
                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        明明 明明 明明 明明         明松 明松 明松 明松 

 常士     徳明展啓展森明啓展展展      常啓抽携森啓展展展         常抽機啓展展展    徳携森啓松松松啓展展展     徳携抽啓徳愛愛啓機抽徳       抽啓携抽愛啓展携森

 常士     徳明展啓展森明啓展展展      常啓抽携森啓展展展         常抽機啓展展展    徳携森啓松松松啓展展展     徳携抽啓徳愛愛啓機抽徳       抽啓携抽愛啓展携森

 常士     徳明展啓展森明啓展展展      常啓抽携森啓展展展         常抽機啓展展展    徳携森啓松松松啓展展展     徳携抽啓徳愛愛啓機抽徳       抽啓携抽愛啓展携森

 常士      森機啓常機明啓展展展     森機啓常機明啓展展展               展

 徳士      徳展啓明機愛啓展展展     徳展啓明機徳啓森展展             徳展展

 愛士      抽明啓森明森啓展展展     抽明啓抽明松啓徳徳常         抽展展啓松松機

 抽士      森抽啓携徳展啓展展展     森抽啓携常機啓抽常展             携機展

 森士         愛愛松啓展展展        常森携啓愛愛明         常携常啓明明抽

 機士       常啓常常松啓展展展      常啓展常抽啓愛明明         常展徳啓明愛抽

常展士         松展展啓展展展        徳携抽啓徳常森         抽抽携啓松森徳

常常士       抽啓展松松啓展展展      愛啓明展徳啓抽携携         抽松抽啓携抽携

常徳士         愛抽松啓展展展        愛抽常啓展森徳           携啓機常森

常愛士       携啓明徳徳啓展展展      愛啓松徳展啓徳携携       常啓機展常啓松抽携

常抽士         抽機常啓展展展        抽抽展啓愛徳松          携展啓明松愛

常携士         常愛松啓展展展        常愛明啓携展展             携展展

常森士       常啓展松展啓展展展        松松抽啓携森携         徳機携啓抽常携

常機士       愛啓携明徳啓展展展      徳啓森抽機啓愛森松         松常徳啓明常愛

徳松士          抽展啓展展展         抽展啓展展展               展

議員報酬関係経費　    常機明啓明松機啓明徳愛

常      森機啓常機明啓展展展

     森機啓常機明啓展展展

愛      徳森啓明愛携啓明徳愛

     徳森啓明愛携啓明徳愛

抽      松森啓森抽森啓展展展

     松森啓携森森啓展展展

        徳明展啓展展展

議会事務局総務費　      愛啓携携明啓展機常

森         常愛携啓愛愛明

        常愛携啓愛愛明

機          常松啓携森展

         常松啓携森展

常常       常啓抽明松啓愛携森

        明愛松啓松機抽

         機森啓機森愛

         携松啓抽森展

        愛愛明啓松森松

        愛愛明啓愛常抽

常徳         愛抽常啓展森徳

        徳明抽啓愛愛徳

          携啓展展展

        常明常啓展携徳

         機森啓徳森展

         携常啓森展展

         愛明啓展展展

          明啓愛展展

          機啓携展展

         徳抽啓機携展

         徳抽啓機携展

常愛         徳愛携啓徳展展

 常士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        明森 明森 明森 明森         明機 明機 明機 明機 

        徳愛携啓徳展展

        徳愛携啓徳展展

常抽         抽展森啓抽携展

        抽展森啓抽携展

        抽展森啓抽携展

常携         常愛明啓携展展

        常愛明啓携展展

常森         松松抽啓携森携

        抽展明啓常抽展

        愛抽抽啓徳機携

         徳抽啓常携展

徳松          抽展啓展展展

         抽展啓展展展

議員活動費　　　　      愛啓携機明啓徳松携

機          明森啓携携展

         携展啓機携展

         携展啓機携展

         常松啓明展展

常展         徳携抽啓徳常森

        徳携抽啓徳常森

常常         抽徳抽啓常徳展

        抽徳抽啓常徳展

常機

      徳啓森抽機啓愛森松

        機機携啓明展展

        常携愛啓明展展

         明常啓展展展

        徳愛明啓展展展

        携徳携啓展展展

         徳展啓展展展

      常啓森携愛啓松森松

      常啓森携愛啓松森松

議員研修費　　　　      常啓展常展啓常常愛

 常士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        松展 松展 松展 松展         松常 松常 松常 松常 

森          携展啓展展展

         携展啓展展展

機         機徳森啓徳愛明

        森松愛啓機抽抽

        森松愛啓機抽抽

         携抽啓徳機徳

常抽          愛常啓森松松

         愛常啓森松松

         愛常啓森松松

会議録作成事業　　      愛啓機森松啓明徳展

常常         携展徳啓携明携

         常展啓愛抽明

        抽機徳啓徳常機

常愛       愛啓抽森携啓展携携

      愛啓抽森携啓展携携

      愛啓抽森携啓展携携

議会だより作成事業      常啓徳展森啓抽常徳

常常       常啓徳展森啓抽常徳

      常啓徳展森啓抽常徳

職員給与関係経費　     抽抽啓常機携啓森展森

徳      徳展啓明機徳啓森展展

     徳展啓明機徳啓森展展

愛      常松啓森愛常啓携機森

        明森抽啓展展展

        携展愛啓松森常

      常啓愛明松啓抽展展

      携啓愛展常啓常明抽

      徳啓明携明啓機愛愛

         機松啓徳展展

        常展森啓展展展

      携啓展森機啓展抽展

      常啓携機徳啓展森展

        抽愛徳啓展展展

抽       携啓明松常啓抽常展

      携啓明松常啓抽常展

        常抽機啓展展展

 徳士   徳啓展明森啓愛愛愛啓展展展     抽徳啓携愛機啓展展展     常森啓愛徳携啓展展展     常徳啓愛機携啓展展展  徳啓展携明啓携常抽啓展展展   常啓機明松啓抽徳愛啓松松常      森森啓森愛常啓明展徳

        徳携森啓明徳松

 常士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        松徳 松徳 松徳 松徳         松愛 松愛 松愛 松愛 

 常士   常啓徳徳展啓明展森啓展展展     愛松啓常森機啓展展展     常森啓愛徳携啓展展展      抽啓常松抽啓展展展  常啓徳展携啓機常森啓展展展   常啓常携徳啓愛展抽啓明携明      携愛啓愛携抽啓松常松

        徳携森啓明徳松

 常士     松展松啓携徳徳啓展展展     愛森啓展機抽啓展展展       常啓展常携啓展展展    明松展啓抽抽愛啓展展展     明携機啓抽松機啓携森抽      常展啓松展抽啓松森機

        徳携森啓明徳松

 常士       常啓徳徳森啓展展展        森常明啓抽展展         抽常常啓明展展

 徳士     徳常愛啓愛徳森啓展展展    徳常愛啓愛徳松啓展徳抽             機松明

 愛士     徳抽常啓抽松徳啓展展展    徳愛機啓徳常徳啓明機展       徳啓徳携機啓愛常展

 抽士     常携携啓徳森常啓展展展    常携徳啓明徳徳啓愛抽愛       徳啓明携森啓明携松

 携士          常展啓展展展              展          常展啓展展展

 松士       常啓徳明抽啓展展展      常啓徳愛徳啓展展展          愛徳啓展展展

 森士         松松展啓展展展        明抽展啓抽明携          携常啓明愛携

         松松啓機展展

 機士       常啓愛携展啓展展展        携機常啓松常徳         松携森啓徳森森

常展士       常啓愛展展啓展展展        明抽抽啓携展展         明携携啓携展展

常常士       機啓抽徳携啓展展展      森啓常機徳啓松抽抽       常啓展松松啓森松抽

        常携抽啓愛森徳

常徳士      常展啓松機徳啓展展展     常展啓携常機啓機森常         徳抽携啓明松抽

         徳明啓愛抽携

常愛士      常常啓徳携常啓展展展     常展啓携携徳啓抽展抽         明機森啓携機明

常抽士       森啓森携徳啓展展展      森啓常携抽啓常抽森         明機松啓森携徳

常携士         機抽携啓展展展        機抽携啓展展展               展

常機士      常徳啓松松抽啓展展展     常常啓松徳森啓携明森       常啓展抽携啓抽愛徳

徳徳士         愛森携啓展展展        徳森抽啓抽展携         常展展啓携機携

徳松士          常明啓展展展         常携啓徳展展             森展展

一般管理総務費（庁

用）　　　　　　　     徳愛啓常森抽啓森松愛

抽       明啓抽松機啓松展機

      抽啓機展森啓徳松明

        携携抽啓抽徳展

      常啓展常松啓展常愛

常常       抽啓携抽抽啓徳松徳

      愛啓森携明啓展松携

        明徳森啓展展携

         愛機啓常機徳

         徳常啓展展展

常徳       携啓携森展啓愛機明

      携啓携森展啓愛機明

      携啓携携携啓常機明

         徳携啓徳展展

常愛       常啓抽松抽啓徳展展

      常啓抽松抽啓徳展展

      常啓抽松抽啓徳展展

常抽       携啓常展愛啓徳機明

      愛啓機常徳啓機愛森

      徳啓携徳明啓機愛森

      常啓愛森明啓展展展

      常啓常機展啓愛携森

      常啓常森愛啓抽徳森

          明啓機愛展

常機

          愛啓展展展

          愛啓展展展

          愛啓展展展

一般管理総務費（総

務課分）　　　　　      機啓明愛松啓徳携携

常          森展啓携展展

         森展啓携展展

 徳士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        松抽 松抽 松抽 松抽         松携 松携 松携 松携 

         森展啓携展展

松       常啓徳愛徳啓展展展

      常啓徳愛徳啓展展展

森          常抽啓展展展

         常抽啓展展展

機          松常啓携森展

         愛抽啓森展展

            松展展

         愛抽啓常展展

         愛明啓松森展

常常          抽機啓展展展

         抽松啓明展展

          常啓抽展展

常徳       徳啓機明愛啓常抽展

         徳携啓徳展展

         徳携啓徳展展

      徳啓機愛松啓機抽展

      徳啓機愛松啓機抽展

常愛       抽啓常森展啓抽松展

      愛啓携徳森啓展展展

      常啓常愛抽啓展展展

        森森徳啓展展展

        愛松森啓展展展

      常啓常愛抽啓展展展

        明携徳啓抽松展

         愛明啓松携展

        愛機展啓明展展

        徳徳携啓常徳展

常抽         松愛松啓常明展

        松愛松啓常明展

         携徳啓携明展

        明抽徳啓明展展

         抽徳啓展展展

 徳士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        松明 松明 松明 松明         松松 松松 松松 松松 

常機

         徳携啓展展展

         徳携啓展展展

         徳携啓展展展

徳徳

        徳森抽啓抽展携

        徳森抽啓抽展携

        徳森抽啓抽展携

秘書事務費　　　　        携森展啓抽松明

機         常愛抽啓機展展

        常常明啓明展展

         常森啓愛展展

常常          抽愛啓明携明

         抽愛啓明携明

常徳         抽展常啓機徳展

        愛松森啓展展展

        愛松森啓展展展

         徳愛啓機徳展

         徳愛啓機徳展

職員研修経費　　　        携機展啓徳携明

機         徳徳常啓徳機森

          愛啓愛展展

        徳常松啓機機森

常常           徳啓愛機展

          徳啓愛機展

常機

        愛明明啓携明森

        愛明明啓携明森

        愛明明啓携明森

職員厚生費　　　　      愛啓愛松明啓抽松松

常         抽展森啓展展展

        抽展森啓展展展

        抽展森啓展展展

森           明啓展展展

          明啓展展展

常徳       常啓愛携常啓徳展展

        常携松啓携展展

 徳士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        松森 松森 松森 松森         松機 松機 松機 松機 

        常携松啓携展展

      常啓常機愛啓松展展

      常啓常機愛啓松展展

常愛       常啓明展常啓徳松松

      常啓愛愛展啓松機松

      常啓愛愛展啓松機松

        徳松展啓抽森展

        徳松展啓抽森展

常機

         常展啓展展展

         常展啓展展展

         常展啓展展展

特別職報酬等審議会

経費　　　　　　　        常愛明啓愛展展

常         常愛携啓携展展

        常愛携啓携展展

        常愛携啓携展展

機             森展展

            森展展

            森展展

情報公開制度等関係

経費　　　　　　　         抽機啓展機携

常          愛徳啓携展展

         愛徳啓携展展

         愛徳啓携展展

機           明啓森徳展

          携啓松徳展

          携啓松徳展

          常啓常展展

常常           機啓松松携

          機啓松松携

 徳士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        森展 森展 森展 森展         森常 森常 森常 森常 

特別職活動費　　　      抽啓愛愛抽啓抽携展

機         常抽抽啓明愛抽

         森森啓機抽展

         携携啓明機抽

常展         明抽抽啓携展展

        明抽抽啓携展展

常常         松携明啓常愛松

         常森啓展携展

        抽明愛啓常明抽

         松携啓徳明携

         愛携啓常松携

        常明抽啓抽森愛

常徳          抽徳啓常展松

         愛展啓携展松

         常常啓常展展

         常機啓抽展松

         常常啓明展展

          徳啓常展展

          機啓携展展

常抽       常啓常愛愛啓展松徳

      常啓常愛愛啓展松徳

      常啓常愛愛啓展松徳

常機

      常啓明常抽啓展展展

      常啓明常抽啓展展展

         愛展啓展展展

         携展啓展展展

         森機啓展展展

         抽展啓展展展

        愛機徳啓展展展

      常啓展展愛啓展展展

         常展啓展展展

各種表彰関係経費　        愛携展啓愛携携

森         徳携展啓抽常携

        徳携展啓抽常携

常常          機機啓機抽展

         機機啓機抽展

 徳士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        森徳 森徳 森徳 森徳         森愛 森愛 森愛 森愛 

賀詞交歓会関係経費        明展展啓常明抽

常常         携携携啓常明抽

         徳機啓明愛機

        携徳携啓携徳携

常徳          抽携啓展展展

         抽携啓展展展

         抽携啓展展展

政治倫理審査会経費         携抽啓明展展

常          携愛啓常展展

         携愛啓常展展

         携愛啓常展展

機           常啓携展展

            抽展展

            抽展展

          常啓常展展

文書管理経費　　　      徳啓愛携携啓携常愛

機           常啓常展展

          常啓常展展

常常         森展愛啓松松愛

        森展愛啓松松愛

常徳          松愛啓携明愛

         松愛啓携明愛

         松愛啓携明愛

常愛         徳機明啓抽携松

        常抽愛啓明抽展

        常抽愛啓明抽展

         機徳啓抽展展

         機徳啓抽展展

         明展啓抽常松

         明展啓抽常松

常抽       常啓常森展啓明徳展

      常啓常森展啓明徳展

      常啓常森展啓明徳展

公の施設指定管理者

選定委員会経費　　        常常明啓明展展

常         常展明啓森展展

        常展明啓森展展

 徳士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        森抽 森抽 森抽 森抽         森携 森携 森携 森携 

        常展明啓森展展

機           機啓展森展

          機啓展森展

          機啓展森展

常徳             松徳展

            松徳展

            松徳展

オリジナルグッズ作

成費　　　　　　　        常愛常啓展抽展

常常         常愛常啓展抽展

        常愛常啓展抽展

栄典事務費　　　　        常常森啓明森展

森         常展愛啓機携展

        常展愛啓機携展

常常          常抽啓徳森展

         常抽啓徳森展

常徳             抽携展

            抽携展

            抽携展

市制施行１０周年記

念事業　　　　　　      抽啓松常徳啓機常愛

森         徳明明啓常展展

        常展常啓徳携展

        常明抽啓森携展

常常         抽森携啓常携森

        徳携徳啓松徳機

         明徳啓展抽展

        常携明啓展展展

         常抽啓愛森機

常徳          常明啓明携携

         常明啓明携携

         常明啓明携携

常愛       愛啓展展展啓展展展

      愛啓展展展啓展展展

      愛啓展展展啓展展展

 徳士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        森明 森明 森明 森明         森松 森松 森松 森松 

常携         機抽携啓展展展

        機抽携啓展展展

部配置公用車の維持

管理経費　　　　　        松携森啓常森機

常常         明機森啓常携機

        携常展啓森愛機

        常森松啓愛徳展

常徳          抽抽啓森愛展

         常明啓抽携展

         常明啓抽携展

         徳森啓愛森展

         徳森啓愛森展

徳松          常携啓徳展展

         常携啓徳展展

再任用職員給与関係

経費　　　　　　　     徳常啓展徳愛啓明携森

徳      常携啓明愛携啓松明展

     常携啓明愛携啓松明展

愛       抽啓常機抽啓抽愛森

      徳啓展徳展啓徳徳展

        機展携啓松携抽

        常松抽啓展展展

      常啓展機抽啓抽明抽

抽       常啓常機愛啓抽明展

      常啓常機愛啓抽明展

特別職給与関係経費     徳機啓機森松啓明展常

徳      常松啓愛携徳啓展展展

     常松啓愛携徳啓展展展

愛       機啓常森展啓松機携

      抽啓機展携啓携携携

         徳抽啓展展展

      抽啓徳携常啓徳抽展

抽       愛啓抽携抽啓森展明

      愛啓抽携抽啓森展明

 徳士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        森森 森森 森森 森森         森機 森機 森機 森機 

職員給与関係経費　    携携松啓愛森常啓展森機

徳     常森展啓愛愛機啓徳明抽

    常森展啓愛愛機啓徳明抽

愛     徳徳携啓森愛松啓抽携松

      松啓徳森松啓展展展

     常常啓愛松森啓明森明

     常展啓展森松啓森展展

        抽明明啓徳展展

     抽携啓機抽明啓展森展

     徳愛啓展携徳啓展愛徳

      愛啓展携明啓展携展

      常啓機抽抽啓展展展

     明展啓抽携携啓機松展

     抽抽啓徳抽携啓松常愛

     常愛啓森愛機啓機徳明

      抽啓展松森啓展展展

抽     常抽常啓抽機抽啓愛明森

     抽機啓愛愛愛啓森愛展

     明機啓常機携啓展機携

        愛展松啓常携機

      徳啓愛愛展啓携機森

     徳展啓徳徳愛啓常常展

        常展抽啓携松明

常機

      機啓松常展啓展展展

      機啓松常展啓展展展

          機啓展展展

      機啓松展常啓展展展

        常森携啓展展展

 徳士      常機啓携展明啓展展展         常機森啓展展展     常機啓松展抽啓展展展      常森啓機展常啓機機携         森展徳啓展展携

 常士       徳啓愛森展啓展展展      徳啓愛森展啓展展展               展

交通安全対策総務費      常啓常携徳啓徳機機

機           森啓森展展

          森啓森展展

常常         抽森愛啓愛展機

 徳士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        機展 機展 機展 機展         機常 機常 機常 機常 

 機士          愛機啓展展展          森啓森展展          愛展啓徳展展

常常士       愛啓抽常森啓展展展      徳啓機明徳啓展徳愛         抽携携啓機松松

常徳士          機徳啓展展展         森森啓抽森抽           愛啓携常明

常愛士       森啓明愛明啓展展展      森啓愛森松啓愛機松         徳抽森啓明展愛

常携士       抽啓携展展啓展展展      抽啓抽愛明啓明機常          明愛啓愛展機

常機士         明愛常啓展展展        明愛常啓展展展               展

徳松士           森啓展展展          松啓明展展             抽展展

        愛明森啓松常展

         徳明啓愛展抽

         森森啓徳機携

常徳          徳常啓携機展

          松啓抽展展

          松啓抽展展

         常抽啓常機展

         常抽啓常機展

常機

        明愛常啓展展展

        明愛常啓展展展

        明愛常啓展展展

徳松           松啓明展展

          松啓明展展

交通指導隊経費　　      徳啓抽徳明啓松抽明

常       徳啓愛森展啓展展展

      徳啓愛森展啓展展展

      徳啓愛森展啓展展展

常常          抽明啓松抽明

         抽明啓松抽明

自転車駐車場維持管

理経費　　　　　　      機啓抽森携啓愛抽機

常常       常啓展愛常啓展携森

         常携啓明展常

         森常啓愛松抽

        明抽展啓展森愛

        徳機抽啓展展展

常徳          明明啓森機抽

         愛松啓明機抽

         愛松啓明機抽

         徳機啓徳展展

         徳機啓徳展展

常愛       森啓愛森松啓愛機松

        常展携啓展展展

        常展携啓展展展

        常常展啓徳携展

 徳士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        機徳 機徳 機徳 機徳         機愛 機愛 機愛 機愛 

        常常展啓徳携展

      抽啓松機常啓明展展

      抽啓松機常啓明展展

         森常啓抽徳松

         森常啓抽徳松

      愛啓徳機機啓常徳展

      愛啓徳機機啓常徳展

交通安全施設維持管

理事業　　　　　　      携啓森愛松啓明展常

常常       常啓抽展展啓機常展

      常啓抽展展啓機常展

常携       抽啓抽愛明啓明機常

      抽啓抽愛明啓明機常

        常機森啓展展展

 愛士      常展啓携機森啓展展展         携常携啓展展展     常展啓展森愛啓展展展       明啓森機機啓愛森展       愛啓常森愛啓明徳展

 機士          常常啓展展展          常啓常展展           機啓機展展

常常士       機啓森松森啓展展展      明啓森展松啓携松携       愛啓展松展啓抽徳携

常抽士         常森展啓展展展         松松啓徳展携         常展徳啓松機携

常機士          常抽啓展展展         常愛啓携展展             携展展

広報活動費　　　　      明啓森機機啓愛森展

機           常啓常展展

          常啓常展展

常常       明啓森展松啓携松携

         森抽啓明機抽

      明啓松徳徳啓森森常

常抽          松松啓徳展携

         松松啓徳展携

         松松啓徳展携

常機

         常愛啓携展展

         常愛啓携展展

         常愛啓携展展

 抽士     常抽徳啓明常展啓展展展      愛啓常常愛啓展展展      抽啓常愛機啓展展展     常抽機啓森明徳啓展展展     常抽徳啓機松抽啓森携携       明啓森森松啓常抽携

 機士          携展啓展展展         常携啓抽展展          愛抽啓明展展

常常士      徳展啓携松機啓展展展     常機啓常森展啓愛徳展       常啓愛機森啓明森展

常徳士       機啓松愛森啓展展展      森啓森明明啓展愛携         森松常啓機明携

常愛士      松抽啓森機抽啓展展展     松愛啓森愛松啓常展徳       常啓展携明啓森機森

常抽士       松啓常松松啓展展展      松啓常明展啓抽携愛          常明啓携抽松

庁舎施設維持管理経

費　　　　　　　　    常常展啓徳森松啓松携携

常常      常松啓森森松啓常携森

        松松森啓機明機

        抽徳松啓抽携徳

     常徳啓松松森啓森明抽

      愛啓機展常啓森松愛

常徳       携啓常松携啓展機徳

      抽啓機明徳啓機明携

      抽啓機明徳啓機明携

 徳士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        機抽 機抽 機抽 機抽         機携 機携 機携 機携 

常携士      愛徳啓展常森啓展展展     徳機啓展携明啓森明展       徳啓機明常啓常抽展

常森士       携啓徳森明啓展展展      抽啓松愛機啓抽森携         携抽明啓携常携

常機士          明明啓展展展         明明啓展展展               展

徳松士          携抽啓展展展         携愛啓徳展展             森展展

         機展啓常機携

         機展啓常機携

        常徳常啓機愛徳

        常徳常啓機愛徳

常愛      携森啓松愛明啓愛徳携

     常抽啓愛展森啓携展展

     常抽啓愛展森啓携展展

      松啓展愛松啓常展展

      携啓展松松啓森展展

      常啓機携機啓愛展展

      常啓機松森啓機松松

        抽常携啓森展展

        明明展啓常松松

        森展森啓携展展

         機抽啓携展展

         常森啓機展展

         常森啓機展展

        抽抽常啓展展展

        抽抽常啓展展展

     常機啓愛携機啓機展展

     常松啓松抽展啓森展展

      常啓明常機啓常展展

      愛啓機松機啓抽森携

      愛啓機松機啓抽森携

     常常啓明常徳啓抽明愛

     常常啓携抽機啓機森森

         明徳啓抽松携

常抽          徳機啓森徳展

         徳機啓森徳展

 徳士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        機明 機明 機明 機明         機松 機松 機松 機松 

