００円
　　　　チラシ
　　　　ポスター
　　　　看板
　　　　プログラム作製
　　　　調整費

65

収支　(A)-(B) -67

事業費
講師料　　　　　　　　　　　　 １６４,０００円
保険料　　　　　　　　　　　　　 １６,０００円

利用料金

保健師の感染症対策講座　　　　　　　３,２００円
ＵＲおゆみ野開発事業の上映講演会　　１,６００円
専門家の防災講演会　　　　　　　　　１,６００円
緑消防署の救命講習会　　　　　　　　３,２００円
千葉南警察署の防犯講習会　　　　　　３,２００円
合気道・護身術教室　　　　　　　　１０,８００円
千葉伝統郷土料理教室（太巻き寿司）　１,０００円
土気からし菜漬け伝統文化実演教室　　　５００円
土気城・大椎城の歴史講和　　　　　　１,６００円
大正琴ふれあいコンサート　　　　　　　４６０円
ひな人形、鯉のぼり等の寄贈収集展示　　　　０円
インターネット動画投稿講座　　　　　　４４０円
災害時の親子宿泊、炊き出し訓練　　　３,６００円
災害時の車中泊訓練　　　　　　　　　　４４０円

32

180

(A) 収入合計 合　計 230

項
　
　
　
　
　
目

項
　
目

積　　算　　内　　訳 金額（千円）

(B) 支出合計 合　計 297

１４事業での年間実施回数　４３回

１４事業での年間延参加人数　　８０４人

３　自主事業の収支内訳書（令和５年度）

【自主事業名】

提案書様式第２７号（収支予算書）

内　　　　　　　　　訳 金額（千円） 積　　算　　内　　訳

千葉市緑区鎌取コミュニティセンター

金額（千円）

項
　
　
　
　
目

参加費 230
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4 サービス事業

ラケット ５０円×５００個＝２５,０００円

白黒コピー １０円×３,０００枚＝３０,０００円

カラーコピー ５０円×５００枚＝２５,０００円

A１の印刷 ２,０００円×１０枚＝２０,０００円

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第２６号と同様に記述してください。

※２　使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。　

※３　事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※４　利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

0

施設名　： 千葉市緑区鎌取コミュニティセンター

(A) 収入合計 合　計 100

項
　
　
　
　
　
目

委託費

項
　
目

利用料

100

積　　算　　内　　訳 金額（千円）

(B) 支出合計 合　計 100

使用料 0

項
　
　
　
　
目

人件費 0

事業費 0

利用料金 0

事務費・管理費

無料貸出サービス品購入費等　　２０,０００円
　　　　　　　　血圧計
　　　　　　　　雨傘
　　　　　　　　車椅子等

有料貸出品購入費等　　　　　　６０,０００円
　　　　　　　　ラケット
　　　　　　　　コピー用紙
　　　　　　　　インク代等

障がい者民間駐車場他負担金　　２０,０００円

100

収支　(A)-(B) 0

３　自主事業の収支内訳書（令和５年度）

【自主事業名】

 金額（千円） 積　　算　　内　　訳 金額（千円）

提案書様式第２７号（収支予算書）
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１　世代を超え、人々が交流し、助け合うまちづくり事業（１６事業）

１６事業での年間延参加人数　　４，００８人

*各事業ごとの１回あたりの人数、参加料は、

様式１９－１号（P４９）に記載のとおりです。

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第２６号と同様に記述してください。

※２　使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。　

※３　事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※４　利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