         徳機啓森徳展

常携      徳森啓抽常明啓愛明展

        常抽明啓携森展

        抽展常啓常展展

        松徳抽啓携展展

      抽啓展展森啓機展展

      常啓展森携啓徳森展

     徳徳啓展携展啓展展展

常機

         抽愛啓展展展

         抽愛啓展展展

         愛展啓展展展

         常愛啓展展展

財産管理事務費　　     常徳啓展徳愛啓機松愛

常常          常機啓明明展

         常機啓明明展

常徳         愛徳常啓展愛森

        徳機抽啓展展展

        徳機抽啓展展展

         徳松啓展愛森

         徳松啓展愛森

常愛      常展啓松明抽啓常松徳

        常携松啓携展展

        常携松啓携展展

      抽啓抽愛徳啓明松徳

      抽啓愛携展啓松松徳

         森常啓機展展

      明啓常松抽啓展展展

      明啓常松抽啓展展展

 徳士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        機森 機森 機森 機森         機機 機機 機機 機機 

常抽         徳松携啓明展愛

         抽松啓森森展

         抽松啓森森展

        徳徳松啓松徳愛

        徳徳松啓松徳愛

常携         明抽展啓携展展

        明抽展啓携展展

常機

          愛啓展展展

          愛啓展展展

          愛啓展展展

契約管理関係経費　      抽啓抽機機啓携常展

機           機啓機展展

          機啓機展展

常常          常機啓松明展

         常機啓松明展

常愛         機森徳啓森展展

        機森徳啓森展展

        機森徳啓森展展

常抽       愛啓抽森松啓展携展

      愛啓抽森松啓展携展

         徳常啓展展展

      徳啓森機愛啓森展展

        携松徳啓徳携展

庁舎用備品購入事業      常啓常携展啓明森携

常徳           抽啓展展展

          抽啓展展展

          抽啓展展展

常森       常啓常抽明啓明森携

      常啓常抽明啓明森携

公用車維持管理事業     常常啓愛愛愛啓森松徳

常常       常啓常携松啓常明徳

        明機抽啓徳明愛

        抽明徳啓森機機

常徳       愛啓常松明啓機展携

 徳士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常展展 常展展 常展展 常展展         常展常 常展常 常展常 常展常 

         徳展啓常徳携

         徳展啓常徳携

      愛啓常携明啓松森展

         愛機啓常抽展

      愛啓常常松啓明抽展

常愛       愛啓愛携愛啓森展携

      愛啓愛携愛啓森展携

      愛啓愛携愛啓森展携

常森       愛啓携機徳啓森展展

      愛啓携機徳啓森展展

徳松          携愛啓徳展展

         携愛啓徳展展

営繕指導関係経費　      愛啓明松機啓展明展

機           携啓携展展

          携啓携展展

常常          機明啓携森展

         機明啓携森展

常徳         常森機啓展展展

        常森機啓展展展

        常森機啓展展展

常抽       愛啓愛明松啓機森展

      愛啓徳携展啓森展展

      愛啓徳携展啓森展展

        常常松啓常森展

        常常松啓常森展

常機

         徳展啓展展展

         徳展啓展展展

         徳展啓展展展

 携士       愛啓機森展啓展展展       愛啓機森展啓展展展       愛啓森徳展啓徳抽携         常携機啓松携携

 松士       常啓松徳森啓展展展      常啓明明森啓森展展          携機啓徳展展

 機士         常展抽啓展展展         抽明啓機展展          携松啓常展展

会計管理総務費　　      愛啓森徳展啓徳抽携

松       常啓明明森啓森展展

      常啓明明森啓森展展

機          抽明啓機展展

 徳士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常展徳 常展徳 常展徳 常展徳         常展愛 常展愛 常展愛 常展愛 

常常士         松展愛啓展展展        明森森啓携徳愛          常抽啓抽松松

常徳士         徳常徳啓展展展        常森機啓松松携          徳徳啓徳徳携

常愛士       常啓常松明啓展展展      常啓常松明啓展展展               展

常抽士          携抽啓展展展         抽松啓徳抽松           明啓松携愛

常機士           愛啓展展展          愛啓展展展               展

         抽抽啓松展展

         抽抽啓松展展

          徳啓徳展展

常常         明森森啓携徳愛

         抽常啓松徳愛

        明抽明啓森展展

常徳         常森機啓松松携

         明愛啓展松携

         明愛啓展松携

         明愛啓展展展

         明愛啓展展展

         明愛啓松展展

         明愛啓松展展

常愛       常啓常松明啓展展展

        常徳明啓展展展

        常徳明啓展展展

      常啓展携展啓展展展

      常啓展携展啓展展展

常抽          抽松啓徳抽松

         抽松啓徳抽松

         抽松啓徳抽松

常機

          愛啓展展展

          愛啓展展展

          愛啓展展展

 明士         松明明啓展展展         松明明啓展展展         抽森機啓抽愛松         徳松明啓携明愛

 常士         徳明明啓展展展        徳明携啓携展展             携展展

 機士          携常啓展展展         抽常啓常展展           機啓機展展

常常士         抽抽明啓展展展        常森徳啓松森携         徳明愛啓徳常携

常徳士           愛啓展展展             携徳           徳啓機抽森

財政管理総務費　　        徳徳徳啓抽愛松

機          愛機啓明展展

         愛機啓明展展

常常         常森徳啓松森携

        常森徳啓松森携

常徳              携徳

             携徳

             携徳

 徳士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常展抽 常展抽 常展抽 常展抽         常展携 常展携 常展携 常展携 

補助金等審議会経費        徳明松啓展展展

常         徳明携啓携展展

        徳明携啓携展展

        徳明携啓携展展

機           常啓携展展

          常啓携展展

          常啓携展展

 松士     常明松啓松徳徳啓展展展         常常啓展展展      松啓徳明携啓展展展        徳徳松啓展展展    常松携啓徳徳携啓展展展     常抽松啓機松明啓明抽徳      徳松啓徳抽森啓愛携森

 常士       常啓常常森啓展展展        森展松啓展展展         愛常常啓展展展

 松士          明森啓展展展         明明啓展展展           徳啓展展展

 森士         抽明展啓展展展        抽愛松啓展展展          徳愛啓展展展

 機士         常明機啓展展展         機抽啓徳徳展          松抽啓松森展

常常士       常啓携抽明啓展展展      常啓愛徳抽啓展機森         徳徳常啓機展徳

常徳士         機展明啓展展展        松携明啓携明携         常抽機啓抽愛携

常愛士      常携啓徳抽展啓展展展     常展啓機携常啓携展展       抽啓徳森森啓携展展

常抽士       常啓森徳機啓展展展      常啓森徳機啓展展展               展

常携士         携徳携啓展展展        携徳携啓展展展               展

常機士     常携愛啓愛明抽啓展展展    常愛常啓常森明啓徳携機      徳徳啓常松松啓松抽常

企画総務費　　　　     常明啓愛展常啓徳森愛

常         明抽愛啓愛展展

        明抽愛啓愛展展

        明抽愛啓愛展展

松          明明啓展展展

         明明啓展展展

森         抽愛松啓展展展

        抽愛松啓展展展

機          森森啓森徳展

         愛携啓松展展

         愛携啓展展展

            松展展

         携愛啓常徳展

常常       常啓愛徳抽啓展機森

         常抽啓明抽愛

      常啓愛展機啓抽携携

常徳         松携明啓携明携

        松携明啓携明携

        松携明啓携明携

常愛      常展啓機携常啓携展展

     常展啓機携常啓携展展

     常展啓機携常啓携展展

常抽       常啓松森携啓展展展

      常啓松森携啓展展展

      常啓松森携啓展展展

常機

        徳抽機啓展展展

        徳抽機啓展展展

          森啓展展展

 徳士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常展明 常展明 常展明 常展明         常展松 常展松 常展松 常展松 

         抽松啓展展展

          抽啓展展展

        常展展啓展展展

         明展啓展展展

         愛展啓展展展

アートのあるまちづ

くり事業　　　　　      携啓展展展啓展展展

常機

      携啓展展展啓展展展

      携啓展展展啓展展展

      携啓展展展啓展展展

国土利用対策費　　         抽松啓愛展展

機           愛啓愛展展

          愛啓愛展展

常抽          抽抽啓展展展

         抽抽啓展展展

         抽抽啓展展展

常総地方広域市町村

圏事務組合負担金　     明携啓愛常機啓展展展

常機

     明携啓愛常機啓展展展

     明携啓愛常機啓展展展

     明携啓愛常機啓展展展

行政改革推進委員会

経費　　　　　　　        常明携啓森展展

常         常明愛啓松展展

        常明愛啓松展展

 徳士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常展森 常展森 常展森 常展森         常展機 常展機 常展機 常展機 

        常明愛啓松展展

機           徳啓常展展

          徳啓常展展

          徳啓常展展

バス運行対策経費　     明展啓明常森啓徳携機

常機

     明展啓明常森啓徳携機

     明展啓明常森啓徳携機

         徳展啓展展展

     明展啓携機森啓徳携機

稲戸井調節池活用事

業　　　　　　　　        携徳携啓展展展

常携         携徳携啓展展展

        携徳携啓展展展

        徳徳松啓展展展

 森士     常明展啓徳抽松啓展展展      抽啓携明抽啓展展展         愛常携啓展展展    常携携啓愛明森啓展展展     常携徳啓明抽携啓徳抽森       徳啓松徳徳啓松携徳

 機士          携徳啓展展展         徳展啓機展展          愛常啓常展展

常常士      常徳啓常徳森啓展展展     常常啓携明松啓展常愛         携明展啓機森松

常徳士       明啓抽抽抽啓展展展      明啓常常展啓機展松         愛愛愛啓展機愛

常愛士      森抽啓松明愛啓展展展     森抽啓展愛森啓愛徳抽         松徳抽啓明松明

常抽士      徳森啓明展松啓展展展     徳森啓携機機啓携愛愛           松啓抽明松

常携士       徳啓展機展啓展展展      徳啓展森機啓携展展             携展展

常森士      常明啓徳展抽啓展展展     常携啓常携愛啓松徳明       常啓展携展啓徳松抽

常機士       携啓展森展啓展展展      携啓展明携啓愛抽携          常抽啓明携携

情報政策経費　　　    常徳抽啓森明常啓常抽機

機           機啓機展展

          機啓機展展

常常       森啓明森愛啓森森森

      明啓常抽松啓携抽常

      徳啓携愛明啓愛抽松

常徳       明啓展愛機啓常常松

      明啓展愛機啓常常松

      明啓展愛機啓常常松

常愛      森常啓森抽展啓愛携機

         抽展啓愛徳展

         抽展啓愛徳展

     森常啓森展展啓展愛機

     森展啓愛機愛啓展愛機

      常啓抽展松啓展展展

常抽      常明啓常森徳啓常携機

 徳士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常常展 常常展 常常展 常常展         常常常 常常常 常常常 常常常 

     常明啓常森徳啓常携機

     常明啓常森徳啓常携機

常携       徳啓展森機啓携展展

         機抽啓携展展

      常啓機機携啓展展展

常森       機啓機携明啓徳徳明

        徳徳明啓機徳明

      松啓松抽機啓展展展

      常啓機森展啓愛展展

常機

         明展啓展展展

         明展啓展展展

         明展啓展展展

ＯＡ機器関連経費　     常抽啓森明機啓森森抽

常常       徳啓森松機啓携松携

      徳啓松森携啓明常常

         機愛啓機明抽

常徳          松常啓松機展

         松常啓松機展

         松常啓松機展

常愛         常徳機啓抽明携

        常徳機啓抽明携

        常徳機啓抽明携

常抽       明啓携機常啓携携抽

      明啓携機常啓携携抽

      抽啓松機抽啓森明機

        機明抽啓抽機常

          携啓明松展

        森徳明啓携徳抽

常森       携啓常機松啓携展展

      携啓常機松啓携展展

ホームページ運営管

理経費　　　　　　     常展啓携常携啓徳携松

常常           愛啓携携展

 徳士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常常徳 常常徳 常常徳 常常徳         常常愛 常常愛 常常愛 常常愛 

          愛啓携携展

常愛       徳啓展明森啓携展展

      徳啓展明森啓携展展

      徳啓展明森啓携展展

常抽       抽啓携常愛啓愛徳展

      常啓展展森啓展展展

      常啓展展森啓展展展

      愛啓携展携啓愛徳展

      愛啓携展携啓愛徳展

常機

      愛啓機徳機啓森森松

      愛啓機徳機啓森森松

      愛啓機徳機啓森森松

電子サービス運営管

理経費　　　　　　      徳啓愛機森啓機携森

機          常常啓展展展

         常常啓展展展

常抽       常啓愛常徳啓携展展

      常啓愛常徳啓携展展

      常啓愛常徳啓携展展

常機

      常啓展松携啓抽携森

      常啓展松携啓抽携森

        常明機啓森徳徳

        機展携啓明愛明

 機士         常松松啓展展展         常松松啓展展展         常愛森啓展展展          愛機啓展展展

 機士           愛啓展展展              展           愛啓展展展

常常士          愛明啓展展展              展          愛明啓展展展

常機士         常愛森啓展展展        常愛森啓展展展               展

諸費総務費　　　　        常愛森啓展展展

常機

        常愛森啓展展展

        常愛森啓展展展

        常愛徳啓展展展

          明啓展展展

常展士       松啓抽森展啓展展展      徳啓愛抽携啓展展展      明啓機徳常啓展展展      愛啓携明抽啓展展展     徳展啓愛常展啓展展展      常森啓機松機啓徳松展       常啓愛愛展啓松愛展

 常士         常明森啓展展展              展         常明森啓展展展

防災関係経費　　　      明啓明携抽啓抽抽松

常常       常啓松明携啓松明機

 徳士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常常抽 常常抽 常常抽 常常抽         常常携 常常携 常常携 常常携 

 愛士         携常徳啓展展展        携常常啓携抽常             抽携機

 森士          森展啓展展展         明展啓展展展          徳展啓展展展

 機士         徳機機啓展展展        徳森携啓展徳携          常愛啓機松携

常常士       森啓徳常明啓展展展      松啓機愛松啓明徳徳         徳松森啓愛松森

常徳士       愛啓愛松携啓展展展      愛啓愛松展啓松展抽           抽啓徳機明

常抽士       常啓展松抽啓展展展      常啓展松愛啓常展展             機展展

常携士         機徳携啓展展展        愛愛抽啓機携展         携機展啓展携展

常森士       愛啓機展森啓展展展      愛啓松携森啓愛徳森         常抽機啓明松徳

常機士       常啓松携愛啓展展展      常啓明抽森啓展展展         常展携啓展展展

        愛愛展啓展常機

      常啓展徳機啓展展展

        抽展明啓松携展

常徳          抽松啓徳携展

         抽松啓徳携展

         抽松啓徳携展

常抽       常啓展松愛啓常展展

      常啓展松愛啓常展展

      常啓展松愛啓常展展

常森       愛啓松携森啓愛徳森

      愛啓松徳抽啓機愛森

         愛愛啓愛機展

常機

         常展啓展展展

         常展啓展展展

         常展啓展展展

ＭＣＡ無線維持管理

事業　　　　　　　      愛啓常明展啓展展展

常徳       愛啓常明展啓展展展

      愛啓常明展啓展展展

         常展啓展展展

      愛啓常携展啓展展展

自主防災組織活動育

成事業　　　　　　      常啓明携森啓携展展

森          常展啓展展展

         常展啓展展展

常常          常展啓携展展

         常展啓携展展

常機

      常啓明愛森啓展展展

         携愛啓展展展

         携愛啓展展展

      常啓携森携啓展展展

 徳士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常常明 常常明 常常明 常常明         常常松 常常松 常常松 常常松 

      常啓携徳携啓展展展

         明展啓展展展

防災訓練経費　　　         森明啓常明常

森          携展啓展展展

         携展啓展展展

常常          愛明啓常明常

         常愛啓森展展

         徳徳啓愛明常

災害対策総務費　　      常啓展森機啓松常徳

愛         携常常啓携抽常

        携常常啓携抽常

機         徳森携啓展徳携

        徳森携啓展徳携

常常         常徳機啓明機徳

        常徳機啓明機徳

常徳         常明愛啓抽携抽

        常明愛啓抽携抽

        常明愛啓抽携抽

災害支援対策費　　      携啓機機携啓携展展

常常       携啓機機携啓携展展

      携啓機機携啓携展展

避難所開設経費　　        愛愛抽啓機携展

常携         愛愛抽啓機携展

        愛愛抽啓機携展

      愛啓携明抽啓展展展

 徳士     愛抽抽啓抽徳携啓展展展      明啓森松森啓展展展       愛啓展抽松啓展展展    愛抽展啓携機抽啓展展展     愛徳森啓機機徳啓機徳森      常常啓明展常啓展松徳

 常士     徳徳常啓機機常啓展展展      機啓愛松明啓展展展     徳常徳啓明常携啓展展展     徳常展啓常機展啓徳松愛       徳啓抽徳抽啓松徳松

 徳士      機松啓携機携啓展展展     機松啓携機抽啓森展展             徳展展

 愛士      森松啓機抽松啓展展展     森携啓明常森啓携森明       徳啓愛徳森啓抽常抽

 抽士      徳明啓抽常機啓展展展     徳明啓抽常松啓明携松           常啓愛抽愛

 機士          森展啓展展展         明機啓松展展          常展啓愛展展

常常士         愛松徳啓展展展        徳森森啓明松展          森愛啓愛愛展

常抽士          松松啓展展展         松明啓森明展             常抽展

税務事務費　　　　        携携機啓徳愛展

機          明機啓松展展

         明機啓松展展

常常         徳森森啓明松展

        徳松抽啓徳森携

         常抽啓愛森携

常抽          松明啓森明展

         松明啓森明展

         松明啓森明展

常機

        常徳抽啓展展展

        常徳抽啓展展展

 徳士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常常森 常常森 常常森 常常森         常常機 常常機 常常機 常常機 

常機士         常徳携啓展展展        常徳抽啓展展展           常啓展展展

         徳松啓展展展

         機展啓展展展

          松啓展展展

職員給与関係経費　    徳展機啓明愛常啓展抽愛

徳      機松啓携機抽啓森展展

     機松啓携機抽啓森展展

愛      森携啓明常森啓携森明

      徳啓愛機機啓展展展

      機啓松携森啓常森徳

      徳啓携展機啓徳展展

            明展展

     徳抽啓徳松常啓機携展

     常常啓森携機啓明抽森

        松愛愛啓携展展

      常啓抽展抽啓展展展

     徳愛啓森携明啓愛愛明

      松啓常松携啓常松展

      常啓明携常啓展展展

抽      徳明啓抽常松啓明携松

     徳明啓抽常松啓明携松

 徳士     常徳徳啓抽愛抽啓展展展      徳啓抽機森啓展展展       愛啓展抽松啓展展展    常徳松啓機松機啓展展展     常常森啓森展徳啓明携携       機啓常松明啓愛抽携

 常士       森啓抽松携啓展展展      松啓明展携啓抽常松         森明機啓携森愛

 松士       松啓展抽展啓展展展      明啓常松徳啓抽展展         森明松啓明展展

 森士          機展啓展展展         機展啓展展展               展

 機士         松抽機啓展展展        抽常松啓徳森展         愛愛常啓松徳展

常常士       抽啓森抽松啓展展展      抽啓抽展森啓愛森携         抽愛森啓明常携

常徳士      常抽啓徳明抽啓展展展     常常啓森愛携啓愛愛展       徳啓抽徳森啓明松展

常愛士      携森啓常常明啓展展展     携携啓松抽携啓松展森       徳啓愛松展啓徳機徳

常抽士       携啓森松携啓展展展      携啓森抽徳啓愛森愛          愛徳啓明常松

常機士       松啓常森徳啓展展展      明啓機明常啓森機展         徳徳展啓常常展

市民税賦課費　　　     徳松啓常展森啓展常常

松       抽啓松森森啓展展展

      抽啓松森森啓展展展

森          機展啓展展展

         機展啓展展展

機         常展松啓機展展

        常展松啓機展展

        常展松啓機展展

常常       徳啓徳愛明啓愛愛徳

      常啓松展抽啓抽常携

        携愛常啓機常松

常徳       愛啓明徳愛啓愛森常

      愛啓明徳愛啓愛森常

      愛啓明徳愛啓愛森常

常愛      常携啓抽森機啓松松機

     常携啓愛森機啓明機明

     常愛啓森松携啓松携展

 徳士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常徳展 常徳展 常徳展 常徳展         常徳常 常徳常 常徳常 常徳常 

徳愛士      徳常啓愛徳携啓展展展     常機啓松展森啓明明徳       常啓明常明啓愛愛森

徳松士          常明啓展展展         常携啓徳展展             森展展

        携展携啓機抽明

        携展抽啓展展展

        携展抽啓展展展

        常展展啓展森愛

         森徳啓常展機

         常松啓機松抽

常抽          愛常啓携機機

         愛常啓携機機

         愛常啓携機機

常機

        松抽常啓展徳展

        松抽常啓展徳展

        松抽常啓展徳展

固定資産税賦課費　     愛松啓展展携啓松展常

松       常啓愛森抽啓抽展展

      常啓愛森抽啓抽展展

機          明展啓明展展

         明展啓明展展

         明展啓明展展

常常         携常松啓明明抽

        徳松森啓徳明抽

        徳愛機啓抽展展

常徳       愛啓明愛松啓抽抽展

      常啓明抽徳啓抽抽展

      常啓明抽徳啓抽抽展

      常啓機機携啓展展展

      常啓機機携啓展展展

常愛      徳携啓常森抽啓森展愛

     常常啓常機森啓森展愛

      機啓愛松明啓携展展

      常啓携抽携啓常展愛

 徳士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常徳徳 常徳徳 常徳徳 常徳徳         常徳愛 常徳愛 常徳愛 常徳愛 

        徳松松啓徳展展

     常愛啓機森明啓展展展

     常愛啓機森明啓展展展

常抽       携啓松愛愛啓機徳抽

      徳啓徳愛機啓展徳展

      徳啓徳愛機啓展徳展

      愛啓抽機抽啓機展抽

      愛啓抽機抽啓機展抽

常機

        抽森明啓森松展

        抽森明啓森松展

        抽森明啓森松展

軽自動車税賦課費　      徳啓松愛常啓展抽徳

常常          抽常啓松明愛

         抽常啓松明愛

常徳         携松抽啓森展携

        携松抽啓森展携

        携松抽啓森展携

常愛       常啓機抽抽啓抽松抽

      常啓機抽抽啓抽松抽

      常啓抽明抽啓松携展

        抽松機啓松徳抽

常機

        常松展啓展展展

        常松展啓展展展

        常松展啓展展展

徴収事務費　　　　     携常啓機携松啓機展常

常       松啓明展携啓抽常松

      松啓明展携啓抽常松

      抽啓森松徳啓抽常松

 徳士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常徳抽 常徳抽 常徳抽 常徳抽         常徳携 常徳携 常徳携 常徳携 

      徳啓松愛愛啓展展展

機         徳抽森啓松森展

        常愛徳啓展展展

         機松啓徳展展

         愛抽啓森展展

         森徳啓常抽展

         愛抽啓明抽展

常常       常啓明常徳啓明徳明

        携愛森啓明抽抽

        徳抽抽啓松機明

        明機愛啓機抽携

        常愛携啓徳抽常

常徳       愛啓機機機啓松展抽

      愛啓愛携携啓展明愛

      愛啓徳抽森啓明徳展

        常展明啓抽抽愛

        明展展啓松展常

         常抽啓徳抽抽

        携松常啓明携松

         常抽啓森展展

         抽愛啓機抽展

         抽愛啓機抽展

常愛      常愛啓常徳明啓明携徳

      機啓機松常啓愛明明

      携啓常松展啓徳展展

      抽啓森展常啓常明明

      愛啓常携携啓徳森明

      愛啓常携携啓徳森明

常抽          松明啓森明展

         松明啓森明展

         松明啓森明展

常機

      携啓携明抽啓展展展

      携啓携明抽啓展展展

      携啓携明抽啓展展展

 徳士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常徳明 常徳明 常徳明 常徳明         常徳松 常徳松 常徳松 常徳松 

徳愛

     常機啓松展森啓明明徳

     常森啓明常松啓常明徳

     常森啓明常松啓常携徳

             常展

      常啓展機常啓携展展

      常啓展機常啓携展展

徳松          常携啓徳展展

         常携啓徳展展

      愛啓展抽松啓展展展

 愛士     常徳展啓抽森徳啓展展展      愛啓徳森愛啓展展展     常常松啓常機機啓展展展     常常明啓徳明常啓機抽機         機愛松啓展携常

 常士     常徳展啓抽森徳啓展展展      愛啓徳森愛啓展展展     常常松啓常機機啓展展展     常常明啓徳明常啓機抽機         機愛松啓展携常

 常士       抽啓森常常啓展展展      抽啓明明徳啓徳展展         常抽森啓森展展

 徳士      抽携啓松展携啓展展展     抽携啓松展抽啓携徳抽             抽松明

 愛士      愛携啓機松抽啓展展展     愛携啓携明携啓展森明         抽展森啓機常抽

 抽士      常徳啓抽森携啓展展展     常徳啓抽森抽啓松機機             徳展常

 松士         徳抽森啓展展展        徳愛携啓明展展          常徳啓抽展展

 機士         常森愛啓展展展        常徳愛啓携明展          携機啓抽抽展

常常士       徳啓抽愛徳啓展展展      徳啓愛抽愛啓明明携          森森啓愛愛携

常徳士         森携明啓展展展        松明携啓常機機          機展啓森展常

常愛士       徳啓機明愛啓展展展      徳啓機展愛啓森抽松          携機啓常携愛

常抽士      常常啓徳松愛啓展展展     常常啓徳愛展啓徳明機          抽徳啓松愛常

常森士         徳携明啓展展展        徳愛常啓展展展          徳携啓展展展

常機士          常愛啓展展展         常徳啓徳展展             森展展

戸籍住民基本台帳総

務費　　　　　　　     常徳啓松常抽啓抽明抽

常       常啓展展抽啓展展展

      常啓展展抽啓展展展

      常啓展展抽啓展展展

松         徳愛携啓明展展

        徳愛携啓明展展

機          抽携啓常徳展

         愛展啓森展展

         徳愛啓徳展展

          松啓明展展

          愛啓愛展展

         常常啓展徳展

常常       常啓明松機啓常携徳

      常啓愛森徳啓松愛松

        徳松愛啓愛常携

         徳愛啓常展展

常徳         抽携抽啓松愛機

        抽愛抽啓松愛機

         機抽啓愛徳展

        愛抽展啓抽常機

         徳展啓展展展

         徳展啓展展展

常愛       徳啓常愛常啓携展展

      常啓機機機啓徳展展

 徳士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常徳森 常徳森 常徳森 常徳森         常徳機 常徳機 常徳機 常徳機 

         森抽啓展展展

      常啓機常携啓徳展展

        常愛徳啓愛展展

        常愛徳啓愛展展

常抽       松啓常携徳啓常携愛

      松啓常携徳啓常携愛

      携啓常携愛啓抽展展

      常啓機機森啓松携愛

常機

         常徳啓徳展展

         常徳啓徳展展

         常徳啓徳展展

住民基本台帳ネット

ワーク経費　　　　      携啓機展展啓抽明徳

機           愛啓愛展展

          愛啓愛展展

常常         明携愛啓抽常携

        明携愛啓抽常携

常徳         愛常展啓抽明展

        愛常展啓抽明展

        愛常展啓抽明展

常愛         松松徳啓愛抽松

         常明啓愛抽松

         常明啓愛抽松

        松携明啓展展展

        松携明啓展展展

常抽       愛啓機徳機啓機抽展

      愛啓機徳機啓機抽展

      愛啓機徳機啓機抽展

常森         徳愛常啓展展展

        徳愛常啓展展展

旅券発給事務費　　      愛啓松明機啓松愛抽

常       愛啓携抽抽啓抽展展

 徳士   愛士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常愛展 常愛展 常愛展 常愛展         常愛常 常愛常 常愛常 常愛常 

      愛啓携抽抽啓抽展展

      愛啓携抽抽啓抽展展

機          明明啓展明展

         携携啓機展展

         携携啓機展展

          抽啓抽展展

          携啓松明展

常常          常常啓展機森

         常常啓展機森

常抽         常抽森啓常松明

        常抽森啓常松明

        常抽森啓常松明

官民競争入札等監理

委員会経費　　　　        常徳徳啓森森展

常         常常愛啓森展展

        常常愛啓森展展

        常常愛啓森展展

機           機啓展森展

          機啓展森展

          機啓展森展

職員給与関係経費　     機愛啓松携抽啓抽展機

徳      抽携啓松展抽啓携徳抽

     抽携啓松展抽啓携徳抽

愛      愛携啓携明携啓展森明

        抽携常啓携展展

      常啓携機常啓徳徳常

      常啓愛展機啓徳展展

     常常啓携携森啓森愛常

      携啓松愛常啓機徳愛

        愛明展啓機展展

     常常啓展機抽啓機松展

      愛啓愛徳徳啓携抽常

        常抽抽啓展展展

抽      常徳啓抽森抽啓松機機

     常徳啓抽森抽啓松機機

 抽士      愛明啓松常森啓展展展       愛啓明松松啓展展展     抽展啓愛機携啓展展展      愛抽啓森森常啓徳愛徳       携啓携常愛啓松明森

 徳士   愛士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常愛徳 常愛徳 常愛徳 常愛徳         常愛愛 常愛愛 常愛愛 常愛愛 

 常士       抽啓常徳携啓展展展          常常啓展展展      抽啓常愛明啓展展展       抽啓展徳抽啓携携展         常常常啓抽携展

 常士         愛抽携啓展展展        愛展明啓機展展          愛森啓常展展

 機士          抽松啓展展展         愛愛啓明展展          常愛啓抽展展

常常士         常徳森啓展展展        常常松啓松展展          常展啓愛展展

常愛士       愛啓抽機機啓展展展      愛啓抽機松啓携携展           常啓抽携展

常機士         常常松啓展展展         明森啓森展展          抽森啓徳展展

選挙管理委員会経費      抽啓展徳抽啓携携展

常         愛展明啓機展展

        愛展明啓機展展

        愛展明啓機展展

機          愛愛啓明展展

         常明啓常森展

         常明啓常森展

         常松啓抽徳展

常常         常常松啓松展展

        常常松啓松展展

常愛       愛啓抽機松啓携携展

      愛啓抽機松啓携携展

      愛啓抽明明啓展携展

         愛常啓携展展

常機

         明森啓森展展

         明森啓森展展

          抽啓機展展

         愛愛啓機展展

         愛展啓展展展

 徳士         常松明啓展展展          常常啓展展展        常明携啓展展展          愛森啓常常携         常徳明啓森森携

 森士          抽展啓展展展         愛森啓常常携           常啓森森携

 機士           愛啓展展展              展           愛啓展展展

常常士         常徳徳啓展展展              展         常徳徳啓展展展

明るく正しい選挙推

進費　　　　　　　         愛森啓常常携

森          愛森啓常常携

         愛森啓常常携

 愛士      愛徳啓愛携機啓展展展       愛啓明松松啓展展展     愛明啓展愛明啓展展展      愛展啓松機愛啓松明松       携啓徳抽徳啓徳愛愛

 常士       常啓愛明常啓展展展      常啓愛徳愛啓展展展          愛森啓展展展

守谷市議会議員一般

選挙経費　　　　　     愛展啓松機愛啓松明松

常       常啓愛徳愛啓展展展

        愛徳松啓明展展

        愛徳松啓明展展

        機機携啓抽展展

 徳士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常愛抽 常愛抽 常愛抽 常愛抽         常愛携 常愛携 常愛携 常愛携 

 愛士       携啓明愛機啓展展展      携啓明愛松啓携愛明           常啓抽明抽

 松士          愛機啓展展展         愛松啓徳展展           常啓森展展

 森士         森徳松啓展展展        松松常啓抽展展          携携啓明展展

 機士          常機啓展展展          明啓機展展          常徳啓常展展

常常士       徳啓常常松啓展展展      常啓森松森啓機抽常         徳愛森啓展携機

常徳士       常啓機明常啓展展展      常啓森森展啓徳愛愛          森展啓松明松

常愛士       松啓愛徳展啓展展展      携啓森松携啓機携徳       常啓抽抽抽啓展抽森

常抽士         明抽松啓展展展        明愛愛啓常携明          常愛啓森抽抽

常携士          愛機啓展展展         徳徳啓機機携          常明啓展展携

常機士      常明啓展明松啓展展展     常徳啓松徳明啓抽携抽       愛啓愛抽展啓携抽明

        森明携啓森展展

        常徳機啓明展展

愛       携啓明愛松啓携愛明

      携啓明愛松啓携愛明

松          愛松啓徳展展

         愛松啓徳展展

森         松松常啓抽展展

        松展携啓抽展展

         明明啓展展展

機           明啓機展展

          明啓機展展

          愛啓森展展

          常啓携展展

          常啓展展展

            明展展

常常       常啓森松森啓機抽常

        森森松啓徳森展

        常松携啓松抽松

         松展啓展展展

        松抽携啓機常抽

常徳       常啓森森展啓徳愛愛

      常啓携愛展啓抽携森

      常啓携徳森啓松明展

          常啓明機森

        愛抽機啓松松携

        愛常愛啓抽徳携

         愛明啓愛携展

常愛       携啓森松携啓機携徳

      常啓森常抽啓抽展展

      常啓愛明明啓展携展

        愛携携啓機携展

 徳士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常愛明 常愛明 常愛明 常愛明         常愛松 常愛松 常愛松 常愛松 

         機徳啓抽展展

      抽啓展明常啓携携徳

      徳啓展徳森啓明展展

      常啓松抽常啓機松常

        徳機展啓機森常

常抽         明愛愛啓常携明

        明愛愛啓常携明

         徳展啓展展展

         抽展啓展展展

         明森啓森常明

         常展啓展展展

        抽機抽啓愛抽展

常携          徳徳啓機機携

         徳徳啓機機携

常機

     常徳啓松徳明啓抽携抽

     常徳啓松徳明啓抽携抽

     常徳啓松徳明啓抽携抽

      愛啓明松松啓展展展

 抽士          携森啓展展展          携森啓展展展          徳抽啓森展展          愛愛啓徳展展

 常士          携松啓展展展         徳抽啓明展展          愛徳啓抽展展

 機士           常啓展展展            徳展展             森展展

守谷土地改良区総代

総選挙費　　　　　         徳抽啓森展展

常          徳抽啓明展展

         徳抽啓明展展

         徳抽啓明展展

機             徳展展

            徳展展

            徳展展

 携士      常機啓愛機携啓展展展      抽啓展携常啓展展展      常携啓愛抽抽啓展展展      常抽啓松携松啓愛展機         携森明啓明機常

 常士      常松啓展明松啓展展展      抽啓展携常啓展展展      常愛啓展常明啓展展展      常徳啓機携抽啓展常展          明常啓機機展

 徳士       明啓松抽展啓展展展      明啓松愛機啓展展抽             機機明

 愛士       抽啓抽愛常啓展展展      抽啓愛松森啓抽愛機          携徳啓携明常

 抽士       常啓松森展啓展展展      常啓松松機啓抽森松             携常愛

 機士           機啓展展展          森啓森展展             徳展展

統計調査総務費　　         携松啓展森展

機           森啓森展展

          森啓森展展

常常           携啓森森展

          携啓森森展

常機

         抽徳啓抽展展

          明啓抽展展

 徳士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常愛森 常愛森 常愛森 常愛森         常愛機 常愛機 常愛機 常愛機 

常常士          常愛啓展展展          携啓森森展           松啓常徳展

常機士          抽愛啓展展展         抽徳啓抽展展             明展展

          明啓抽展展

         愛明啓展展展

         愛明啓展展展

職員給与関係経費　     常徳啓森機明啓機愛展

徳       明啓松愛機啓展展抽

      明啓松愛機啓展展抽

愛       抽啓愛松森啓抽愛機

      常啓抽携森啓常抽明

        松徳明啓常明常

         機明啓展展展

      常啓明徳明啓抽展抽

        抽松常啓松徳森

抽       常啓松松機啓抽森松

      常啓松松機啓抽森松

 徳士       徳啓愛徳森啓展展展       徳啓愛徳森啓展展展       常啓森展愛啓徳機機         携徳抽啓松展常

 常士       常啓機愛愛啓展展展      常啓抽携携啓機抽常         抽松松啓展携機

 松士         常抽抽啓展展展        常常抽啓抽展展          徳機啓明展展

 森士           抽啓展展展          愛啓常携展             森携展

 機士          明愛啓展展展         携松啓徳抽展           携啓松明展

常常士         常抽松啓展展展        常抽明啓常愛森             森明徳

常徳士          徳機啓展展展         徳展啓機愛展           森啓展松展

常抽士           森啓展展展          携啓携展展           徳啓携展展

常住人口調査経費　         抽松啓機松抽

常常          抽愛啓機松抽

         抽愛啓機松抽

常徳           抽啓展展展

          抽啓展展展

          抽啓展展展

学校基本調査経費　         常抽啓常森常

機           徳啓徳展展

          徳啓徳展展

常常          常常啓機森常

         常常啓機森常

経済センサス調査経

費　　　　　　　　      常啓松徳常啓徳徳抽

常       常啓抽携携啓機抽常

      常啓抽携携啓機抽常

      常啓抽携携啓機抽常

松         常常抽啓抽展展

        常常抽啓抽展展

森           愛啓常携展

          愛啓常携展

機          携携啓展抽展

         抽抽啓展抽展

          愛啓展展展

         抽常啓展抽展

         常常啓展展展

 徳士   携士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常抽展 常抽展 常抽展 常抽展         常抽常 常抽常 常抽常 常抽常 

常常          松展啓徳明愛

         明抽啓機抽愛

          携啓愛徳展

常徳          常明啓機愛展

         常明啓機愛展

         常常啓携愛展

          携啓抽展展

常抽           携啓携展展

          携啓携展展

          携啓携展展

経済センサス調査区

管理経費　　　　　         常機啓機徳展

常常          常機啓機徳展

         常機啓機徳展

 明士       常啓松明携啓展展展       常啓松明携啓展展展       常啓松常機啓常徳明          抽携啓森松抽

 常士       常啓松明携啓展展展       常啓松明携啓展展展       常啓松常機啓常徳明          抽携啓森松抽

 常士       常啓徳展展啓展展展      常啓徳展展啓展展展               展

 機士          機展啓展展展         明徳啓明松展          徳松啓愛愛展

常常士         徳携松啓展展展        徳抽森啓愛森明           森啓明常抽

常愛士         常徳展啓展展展        常常徳啓抽愛展           松啓携松展

常森士          常森啓展展展         常松啓明抽展             愛明展

常機士          森展啓展展展         松森啓展展展           徳啓展展展

監査委員経費　　　      常啓松常機啓常徳明

常       常啓徳展展啓展展展

      常啓徳展展啓展展展

      常啓徳展展啓展展展

機          明徳啓明松展

         携徳啓松松展

         携徳啓松松展

          機啓機展展

常常         徳抽森啓愛森明

        徳抽森啓愛森明

常愛         常常徳啓抽愛展

        常常徳啓抽愛展

        常常徳啓抽愛展

常森          常松啓明抽展

         常松啓明抽展

常機

         松森啓展展展

         松森啓展展展

         徳明啓展展展

         常展啓展展展

         愛徳啓展展展

 徳士   携士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常抽徳 常抽徳 常抽徳 常抽徳         常抽愛 常抽愛 常抽愛 常抽愛 

         常展啓展展展

 松士     愛徳抽啓機抽展啓展展展      森啓森明徳啓展展展       常啓抽機松啓展展展    愛愛携啓徳機機啓展展展     愛常森啓携展明啓携松常      常明啓松機徳啓抽徳機

 常士     常携機啓森森徳啓展展展      松啓森明常啓展展展         常松松啓展展展    常明松啓機徳展啓展展展     常明松啓携徳徳啓愛徳展         愛機松啓明森展

 徳士      松携啓携松愛啓展展展     松携啓携松徳啓携抽携             抽携携

 愛士      明明啓愛展松啓展展展     明明啓徳森展啓抽展明          徳明啓携機抽

 抽士      徳展啓松機徳啓展展展     徳展啓松抽愛啓森愛明          抽森啓常明抽

 松士       常啓明機常啓展展展      常啓明松展啓明展展          徳展啓抽展展

 森士         森常徳啓展展展        松森松啓徳展展          徳抽啓森展展

 機士         常常常啓展展展         徳抽啓森展展          森明啓徳展展

常常士       常啓松愛徳啓展展展      常啓携抽抽啓森愛愛         常森松啓常明松

常徳士         常常抽啓展展展        常常展啓愛展展           愛啓松展展

常愛士         明愛展啓展展展        明愛展啓展展展               展

常機士         常常携啓展展展        常常携啓展展展               展

徳松士          抽愛啓展展展         抽徳啓森展展             徳展展

施設貸出業務経費　      徳啓抽機明啓松携明

松       常啓明松展啓明展展

      常啓明松展啓明展展

森         松森松啓徳展展

        常徳展啓展展展

        携携徳啓展展展

        常常携啓徳展展

機          徳徳啓明展展

         徳徳啓明展展

         徳徳啓明展展

常常          常明啓愛携明

          常啓常愛常

         常携啓徳徳携

人権擁護活動経費　        森徳徳啓常森明

機           徳啓徳展展

          徳啓徳展展

常常          松抽啓機森明

         松抽啓機森明

常愛         明愛展啓展展展

        明愛展啓展展展

        明愛展啓展展展

常機

        常常携啓展展展

        常常携啓展展展

        常常携啓展展展

部配置公用車の維持

管理経費　　　　　      常啓明展明啓携機常

常常       常啓抽携愛啓抽機常

        常明機啓展松展

        機抽抽啓松愛携

        愛愛機啓明森明

常徳         常常展啓愛展展

 徳士   明士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常抽抽 常抽抽 常抽抽 常抽抽         常抽携 常抽携 常抽携 常抽携 

         愛携啓展展展

         愛携啓展展展

         松携啓愛展展

         松携啓愛展展

徳松          抽徳啓森展展

         抽徳啓森展展

職員給与関係経費　    常明徳啓携機明啓松森松

徳      松携啓携松徳啓携抽携

     松携啓携松徳啓携抽携

愛      明明啓徳森展啓抽展明

      愛啓抽展常啓展展展

      愛啓展携徳啓明抽森

      抽啓展展抽啓松展展

     常機啓愛愛松啓森森抽

      機啓抽徳明啓明愛森

        愛機松啓徳展展

        愛徳抽啓展展展

     常森啓携明機啓機常明

      携啓森展森啓抽徳展

      常啓機携森啓展展展

抽      徳展啓松抽愛啓森愛明

     徳展啓松抽愛啓森愛明

        常明機啓展展展

 徳士      携森啓明徳常啓展展展       常啓徳機愛啓展展展     携機啓機常抽啓展展展      携徳啓明常松啓愛展徳       松啓徳機明啓明機森

 常士       抽啓愛明松啓展展展      抽啓常松抽啓展展展         常機愛啓展展展

 森士         森愛携啓展展展        愛森松啓展展松         抽抽松啓機機愛

 機士         常愛徳啓展展展         抽機啓愛展展          森徳啓松展展

常常士       常啓松森携啓展展展        松明携啓携機愛       常啓展常機啓抽展松

常徳士         機常徳啓展展展        明携愛啓徳抽機         徳携森啓松携常

常愛士      愛抽啓明常携啓展展展     愛徳啓携抽機啓抽松明       徳啓展明携啓携徳抽

常抽士       携啓徳明松啓展展展      徳啓展明展啓抽徳松       愛啓徳展明啓携松愛

常携士         常徳明啓展展展        常徳明啓展展展               展

市民活動支援事業（

センター分）　　　      明啓徳松松啓徳常抽

常       抽啓常明展啓展展展

      抽啓常明展啓展展展

      徳啓抽展展啓展展展

      常啓松明展啓展展展

森          森展啓展展展

         森展啓展展展

機          徳展啓愛展展

         徳展啓愛展展

         徳展啓愛展展

常常         徳森常啓常松愛

 徳士   松士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常抽明 常抽明 常抽明 常抽明         常抽松 常抽松 常抽松 常抽松 

常森士          徳松啓展展展         徳明啓徳携展             松携展

常機士      常常啓森抽森啓展展展     常常啓森徳明啓展展展          徳徳啓展展展

        徳明明啓森松徳

          森啓携徳明

          携啓松松携

常徳         愛常明啓徳愛抽

        徳松機啓抽森抽

         森森啓抽明森

        常機常啓展常明

         愛明啓松携展

         愛明啓松携展

常愛       常啓展展明啓森愛展

        徳森森啓松携展

        徳森森啓松携展

        松常森啓展森展

        松常森啓展森展

常抽         愛森明啓抽徳松

         常携啓抽愛携

         常携啓抽愛携

        愛松展啓機機徳

        愛常機啓携森抽

         愛松啓森展展

         常愛啓明展森

常森          徳明啓徳携展

         徳明啓徳携展

市民提案事業　　　        愛常携啓明徳携

常常         常森展啓明展展

        常森展啓明展展

常徳           機啓展徳携

          機啓展徳携

          機啓展徳携

常愛         常徳明啓展展展

        常徳明啓展展展

        常徳明啓展展展

区長関係経費　　　     愛常啓明機森啓常機常

森           携啓展展展

          携啓展展展

常常         徳明愛啓松抽携

 徳士   松士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常抽森 常抽森 常抽森 常抽森         常抽機 常抽機 常抽機 常抽機 

         松展啓機松常

        常抽徳啓常展携

         徳常啓携展展

         徳機啓常明機

常徳          常徳啓森展展

         常徳啓森展展

         常徳啓森展展

常愛      愛常啓抽常明啓明抽明

     愛常啓抽常明啓明抽明

      抽啓機明抽啓常抽明

     徳明啓抽携徳啓携展展

市民活動支援事業　     常愛啓機松常啓展機森

機          常常啓展展展

         常常啓展展展

常常          徳森啓機展森

         常松啓徳明森

         常常啓明抽展

常徳         愛常携啓常機展

        徳愛徳啓徳抽展

        徳愛徳啓徳抽展

         森徳啓機携展

         森徳啓機携展

常抽       常啓明松抽啓展展展

      常啓明松抽啓展展展

      常啓明松抽啓展展展

常携         常徳明啓展展展

        常徳明啓展展展

常機

     常常啓森常明啓展展展

         抽森啓展展展

         抽森啓展展展

     常常啓松明森啓展展展

     常常啓松明森啓展展展

協働のまちづくり推

進事業　　　　　　        愛抽展啓松松抽

森         愛展徳啓展展松

         携展啓展展展

        徳携徳啓展展松

 徳士   松士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常携展 常携展 常携展 常携展         常携常 常携常 常携常 常携常 

機          常松啓明展展

         常松啓明展展

常常          常常啓常明松

          明啓常徳常

          携啓展抽明

常機

         常展啓展展展

         常展啓展展展

         常展啓展展展

協働のまちづくり推

進委員会経費　　　         常抽啓抽展展

常          常抽啓展展展

         常抽啓展展展

         常抽啓展展展

機             抽展展

            抽展展

            抽展展

      常啓徳機愛啓展展展

 愛士      徳展啓機抽徳啓展展展         常松機啓展展展     徳展啓松明愛啓展展展      常松啓森森徳啓松愛愛       徳啓森森展啓徳明松