施設名　： 千葉市緑区鎌取コミュニティセンター

利用料金

シニア食堂で生活の質（QOL）向上　 ６,０００円
高校料理部の創作活動と食事会           ５,０００円
障がい者スポーツ教室　                    ４,５８０円
パラリンピック選手による出前授業     ４,５８０円
千葉市・人生１００年ダンス普及事業  ３,１６０円
千産千消野菜市　　　　　                           ０円
相続・終活講演相談会                           ４４０円
バスケット選手体力づくり技能講座     ２,２６０円
ノルディックウォーキング   　　　　            ０円
女性の為の心と体に優しいヨガ教室     ５,５２０円
快眠に繋がるボディメンテナンス　　  ５,５２０円
骨盤健康体操、機能改善健康体操　　  ５,５２０円
ルーシーダットン　　　　　　　　　  ５,５２０円
わくわくカラダ遊び                          ２,７６０円
バトミントン教室　                       ５４,９６０円
歌声広場・歌声教室　                    １０,８００円

委託費 0

使用料 千産千消野菜市　行政財産使用料　１２,０００円 12

(A) 収入合計 合　計 1,528

項
　
　
　
　
　
目

項
　
目

積　　算　　内　　訳 金額（千円）

(B) 支出合計 合　計 1,370

１６事業での年間実施回数　２０６回

1,066

項
　
　
　
　
目

人件費
５５時間×@１,１６７円
（交通費・法定福利費含む）

64

事務費・管理費

材料費　　　　　　　　　　　　９５,０００円
印刷製本費　　　　　　　　　　１６,０００円
　　　　チラシ
　　　　ポスター
　　　　看板
　　　　プログラム作製
　　　　調整費

111

収支　(A)-(B) 158

事業費
講師料　　　　　　　　　　　１,０３９,０００円
保険料　 　　　　　　　　　　　　２７,０００円

117

３　自主事業の収支内訳書（令和６年度）

【自主事業名】

内　　　　　　　　　訳 金額（千円） 積　　算　　内　　訳 金額（千円）

参加費 1,528

提案書様式第２７号（収支予算書）
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２　子育てのしやすいまちづくり事業(１３事業）

１３事業での年間延参加人数　　１，８４０人

*各事業ごとの１回あたりの人数、参加料は、

様式１９－１号（P４９）に記載のとおりです。

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第２６号と同様に記述してください。

※２　使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。　

※３　事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※４　利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

514

施設名　：

0

利用料金

子ども給食事業　　　　　　　　　　２４,０００円
おゆみ野ホタル飼育場との共催事業　　　４４０円
加曽利貝塚ボランティアの縄文人体験　　２２０円
虐待防止講演会、相談会　　　　　　　１,６００円
マスク、防ぎょシールド作成教室　　　３,２００円
まが玉づくり教室　　　　　　　　　　２,３４０円
親子料理教室　　　　　　　　　　　　２,０００円
夏休み冬休み小学生料理教室　　　　　１,０００円
味噌づくり教室 バレンタイン料理教室  １,０００円
星空観察会　　　　　　　　　　　　　　２２０円
親子バトミントン教室　　　　　　　５４,９６０円
子どもバウンドテニス教室　　　　　２７,１２０円
小中学生の絵画展・書道展  　　　　　　　　 ０円
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積　　算　　内　　訳 金額（千円）

項
　
　
　
　
目

人件費
５５時間×@１,１６７円
（交通費・法定福利費含む）

64

事務費・管理費

材料費　　　　　　　　　　　１９３,０００円
印刷製本費　　　　　　　　　　１３,０００円
　　　　チラシ
　　　　ポスター
　　　　看板
　　　　プログラム作製
　　　　調整費

206

収支　(A)-(B) -27

項
　
　
　
　
　
目

項
　
目

積　　算　　内　　訳 金額（千円）

(B) 支出合計 合　計 902

事業費
講師料　　　　　　　　　　　　 ４９３,５００円
保険料　　　　　　　　　　　　　 ２１,０００円

委託費 0

使用料

(A) 収入合計 合　計 875

１３事業での年間実施回数　１１９回

千葉市緑区鎌取コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和６年度）

【自主事業名】

内　　　　　　　　　訳 金額（千円）

参加費 875

提案書様式第２７号（収支予算書）
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３　暮らしやすく、住み続けたいまちづくり事業（１４事業）

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第２６号と同様に記述してください。

※２　使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。　

※３　事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※４　利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