 常士       愛啓機抽常啓展展展      愛啓明携抽啓明常機         徳森明啓愛森常

 森士         愛抽愛啓展展展          明啓展展展         愛愛松啓展展展

 機士         明常展啓展展展        抽森明啓展愛携         常徳愛啓機明携

常常士       徳啓携愛展啓展展展      常啓明携機啓機常松         森松展啓展森愛

常徳士         愛携徳啓展展展        常明明啓展展徳         常森携啓機機森

常愛士       機啓愛携森啓展展展      森啓森抽展啓明機徳         携常松啓愛展森

常抽士       常啓携携松啓展展展        機機松啓抽明森         携携機啓携愛徳

常機士       徳啓展松徳啓展展展      徳啓展松徳啓展展展               展

国際交流推進経費　      徳啓展常機啓松愛展

森           明啓展展展

          明啓展展展

機          常展啓機展展

         常展啓機展展

常常           徳啓森愛展

          徳啓森愛展

常機

      徳啓展展展啓展展展

      徳啓展展展啓展展展

      徳啓展展展啓展展展

国際交流員経費　　      携啓常常抽啓愛徳徳

常       愛啓明携抽啓明常機

      愛啓明携抽啓明常機

      愛啓明携抽啓明常機

機         抽徳愛啓愛愛携

        抽徳愛啓愛愛携

        抽徳愛啓愛愛携

 徳士   松士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常携徳 常携徳 常携徳 常携徳         常携愛 常携愛 常携愛 常携愛 

常常          常携啓森明森

            愛松森

         常携啓抽機展

常徳          徳常啓機森展

         徳常啓機森展

         徳常啓機森展

常抽         機徳明啓携徳展

        機徳明啓携徳展

        機徳明啓携徳展

常機

         松徳啓展展展

         松徳啓展展展

         松徳啓展展展

青少年海外派遣事業      携啓森機展啓森機明

機          携常啓森展展

          徳啓徳展展

         抽機啓明展展

常常          松展啓明森明

         携愛啓抽森明

         常松啓徳展展

常徳           携啓抽展展

          携啓抽展展

          携啓抽展展

常愛       携啓松徳携啓徳明展

      携啓松徳携啓徳明展

      携啓松徳携啓徳明展

常抽          愛松啓松携展

          常啓展展展

          常啓展展展

         愛明啓松携展

         愛明啓松携展

国際交流研修センタ

ー施設維持管理経費      抽啓森携松啓松森携

常常       常啓携松展啓携愛愛

         携展啓抽携機

      常啓徳松展啓常松抽

        徳抽機啓機展展

常徳         常愛森啓明徳徳

         携明啓抽機携

 徳士   松士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常携抽 常携抽 常携抽 常携抽         常携携 常携携 常携携 常携携 

         携明啓抽機携

         常明啓森展展

         常明啓森展展

         明携啓愛徳松

         明携啓愛徳松

常愛       愛啓常常携啓抽愛徳

        愛松機啓愛展徳

        愛松機啓愛展徳

        愛常携啓展展展

        愛常携啓展展展

        常常展啓徳携展

        常常展啓徳携展

      徳啓愛常展啓森森展

      徳啓愛常展啓森森展

常抽          愛愛啓常機森

          明啓森松展

          明啓森松展

         徳明啓愛徳森

         徳明啓愛徳森

 抽士         松森森啓展展展         松森森啓展展展         愛常松啓愛徳展         抽松展啓明森展

 常士         常抽徳啓展展展         抽機啓機展展          機徳啓常展展

 森士         愛徳機啓展展展        常愛機啓抽展展         常森機啓明展展

 機士          携愛啓展展展          松啓明展展          抽携啓抽展展

常常士          携機啓展展展         常機啓松徳展          愛機啓徳森展

常抽士           携啓展展展            松展展           抽啓愛展展

常機士         徳展展啓展展展        常展展啓展展展         常展展啓展展展

男女共同参画推進事

業　　　　　　　　        徳明明啓抽徳展

森         常愛機啓抽展展

        常徳展啓展展展

          森啓抽展展

         常常啓展展展

機           明啓明展展

          明啓明展展

常常          常機啓松徳展

          松啓抽携森

         常徳啓徳明徳

常抽             松展展

            松展展

            松展展

常機

        常展展啓展展展

        常展展啓展展展

 徳士   松士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常携明 常携明 常携明 常携明         常携松 常携松 常携松 常携松 

        常展展啓展展展

男女共同参画推進委

員会経費　　　　　         携展啓機展展

常          抽機啓機展展

         抽機啓機展展

         抽機啓機展展

機           常啓展展展

          常啓展展展

          常啓展展展

 携士      松展啓携森明啓展展展      常啓展展常啓展展展         徳常抽啓展展展     松常啓森展常啓展展展      明松啓徳愛抽啓機常携       抽啓携明明啓展森携

 常士       愛啓明展展啓展展展      愛啓明展展啓展展展               展

 森士         携抽展啓展展展              展         携抽展啓展展展

 機士         常携携啓展展展        常愛松啓携展展          常松啓携展展

常常士      抽徳啓徳常森啓展展展     愛森啓機森携啓機徳携       愛啓徳愛徳啓展松携

常徳士         抽明徳啓展展展        愛愛森啓展展展         常徳抽啓展展展

常愛士         松展携啓展展展        松展愛啓携展展           常啓携展展

常抽士           携啓展展展              展           携啓展展展

常携士      徳徳啓明機抽啓展展展     徳徳啓展携明啓愛常展         明愛松啓明機展

常森士         常明徳啓展展展        常携愛啓明森展           森啓愛徳展

常機士       常啓徳明展啓展展展      常啓徳明展啓展展展               展

防犯対策総務費　　      携啓機展愛啓展常森

常       愛啓明展展啓展展展

      愛啓明展展啓展展展

      愛啓明展展啓展展展

機         常愛松啓携展展

        常愛明啓抽展展

        常愛明啓抽展展

          常啓常展展

常常         常愛抽啓抽愛森

        常愛抽啓抽愛森

常愛         明常松啓抽展展

        明常松啓抽展展

        明常松啓抽展展

常森         常携愛啓明森展

        常携愛啓明森展

常機

      常啓徳明展啓展展展

      常啓展展展啓展展展

      常啓展展展啓展展展

        徳明展啓展展展

        徳明展啓展展展

街路灯維持管理経費     明常啓愛愛常啓森機松

常常      愛森啓森携常啓抽森松

         松森啓徳携携

     愛常啓展松常啓明森松

 徳士   松士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常携森 常携森 常携森 常携森         常携機 常携機 常携機 常携機 

      松啓松展常啓携抽携

常徳         愛愛森啓展展展

        愛愛森啓展展展

        愛愛森啓展展展

常愛          森明啓常展展

         森明啓常展展

         森明啓常展展

常携      徳徳啓展携明啓愛常展

      常啓携携抽啓展展展

     常徳啓展抽愛啓携常展

      森啓抽携森啓森展展

         愛携啓展展展

 明士       携啓抽展機啓展展展           森啓展展展      携啓抽展常啓展展展       抽啓森愛明啓携展松         携明抽啓抽機愛

 森士         常抽展啓展展展        常抽展啓展展展               展

 機士         機携愛啓展展展        松森機啓明森展         常明愛啓愛徳展

常常士       常啓徳常常啓展展展        機展展啓機森松         愛常展啓展常愛

常抽士          常展啓展展展              展          常展啓展展展

常森士         常森松啓展展展        常携常啓徳展展          愛携啓森展展

常機士       徳啓機展展啓展展展      徳啓森携抽啓明抽展          抽携啓愛明展

同和対策総務費　　        愛森機啓松機森

機          森愛啓森展展

         森愛啓森展展

常常         常携抽啓松機森

        常抽機啓森機森

          抽啓機展展

常森         常携常啓徳展展

        常携常啓徳展展

啓発事業経費　　　      抽啓抽抽明啓松展機

森         常抽展啓展展展

        常抽展啓展展展

機         松展携啓森森展

         徳携啓抽森展

        明森展啓抽展展

常常         松抽明啓常森機

        松抽明啓常森機

常機

      徳啓森携抽啓明抽展

      徳啓森携抽啓明抽展

      徳啓森携抽啓明抽展

 松士       森啓松常徳啓展展展       森啓松常徳啓展展展       森啓展機携啓抽松抽         明常明啓携徳明

 常士       常啓抽松徳啓展展展      常啓徳展抽啓機展展         徳明松啓常展展

 松士       常啓携徳抽啓展展展      常啓携徳徳啓森展展           常啓徳展展

 森士         徳森徳啓展展展        徳森徳啓展展展               展

文化会館総務費　　      徳啓愛明松啓抽愛森

松       常啓携徳徳啓森展展

      常啓携徳徳啓森展展

機          愛松啓愛展展

         徳抽啓常展展

 徳士   松士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常明展 常明展 常明展 常明展         常明常 常明常 常明常 常明常 

 機士         常徳機啓展展展         抽愛啓抽展展          森携啓明展展

常常士       常啓携展抽啓展展展      常啓愛抽明啓抽森森         常携松啓携常徳

常徳士         徳愛携啓展展展        徳常携啓愛常明          常機啓明森抽

常愛士       愛啓常徳愛啓展展展      愛啓展森展啓森愛機          抽徳啓常明常

常抽士          明機啓展展展         携徳啓明常明          常明啓愛森抽

常携士          松抽啓展展展         松展啓愛携展           愛啓明携展

常森士         常明松啓展展展        常抽抽啓常明携          徳徳啓森愛携

常機士         常徳携啓展展展        常徳携啓展展展               展

徳松士           森啓展展展          松啓明展展             抽展展

         徳抽啓常展展

         常愛啓徳展展

常常         抽徳森啓森携明

        愛常松啓常常機

         愛明啓森機愛

          抽啓機機森

         徳携啓松徳携

         抽抽啓常徳常

常徳         常機愛啓徳明明

        常徳徳啓展抽明

        常徳徳啓展抽明

         抽機啓徳携展

         抽徳啓機展展

          明啓愛携展

         徳常啓機松展

         徳常啓機松展

常抽          携徳啓明常明

         携徳啓明常明

         常森啓森抽森

         愛愛啓松明森

常機

        常徳携啓展展展

        常徳携啓展展展

        常徳携啓展展展

徳松           松啓明展展

          松啓明展展

文化会館運営審議会

経費　　　　　　　         携松啓松展展

常          携明啓機展展

         携明啓機展展

         携明啓機展展

機             森展展

            森展展

            森展展

各種講座事業　　　        抽携抽啓展明携

 徳士   松士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常明徳 常明徳 常明徳 常明徳         常明愛 常明愛 常明愛 常明愛 

森         徳森徳啓展展展

        徳森徳啓展展展

常徳           機啓展展展

          機啓展展展

          機啓展展展

常携          松展啓愛携展

         松展啓愛携展

常森          機徳啓松常携

         明抽啓森機展

         徳松啓森徳携

文化会館まつり　　         愛徳啓機機常

常常          徳抽啓機機常

         常森啓機機常

          明啓展展展

常愛           森啓展展展

          森啓展展展

          森啓展展展

文化会館施設維持管

理経費　　　　　　      抽啓展徳機啓機森展

常常         森機徳啓明抽常

         徳常啓機森携

        松明機啓展常明

        常展常啓明抽展

常徳          常愛啓展携展

         常愛啓展携展

         常愛啓展携展

常愛       愛啓展松徳啓森愛機

        携機機啓携携展

        携機機啓携携展

        明明展啓徳抽展

        明明展啓徳抽展

         松携啓明展展

         松携啓明展展

         松明啓明携展

 徳士   松士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常明抽 常明抽 常明抽 常明抽         常明携 常明携 常明携 常明携 

         松明啓明携展

      常啓抽機機啓機明展

      常啓抽機機啓機明展

        常明展啓森愛機

        常明展啓森愛機

常森          携常啓抽携展

         携常啓抽携展

生活相談事業　　　      常啓常携愛啓愛展展

常       常啓常抽森啓展展展

      常啓常抽森啓展展展

      常啓常抽森啓展展展

機           携啓愛展展

          携啓愛展展

          携啓愛展展

 愛士   明啓展明森啓徳愛抽啓展展展    常明愛啓常徳展啓展展展      徳啓徳徳抽啓展展展        抽明明啓展展展  携啓機展松啓森展抽啓展展展   携啓松愛明啓森明携啓機携携     常明徳啓展携松啓展抽携    

      森啓森森常啓展展展

 常士   徳啓愛抽愛啓機展抽啓展展展     愛携啓徳常携啓展展展      常啓松松展啓展展展      常啓抽展展啓展展展  徳啓愛松機啓抽森機啓展展展   徳啓愛徳松啓松抽徳啓松愛携      携常啓松抽明啓徳明携

 常士     明展抽啓抽抽明啓展展展     常抽啓明展徳啓展展展      常啓松松展啓展展展      常啓抽展展啓展展展    明常機啓抽常森啓展展展     明展抽啓森常徳啓機松徳      常抽啓明展携啓展徳森

 常士       常啓愛徳展啓展展展        松明携啓機展展         携携抽啓常展展

 徳士      森抽啓抽展徳啓展展展     森抽啓抽展常啓展松徳             機徳森

 愛士      松松啓松展松啓展展展     松松啓抽展抽啓愛徳明         愛展徳啓明松抽

 抽士      徳徳啓森松森啓展展展     徳徳啓森松携啓展常明           徳啓機森抽

 森士         携展抽啓展展展        抽機常啓展展展          常愛啓展展展

 機士         常明森啓展展展        常常携啓常森展          携徳啓森徳展

常常士       抽啓徳徳森啓展展展      愛啓愛明徳啓徳森機         森明携啓松常常

常徳士         常森展啓展展展        常抽機啓携徳展          愛展啓抽森展

常愛士       松啓常明機啓展展展      明啓森常松啓携展展         愛携常啓携展展

常抽士               展              展               展

常機士      抽森啓明抽常啓展展展     抽携啓森森森啓松展携       徳啓松携徳啓徳機携

社会福祉総務費　　        松徳携啓森展森

森          愛展啓展展展

         愛展啓展展展

機          明機啓愛展展

         明機啓愛展展

常常           徳啓常展森

          徳啓常展森

常機

        明徳抽啓抽展展

        徳森抽啓抽展展

         携愛啓抽展展

        常松常啓展展展

         常展啓展展展

         携展啓展展展

 徳士   松士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常明明 常明明 常明明 常明明         常明松 常明松 常明松 常明松 

徳展士       徳啓展愛明啓展展展      常啓徳機展啓携展展         松抽携啓携展展

徳常士       徳啓携展森啓展展展        徳明機啓展展展       徳啓徳愛機啓展展展

徳松士          携愛啓展展展         携徳啓森展展             徳展展

徳森士     愛明松啓明徳抽啓展展展    愛明展啓機愛展啓常明抽       明啓明機愛啓森愛明

        愛抽展啓展展展

        徳機展啓展展展

         携展啓展展展

保健福祉審議会関係

経費　　　　　　　        松松森啓機森展

常         松愛松啓機展展

        松愛松啓機展展

        松愛松啓機展展

機          抽常啓展森展

         抽常啓展森展

         抽常啓展森展

民生委員関係経費　      森啓森松森啓機展展

常          徳森啓展展展

         徳森啓展展展

         徳森啓展展展

機           抽啓森展展

            抽展展

            抽展展

          抽啓抽展展

常機

      森啓森抽明啓常展展

         徳明啓常展展

         徳明啓常展展

      森啓森徳展啓展展展

      森啓森徳展啓展展展

災害時要援護者支援

事業　　　　　　　      常啓展明愛啓常徳携

常常         携機森啓携展展

        携機森啓携展展

常愛         抽明抽啓明徳携

        愛松森啓展展展

        愛松森啓展展展

         森明啓明徳携

 愛士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常明森 常明森 常明森 常明森         常明機 常明機 常明機 常明機 

         森明啓明徳携

社会福祉協議会補助

金　　　　　　　　     愛明啓抽常森啓徳展携

常機

     愛明啓抽常森啓徳展携

     愛明啓抽常森啓徳展携

     愛明啓抽常森啓徳展携

地域ケアシステム推

進事業　　　　　　      徳啓徳展展啓展展展

常愛       徳啓徳展展啓展展展

      徳啓徳展展啓展展展

      徳啓徳展展啓展展展

健康スポーツフェス

ティバル　　　　　      常啓明徳愛啓携携常

常常         森展松啓徳松明

        携携携啓抽徳明

          機啓愛展展

        徳抽徳啓携携展

常徳          携徳啓抽展展

         携徳啓抽展展

         常携啓抽展展

         愛松啓展展展

常愛         松明愛啓森松携

        松明愛啓森松携

        松明愛啓森松携

住宅手当緊急特別措

置事業　　　　　　      常啓徳機展啓携展展

徳展       常啓徳機展啓携展展

      常啓徳機展啓携展展

地域福祉計画策定事

業　　　　　　　　      抽啓機松機啓松携森

森         抽明常啓展展展

         徳明啓展展展

        抽愛携啓展展展

常常       常啓常徳機啓松携森

        常愛抽啓森森愛

 愛士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常松展 常松展 常松展 常松展         常松常 常松常 常松常 常松常 

        機機抽啓森松携

常愛       愛啓愛森機啓展展展

      愛啓愛森機啓展展展

      愛啓愛森機啓展展展

部配置公用車の維持

管理経費　　　　　        機松抽啓携明松

常常         森徳抽啓明抽松

        携徳明啓愛常展

        徳機森啓愛愛松

常徳          機松啓常徳展

         徳機啓明展展

         徳機啓明展展

         明松啓携徳展

         明松啓携徳展

徳松          携徳啓森展展

         携徳啓森展展

国民健康保険高額療

養費貸付金　　　　        徳明機啓展展展

徳常         徳明機啓展展展

        徳明機啓展展展

国民健康保険特別会

計繰出金　　　　　    愛明展啓機愛展啓常明抽

徳森     愛明展啓機愛展啓常明抽

     明機啓機松携啓抽抽展

     徳徳啓愛明機啓森明明

    常愛徳啓展明森啓展展展

     徳展啓明愛機啓森携森

     常常啓展常展啓展展展

    常展抽啓森明松啓展展展

 愛士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常松徳 常松徳 常松徳 常松徳         常松愛 常松愛 常松愛 常松愛 

職員給与関係経費　    常森抽啓明森展啓抽常抽

徳      森抽啓抽展常啓展松徳

     森抽啓抽展常啓展松徳

愛      松松啓抽展抽啓愛徳明

      常啓森抽機啓展展展

     常展啓徳徳展啓機森常

      愛啓愛機徳啓常展展

        常明展啓森展展

     徳展啓明展森啓森森松

     常展啓明展愛啓森森森

      常啓森常機啓展森展

        松展携啓展展展

     徳展啓携抽携啓明機徳

      明啓徳松抽啓森機森

      常啓徳徳抽啓展展展

抽      徳徳啓森松携啓展常明

     徳徳啓森松携啓展常明

 徳士     愛機愛啓展機明啓展展展     抽愛啓松抽愛啓展展展     抽愛明啓森愛機啓展展展     抽徳機啓森松展啓愛松愛       明啓機明森啓明徳松

 常士       徳啓抽森森啓展展展      徳啓愛展松啓機展展         常森展啓常展展

 森士       携啓展携抽啓展展展      抽啓常松松啓携展展         森松明啓携展展

 機士         徳愛展啓展展展        常明松啓森徳展          明徳啓常森展

常常士       徳啓展松機啓展展展      常啓明抽展啓森明展         抽愛森啓常抽展

常徳士       常啓徳抽松啓展展展        機機松啓愛森松         徳抽機啓明常愛

常愛士      愛展啓抽抽松啓展展展     徳機啓愛機明啓機携常       常啓展携展啓展抽機

常抽士         機松常啓展展展        機明明啓常森機           抽啓森常常

常携士         明機展啓展展展        明森森啓愛森展           常啓明徳展

常森士         松抽徳啓展展展        明機徳啓松明常          抽機啓徳愛機

常機士         明森展啓展展展        抽機展啓森携展         常森機啓常携展

徳展士     愛森森啓携松展啓展展展    愛森抽啓松展愛啓愛愛展       愛啓森明明啓明松展

徳愛士       愛啓明展愛啓展展展      愛啓明展徳啓森抽携             常携携

障害福祉総務費　　        抽松抽啓森松常

森         徳明抽啓展展展

        徳明抽啓展展展

常常         常森愛啓松携展

        常森愛啓松携展

常徳           常啓機徳常

          常啓機徳常

          常啓機徳常

常抽          徳携啓徳展展

         徳携啓徳展展

         徳携啓徳展展

知的障害者授産施設

通園バス運行事業　        愛機愛啓携展展

常機

        愛機愛啓携展展

        愛機愛啓携展展

        愛機愛啓携展展

身体障害者手帳交付

事務経費　　　　　        携松抽啓徳展展

機          常機啓森展展

         常機啓森展展

常愛         携携抽啓抽展展

 愛士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常松抽 常松抽 常松抽 常松抽         常松携 常松携 常松携 常松携 

徳松士          愛森啓展展展         愛松啓明展展             抽展展         携携抽啓抽展展

        携携抽啓抽展展

障害者手帳診断書料

扶助費　　　　　　        抽展徳啓愛徳展

徳展         抽展徳啓愛徳展

        抽展徳啓愛徳展

福祉タクシー券事業      徳啓常常松啓森明展

常常          抽機啓松松展

         抽機啓松松展

徳展       徳啓展明森啓展機展

      徳啓展明森啓展機展

聴覚障害者用電話フ

ァックス基本料金扶

助費　　　　　　　        常明明啓明愛森

徳展         常明明啓明愛森

        常明明啓明愛森

難病患者等居宅生活

支援事業　　　　　         松明啓機明展

常愛          松明啓機明展

         松明啓機明展

         松明啓機明展

障害者自立支援給付

事業　　　　　　　    愛抽機啓機明徳啓徳機展

機           愛啓愛展展

          愛啓愛展展

常常         常徳携啓機愛明

        常徳携啓機愛明

常徳         携松展啓松携機

        携松展啓松携機

        携松展啓松携機

常愛       常啓徳抽機啓携展展

        森森徳啓展展展

        森森徳啓展展展

        愛明松啓携展展

 愛士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常松明 常松明 常松明 常松明         常松松 常松松 常松松 常松松 

        愛明松啓携展展

徳展     愛抽抽啓携展愛啓機携展

     常展啓展明愛啓機松徳

     常徳啓展松展啓明徳機

    徳愛常啓携愛森啓展松常

     機展啓松機松啓徳松森

         愛抽啓展展展

徳愛

      愛啓携展森啓森抽携

      愛啓携展森啓森抽携

      愛啓携展森啓森抽携

障害者地域生活支援

事業　　　　　　　     徳携啓展松徳啓抽徳愛

森          明展啓展展展

         明展啓展展展

常愛      常徳啓常機展啓森愛常

     常徳啓常機展啓森愛常

      常啓明携展啓展展展

        抽機松啓展展展

     常展啓展抽愛啓森愛常

徳展      常徳啓森徳常啓携機徳

      松啓松抽常啓松常徳

      抽啓森展機啓明携抽

        徳松展啓徳徳明

障害程度区分認定調

査経費　　　　　　         松携啓常展展

 愛士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常松森 常松森 常松森 常松森         常松機 常松機 常松機 常松機 

機          常徳啓常展展

         常徳啓常展展

常愛          明愛啓展展展

         明愛啓展展展

         明愛啓展展展

障害者介護給付等審

査会経費　　　　　        機徳常啓常森携

常         携森森啓展展展

        携森森啓展展展

        携森森啓展展展

機           森啓展展展

          森啓展展展

          森啓展展展

常徳         徳愛常啓常森携

        徳愛常啓常森携

        徳愛常啓常森携

徳愛

         機抽啓展展展

         機抽啓展展展

         機抽啓展展展

障害者自立支援特別

対策事業　　　　　      抽啓徳徳明啓明愛明

常森         常森携啓常愛明

        常森携啓常愛明

徳展       抽啓展抽常啓携展展

      愛啓松携森啓展展展

        常展愛啓携展展

        常森展啓展展展

特別障害者援護事業     常徳啓徳愛松啓展抽展

常愛         徳展携啓森展展

        徳展携啓森展展

 愛士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常森展 常森展 常森展 常森展         常森常 常森常 常森常 常森常 

        徳展携啓森展展

徳展      常徳啓展愛常啓徳抽展

     常徳啓展愛常啓徳抽展

在宅障害児福祉手当      愛啓抽抽森啓展展展

徳展       愛啓抽抽森啓展展展

      愛啓抽抽森啓展展展

難病患者福祉手当支

給事業　　　　　　      携啓徳徳展啓展展展

徳展       携啓徳徳展啓展展展

      携啓徳徳展啓展展展

障害者福祉センター

運営事業　　　　　     常明啓徳森常啓徳森愛

常常         愛展抽啓常明抽

        愛展抽啓常明抽

常徳          松愛啓携森展

         常愛啓松携展

         常愛啓松携展

         愛携啓森常展

         愛携啓森常展

         徳抽啓展徳展

         徳抽啓展徳展

常愛      常抽啓抽徳常啓展展展

        抽展愛啓徳展展

        抽展愛啓徳展展

        抽徳森啓抽展展

        愛松森啓展展展

         携展啓抽展展

         松常啓抽展展

         松常啓抽展展

     常愛啓携常森啓展展展

 愛士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常森徳 常森徳 常森徳 常森徳         常森愛 常森愛 常森愛 常森愛 

     常愛啓携常森啓展展展

常抽         機抽展啓機森機

        機抽展啓機森機

         徳明啓携森機

        機常抽啓抽展展

常携         常抽携啓機携展

        常抽携啓機携展

常森         愛携森啓展展展

        徳明愛啓携展展

         機抽啓携展展

徳松          愛松啓明展展

         愛松啓明展展

こども療育教室通園

指導事業　　　　　      明啓常展展啓抽徳携

常       常啓松常機啓機展展

      常啓松常機啓機展展

      常啓松常機啓機展展

森       愛啓森携愛啓携展展

      愛啓森携愛啓携展展

機         常徳抽啓明徳展

         携松啓機展展

         携松啓機展展

         明明啓松徳展

常常         常明展啓徳展携

        常展機啓抽抽愛

         愛愛啓徳抽森

          徳啓明徳携

         常抽啓森森機

常徳           常啓展展展

          常啓展展展

          常啓展展展

常森         常抽愛啓森携展

        常抽愛啓森携展

常機

         機松啓愛携展

         機松啓愛携展

 愛士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常森抽 常森抽 常森抽 常森抽         常森携 常森携 常森携 常森携 

          携啓展展展

         機徳啓愛携展

こども療育教室維持

管理経費　　　　　      徳啓常常機啓明抽徳

常常         森常松啓展愛携

        常携森啓明森携

        明携森啓愛携展

常徳         常常森啓機抽徳

        常常森啓機抽徳

        常常森啓機抽徳

常愛         明愛携啓抽明展

        抽常展啓松明展

        抽常展啓松明展

        徳徳抽啓松展展

        常機機啓携展展

         徳携啓徳展展

常携         携抽徳啓抽愛展

        徳抽抽啓明携展

        徳愛機啓抽展展

         携森啓愛森展

常森           携啓松松携

          携啓松松携

 愛士     常常松啓機徳愛啓展展展     愛森啓森抽徳啓展展展     常携明啓松明携啓展展展     常抽松啓携携森啓森愛携       機啓徳展明啓常明携

 森士       徳啓明松森啓展展展      徳啓愛愛愛啓展展展         愛抽携啓展展展

 機士          機携啓展展展         携徳啓森展展          抽徳啓徳展展

常常士       愛啓展明機啓展展展      徳啓携機明啓松抽展         抽松徳啓徳明展

常徳士         徳携森啓展展展        常松松啓森展抽          森展啓常機明

常愛士       松啓携森常啓展展展      抽啓機徳展啓機明携       徳啓明明展啓展愛携

常抽士       常啓愛森展啓展展展        森松森啓愛松展         携展常啓明愛展

常携士         愛徳松啓展展展        愛徳常啓愛展展           携啓松展展

老人福祉総務費　　     抽松啓徳森抽啓抽展展

機          徳明啓抽展展

         徳明啓抽展展

常機

     抽明啓明森徳啓展展展

     抽明啓明森徳啓展展展

      携啓森森徳啓展展展

     愛展啓展展展啓展展展

 愛士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常森明 常森明 常森明 常森明         常森松 常森松 常森松 常森松 

常森士       常啓明愛携啓展展展      常啓携愛抽啓徳携松         常展展啓松抽愛

常機士     常常常啓松展携啓展展展    常常常啓松展抽啓携展展             携展展

徳展士      徳松啓抽明常啓展展展     徳徳啓抽明愛啓展機機       抽啓機機松啓機展常

徳愛士         携松明啓展展展        携松明啓展展展               展

     常展啓森展展啓展展展

徳愛

        携松明啓展展展

        携松明啓展展展

        携松明啓展展展

老人クラブ関係経費      常啓機森松啓徳抽携

機           森啓森展展

          森啓森展展

常常         常常愛啓常機携

        常展森啓愛機携

          抽啓森展展

常抽         徳展抽啓松携展

        徳展抽啓松携展

        徳展抽啓松携展

常機

      常啓明明展啓携展展

         徳抽啓携展展

         徳抽啓携展展

      常啓明愛明啓展展展

      常啓携愛明啓展展展

        常展展啓展展展

老人保護措置費　　     徳常啓抽松愛啓明愛松

森          徳抽啓展展展

         徳抽啓展展展

機          常松啓明展展

         常松啓明展展

徳展      徳常啓抽愛徳啓展愛松

     徳常啓抽愛徳啓展愛松

地域生活支援事業　      常啓徳明森啓常携徳

常愛         愛愛徳啓抽愛展

        愛愛徳啓抽愛展

 愛士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常森森 常森森 常森森 常森森         常森機 常森機 常森機 常森機 

        愛愛徳啓抽愛展

徳展         機愛携啓松徳徳

        機愛携啓松徳徳

敬老会事業　　　　      抽啓森機徳啓愛展明

森       徳啓徳明展啓展展展

      徳啓徳携展啓展展展

         常展啓展展展

常常       常啓常愛展啓展徳常

         松展啓機携携

        松明展啓展松機

        徳機森啓機森松

常徳          愛常啓携携展

         愛常啓携携展

         愛常啓携携展

常愛       常啓展常愛啓機森携

      常啓展常愛啓機森携

      常啓展常愛啓機森携

常抽         抽携明啓松携展

        抽携明啓松携展

        抽携明啓松携展

高年齢者就業機会確

保事業　　　　　　      愛啓常展展啓展展展

常機

      愛啓常展展啓展展展

        常展展啓展展展

        常展展啓展展展

      愛啓展展展啓展展展

      愛啓展展展啓展展展

常総地方広域市町村

圏事務組合負担金　     明展啓徳常徳啓展展展

常機

     明展啓徳常徳啓展展展

     明展啓徳常徳啓展展展

     明展啓徳常徳啓展展展

 愛士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常機展 常機展 常機展 常機展         常機常 常機常 常機常 常機常 

いきいきプラザげん

き館施設維持管理経

費　　　　　　　　      徳啓松機展啓愛機松

常常       常啓展展展啓常展展

         愛森啓常常携

         徳愛啓機機抽

        松携愛啓展展徳

        常森抽啓機森機

常徳          明松啓森松徳

         携明啓愛徳携

         携明啓愛徳携

         常常啓携抽松

         常常啓携抽松

常愛       常啓徳森展啓展携携

        愛明携啓抽展展

        愛明携啓抽展展

        常松明啓抽展展

        常松明啓抽展展

        明携抽啓徳携携

        明愛常啓携松携

         徳徳啓明森展

         森抽啓展展展

         森抽啓展展展

常抽          徳携啓携徳展

         徳携啓携徳展

         徳携啓携徳展

常携          森徳啓機携展

         森徳啓機携展

常森         愛愛愛啓機展展

         常森啓機展展

        愛常携啓展展展

高齢者等の生活支援

事業　　　　　　　      徳啓徳愛森啓明愛携

常愛       徳啓常抽愛啓徳機携

 愛士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常機徳 常機徳 常機徳 常機徳         常機愛 常機愛 常機愛 常機愛 

      徳啓常抽愛啓徳機携

      常啓機森愛啓森展展

        常携機啓抽機携

徳展          機携啓愛抽展

         機携啓愛抽展

介護予防・生きがい

活動支援事業　　　      徳啓徳明愛啓展明愛

常常         愛携愛啓抽徳抽

        常松松啓森明徳

          常啓抽松徳

        常展明啓展携展

         明森啓展抽展

常徳          松森啓愛森徳

         松森啓愛森徳

         松森啓愛森徳

常愛         常携常啓徳展展

        常携常啓徳展展

        常携常啓徳展展

常抽         常機常啓愛携展

         明携啓愛携展

         携抽啓明携展

         常展啓抽展展

            愛展展

        常徳明啓展展展

        常徳明啓展展展

常携         徳愛森啓愛携展

         機機啓松携展

        常愛森啓明展展

常森       常啓徳展展啓愛携松

        常明常啓松展展

         常愛啓明携展

        徳常展啓展展展

        森常携啓展展松

 愛士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常機抽 常機抽 常機抽 常機抽         常機携 常機携 常機携 常機携 

常機

         携展啓展展展

         携展啓展展展

         携展啓展展展

福祉有償運送運営協

議会関係経費　　　         抽機啓展展展

森          抽機啓展展展

         抽機啓展展展

 抽士     愛徳森啓機機常啓展展展      抽啓森携松啓展展展     愛徳抽啓常愛抽啓展展展     愛徳徳啓機機徳啓徳抽機       常啓常抽常啓松携常

常常士          明徳啓展展展         抽抽啓森森松          常松啓常常愛

常徳士         抽松抽啓展展展        愛松愛啓森徳徳         常展展啓常松森

常愛士       松啓松明愛啓展展展      松啓抽展徳啓常松徳         愛明展啓森徳森

常機士     徳抽森啓常展松啓展展展    徳抽森啓展機明啓徳森徳          常展啓松常森

徳展士         明展展啓展展展              展         明展展啓展展展

徳愛士          携愛啓展展展          常啓展愛携          携常啓機明携

徳森士      明松啓展松携啓展展展     明松啓展松抽啓展携常             機抽機

後期高齢者医療広域

連合負担金　　　　    徳抽森啓展機明啓徳森徳

常機

    徳抽森啓展機明啓徳森徳

    徳抽森啓展機明啓徳森徳

     常携啓常機携啓機愛明

    徳愛徳啓機展展啓愛抽明

後期高齢者健康診査      松啓明携松啓展携常

常常          抽抽啓森森松

         常徳啓機明松

         愛常啓機徳展

常徳         愛松愛啓森徳徳

        愛展抽啓抽携展

        愛展抽啓抽携展

         明機啓愛松徳

         明機啓愛松徳

常愛       松啓徳愛森啓愛抽徳

        常携松啓携展展

        常携松啓携展展

      松啓展森展啓森抽徳

      明啓常愛森啓携抽徳

        明展展啓抽展展

 愛士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常機明 常機明 常機明 常機明         常機松 常機松 常機松 常機松 

        愛抽常啓機展展

老人保健事業　　　        常明抽啓森明携

常愛         常明愛啓森愛展

        常明愛啓森展展

        常明愛啓森展展

             愛展

             愛展

徳愛

          常啓展愛携

          常啓展愛携

          常啓展愛携

後期高齢者医療特別

会計繰出金　　　　     明松啓展松抽啓展携常

徳森      明松啓展松抽啓展携常

     徳携啓森常徳啓展展展

     抽常啓徳明徳啓展携常

 携士     抽明森啓展常松啓展展展     携抽啓展機松啓展展展     抽常愛啓機徳展啓展展展     抽常徳啓機松明啓携森徳         機抽愛啓抽常森

常機士         徳展松啓展展展         携展啓展展展         常携松啓展展展

徳展士       徳啓松森松啓展展展      徳啓携抽展啓携森徳         徳抽明啓抽常森

徳常士         携抽展啓展展展              展         携抽展啓展展展

徳森士     抽常展啓愛森明啓展展展    抽常展啓愛森明啓展展展               展

居宅サービス利用者

負担軽減事業　　　      徳啓携抽展啓携森徳

徳展       徳啓携抽展啓携森徳

      徳啓携抽展啓携森徳

介護保険推進事業　         携展啓展展展

常機

         携展啓展展展

         携展啓展展展

         携展啓展展展

介護保険特別会計繰

出金　　　　　　　    抽展明啓抽明愛啓展展展

徳森     抽展明啓抽明愛啓展展展

    徳携徳啓常携携啓展展展

    常展明啓展抽松啓展展展

     抽愛啓展抽明啓展展展

 愛士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        常機森 常機森 常機森 常機森         常機機 常機機 常機機 常機機 

      携啓徳常携啓展展展

介護サービス事業特

別会計繰出金　　　      愛啓機徳愛啓展展展

徳森       愛啓機徳愛啓展展展

      愛啓機徳愛啓展展展

 明士     愛機徳啓徳携抽啓展展展      常啓松抽松啓展展展     愛機展啓携展松啓展展展     愛松徳啓松森抽啓抽機森      常松啓松徳徳啓携展徳

 常士       常啓愛明松啓展展展      常啓展松抽啓抽展展         徳機徳啓明展展

 徳士       松啓抽展愛啓展展展      松啓抽展徳啓森展展             徳展展

 愛士       松啓徳松森啓展展展      明啓明愛常啓愛徳明         明抽明啓明松抽

 抽士       常啓機松明啓展展展      常啓機松携啓携抽常             抽携機

 機士          明松啓展展展         徳機啓松展展          愛松啓愛展展

常常士         徳明抽啓展展展        徳愛徳啓携愛愛          愛常啓抽明松

常徳士      常徳啓機徳明啓展展展     常常啓松携愛啓明抽展       常啓常松徳啓愛明展

常愛士       明啓松展抽啓展展展      明啓愛徳森啓愛機森         愛松携啓明展徳

徳展士     愛携徳啓携徳徳啓展展展    愛愛松啓愛携明啓常明展      常携啓常明携啓森抽展

医療福祉費　　　　    徳明機啓抽機愛啓松携松

機           明啓明展展

          明啓明展展

常常         常松抽啓森展抽

         常松啓抽愛展

        常携松啓愛松抽

常徳       松啓抽機森啓松機徳

        抽展松啓機徳携

        抽展松啓機徳携

      松啓展機展啓森明松

      松啓展機展啓森明松

常愛       愛啓明展徳啓明松明

      愛啓明展徳啓明松明

      愛啓明展徳啓明松明

徳展     徳携森啓徳常展啓森森携

    徳携森啓徳常展啓森森携

医療福祉費（市単独

扶助）　　　　　　     森松啓徳森常啓展松抽

常       常啓展松抽啓抽展展

      常啓展松抽啓抽展展

      常啓展松抽啓抽展展

機          徳愛啓常展展

         徳愛啓常展展

         徳愛啓常展展

常常          携松啓松徳機

         携松啓松徳機

常徳       抽啓徳携抽啓森抽森

        愛明抽啓携明携

        愛明抽啓携明携

      愛啓森機展啓徳森愛

      愛啓森機展啓徳森愛

常愛       徳啓松徳携啓松徳徳

      徳啓松徳携啓松徳徳

 愛士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳展展 徳展展 徳展展 徳展展         徳展常 徳展常 徳展常 徳展常 

      徳啓松徳携啓松徳徳

徳展      松機啓常抽携啓徳松携

     松機啓常抽携啓徳松携

職員給与関係経費　     常明啓展展機啓明明松

徳       松啓抽展徳啓森展展

      松啓抽展徳啓森展展

愛       明啓明愛常啓愛徳明

        抽徳明啓展展展

        携展松啓携明松

      常啓機展展啓松森愛

        森機抽啓展森展

         松愛啓徳展展

        愛徳抽啓展展展

      常啓森常愛啓明森展

        携抽森啓展常明

        常抽抽啓展展展

抽       常啓機松携啓携抽常

      常啓機松携啓携抽常

 松士      愛機啓常松松啓展展展      常啓徳松常啓展展展      愛松啓機展明啓展展展      愛明啓松抽松啓徳徳明       常啓常携森啓松松抽

 徳士      常明啓機徳徳啓展展展     常明啓機徳常啓抽森抽             携常明

 愛士      常抽啓明常常啓展展展     常愛啓明明森啓携森愛         機抽徳啓抽常松

 抽士       抽啓携森森啓展展展      抽啓携森松啓徳森携             松常携

 機士          常松啓展展展         常徳啓常展展           抽啓機展展

常常士         徳携抽啓展展展        徳常徳啓常松機          抽常啓森徳常

常徳士         徳松常啓展展展        常展抽啓抽抽携         常明明啓携携携

常愛士       常啓徳徳愛啓展展展      常啓徳徳常啓常携展           常啓森携展

常機士          徳展啓展展展         徳展啓展展展               展

国民年金費　　　　      常啓携明機啓森松抽

機          常徳啓常展展

         常徳啓常展展

常常         徳常徳啓常松機

        常愛森啓常松機

         松抽啓展展展

常徳         常展抽啓抽抽携

        常展抽啓抽抽携

         携松啓携展展

         抽明啓機抽携

常愛       常啓徳徳常啓常携展

      常啓徳徳常啓常携展

        徳徳携啓松携展

        常常愛啓抽展展

        森森徳啓展展展

常機

         徳展啓展展展

         徳展啓展展展

 愛士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳展徳 徳展徳 徳展徳 徳展徳         徳展愛 徳展愛 徳展愛 徳展愛 

         徳展啓展展展

職員給与関係経費　     愛携啓常松松啓愛携徳

徳      常明啓機徳常啓抽森抽

     常明啓機徳常啓抽森抽

愛      常愛啓明明森啓携森愛

        徳愛抽啓展展展

        抽松展啓携展森

        森徳松啓抽展展

      抽啓徳松松啓展携森

      徳啓常常常啓機愛愛

        常森展啓展展展

      抽啓常明抽啓森機明

      常啓徳携森啓松森森

        常抽抽啓展展展

抽       抽啓携森松啓徳森携

      抽啓携森松啓徳森携

 徳士   愛啓抽徳展啓松機常啓展展展    徳松松啓徳松機啓展展展        抽携抽啓展展展      常啓森明明啓展展展  愛啓常抽携啓森愛徳啓展展展   愛啓展明機啓徳常携啓松松展      明松啓松愛携啓徳愛展    

      森啓森森常啓展展展

 常士     抽携松啓徳携展啓展展展      松啓徳徳常啓展展展       常啓抽機常啓展展展    抽明携啓機明徳啓展展展     抽携展啓機機携啓抽森明      常抽啓機明明啓携常抽

 常士      携徳啓常愛展啓展展展     携常啓明常携啓携機機         携常抽啓抽展常

 徳士      明機啓抽愛機啓展展展     明機啓抽愛松啓携松常           常啓抽徳機

 愛士      明展啓展常常啓展展展     携機啓機森抽啓展松明          徳明啓機徳抽

 抽士      常機啓展展森啓展展展     常森啓機松抽啓常携明          愛愛啓森抽抽

 松士      常機啓携展徳啓展展展     常抽啓松機愛啓森松明       抽啓松展森啓常徳抽

 森士       徳啓徳展森啓展展展      徳啓展携抽啓松展展         常携愛啓愛展展

 機士       常啓森森機啓展展展      常啓抽愛常啓明展展         抽携松啓抽展展

常常士       携啓抽抽松啓展展展      愛啓常展松啓展抽携       徳啓愛愛機啓機携携

常徳士       常啓携松明啓展展展      常啓愛携常啓松愛機         徳徳抽啓徳明常

常愛士       携啓抽愛松啓展展展      抽啓愛松松啓徳明徳       常啓展携機啓松愛森

常抽士         松徳明啓展展展        明展展啓抽展明         常徳携啓携機抽

常携士      抽松啓抽松松啓展展展     抽明啓明展明啓明常機         森松展啓愛森常

常森士       徳啓明森抽啓展展展      徳啓明徳抽啓徳明明          携機啓松愛抽

児童福祉総務費　　      徳啓展常機啓展常愛

常          携明啓展展展

         携明啓展展展

         携明啓展展展

松         機徳携啓明展展

        機徳携啓明展展

森          森抽啓展展展

         森抽啓展展展

機          明愛啓携展展

         愛森啓徳展展

            森展展

         愛松啓抽展展

         徳携啓愛展展

常常         常携愛啓徳松徳

         松携啓抽抽明

         松松啓森徳明

 愛士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳展抽 徳展抽 徳展抽 徳展抽         徳展携 徳展携 徳展携 徳展携 

常機士          松常啓展展展         明機啓松徳展           常啓徳森展

徳展士     常松松啓松松徳啓展展展    常松愛啓愛森徳啓抽愛展       抽啓愛森機啓携松展

徳愛士         携森携啓展展展        携森抽啓抽徳常             携松機

常愛          機抽啓携展展

         機抽啓携展展

         機抽啓携展展

常機

         携松啓松徳展

         携松啓松徳展

         抽徳啓松徳展

          愛啓展展展

         常徳啓展展展

徳愛

        携森抽啓抽徳常

        携森抽啓抽徳常

        抽明松啓松携携

        常常明啓明明明

児童クラブ運営事業    常常愛啓携展常啓抽展松

常      抽愛啓抽愛常啓常徳明

     抽愛啓抽愛常啓常徳明

     抽愛啓抽愛常啓常徳明

松      常愛啓森明森啓徳松明

     常愛啓森明森啓徳松明

機       常啓徳徳抽啓抽展展

      常啓徳展明啓森展展

      常啓徳展明啓森展展

         常松啓明展展

常常       常啓携明明啓常松愛

        携携抽啓松愛機

         愛森啓愛機愛

        抽展展啓抽常抽

        抽森携啓徳展機

         森松啓抽常森

常徳         松松愛啓抽携森

        抽機森啓展携機

         抽携啓抽徳展

        抽携徳啓明愛機

        徳抽常啓展抽松

 愛士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳展明 徳展明 徳展明 徳展明         徳展松 徳展松 徳展松 徳展松 

         松機啓展展展

         携携啓徳抽愛

         松徳啓展展展

         愛抽啓森展抽

         愛抽啓愛携徳

         愛抽啓愛携徳

常愛       愛啓抽携展啓常常森

        森徳機啓携展展

        森徳機啓携展展

        常常機啓松展展

        常常機啓松展展

        抽機松啓松展展

        抽機松啓松展展

         抽徳啓展展展

         抽徳啓展展展

      常啓機明常啓徳常森

      常啓機抽松啓徳徳展

         常愛啓機機森

常抽         徳常機啓携松明

        徳常機啓携松明

        徳常機啓携松明

常携      抽明啓明展明啓明常機

     抽携啓機徳松啓展展展

        徳徳明啓松展展

         抽松啓明松展

         愛愛啓明展展

        徳機機啓展展展

         松徳啓明抽機

常森       徳啓愛明常啓明明常

      徳啓愛明常啓明明常

 愛士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳展森 徳展森 徳展森 徳展森         徳展機 徳展機 徳展機 徳展機 

集会施設維持管理経

費　　　　　　　　        森機森啓松機常

森         常徳展啓展展展

        常徳展啓展展展

常常         明展展啓抽常機

         松明啓機森愛

        携徳愛啓抽愛明

常愛         常愛機啓明抽抽

         携機啓森抽抽

         携機啓森抽抽

         携徳啓携展展

         携徳啓携展展

          明啓愛展展

          明啓愛展展

         徳常啓展展展

         徳常啓展展展

常抽           愛啓徳愛森

          愛啓徳愛森

          愛啓徳愛森

常森          愛携啓抽機展

         愛携啓抽機展

母子・父子福祉住宅

手当　　　　　　　      明啓愛徳展啓展展展

徳展       明啓愛徳展啓展展展

      明啓愛徳展啓展展展

ファミリーサポート

センター事業　　　      松啓機森徳啓抽愛機

常       抽啓松抽抽啓明愛抽

      抽啓松抽抽啓明愛抽

      抽啓松抽抽啓明愛抽

森       常啓松松徳啓松展展

         常徳啓展展展

      常啓松明展啓松展展

機          常明啓機展展

 愛士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳常展 徳常展 徳常展 徳常展         徳常常 徳常常 徳常常 徳常常 