利用料金

保健師の感染症対策講座　　　　　　　３,２００円
ＵＲおゆみ野開発事業の上映講演会　　１,６００円
専門家の防災講演会　　　　　　　　　１,６００円
緑消防署の救命講習会　　　　　　　　３,２００円
千葉南警察署の防犯講習会　　　　　　３,２００円
合気道・護身術教室　　　　　　　　１０,８００円
千葉伝統郷土料理教室（太巻き寿司）　１,０００円
土気からし菜漬け伝統文化実演教室　　　５００円
土気城・大椎城の歴史講和　　　　　　１,６００円
大正琴ふれあいコンサート　　　　　　　４６０円
ひな人形、鯉のぼり等の寄贈収集展示　　　　０円
インターネット動画投稿講座　　　　　　４４０円
災害時の親子宿泊、炊き出し訓練　　　３,６００円
災害時の車中泊訓練　　　　　　　　　　４４０円

委託費

32

180

使用料 0

施設名　： 千葉市緑区鎌取コミュニティセンター

収支　(A)-(B) -67

項
　
　
　
　
　
目

項
　
目

積　　算　　内　　訳 金額（千円）

(B) 支出合計 合　計 297

事業費
講師料　　　　　　　　　　　　 １６４,０００円
保険料　　　　　　　　　　　　　 １６,０００円

１４事業での年間実施回数　４３回

１４事業での年間延参加人数　　８０４人

*各事業ごとの１回あたりの人数、参加料は、

様式１９－１号（P５０）に記載のとおりです。

0

(A) 収入合計 合　計 230

項
　
　
　
　
目

人件費
１７時間×@１,１６７円
（交通費・法定福利費含む）

20

事務費・管理費

材料費　　　　　　　　　　　　５１,０００円
印刷製本費　　　　　　　　　　１４,０００円
　　　　チラシ
　　　　ポスター
　　　　看板
　　　　プログラム作製
　　　　調整費

65

３　自主事業の収支内訳書（令和６年度）

【自主事業名】

内　　　　　　　　　訳 金額（千円） 積　　算　　内　　訳 金額（千円）

参加費 230

提案書様式第２７号（収支予算書）
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4 サービス事業

ラケット ５０円×５００個＝２５,０００円

白黒コピー １０円×３,０００枚＝３０,０００円

カラーコピー ５０円×５００枚＝２５,０００円

A１の印刷 ２,０００円×１０枚＝２０,０００円

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第２６号と同様に記述してください。

※２　使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。　

※３　事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※４　利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

使用料

委託費 0

0

項
　
　
　
　
目

人件費 0

事業費 0

利用料金 0

事務費・管理費

無料貸出サービス品購入費等　　２０,０００円
　　　　　　　　血圧計
　　　　　　　　雨傘
　　　　　　　　車椅子等

有料貸出品購入費等　　　　　　６０,０００円
　　　　　　　　ラケット
　　　　　　　　コピー用紙
　　　　　　　　インク代等

障がい者民間駐車場他負担金　　２０,０００円

100

収支　(A)-(B) 0

項
　
　
　
　
　
目

項
　
目

積　　算　　内　　訳 金額（千円）

施設名　： 千葉市緑区鎌取コミュニティセンター

３　自主事業の収支内訳書（令和６年度）

【自主事業名】

 金額（千円） 積　　算　　内　　訳 金額（千円）

(A) 収入合計 合　計 100

(B) 支出合計 合　計 100

利用料 100

提案書様式第２７号（収支予算書）
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１　世代を超え、人々が交流し、助け合うまちづくり事業（１６事業）

１６事業での年間延参加人数　　４，００８人

*各事業ごとの１回あたりの人数、参加料は、

様式１９－１号（P４９）に記載のとおりです。

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第２６号と同様に記述してください。

※２　使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。　

※３　事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※４　利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