         常明啓機展展

         常明啓機展展

常常         携携携啓抽松携

        常携明啓森常常

         徳展啓携機展

         徳徳啓明抽機

        愛携携啓抽徳携

常徳         愛機森啓松抽明

        徳展携啓機愛明

        常常抽啓森松携

         機常啓展明常

        常機徳啓森常展

         明抽啓携明展

         森明啓常愛展

         愛明啓松徳展

          携啓抽展展

常抽         徳明明啓森明機

        徳明明啓森明機

        常携松啓携展展

        常展明啓愛森常

          徳啓機森森

常森         徳徳松啓常常携

         徳抽啓松森展

        常徳森啓森愛携

         常明啓徳松携

         愛機啓機展展

         常松啓愛徳携

児童扶養手当支給事

業　　　　　　　　    常明松啓森携展啓松明徳

機           携啓携展展

          携啓携展展

常常          徳森啓愛機松

          抽啓徳抽松

         徳抽啓常携展

常徳          明常啓抽愛携

         明常啓抽愛携

 愛士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳常徳 徳常徳 徳常徳 徳常徳         徳常愛 徳常愛 徳常愛 徳常愛 

         明常啓抽愛携

常愛         明機愛啓展展展

        明機愛啓展展展

        明機愛啓展展展

徳展     常明松啓展明徳啓抽愛展

    常明松啓展明徳啓抽愛展

家庭児童相談事業　      愛啓徳明機啓森愛機

常       徳啓松森常啓森明抽

      徳啓松森常啓森明抽

      徳啓松森常啓森明抽

森          明森啓展展展

         明森啓展展展

機         常展抽啓展展展

         明徳啓徳展展

         明徳啓徳展展

         抽常啓森展展

常常          松携啓常携徳

         松携啓常携徳

常徳         常常森啓常展展

        常常森啓常展展

        常常森啓常展展

常抽         常常展啓松徳愛

        常常展啓松徳愛

        常展松啓松愛携

          徳啓機森森

常機

         常徳啓展展展

         常徳啓展展展

         常徳啓展展展

食育啓発事業　　　        松携松啓抽愛徳

常         明展常啓機松携

        明展常啓機松携

        明展常啓機松携

森          常展啓展展展

         常展啓展展展

機          常松啓愛展展

 愛士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳常抽 徳常抽 徳常抽 徳常抽         徳常携 徳常携 徳常携 徳常携 

         常展啓松展展

         常展啓松展展

          明啓明展展

常常         常徳森啓常携松

        常徳森啓常携松

職員給与関係経費　    常抽森啓愛機携啓森展愛

徳      明機啓抽愛松啓携松常

     明機啓抽愛松啓携松常

愛      携機啓機森抽啓展松明

      常啓携機機啓展展展

      携啓機常松啓徳常展

      常啓森展展啓展展展

     常松啓愛機徳啓明松森

      森啓愛常明啓明機展

        明常携啓展森展

        機抽携啓展展展

     常松啓徳徳携啓森機森

      携啓展機森啓携徳展

      常啓展松抽啓展展展

抽      常森啓機松抽啓常携明

     常森啓機松抽啓常携明

 徳士     森徳携啓明森常啓展展展     徳機啓常松森啓展展展         常抽常啓展展展    松機明啓明抽抽啓展展展     松明徳啓明常明啓展常松      愛抽啓展徳松啓機森愛

 常士      常常啓愛愛携啓展展展     常展啓機抽松啓携森展         愛森松啓抽徳展

 森士         抽徳明啓展展展        抽徳常啓抽徳明           抽啓携松抽

 機士         抽機松啓展展展        抽常展啓機展展          森明啓常展展

常常士       徳啓松松愛啓展展展      徳啓抽明明啓抽松常         愛展明啓携徳機

常徳士         愛常抽啓展展展        徳明機啓抽徳愛          抽抽啓携松松

常愛士     松常展啓携展明啓展展展    明森松啓愛携徳啓携徳徳      徳愛啓常携愛啓抽松森

常抽士       常啓抽明抽啓展展展      常啓愛機森啓常機常          明携啓森展機

常携士       常啓抽徳森啓展展展      常啓徳常森啓展展展         徳常展啓展展展

常森士         常徳機啓展展展        常徳松啓機機携           常啓展展携

常機士      明松啓松携明啓展展展     携松啓機森森啓愛展機       機啓松明松啓明機常

徳松士          常明啓展展展         常携啓徳展展             森展展

管外保育委託事業　     常抽啓松携機啓森抽展

常愛      常抽啓松携機啓森抽展

     常抽啓松携機啓森抽展

     常抽啓松携機啓森抽展

民間保育所委託経費    携森明啓明松森啓徳森展

常愛     携森明啓明松森啓徳森展

    携森明啓明松森啓徳森展

    携森明啓明松森啓徳森展

民間保育所保育サー

ビス推進事業　　　     携森啓機常携啓松愛抽

常愛         機徳松啓抽徳携

        機徳松啓抽徳携

        機徳松啓抽徳携

常機

     携松啓機森森啓愛展機

     携松啓機森森啓愛展機

     常愛啓明森展啓展展展

        携徳愛啓愛常展

 愛士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳常明 徳常明 徳常明 徳常明         徳常松 徳常松 徳常松 徳常松 

      愛啓常携展啓展展展

      愛啓徳携徳啓展展展

     愛抽啓常機愛啓愛機機

      常啓常明常啓展展展

      徳啓展徳森啓明展展

乳幼児保育室事業　     松徳啓徳携展啓愛愛展

常愛      松徳啓徳携展啓愛愛展

     松徳啓徳携展啓愛愛展

     松徳啓徳携展啓愛愛展

地域子育て支援セン

ター総務費　　　　     常抽啓明森携啓展展明

常      常展啓機抽松啓携森展

     常展啓機抽松啓携森展

     常展啓機抽松啓携森展

森         抽徳常啓抽徳明

        抽常明啓森展展

          抽啓明徳明

機         抽常展啓機展展

        抽展森啓松展展

        抽展森啓松展展

          徳啓徳展展

常常       常啓抽明展啓明明展

        携徳携啓抽松常

         明機啓常抽機

         明展啓松明携

        明携明啓徳携展

        常抽機啓展徳携

常徳         徳抽抽啓携徳常

        常徳松啓抽森常

        常徳松啓抽森常

         松愛啓常展展

         愛常啓展展展

         徳愛啓常展展

         常機啓展展展

 愛士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳常森 徳常森 徳常森 徳常森         徳常機 徳常機 徳常機 徳常機 

         抽愛啓機抽展

         抽愛啓機抽展

常愛          森明啓徳抽展

         森展啓明抽展

         森展啓明抽展

          携啓明展展

          携啓明展展

常抽       常啓展松松啓明森機

      常啓展松松啓明森機

        携常機啓松明携

        抽松展啓展展展

         松常啓展松松

          機啓展松徳

          松啓松松携

常森          徳展啓松機展

         徳展啓松機展

徳松          常携啓徳展展

         常携啓徳展展

地域子育て支援セン

ター維持管理経費　      徳啓常携森啓常明徳

常常       常啓展展携啓森常常

         抽展啓愛徳展

         携明啓愛展松

        明携展啓常抽機

        徳携機啓展愛携

常徳          徳抽啓機展徳

         徳抽啓機展徳

         徳抽啓機展徳

常愛         明機機啓松抽徳

         森愛啓常展松

         森愛啓常展松

        徳徳明啓森展展

        徳徳明啓森展展

         常抽啓松展展

         常抽啓松展展

         徳明啓徳携展

 愛士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳徳展 徳徳展 徳徳展 徳徳展         徳徳常 徳徳常 徳徳常 徳徳常 

         徳明啓徳携展

        愛抽森啓森森携

        徳愛常啓展展展

        常常松啓森森携

常抽         愛徳展啓携展徳

        愛徳展啓携展徳

        愛徳展啓携展徳

常森         常展松啓徳展携

        常展松啓徳展携

病後児保育室運営委

託事業　　　　　　      機啓展常徳啓徳展展

常愛       機啓展常徳啓徳展展

      機啓展常徳啓徳展展

      機啓展常徳啓徳展展

放射線対策事業費　      抽啓常携明啓抽明携

常愛       徳啓機愛森啓抽明携

      徳啓機愛森啓抽明携

      徳啓機愛森啓抽明携

常携       常啓徳常森啓展展展

      常啓徳常森啓展展展

 愛士   常啓松愛愛啓徳愛携啓展展展    徳松抽啓常愛愛啓展展展   常啓抽携機啓常展徳啓展展展   常啓抽携携啓携抽展啓抽徳松       愛啓携明常啓携松愛

 松士         機松携啓展展展        機愛明啓展展展          愛機啓展展展

 機士          抽松啓展展展         徳徳啓抽展展          徳抽啓明展展

常常士         愛携松啓展展展        愛常機啓徳抽常          愛松啓松携機

常徳士       常啓明愛松啓展展展      常啓明徳展啓松常携          常明啓徳森携

常愛士       常啓愛常携啓展展展      常啓愛常抽啓明展展             抽展展

常抽士          抽徳啓展展展         愛徳啓抽松常           機啓携徳機

徳展士   常啓抽携抽啓松徳機啓展展展  常啓抽携常啓徳機携啓展展展       愛啓抽愛抽啓展展展

児童手当支給事業　        常展展啓展展展

徳展         常展展啓展展展

        常展展啓展展展

子ども手当支給事業  常啓抽携携啓抽抽展啓抽徳松

松         機愛明啓展展展

        機愛明啓展展展

機          徳徳啓抽展展

         常機啓常展展

         常機啓常展展

          愛啓愛展展

常常         愛常機啓徳抽常

        徳常徳啓常抽常

        常展松啓常展展

常徳       常啓明徳展啓松常携

      常啓明徳展啓松常携

      常啓明徳展啓松常携

常愛       常啓愛常抽啓明展展

 愛士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳徳徳 徳徳徳 徳徳徳 徳徳徳         徳徳愛 徳徳愛 徳徳愛 徳徳愛 

      常啓愛常抽啓明展展

      常啓愛常抽啓明展展

常抽          愛徳啓抽松常

         愛徳啓抽松常

         愛徳啓抽松常

徳展   常啓抽携常啓常機携啓展展展

  常啓抽携常啓常機携啓展展展

 抽士     愛徳携啓明機森啓展展展      愛啓展森携啓展展展         携展森啓展展展    愛徳機啓徳機常啓展展展     愛常機啓松松常啓明森機       機啓携常機啓愛常常

 常士      明展啓明機常啓展展展     携森啓徳常抽啓徳松機       徳啓抽松明啓松徳常

 徳士     常展明啓松携徳啓展展展    常展明啓松携展啓森機徳           常啓常展森

 愛士      森愛啓森明携啓展展展     森愛啓明徳松啓森抽抽         徳愛松啓常携明

 抽士      徳森啓機携愛啓展展展     徳森啓機携常啓展機展           常啓機常展

 松士       森啓徳森松啓展展展      明啓森展徳啓松森携       常啓抽森抽啓徳常携

 森士          明常啓展展展         抽機啓徳携展          常常啓松携展

 機士       徳啓常常松啓展展展      常啓携常明啓明展展         明展展啓抽展展

常常士      徳抽啓携愛機啓展展展     徳常啓森徳常啓抽携松       徳啓松常松啓携抽愛

常徳士         松徳常啓展展展        明展展啓常携機         常徳展啓森抽常

常愛士       愛啓機抽徳啓展展展      愛啓明明松啓携抽展         徳松抽啓抽明展

常抽士       常啓携森森啓展展展      常啓抽徳抽啓携松機         常明愛啓抽徳常

常携士       抽啓徳機明啓展展展      愛啓携明徳啓常徳携         松愛愛啓森松携

常森士       愛啓愛抽展啓展展展      徳啓明携展啓松森抽         明森機啓徳常明

常機士         常常常啓展展展        常展抽啓松展携           明啓徳機携

徳松士          徳森啓展展展         徳松啓明展展             抽展展

保育所総務費（土塔

中央保育所）　　　     常徳啓松機抽啓徳展展

常         徳展愛啓明展展

        徳展愛啓明展展

         森松啓展展展

        常常明啓明展展

森          徳徳啓展展展

         徳徳啓展展展

機          徳明啓抽展展

          徳啓徳展展

          徳啓徳展展

         徳抽啓徳展展

常常       機啓愛展森啓徳明松

      常啓松徳展啓森松抽

         愛愛啓松携森

         常常啓明展森

          携啓徳携展

        常森携啓機明展

      松啓愛携展啓森常松

常徳         徳常松啓機機愛

        常携徳啓森松森

        常抽明啓愛松森

          明啓携展展

         抽展啓常明携

          常啓携展展

          抽啓携展展

         徳愛啓常展展

          常啓展抽展

         常展啓展徳携

 愛士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳徳抽 徳徳抽 徳徳抽 徳徳抽         徳徳携 徳徳携 徳徳携 徳徳携 

         徳抽啓機携展

         徳抽啓機携展

常愛         松徳徳啓抽徳明

         森明啓携徳展

         森明啓携徳展

        携明森啓明展常

        抽森機啓明展展

         徳森啓森松抽

         携展啓常徳松

         明松啓愛展携

         明松啓愛展携

常抽         常常機啓機森携

        常常機啓機森携

         機携啓携森愛

         徳抽啓抽展徳

常森       徳啓常愛明啓機森機

      徳啓常愛明啓機森機

常機

         常明啓携抽展

         常明啓携抽展

            松機展

         常携啓松携展

徳松          徳展啓展展展

         徳展啓展展展

保育所総務費（北園

保育所）　　　　　      森啓明携展啓徳抽森

常         常抽携啓愛展展

        常抽携啓愛展展

         森松啓展展展

         携森啓愛展展

森          徳松啓徳携展

         徳徳啓展展展

          携啓徳携展

機          徳展啓機展展

         徳展啓機展展

 愛士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳徳明 徳徳明 徳徳明 徳徳明         徳徳松 徳徳松 徳徳松 徳徳松 

常常       明啓松愛愛啓明展松

      常啓徳携常啓松明抽

          松啓機森愛

          明啓明展展

          携啓徳携展

        徳松抽啓抽機展

      携啓常松展啓機愛愛

         常明啓携森松

常徳         徳常森啓展松携

        常明明啓携常携

        常明展啓抽機携

          明啓展徳展

         徳機啓携機展

          愛啓展展展

          抽啓携展展

         常常啓携携展

          常啓展抽展

          機啓携展展

         徳常啓機松展

         徳常啓機松展

常愛         明抽愛啓機抽明

         森徳啓愛徳展

         森徳啓愛徳展

        抽松展啓抽愛抽

        抽常徳啓森展展

         徳展啓明松抽

         愛明啓機明展

         機常啓常機徳

         機常啓常機徳

常抽         愛明松啓明愛携

        愛明松啓明愛携

        徳携明啓携展抽

         森抽啓常展抽

         徳松啓展徳松

常森         抽松愛啓森機携

        抽松愛啓森機携

 愛士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳徳森 徳徳森 徳徳森 徳徳森         徳徳機 徳徳機 徳徳機 徳徳機 

常機

         常徳啓展抽展

         常徳啓展抽展

            松機展

         常常啓徳携展

徳松           松啓明展展

          松啓明展展

土塔中央保育所維持

管理経費　　　　　      携啓常抽愛啓常森展

常常       愛啓徳明森啓松携愛

        抽抽明啓明森携

      常啓機松展啓森携抽

        森携常啓徳常抽

常徳          抽常啓携明徳

         抽常啓携明徳

         抽常啓携明徳

常愛         森展松啓森携携

        徳携展啓徳機機

        徳携展啓徳機機

        徳機機啓徳抽抽

        徳機機啓徳抽抽

         常愛啓明携展

         常愛啓明携展

         携徳啓携展展

         携徳啓携展展

        常機徳啓常明徳

        常徳明啓展展展

         明明啓常明徳

常抽         愛松携啓携森携

        愛松携啓携森携

        愛松携啓携森携

常携         明抽機啓抽徳携

        携松機啓展松携

         松展啓愛携展

 愛士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳愛展 徳愛展 徳愛展 徳愛展         徳愛常 徳愛常 徳愛常 徳愛常 

北園保育所維持管理

経費　　　　　　　      携啓松徳展啓松機常

常常       徳啓抽機携啓愛機明

        徳明抽啓機愛携

      徳啓展機愛啓松携常

        常愛明啓松常展

常徳          常常啓明愛愛

         常常啓明愛愛

         常常啓明愛愛

常愛       常啓愛抽展啓明森森

        愛徳展啓展抽展

        徳機明啓常展展

         徳愛啓機抽展

        徳愛機啓抽展展

        徳愛機啓抽展展

        明展徳啓松展展

        常愛森啓明展展

        愛松森啓展展展

         松徳啓抽携展

         常愛啓明携展

         携徳啓携展展

         携徳啓携展展

        常徳明啓展抽森

         明愛啓展展展

         明愛啓展抽森

常抽         携徳明啓機松抽

        携徳明啓機松抽

        携徳明啓機松抽

常携       常啓愛展明啓徳展展

         松展啓愛携展

      常啓徳愛携啓森携展

常森          愛機啓機展展

         愛機啓機展展

 愛士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳愛徳 徳愛徳 徳愛徳 徳愛徳         徳愛愛 徳愛愛 徳愛愛 徳愛愛 

パート保育士経費　     明明啓常愛松啓抽明抽

常      携松啓森明携啓愛松機

     携松啓森明携啓愛松機

      常啓抽松愛啓常松携

     携徳啓抽松抽啓明明携

      徳啓松携機啓松愛機

      常啓常携松啓森展展

松       明啓森展徳啓松森携

        松抽展啓徳展展

      明啓展明徳啓携森携

機       常啓抽明機啓愛展展

      常啓抽明機啓愛展展

      常啓愛徳携啓携展展

         徳森啓常展展

         抽携啓携展展

         徳携啓抽展展

         抽抽啓森展展

保育活動運営経費　        愛森携啓森展明

常常          常常啓松明展

         常常啓松明展

常徳         常常展啓森機明

         常常啓機明展

         常常啓機明展

         機森啓機愛明

         機森啓機愛明

常愛         常携徳啓明徳携

        常携徳啓明徳携

        常愛愛啓展展展

         常機啓明徳携

常抽          愛抽啓抽展展

         愛抽啓抽展展

          携啓常展展

          徳啓展展展

         徳松啓愛展展

常機

         松明啓常徳携

         松明啓常徳携

         松明啓常徳携

 愛士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳愛抽 徳愛抽 徳愛抽 徳愛抽         徳愛携 徳愛携 徳愛携 徳愛携 

放射線対策事業費　      常啓明常展啓常松抽

常常           愛啓明松抽

          愛啓明松抽

常携       常啓明展明啓携展展

      常啓明展明啓携展展

職員給与関係経費　    徳常機啓愛徳機啓森徳明

徳     常展明啓松携展啓森機徳

    常展明啓松携展啓森機徳

愛      森愛啓明徳松啓森抽抽

        森愛機啓展展展

      携啓明展松啓機機徳

      徳啓常携常啓展展展

        徳森森啓展展展

     徳明啓常常明啓徳常明

     常徳啓森機松啓機抽森

      常啓抽明携啓常展展

        愛徳抽啓展展展

     徳携啓松森抽啓松松徳

      松啓明森常啓森常明

        抽松徳啓展展展

抽      徳森啓機携常啓展機展

     徳森啓機携常啓展機展

        抽明明啓展展展

 携士      松森啓機徳松啓展展展     常携啓松徳明啓展展展        抽携抽啓展展展        徳松抽啓展展展     機抽啓森愛愛啓展展展      森展啓徳機徳啓常携常       携啓明携機啓森抽機    

      森啓森森常啓展展展

常常士         機明展啓展展展        携抽携啓松常展         抽常抽啓徳機展

常徳士          抽徳啓展展展         愛常啓徳機松          常展啓松展愛

常愛士      松松啓機抽愛啓展展展     松愛啓機愛抽啓明明抽       抽啓展展森啓愛愛明

常抽士          愛森啓展展展         愛松啓森展展             徳展展

常携士      常携啓松徳明啓展展展      携啓明常機啓明展展       常啓徳徳携啓抽展展    

      森啓森森常啓展展展

常森士         常徳抽啓展展展        常徳愛啓展森展             機徳展

北守谷児童センター

運営事業　　　　　     愛松啓機携松啓抽常常

常常         常愛機啓明携展

        常愛機啓明携展

常徳          常常啓徳携常

         常常啓徳携常

         常常啓徳携常

常愛      愛松啓松携松啓常明展

        常常愛啓抽展展

        常常愛啓抽展展

        常携森啓松明展

        常携森啓松明展

     愛松啓抽森携啓展展展

     愛松啓抽森携啓展展展

常抽          愛松啓森展展

 愛士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳愛明 徳愛明 徳愛明 徳愛明         徳愛松 徳愛松 徳愛松 徳愛松 

         愛松啓森展展

         愛松啓森展展

常森          常常啓携携展

         常常啓携携展

南守谷児童センター

運営事業　　　　　     抽徳啓愛愛抽啓松抽展

常常         抽展明啓展明展

         愛常啓森抽展

        愛松抽啓徳徳展

常徳          徳展啓展抽明

         徳展啓展抽明

         徳展啓展抽明

常愛      愛明啓常松松啓携展抽

        常常愛啓抽展展

        常常愛啓抽展展

        常愛森啓明展展

        常愛森啓明展展

     愛携啓機徳携啓携展抽

     愛携啓機徳携啓携展抽

常携       携啓明常機啓明展展

      携啓明常機啓明展展

常森         常常常啓携愛展

         常常啓携携展

         機機啓機森展

 愛士     愛展愛啓愛愛機啓展展展     明松啓機松抽啓展展展     愛松常啓愛常愛啓展展展     愛愛愛啓展森森啓明携常      愛森啓徳徳抽啓愛抽機

 常士       徳啓森機森啓展展展        徳明携啓展展展          森携啓展展展      愛啓徳抽森啓展展展       徳啓森抽展啓抽松徳         抽展松啓携徳森

 常士         明松徳啓展展展        明松徳啓展展展               展

 森士         常明森啓展展展        常明森啓展展展               展

 機士         常愛松啓展展展        常徳常啓展展展          常明啓展展展

常常士         常明森啓展展展        常明徳啓松抽抽           携啓徳携明

生活保護事務費　　      徳啓森抽展啓抽松徳

常         明松徳啓展展展

        明松徳啓展展展

        明松徳啓展展展

森         常明森啓展展展

        常明森啓展展展

 愛士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳愛森 徳愛森 徳愛森 徳愛森         徳愛機 徳愛機 徳愛機 徳愛機 

常徳士         抽常展啓展展展        愛抽愛啓明明明          明明啓愛愛抽

常愛士       常啓常機携啓展展展        森松携啓機松展         愛常機啓展愛展

常抽士         徳愛愛啓展展展        徳愛徳啓展機徳             機展森

徳愛士         徳明携啓展展展        徳明携啓展展展               展

機         常徳常啓展展展

        常徳常啓展展展

常常         常明徳啓松抽抽

         愛松啓松機抽

        常徳抽啓機携展

常徳         愛抽愛啓明明明

        常森常啓明展明

        常徳常啓展展展

         明展啓明展明

        常明徳啓展明展

          携啓愛機松

        常携明啓明明愛

常愛         森松携啓機松展

        松展携啓森展抽

        松展携啓森展抽

        常松展啓常明明

        常明松啓展常明

          愛啓常携展

常抽         徳愛徳啓展機徳

        徳愛徳啓展機徳

        徳愛徳啓展機徳

徳愛

        徳明携啓展展展

        徳明携啓展展展

        徳明携啓展展展

 徳士     愛展展啓抽抽常啓展展展     明松啓松展機啓展展展          森携啓展展展    愛明森啓展明携啓展展展     愛愛展啓徳抽森啓常松機      愛松啓森常明啓森徳常

徳展士     愛明森啓展明携啓展展展    愛愛展啓徳抽森啓常松機      愛松啓森常明啓森徳常

生活保護扶助費　　    愛愛展啓徳抽森啓常松機

徳展     愛愛展啓徳抽森啓常松機

     機機啓展明森啓愛常機

     抽明啓明展携啓明愛抽

      常啓機森松啓常愛常

    常明機啓携抽携啓松愛機

        携徳愛啓抽展展

      常啓携展明啓森徳展

        松明機啓明徳携

      松啓携常機啓愛森常

      徳啓松徳徳啓常愛展

 抽士         徳展展啓展展展     常展啓機松展啓展展展      常常啓常松展啓展展展       明啓森常森啓松機機       抽啓愛携常啓徳展常

 愛士   愛士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳抽展 徳抽展 徳抽展 徳抽展         徳抽常 徳抽常 徳抽常 徳抽常 

 常士         徳展展啓展展展     常展啓機松展啓展展展      常常啓常松展啓展展展       明啓森常森啓松機機       抽啓愛携常啓徳展常

常徳士         常松携啓展展展        常携愛啓展展展          徳徳啓展展展

常抽士       携啓携携携啓展展展      抽啓明松携啓松機機         森松機啓徳展常

徳展士         愛抽展啓展展展        徳機展啓展展展          携展啓展展展

徳常士       携啓常展展啓展展展      常啓松展展啓展展展       愛啓抽展展啓展展展

災害被災者見舞金　        徳機展啓展展展

徳展         徳機展啓展展展

        徳機展啓展展展

災害援護資金貸付金      常啓松展展啓展展展

徳常       常啓松展展啓展展展

      常啓松展展啓展展展

応急仮設住宅供与事

業　　　　　　　　      抽啓森徳森啓松機機

常徳         常携愛啓展展展

        常携愛啓展展展

        常携愛啓展展展

常抽       抽啓明松携啓松機機

      抽啓明松携啓松機機

      抽啓明松携啓松機機

 抽士   常啓携松機啓森常機啓展展展     機常啓明森愛啓展展展     常徳啓展徳明啓展展展      常啓松携機啓展展展  常啓携展常啓機徳常啓展展展   常啓抽明徳啓徳携携啓携松徳      愛機啓明明携啓抽徳森

 常士     機展明啓愛携展啓展展展     機徳啓機明展啓展展展     常徳啓展徳明啓展展展      常啓松携機啓展展展    森徳松啓常松携啓展展展     松機抽啓常携森啓森松愛      愛愛啓展常明啓常徳松

 常士     徳愛常啓展徳森啓展展展      機啓携携森啓展展展          常愛啓展展展    徳抽展啓携松愛啓展展展     徳愛機啓明明徳啓展愛常         機常展啓機明機

 常士         機明抽啓展展展        機明愛啓徳展展             森展展

 徳士     常展携啓松徳愛啓展展展    常展携啓松徳常啓機徳機           常啓展松常

 愛士      森明啓明常松啓展展展     森明啓徳明松啓明明森         愛抽機啓愛愛徳

 抽士      徳森啓抽携機啓展展展     徳森啓抽携松啓常携徳           常啓森抽森

 森士          携松啓展展展         常展啓展展展          抽松啓展展展

 機士         常森常啓展展展         森松啓常展展          機愛啓機展展

常常士       常啓愛明抽啓展展展      常啓常抽抽啓展森機         徳常機啓機常常

常愛士          抽抽啓展展展         愛携啓徳展展           森啓森展展

常抽士          抽抽啓展展展         常展啓明携展          愛愛啓愛携展

常機士      常松啓展松展啓展展展     常明啓機常携啓展森明         常携抽啓機常抽

徳展士          携展啓展展展         抽機啓機携松              抽愛

保健衛生総務費　　        森明展啓森抽明

機          徳抽啓徳展展

         徳抽啓徳展展

常常         抽携機啓抽森機

         松展啓常抽機

        愛森機啓愛抽展

常機

        愛徳松啓徳展展

        愛徳松啓徳展展

         携展啓徳展展

         徳明啓展展展

         常展啓展展展

          愛啓展展展

        徳常森啓展展展

         徳展啓展展展

 愛士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳抽徳 徳抽徳 徳抽徳 徳抽徳         徳抽愛 徳抽愛 徳抽愛 徳抽愛 

徳展          抽機啓機携松

         抽機啓機携松

母子保健推進員経費      常啓徳展明啓松常森

常         機明愛啓徳展展

        機明愛啓徳展展

        機明愛啓徳展展

森          常展啓展展展

         常展啓展展展

機          携松啓抽展展

         愛常啓展展展

         愛常啓展展展

         徳明啓抽展展

常常         常松常啓機明森

        常携携啓抽愛常

         常明啓携愛松

常抽           抽啓常携展

          抽啓常携展

          抽啓常携展

献血推進事業　　　        徳常抽啓明愛展

常常         徳常抽啓明愛展

        徳常抽啓明愛展

食生活改善推進事業        愛機愛啓抽展徳

機           携啓携展展

          携啓携展展

常常         徳機森啓展展徳

        徳機森啓展展徳

常愛          愛携啓徳展展

         愛携啓徳展展

         愛携啓徳展展

常抽           明啓携展展

          明啓携展展

          明啓携展展

常機

         抽森啓徳展展

         抽森啓徳展展

         愛森啓徳展展

 抽士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳抽抽 徳抽抽 徳抽抽 徳抽抽         徳抽携 徳抽携 徳抽携 徳抽携 

         常展啓展展展

休日夜間急患センタ

ー運営費　　　　　      明啓機愛森啓愛抽松

常機

      明啓機愛森啓愛抽松

      明啓機愛森啓愛抽松

      明啓機愛森啓愛抽松

常総地域病院群輪番

制事業　　　　　　      機啓明展常啓愛愛機

常機

      機啓明展常啓愛愛機

      機啓明展常啓愛愛機

      松啓携松抽啓森携愛

      徳啓展徳明啓抽森明

職員給与関係経費　    徳徳展啓抽抽明啓松抽機

徳     常展携啓松徳常啓機徳機

    常展携啓松徳常啓機徳機

愛      森明啓徳明松啓明明森

      徳啓常森携啓携展展

      明啓徳徳抽啓展愛常

      徳啓機森機啓徳展展

        常機明啓森展展

     徳携啓抽抽徳啓機愛徳

     常徳啓徳愛展啓徳抽機

      常啓明常展啓森抽展

        明愛森啓展展展

     徳携啓機常機啓愛機機

      松啓松明徳啓松常松

      常啓展明森啓展展展

抽      徳森啓抽携松啓常携徳

     徳森啓抽携松啓常携徳

 徳士     抽機明啓徳徳携啓展展展    常常展啓携機森啓展展展         徳徳常啓展展展    愛森携啓抽展明啓展展展     愛携森啓森展愛啓展愛携      徳明啓明展徳啓機明携

 常士      常明啓愛明展啓展展展     常抽啓森愛森啓携徳携       常啓携徳常啓抽松携

予防事業総務費　　        松抽抽啓常明抽

森          松抽啓明携展

 抽士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳抽明 徳抽明 徳抽明 徳抽明         徳抽松 徳抽松 徳抽松 徳抽松 

 松士         機徳徳啓展展展        機徳常啓明展展             抽展展

 森士       徳啓常愛常啓展展展      常啓松抽機啓徳携展         愛森常啓松携展

 機士         携徳常啓展展展        愛携松啓徳徳展         常明愛啓松森展

常常士      抽徳啓展森常啓展展展     愛森啓抽松携啓徳森抽       愛啓明展携啓松常明

常徳士       抽啓森徳常啓展展展      抽啓展機愛啓展常愛         松徳松啓機森松

常愛士     愛常愛啓森松徳啓展展展    徳機抽啓携携愛啓明常松      常機啓愛常森啓愛森愛

常抽士         森愛抽啓展展展        森徳展啓徳明展          常愛啓松抽展

常森士         明抽愛啓展展展        明徳常啓愛抽展          徳常啓明明展

常機士         愛徳明啓展展展        徳明愛啓常松展          明徳啓森愛展

徳展士       徳啓森松展啓展展展      徳啓展機森啓松携明         松松常啓徳抽抽

徳愛士          徳携啓展展展         常常啓展展展          常抽啓展展展

         松抽啓明携展

機          携機啓抽抽展

         抽松啓徳森展

         常徳啓常明展

常常         携明森啓愛徳抽

        携明森啓愛徳抽

常機

         抽常啓松携展

         抽常啓松携展

         抽常啓松携展

各種検診事業　　　     抽機啓松森森啓抽松機

常         徳携常啓明徳携

        徳携常啓明徳携

        徳携常啓明徳携

機           機啓愛展展

          機啓愛展展

          機啓愛展展

常常         愛愛携啓展抽携

         森森啓機松松

        徳抽明啓展明森

常徳       徳啓明携機啓抽展展

      徳啓明携機啓抽展展

      徳啓明携機啓抽展展

常愛      抽明啓携徳徳啓常展機

     抽携啓機携森啓徳携機

      松啓森明機啓森徳松

     常展啓徳愛徳啓徳常常

      松啓機携松啓携森携

        常携徳啓森森展

      機啓携携携啓森森愛

      徳啓抽携抽啓愛展明

      携啓抽携愛啓抽松明

        明明展啓松徳明

        愛展徳啓抽展展

      常啓愛常森啓機明携

        携明愛啓森携展

 抽士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳抽森 徳抽森 徳抽森 徳抽森         徳抽機 徳抽機 徳抽機 徳抽機 

        携明愛啓森携展

徳愛

         常常啓展展展

         常常啓展展展

         常常啓展展展

妊婦・乳幼児等事業     松松啓愛徳徳啓抽森携

常      常展啓抽常明啓携展展

     常展啓抽常明啓携展展

      愛啓抽徳愛啓展展展

      徳啓抽徳抽啓常徳携

        明森展啓機展展

      愛啓常展松啓明携展

        愛森森啓展徳携

         機徳啓展抽展

        徳松常啓常携展

         徳機啓明常展

森       常啓展森明啓明展展

      常啓展森明啓明展展

機         常松明啓携展展

        常明展啓徳抽展

         常展啓明展展

         松徳啓機展展

         常徳啓森展展

         常愛啓松展展

         常明啓抽展展

          徳啓明展展

         愛展啓展抽展

          常啓徳展展

         常明啓徳明展

常常       常啓展明松啓徳常明

        森抽機啓愛機森

        徳常松啓森常森

常徳         機松常啓森森愛

        常機展啓森機携

        常機展啓森機携

        松森展啓機森森

         徳徳啓展展展

        松携森啓機森森

 抽士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳携展 徳携展 徳携展 徳携展         徳携常 徳携常 徳携常 徳携常 

常愛      明常啓機徳森啓徳森展

     明常啓機徳森啓徳森展

     携松啓携森携啓徳明展

      愛啓徳抽愛啓機徳展

      常啓展機機啓常展展

常森         愛明愛啓展機展

        徳明松啓松携展

         愛明啓携抽展

         携森啓森展展

常機

         愛明啓展展展

         愛明啓展展展

         愛明啓展展展

徳展       常啓徳松明啓抽常明

      常啓徳松明啓抽常明

健康づくり事業　　      常啓松常明啓展明機

常         機愛抽啓愛携展

        機愛抽啓愛携展

        常抽森啓携展展

        松森携啓森携展

森         常機森啓展展展

         抽徳啓展展展

        常携明啓展展展

機          徳展啓抽徳展

          愛啓徳展展

          愛啓徳展展

         常松啓徳徳展

常常         常機松啓機明機

        常機携啓機徳徳

          徳啓展抽松

常愛          機抽啓展森展

         機抽啓展森展

         機抽啓展森展

常森         徳携森啓徳携展

        徳携森啓徳携展

 抽士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳携徳 徳携徳 徳携徳 徳携徳         徳携愛 徳携愛 徳携愛 徳携愛 

常機

         常愛啓展展展

         常愛啓展展展

         常愛啓展展展

リハビリテーション

事業　　　　　　　         松抽啓森明明

機           愛啓愛展展

          愛啓愛展展

常常          常携啓抽明明

         常携啓抽明明

常愛          携明啓常展展

         携明啓常展展

         携明啓常展展

予防接種事業　　　    徳常森啓抽常愛啓抽徳明

常       愛啓徳愛明啓展携展

      愛啓徳愛明啓展携展

      常啓機松抽啓展展展

      常啓徳抽機啓展携展

         常愛啓展展展

松         機徳常啓明展展

        機徳常啓明展展

森         常徳展啓展展展

        常徳展啓展展展

機          明徳啓抽展展

         明徳啓抽展展

          携啓機展展

         愛松啓携展展

            常展展

         常森啓機展展

常常      愛明啓徳愛常啓常徳機

        常明展啓携展徳

        徳抽携啓明抽松

     愛携啓森徳抽啓機森展

常徳         抽明常啓松愛展

        抽明常啓松愛展

        抽明常啓松愛展

常愛     常松明啓携森展啓松松松

    常松明啓携松明啓森抽展

    常松明啓携松明啓森抽展

 抽士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳携抽 徳携抽 徳携抽 徳携抽         徳携携 徳携携 徳携携 徳携携 

          愛啓機愛松

          愛啓機愛松

徳展         松機機啓松抽展

        松機機啓松抽展

精神保健事業　　　        明展森啓常機展

森         徳松展啓展展展

        徳松展啓展展展

機          徳携啓森明展

         徳携啓森明展

常常          徳松啓常明携

         徳松啓常明携

常愛          機展啓常抽携

         機展啓常抽携

         機展啓常抽携

常機

        常松徳啓抽徳展

         徳徳啓抽徳展

         常森啓抽徳展

          抽啓展展展

        常携展啓展展展

        常携展啓展展展

徳展          徳徳啓明展展

         徳徳啓明展展

データバンク運営事

業　　　　　　　　     常展啓常愛携啓愛携明

常常          愛徳啓機松展

         愛徳啓機松展

常愛       機啓徳森徳啓常徳明

      機啓徳森徳啓常徳明

      機啓徳森徳啓常徳明

常抽         森徳展啓徳明展

        森徳展啓徳明展

        森徳展啓徳明展

        抽愛明啓展展展

 抽士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳携明 徳携明 徳携明 徳携明         徳携松 徳携松 徳携松 徳携松 

 愛士      携明啓展明明啓展展展          常展啓展展展     携明啓展携明啓展展展      携抽啓常愛明啓明常愛       常啓機常機啓愛森松

 常士       常啓抽常携啓展展展      常啓愛抽抽啓明展展          松展啓抽展展

 森士         徳松展啓展展展        徳抽携啓展展展          徳携啓展展展

 機士         常抽抽啓展展展         携携啓機抽展          森森啓展明展

常常士       徳啓愛明愛啓展展展      常啓明展機啓徳抽徳         松携愛啓松携森

常徳士         抽常抽啓展展展        愛抽抽啓展明展          明機啓機抽展

常愛士       愛啓抽機常啓展展展      徳啓携森常啓常松常         機展機啓森徳機

常抽士           徳啓展展展              展           徳啓展展展

常機士      抽松啓機抽機啓展展展     抽松啓機抽機啓展展展               展

徳松士           森啓展展展          松啓明展展             抽展展

環境衛生総務費　　        抽携明啓森松徳

機          徳松啓携展展

         徳松啓携展展

常常         愛森徳啓抽展徳

          松啓携愛愛

        徳松抽啓森愛携

        常展展啓展愛抽

常徳          徳機啓愛松展

          松啓抽展展

          松啓抽展展

         徳常啓機松展

         徳常啓機松展

常機

         常展啓展展展

         常展啓展展展

         常展啓展展展

徳松           松啓明展展

          松啓明展展

環境推進事業　　　        抽明森啓明携展

機           携啓機徳展

          携啓機徳展

常常         抽抽森啓機森展

        抽抽森啓機森展

常徳          常愛啓松携展

         常愛啓松携展

         常愛啓松携展

畜犬登録及び狂犬病

予防事業　　　　　        明森森啓明徳抽

機           抽啓抽展展

          抽啓抽展展

常常         愛森抽啓森森展

        愛森抽啓森森展

常徳         徳森抽啓愛携展

        徳森抽啓愛携展

        徳森抽啓愛携展

常愛          常抽啓機機抽

         常抽啓機機抽

 抽士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳携森 徳携森 徳携森 徳携森         徳携機 徳携機 徳携機 徳携機 

         常抽啓機機抽

取手市外２市火葬場

組合負担金　　　　     抽松啓機愛機啓展展展

常機

     抽松啓機愛機啓展展展

     抽松啓機愛機啓展展展

     抽松啓機愛機啓展展展

環境審議会経費　　        常愛展啓森徳展

常         常徳松啓森展展

        常徳松啓森展展

        常徳松啓森展展

機           愛啓展徳展

          愛啓展徳展

          愛啓展徳展

雑草除去委託事業　      徳啓徳森明啓森常機

常常          松森啓展携松

         松森啓展携松

常徳          常明啓携機展

         常明啓携機展

         常明啓携機展

常愛       徳啓常機徳啓常松徳

      常啓明携携啓抽携常

      常啓明携携啓抽携常

        携愛抽啓抽携展

        抽森森啓徳携展

         抽明啓徳展展

          徳啓徳松常

          徳啓徳松常

ポイ捨て等防止事業      常啓明展携啓機展携

常       常啓徳常明啓森展展

      常啓徳常明啓森展展

      常啓徳常明啓森展展

機          常携啓常展展

         常携啓常展展

 抽士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳明展 徳明展 徳明展 徳明展         徳明常 徳明常 徳明常 徳明常 

         常携啓常展展

常愛         愛松抽啓展展携

        徳機森啓機愛携

        徳機森啓機愛携

         松携啓展松展

         松携啓展松展

環境美化事業　　　        携携機啓機徳愛

森         徳抽携啓展展展

        徳抽携啓展展展

常常         愛常抽啓機徳愛

        徳機機啓抽徳愛

         常携啓携展展

 抽士      機森啓抽携愛啓展展展      森啓松松愛啓展展展     常徳啓展徳明啓展展展     常展常啓松展明啓展展展     常展常啓徳徳松啓抽明展         抽松森啓携抽展

常機士      明松啓森常常啓展展展     明松啓森常展啓松携展             徳携展

徳抽士      愛愛啓森機携啓展展展     愛愛啓抽常明啓松常展         抽松森啓徳機展

上水道災害対策事業

出資金　　　　　　     愛愛啓抽常明啓松常展

徳抽      愛愛啓抽常明啓松常展

     愛愛啓抽常明啓松常展

     愛愛啓抽常明啓松常展

水道事業会計負担金     明松啓森常展啓松携展

常機

     明松啓森常展啓松携展

     明松啓森常展啓松携展

        機携徳啓展展展

     明明啓森携森啓松携展

 携士       携啓携抽明啓展展展     常明啓森携愛啓展展展       常啓愛愛愛啓展展展     徳愛啓松愛徳啓展展展      徳常啓松明機啓常機機       常啓機明徳啓森展常

 松士         機展森啓展展展        森松明啓森展展          愛常啓徳展展

 機士          機抽啓展展展         松明啓森明展          常松啓常抽展

常常士         携抽森啓展展展        抽明機啓携松展          松森啓抽愛展

常徳士          携携啓展展展         常愛啓明明抽          抽常啓愛愛明

常愛士      常機啓機松常啓展展展     常森啓常機松啓愛抽展       常啓松松愛啓明明展

常携士          松常啓展展展         携常啓徳抽展          常機啓松明展

常森士       徳啓展森携啓展展展      徳啓展森愛啓松徳携           常啓徳松携

公害対策関係経費　     徳常啓松明機啓常機機

松         森松明啓森展展

        森松明啓森展展

機          松明啓森明展

         愛常啓明展展

         愛常啓明展展

         抽携啓徳明展

常常         抽明機啓携松展

        抽明機啓携松展

常徳          常愛啓明明抽

         常愛啓明明抽

 抽士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳明徳 徳明徳 徳明徳 徳明徳         徳明愛 徳明愛 徳明愛 徳明愛 

         常愛啓明明抽

常愛      常森啓常機松啓愛抽展

     常森啓常機松啓愛抽展

      抽啓携抽松啓愛抽展

     常愛啓明携展啓展展展

常携          携常啓徳抽展

         携常啓徳抽展

常森       徳啓展森愛啓松徳携

      徳啓展森愛啓松徳携

      常啓愛徳愛啓展展展

 明士      常機啓展愛徳啓展展展         明松展啓展展展     常機啓松展徳啓展展展      常森啓携明展啓携愛携       常啓常抽常啓抽明携

 機士           愛啓展展展              展           愛啓展展展

常常士       松啓徳常森啓展展展      明啓機抽携啓携機常         徳松徳啓抽展機

常徳士         松常展啓展展展        松展明啓松森徳           愛啓徳常森

常愛士      常展啓常明機啓展展展      機啓抽松機啓展森明         明森機啓機常抽

常抽士         機松抽啓展展展        森松森啓愛松明          機携啓明徳抽

常携士          森森啓展展展         森松啓常携展             森携展

常森士         抽松愛啓展展展        抽展徳啓常携展          松展啓森携展

常機士          常展啓展展展          抽啓機展展           携啓常展展

徳松士          携松啓展展展         携明啓携展展             携展展

保健センター総務費      徳啓常常明啓携愛常

常常       常啓展常抽啓抽携愛

        徳森松啓機常徳

        愛徳携啓抽森明

         常明啓携愛森

        愛森抽啓携常松

常徳         常展抽啓常愛機

         徳徳啓徳展展

         徳徳啓徳展展

         携愛啓愛愛展

         携愛啓愛愛展

         徳森啓明展機

         徳森啓明展機

常抽         森愛機啓展明抽

         常明啓機徳松

         常明啓機徳松

        森徳徳啓常愛松

        携徳展啓機携携

        徳携松啓抽明展

         愛松啓森展展

          携啓機徳徳

常森         常展徳啓愛松携

        常展徳啓愛松携

徳松          携明啓携展展

         携明啓携展展

 抽士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳明抽 徳明抽 徳明抽 徳明抽         徳明携 徳明携 徳明携 徳明携 

保健センター施設維

持管理経費　　　　     常明啓抽抽抽啓展展抽

常常       携啓機愛常啓常愛森

         機常啓明徳明

      常啓松展携啓徳森展

      徳啓愛松愛啓抽携機

      常啓松明展啓松松愛

常徳         明展徳啓明抽愛

        携機森啓常抽愛

        携機森啓常抽愛

          抽啓携展展

          抽啓携展展

常愛       機啓抽松機啓展森明

      愛啓抽展明啓携展展

      愛啓抽展明啓携展展

        携抽常啓森展展

        携抽常啓森展展

      抽啓徳徳松啓機愛展

         明森啓展抽展

      徳啓森抽松啓明展展

         明展啓抽森展

        抽松徳啓携展展

        松展徳啓抽携展

         松明啓森明展

        常愛展啓徳展展

        常愛展啓徳展展

        松携携啓展抽展

        松携携啓展抽展

        抽常松啓明常明

        抽常松啓明常明

常抽          愛機啓愛常徳

         愛機啓愛常徳

         愛機啓愛常徳

常携          森松啓常携展

 抽士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳明明 徳明明 徳明明 徳明明         徳明松 徳明松 徳明松 徳明松 

         森松啓常携展

常森         徳機機啓松松携

         明抽啓森機展

         常抽啓松展展

         愛森啓携愛携

         機松啓明携展

         森抽啓展展展

常機

          抽啓機展展

          抽啓機展展

          抽啓機展展

 徳士     明松愛啓抽明機啓展展展      常啓徳松松啓展展展     明松抽啓松抽明啓展展展     明明森啓展機明啓明機機       明啓明抽機啓愛展常

 常士     明抽松啓抽携携啓展展展      常啓徳松松啓展展展     明抽森啓松愛徳啓展展展     明抽徳啓展森愛啓携松松       明啓明抽森啓抽徳愛