施設名　： 千葉市緑区鎌取コミュニティセンター

使用料

金額（千円）

1,066

委託費 0

12千産千消野菜市　行政財産使用料　１２,０００円

利用料金

シニア食堂で生活の質（QOL）向上　 ６,０００円
高校料理部の創作活動と食事会           ５,０００円
障がい者スポーツ教室　                    ４,５８０円
パラリンピック選手による出前授業     ４,５８０円
千葉市・人生１００年ダンス普及事業  ３,１６０円
千産千消野菜市　　　　　                           ０円
相続・終活講演相談会                           ４４０円
バスケット選手体力づくり技能講座     ２,２６０円
ノルディックウォーキング   　　　　            ０円
女性の為の心と体に優しいヨガ教室     ５,５２０円
快眠に繋がるボディメンテナンス　　  ５,５２０円
骨盤健康体操、機能改善健康体操　　  ５,５２０円
ルーシーダットン　　　　　　　　　  ５,５２０円
わくわくカラダ遊び                          ２,７６０円
バトミントン教室　                       ５４,９６０円
歌声広場・歌声教室　                    １０,８００円

117

158

(A) 収入合計 合　計 1,528

項
　
　
　
　
　
目

項
　
目

積　　算　　内　　訳 金額（千円）

(B) 支出合計 合　計 1,370

参加費 1,528

１６事業での年間実施回数　２０６回

項
　
　
　
　
目

人件費
５４時間×@１,１９１円
（交通費・法定福利費含む）

64

事務費・管理費

材料費　　　　　　　　　　　　９５,０００円
印刷製本費　　　　　　　　　　１６,０００円
　　　　チラシ
　　　　ポスター
　　　　看板
　　　　プログラム作製
　　　　調整費

111

収支　(A)-(B)

事業費
講師料　　　　　　　　　　　１,０３９,０００円
保険料　 　　　　　　　　　　　　２７,０００円

３　自主事業の収支内訳書（令和７年度）

【自主事業名】

内　　　　　　　　　訳 金額（千円） 積　　算　　内　　訳

提案書様式第２７号（収支予算書）
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２　子育てのしやすいまちづくり事業(１３事業）

１３事業での年間延参加人数　　１，８４０人

*各事業ごとの１回あたりの人数、参加料は、

様式１９－１号（P４９）に記載のとおりです。

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第２６号と同様に記述してください。

※２　使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。　

※３　事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※４　利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

施設名　： 千葉市緑区鎌取コミュニティセンター

0

使用料 0

利用料金

子ども給食事業　　　　　　　　　　２４,０００円
おゆみ野ホタル飼育場との共催事業　　　４４０円
加曽利貝塚ボランティアの縄文人体験　　２２０円
虐待防止講演会、相談会　　　　　　　１,６００円
マスク、防ぎょシールド作成教室　　　３,２００円
まが玉づくり教室　　　　　　　　　　２,３４０円
親子料理教室　　　　　　　　　　　　２,０００円
夏休み冬休み小学生料理教室　　　　　１,０００円
味噌づくり教室 バレンタイン料理教室  １,０００円
星空観察会　　　　　　　　　　　　　　２２０円
親子バトミントン教室　　　　　　　５４,９６０円
子どもバウンドテニス教室　　　　　２７,１２０円
小中学生の絵画展・書道展  　　　　　　　　 ０円

118

３　自主事業の収支内訳書（令和７年度）

【自主事業名】

内　　　　　　　　　訳 金額（千円）

委託費

積　　算　　内　　訳 金額（千円）

514

収支　(A)-(B) -27

提案書様式第２７号（収支予算書）

積　　算　　内　　訳 金額（千円）

(B) 支出合計 合　計 902

項
　
　
　
　
目

人件費
５４時間×@１,１９１円
（交通費・法定福利費含む）

64

事務費・管理費

材料費　　　　　　　　　　　１９３,０００円
印刷製本費　　　　　　　　　　１３,０００円
　　　　チラシ
　　　　ポスター
　　　　看板
　　　　プログラム作製
　　　　調整費

206

(A) 収入合計 合　計 875

項
　
　
　
　
　
目

１３事業での年間実施回数　１１９回

項
　
目

事業費
講師料　　　　　　　　　　　　 ４９３,５００円
保険料　　　　　　　　　　　　　 ２１,０００円

参加費 875
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３　暮らしやすく、住み続けたいまちづくり事業（１４事業）

*各事業ごとの１回あたりの人数、参加料は、

様式１９－１号（P５０）に記載のとおりです。

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第２６号と同様に記述してください。

※２　使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。　

※３　事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※４　利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

施設名　： 千葉市緑区鎌取コミュニティセンター

0

項
　
　
　
　
目

人件費
１７時間×@１,１９１円
（交通費・法定福利費含む）

20

事務費・管理費

材料費　　　　　　　　　　　　５１,０００円
印刷製本費　　　　　　　　　　１４,０００円
　　　　チラシ
　　　　ポスター
　　　　看板
　　　　プログラム作製
　　　　調整費

65

保健師の感染症対策講座　　　　　　　３,２００円
ＵＲおゆみ野開発事業の上映講演会　　１,６００円
専門家の防災講演会　　　　　　　　　１,６００円
緑消防署の救命講習会　　　　　　　　３,２００円
千葉南警察署の防犯講習会　　　　　　３,２００円
合気道・護身術教室　　　　　　　　１０,８００円
千葉伝統郷土料理教室（太巻き寿司）　１,０００円
土気からし菜漬け伝統文化実演教室　　　５００円
土気城・大椎城の歴史講和　　　　　　１,６００円
大正琴ふれあいコンサート　　　　　　　４６０円
ひな人形、鯉のぼり等の寄贈収集展示　　　　０円
インターネット動画投稿講座　　　　　　４４０円
災害時の親子宿泊、炊き出し訓練　　　３,６００円
災害時の車中泊訓練　　　　　　　　　　４４０円

(A) 収入合計

３　自主事業の収支内訳書（令和７年度）

【自主事業名】

内　　　　　　　　　訳

積　　算　　内　　訳 金額（千円）

(B) 支出合計 合　計 297

0

事業費
講師料　　　　　　　　　　　　 １６４,０００円
保険料　　　　　　　　　　　　　 １６,０００円

積　　算　　内　　訳 金額（千円）

180項
　
　
　
　
　
目

利用料金

委託費

使用料

収支　(A)-(B)

32

-67

金額（千円）

合　計 230

１４事業での年間実施回数　４３回

１４事業での年間延参加人数　　８０４人項
　
目

参加費 230

提案書様式第２７号（収支予算書）
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4 サービス事業

ラケット ５０円×５００個＝２５,０００円

白黒コピー １０円×３,０００枚＝３０,０００円

カラーコピー ５０円×５００枚＝２５,０００円

A１の印刷 ２,０００円×１０枚＝２０,０００円

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第２６号と同様に記述してください。

※２　使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。　

※３　事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※４　利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

(A) 収入合計 合　計 100

 金額（千円）

100

提案書様式第２７号（収支予算書）

３　自主事業の収支内訳書（令和７年度）

【自主事業名】

0

施設名　： 千葉市緑区鎌取コミュニティセンター

積　　算　　内　　訳 金額（千円）

0

利用料金 0

事務費・管理費

無料貸出サービス品購入費等　　２０,０００円
　　　　　　　　血圧計
　　　　　　　　雨傘
　　　　　　　　車椅子等

有料貸出品購入費等　　　　　　６０,０００円
　　　　　　　　ラケット
　　　　　　　　コピー用紙
　　　　　　　　インク代等

障がい者民間駐車場他負担金　　２０,０００円

100

収支　(A)-(B) 0

項
　
　
　
　
　
目

委託費 0

(B) 支出合計 合　計 100

使用料

項
　
　
　
　
目

人件費 0

事業費

積　　算　　内　　訳 金額（千円）

項
　
目

利用料
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