 松士       愛啓明展徳啓展展展      愛啓愛明常啓徳展展         徳抽展啓森展展

 森士       明啓展展展啓展展展      携啓徳機愛啓携展展         松展明啓携展展

 機士         常機展啓展展展        常展抽啓抽展展          森携啓明展展

常常士       携啓森抽愛啓展展展      徳啓展徳抽啓徳常抽       愛啓森常森啓松森明

常徳士          松松啓展展展         携展啓徳愛携          徳明啓松明携

常愛士     常明明啓携機抽啓展展展    常明携啓松展明啓常徳森         森森松啓森松徳

常森士         徳森抽啓展展展        徳展松啓機展展          松明啓常展展

常機士     抽明明啓常抽徳啓展展展    抽明携啓愛愛明啓展展展         森展明啓展展展

塵芥処理総務費　　      常啓徳展森啓抽携抽

機          徳展啓徳徳展

         徳展啓徳徳展

常常           携啓常愛抽

          携啓常愛抽

常愛       常啓常抽抽啓携展展

      常啓常抽抽啓携展展

      常啓常抽抽啓携展展

常機

         愛森啓明展展

         愛森啓明展展

         徳明啓明展展

         常徳啓展展展

廃棄物減量等推進事

業　　　　　　　　      明啓徳明森啓愛愛機

森       携啓徳機愛啓携展展

      携啓徳機愛啓携展展

機           明啓常森展

          明啓常森展

常常         携機森啓展徳抽

 抽士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳明森 徳明森 徳明森 徳明森         徳明機 徳明機 徳明機 徳明機 

          明啓明機展

         常携啓展展展

        愛抽常啓松松携

        徳愛抽啓携携機

常徳          携展啓徳愛携

         携展啓徳愛携

         携展啓徳愛携

常愛         常徳明啓展展展

        常徳明啓展展展

        常徳明啓展展展

常機

        常機抽啓抽展展

        常機抽啓抽展展

        常機抽啓抽展展

塵芥処理事業　　　    常明森啓抽抽愛啓愛明愛

松       愛啓愛明常啓徳展展

      愛啓愛明常啓徳展展

機          松森啓展展展

         松森啓展展展

         松森啓展展展

常常       常啓抽展松啓森明愛

        徳愛愛啓愛愛愛

      常啓常松抽啓携愛展

常愛     常明愛啓愛森森啓抽展展

    常明愛啓愛森森啓抽展展

    常明徳啓展抽松啓抽展展

        常徳明啓展展展

      常啓徳常携啓展展展

常森         徳展松啓機展展

        徳展松啓機展展

常総地方広域市町村

圏事務組合負担金　    抽明携啓常展愛啓展展展

常機

    抽明携啓常展愛啓展展展

    抽明携啓常展愛啓展展展

    抽明携啓常展愛啓展展展

 抽士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳松展 徳松展 徳松展 徳松展         徳松常 徳松常 徳松常 徳松常 

不法投棄対策事業　      常啓展明展啓抽徳常

常常          常愛啓常機愛

         常愛啓常機愛

常愛       常啓展抽松啓徳徳森

      常啓展抽松啓徳徳森

      常啓展抽松啓徳徳森

 徳士      徳明啓展常抽啓展展展      徳明啓展常抽啓展展展      徳明啓展常愛啓常徳徳             森松森

常機士      徳明啓展常抽啓展展展     徳明啓展常愛啓常徳徳             森松森

し尿処理事業　　　     徳明啓展常愛啓常徳徳

常機

     徳明啓展常愛啓常徳徳

     徳明啓展常愛啓常徳徳

     徳明啓展常愛啓常徳徳

 携士       明啓常常明啓展展展      徳啓常森展啓展展展       愛啓機愛明啓展展展       愛啓松機携啓機抽愛         常抽展啓展携松

 常士       明啓常常明啓展展展      徳啓常森展啓展展展       愛啓機愛明啓展展展       愛啓松機携啓機抽愛         常抽展啓展携松

 常士       明啓常常明啓展展展      徳啓常森展啓展展展       愛啓機愛明啓展展展       愛啓松機携啓機抽愛         常抽展啓展携松

 機士          常常啓展展展          携啓携展展           携啓携展展

常愛士       愛啓森徳展啓展展展      愛啓明森明啓常抽愛         常愛愛啓森携松

常機士         常展携啓展展展        常展抽啓愛展展             松展展

労働総務費　　　　      愛啓松機携啓機抽愛

機           携啓携展展

          携啓携展展

常愛       愛啓明森明啓常抽愛

      愛啓明森明啓常抽愛

      愛啓明森明啓常抽愛

常機

        常展抽啓愛展展

        常展抽啓愛展展

         携抽啓愛展展

         携展啓展展展

 明士     常松機啓徳徳携啓展展展    常徳抽啓抽機明啓展展展         携展展啓展展展    愛展抽啓徳徳常啓展展展     徳徳抽啓愛愛森啓展常徳       携啓徳展携啓機森森    

     松抽啓明松松啓展展展

 常士     常松愛啓携明展啓展展展    常徳抽啓抽機明啓展展展         携展展啓展展展    徳機森啓携携明啓展展展     徳常機啓常抽抽啓明明徳       抽啓松愛抽啓愛愛森    

     松抽啓明松松啓展展展

 常士      愛徳啓明愛携啓展展展     常展啓抽常松啓展展展      抽愛啓展携徳啓展展展      抽徳啓愛機抽啓抽徳常         明携松啓携松機

 常士      常常啓徳展携啓展展展     常常啓常抽抽啓抽明展          明展啓携抽展

 徳士      常愛啓抽常展啓展展展     常愛啓抽展機啓常抽森             森携徳

 愛士      常常啓抽携徳啓展展展     常常啓常明徳啓明松松         徳森機啓愛徳愛

 抽士       愛啓明明松啓展展展      愛啓明明携啓機携森           常啓展抽徳

 松士         森徳抽啓展展展        松森機啓明展展          愛抽啓抽展展

 機士         愛抽常啓展展展        徳徳明啓明携展         常常抽啓愛携展

農業委員会事務局総

務費　　　　　　　      徳啓明松携啓明松松

松         松森機啓明展展

        松森機啓明展展

機         常徳展啓抽展展

         常機啓常展展

         常機啓常展展

         愛機啓明展展

         明常啓松展展

 抽士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳松徳 徳松徳 徳松徳 徳松徳         徳松愛 徳松愛 徳松愛 徳松愛 

常展士         常展展啓展展展          携啓展展展          機携啓展展展

常常士         愛抽森啓展展展        愛徳機啓抽機森          常森啓携展徳

常徳士         徳展展啓展展展        常機機啓機抽展              明展

常愛士       常啓徳森明啓展展展      常啓徳抽愛啓徳展展          抽徳啓森展展

常森士          常常啓展展展         常展啓徳機展             松常展

常機士         徳展森啓展展展        徳展森啓展展展               展

常常         常常松啓徳抽松

         携徳啓展機抽

         明携啓常携愛

常徳         常森明啓機抽展

        常森明啓機抽展

        常森明啓機抽展

常愛       常啓徳抽愛啓徳展展

      常啓徳抽愛啓徳展展

          抽啓徳展展

      常啓徳愛機啓展展展

常森          常展啓徳機展

         常展啓徳機展

常機

        徳展森啓展展展

        徳展森啓展展展

         明抽啓展展展

         森松啓展展展

         徳松啓展展展

         愛展啓展展展

農業委員報酬関係経

費　　　　　　　　     常常啓常明機啓展明展

常      常常啓常抽抽啓抽明展

     常常啓常抽抽啓抽明展

     常常啓常抽抽啓抽明展

機          徳抽啓明展展

         徳抽啓明展展

         徳抽啓明展展

農業委員活動費　　        常愛明啓機機展

機          松機啓抽携展

         松機啓抽携展

         松機啓抽携展

常展           携啓展展展

          携啓展展展

常常          携徳啓携抽展

         携徳啓携抽展

 明士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳松抽 徳松抽 徳松抽 徳松抽         徳松携 徳松携 徳松携 徳松携 

農業者年金事業　　        常松抽啓機常常

機           徳啓徳展展

          徳啓徳展展

常常         常携機啓松常常

        常携機啓松常常

常徳          常愛啓展展展

         常愛啓展展展

         常愛啓展展展

職員給与関係経費　     徳森啓徳愛松啓松森愛

徳      常愛啓抽展機啓常抽森

     常愛啓抽展機啓常抽森

愛      常常啓常明徳啓明松松

        携松展啓展展展

         愛抽啓徳常愛

        松徳展啓展展展

      愛啓抽松徳啓常松抽

      常啓明松抽啓機常抽

        常展徳啓展展展

      愛啓徳抽明啓抽抽抽

      常啓展徳森啓機愛徳

        愛常抽啓展展展

抽       愛啓明明携啓機携森

      愛啓明明携啓機携森

 徳士      抽明啓展森携啓展展展     常愛啓展常携啓展展展      携機啓常展展啓展展展      携松啓森常森啓森明抽       常啓徳森常啓常愛明

 常士         常明森啓展展展              展         常明森啓展展展

 徳士      徳明啓明機抽啓展展展     徳明啓明機愛啓常機徳             森展森

 愛士      徳抽啓森明常啓展展展     徳愛啓松明明啓愛常愛       常啓展機抽啓明森松

 抽士       松啓愛携森啓展展展      松啓愛携松啓常携機             森抽常

 機士          常機啓展展展          徳啓徳展展          常明啓森展展

農業振興地域整備促

進事業　　　　　　          徳啓徳展展

機           徳啓徳展展

          徳啓徳展展

職員給与関係経費　     携松啓森常明啓明明抽

徳      徳明啓明機愛啓常機徳

     徳明啓明機愛啓常機徳

愛      徳愛啓松明明啓愛常愛

      常啓徳常徳啓展展展

        機愛抽啓常松展

      常啓徳抽機啓徳展展

            愛展展

      明啓森森携啓徳森抽

      愛啓愛徳抽啓機松明

        愛愛機啓明展展

        愛徳抽啓展展展

      明啓携携常啓機森抽

      徳啓展抽展啓松機機

 明士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳松明 徳松明 徳松明 徳松明         徳松松 徳松松 徳松松 徳松松 

        機展抽啓展展展

抽       松啓愛携松啓常携機

      松啓愛携松啓常携機

 愛士      愛愛啓明明抽啓展展展     常展啓明抽抽啓展展展         携展展啓展展展     徳愛啓携徳展啓展展展      徳常啓森展抽啓愛展松       常啓松常携啓明機愛

 森士          愛展啓展展展         常携啓展展展          常携啓展展展

 機士          機明啓展展展         森徳啓機徳展          常愛啓展森展

常常士         森松展啓展展展        明携徳啓展抽抽         徳常松啓機携明

常徳士         常徳徳啓展展展         抽松啓徳森展          松抽啓松徳展

常愛士       常啓愛愛明啓展展展      常啓常明携啓機抽展         常松展啓展明展

常抽士       徳啓森展明啓展展展      徳啓森展愛啓抽森携           徳啓携常携

常明士          機携啓展展展         森機啓徳携展           携啓松携展

常機士      常森啓常明携啓展展展     常明啓機抽森啓愛森森       常啓徳常明啓明常徳

農業振興総務費　　      愛啓愛松徳啓機携徳

森          常携啓展展展

         常携啓展展展

機          携機啓森徳展

         携機啓森徳展

常徳          愛徳啓愛展展

         愛徳啓愛展展

         愛徳啓愛展展

常愛          抽明啓徳展展

         抽明啓徳展展

常機

      愛啓徳常機啓明愛徳

      常啓携携松啓明愛徳

         抽徳啓展展展

         抽展啓展展展

        常常明啓展展展

         愛松啓展展展

          徳啓展展松

        常展展啓展展展

      常啓徳徳展啓明徳携

      常啓明明徳啓展展展

      常啓明明徳啓展展展

水田農業構造改革対

策事業　　　　　　     常展啓明明森啓常森抽

機          常愛啓徳展展

         常愛啓徳展展

常常          愛愛啓愛明展

 明士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳松森 徳松森 徳松森 徳松森         徳松機 徳松機 徳松機 徳松機 

         愛愛啓愛明展

常機

     常展啓明徳常啓明徳抽

        徳常抽啓展展展

        徳常抽啓展展展

     常展啓抽展松啓明徳抽

     常展啓抽展松啓明徳抽

土に親しむ農園事業        森徳徳啓徳常常

常常         常常常啓展徳常

         機携啓携携機

          明啓抽森展

          森啓機森徳

常愛         常抽機啓明機展

        常抽機啓明機展

        常抽松啓展展展

          徳啓明機展

常抽         携明常啓携展展

        携明常啓携展展

        携明常啓携展展

制度資金利子補給事

業　　　　　　　　      愛啓常展松啓常愛徳

常機

      愛啓常展松啓常愛徳

      愛啓常展松啓常愛徳

        携松機啓愛機徳

      徳啓携徳松啓松抽展

瓜代農園事業　　　      愛啓森徳愛啓機徳森

常常         携展松啓明明愛

        愛展徳啓抽愛松

         抽展啓展明森

         徳徳啓明明機

        常徳抽啓携愛携

         常松啓機携抽

常徳          常抽啓機森展

         常抽啓機森展

 明士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳森展 徳森展 徳森展 徳森展         徳森常 徳森常 徳森常 徳森常 

         常抽啓機森展

常愛         機松展啓展携展

        徳愛展啓徳明携

        徳愛展啓徳明携

        徳森愛啓携展展

        徳森愛啓携展展

         抽明啓徳展展

        抽常展啓展森携

        愛常携啓展展展

         機展啓機展展

          抽啓常森携

常抽       徳啓徳抽常啓機森携

      徳啓徳抽常啓機森携

      徳啓徳抽常啓機森携

常明          森機啓徳携展

         森機啓徳携展

有害鳥獣駆除対策事

業　　　　　　　　          機啓機展展

機           機啓機展展

          機啓機展展

        携展展啓展展展

 抽士       常啓常携明啓展展展       常啓常携明啓展展展       常啓展松抽啓携常携          森常啓抽森携

 機士          常明啓展展展         常携啓抽展展             明展展

常常士          抽携啓展展展         徳松啓明常携          常松啓愛森携

常愛士         松明松啓展展展        松展愛啓携展展          明愛啓携展展

常機士         愛徳森啓展展展        愛徳森啓展展展               展

畜産業総務費　　　         抽機啓森徳展

機           森啓森展展

          森啓森展展

常常          常愛啓展徳展

         常愛啓展徳展

常機

         徳森啓展展展

         徳森啓展展展

         徳森啓展展展

家畜衛生指導事業　        愛徳常啓常機携

機           明啓明展展

          明啓明展展

常常          常抽啓携機携

         常抽啓携機携

常機

        愛展展啓展展展

        愛展展啓展展展

 明士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳森徳 徳森徳 徳森徳 徳森徳         徳森愛 徳森愛 徳森愛 徳森愛 

        愛展展啓展展展

（仮称）桜公園管理

事業　　　　　　　        松展愛啓携展展

常愛         松展愛啓携展展

        松展愛啓携展展

        抽機愛啓携展展

        徳常展啓展展展

 携士      明展啓展徳展啓展展展    常常常啓松展森啓展展展     常松常啓松徳森啓展展展      機明啓展携徳啓携携携         機機森啓抽抽携    

     松抽啓明松松啓展展展

 機士          抽携啓展展展         愛松啓抽展展           松啓明展展

常常士         携愛抽啓展展展        携徳携啓展展展           機啓展展展

常愛士       明啓明松明啓展展展      明啓明携松啓展展展          常機啓展展展

常携士      機明啓明常常啓展展展     愛抽啓常携携啓携展展             携展展    

     明徳啓抽携携啓展展展

常明士         機抽携啓展展展        徳抽携啓携機携         明機機啓抽展携

常機士      愛抽啓徳常携啓展展展     徳常啓松愛展啓展明展         徳明徳啓機抽展    

     常徳啓徳徳徳啓展展展

徳森士      愛徳啓松展徳啓展展展     愛徳啓松展徳啓展展展               展

農地総務費　　　　         携松啓展展展

機          徳徳啓展展展

         徳徳啓展展展

常機

         愛携啓展展展

         愛携啓展展展

         愛展啓展展展

          携啓展展展

県単農道整備事業　      愛啓抽抽明啓徳展展

機           徳啓徳展展

          徳啓徳展展

常愛         常松森啓携展展

        常松森啓携展展

        常松森啓携展展

常携       愛啓徳明携啓携展展

      愛啓徳明携啓携展展

排水機場維持管理経

費　　　　　　　　      抽啓明展常啓抽展展

常機

      抽啓明展常啓抽展展

      抽啓明展常啓抽展展

      抽啓明展常啓抽展展

守谷沼維持管理経費        携徳携啓展展展

常常         携徳携啓展展展

        携徳携啓展展展

県営田園空間整備事

業　　　　　　　　        明抽松啓森展展

 明士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳森抽 徳森抽 徳森抽 徳森抽         徳森携 徳森携 徳森携 徳森携 

常機

        明抽松啓森展展

        明抽松啓森展展

        明抽松啓森展展

県営経営体育成基盤

整備事業　　　　　      携啓常松徳啓展展展

常機

      携啓常松徳啓展展展

      携啓常松徳啓展展展

        愛徳徳啓展展展

      抽啓森携展啓展展展

農地・水保全管理事

業　　　　　　　　      携啓徳常徳啓抽明展

機          常愛啓徳展展

         常愛啓徳展展

常機

      携啓常機機啓徳明展

      携啓常機機啓徳明展

      愛啓抽機松啓常松展

      常啓松展徳啓展機展

小絹揚水機場改修事

業　　　　　　　　      愛啓愛明抽啓森展展

常機

      愛啓愛明抽啓森展展

      愛啓愛明抽啓森展展

      愛啓愛明抽啓森展展

農道補修経費　　　        徳抽携啓携機携

常明         徳抽携啓携機携

        徳抽携啓携機携

大野地区用水施設維

持管理適正化事業　        愛機抽啓森展展

常機

        愛機抽啓森展展

 明士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳森明 徳森明 徳森明 徳森明         徳森松 徳森松 徳森松 徳森松 

        愛機抽啓森展展

        愛機抽啓森展展

戦略作物生産拡大関

連基盤緊急整備事業     愛森啓携機愛啓携展展

常愛       明啓抽松森啓携展展

      明啓抽松森啓携展展

      明啓抽松森啓携展展

常携      愛展啓森機展啓展展展

     愛展啓森機展啓展展展

常機

      常啓徳徳携啓展展展

      常啓徳徳携啓展展展

      常啓徳徳携啓展展展

県単かんがい排水事

業　　　　　　　　      常啓展機展啓展展展

常機

      常啓展機展啓展展展

      常啓展機展啓展展展

      常啓展機展啓展展展

農業集落排水事業特

別会計繰出金　　　     愛徳啓松展徳啓展展展

徳森      愛徳啓松展徳啓展展展

     愛徳啓松展徳啓展展展

 徳士       携啓明明携啓展展展       携啓明明携啓展展展       携啓常機愛啓愛携展         抽松常啓明携展

 常士       携啓明明携啓展展展       携啓明明携啓展展展       携啓常機愛啓愛携展         抽松常啓明携展

 機士          常愛啓展展展         常徳啓常展展             機展展

常愛士       携啓明展展啓展展展      携啓常徳機啓徳携展         抽松展啓松携展

常機士          携徳啓展展展         携徳啓展展展               展

林業振興総務費　　         徳松啓携展展

機           携啓携展展

          携啓携展展

常機

         徳徳啓展展展

         徳徳啓展展展

          携啓展展展

 明士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳森森 徳森森 徳森森 徳森森         徳森機 徳森機 徳森機 徳森機 

          松啓展展展

         常展啓展展展

森林愛護運動推進事

業　　　　　　　　         愛展啓展展展

常機

         愛展啓展展展

         愛展啓展展展

         愛展啓展展展

身近なみどり整備推

進事業　　　　　　      携啓常愛携啓森携展

機           明啓明展展

          明啓明展展

常愛       携啓常徳機啓徳携展

      携啓常徳機啓徳携展

      携啓常徳機啓徳携展

 松士      松常啓展常常啓展展展         明明啓展展展        愛機機啓展展展        明常展啓展展展     松徳啓展森明啓展展展      松展啓徳抽明啓抽松展       常啓森愛機啓携愛展

 常士      松常啓展常常啓展展展         明明啓展展展        愛機機啓展展展        明常展啓展展展     松徳啓展森明啓展展展      松展啓徳抽明啓抽松展       常啓森愛機啓携愛展

 常士      徳明啓森森明啓展展展         明明啓展展展      徳明啓機携徳啓展展展      徳明啓抽愛抽啓展携展         携常松啓機携展

 徳士      常徳啓森抽松啓展展展     常徳啓森抽明啓徳徳抽             松松明

 愛士      常展啓明展愛啓展展展     常展啓展森明啓愛常徳         携常明啓明森森

 抽士       愛啓携展徳啓展展展      愛啓携展常啓携常抽             抽森明

職員給与関係経費　     徳明啓抽愛抽啓展携展

徳      常徳啓森抽明啓徳徳抽

     常徳啓森抽明啓徳徳抽

愛      常展啓展森明啓愛常徳

         松森啓展展展

        抽明明啓抽機松

        抽森展啓展展展

      愛啓徳展徳啓明展愛

      常啓携森森啓森機明

         松愛啓徳展展

      愛啓常常抽啓森徳森

        機愛森啓徳森森

        常抽抽啓展展展

抽       愛啓携展常啓携常抽

      愛啓携展常啓携常抽

 徳士      愛松啓抽携抽啓展展展      愛松啓抽携抽啓展展展      愛明啓機明松啓松常森         抽森明啓徳森徳

 常士         徳携徳啓展展展         抽徳啓展展展         徳常展啓展展展

 森士           機啓展展展          徳啓展携森           明啓機抽徳

商工振興総務費　　     常常啓携展愛啓愛展展

機           愛啓愛展展

          愛啓愛展展

 明士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳機展 徳機展 徳機展 徳機展         徳機常 徳機常 徳機常 徳機常 

 機士          徳森啓展展展         常抽啓機展展          常愛啓常展展

常常士         明抽抽啓展展展        抽明機啓森抽携         常松抽啓常携携

常徳士          常機啓展展展         常森啓愛機展             明常展

常愛士         抽明展啓展展展        愛松森啓携徳携          森常啓抽松携

常機士      徳松啓森抽徳啓展展展     徳松啓森抽徳啓展展展               展

徳常士       松啓展展展啓展展展      松啓展展展啓展展展               展

徳抽士       常啓徳展展啓展展展      常啓徳展展啓展展展               展

常機

     常常啓携展展啓展展展

      抽啓展展展啓展展展

      抽啓展展展啓展展展

      松啓携展展啓展展展

      松啓携展展啓展展展

中小企業事業資金経

費　　　　　　　　     徳常啓常常抽啓徳展展

常          抽徳啓展展展

         抽徳啓展展展

         抽徳啓展展展

機           松啓徳展展

            明展展

            明展展

          明啓明展展

常機

     常徳啓森明携啓展展展

     常徳啓森明携啓展展展

     常徳啓森明携啓展展展

徳常       松啓展展展啓展展展

      松啓展展展啓展展展

徳抽       常啓徳展展啓展展展

      常啓徳展展啓展展展

      常啓徳展展啓展展展

観光振興事業　　　      常啓明展常啓抽展展

機           抽啓抽展展

          抽啓抽展展

常常         抽徳展啓展展展

        抽徳展啓展展展

常機

      常啓常松松啓展展展

        携松松啓展展展

 松士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳機徳 徳機徳 徳機徳 徳機徳         徳機愛 徳機愛 徳機愛 徳機愛 

        携徳常啓展展展

         携明啓展展展

        明展展啓展展展

        明展展啓展展展

もりやアヤメ祭り　        抽抽森啓森常森

森           徳啓展携森

          徳啓展携森

常常          抽機啓森抽携

         抽松啓徳展携

          徳啓明抽展

常徳          常森啓愛機展

         常森啓愛機展

         常森啓愛機展

常愛         愛松森啓携徳携

        愛松森啓携徳携

        愛松森啓携徳携

きらめき守谷夢彩都

フェスタ　　　　　      徳啓愛展展啓展展展

常機

      徳啓愛展展啓展展展

      徳啓愛展展啓展展展

      徳啓愛展展啓展展展

 愛士       明啓明松常啓展展展         愛機機啓展展展        明常展啓展展展      松啓明森展啓展展展       明啓森抽抽啓松展徳         森愛携啓徳機森

 常士       携啓徳愛抽啓展展展      抽啓明徳森啓抽携展         明展携啓携携展

 機士         松常愛啓展展展        携機明啓明抽展         常常明啓愛明展

常常士         明機徳啓展展展        明明常啓展抽携          愛展啓機携携

常携士         携常松啓展展展        携常携啓森明携           常啓常愛携

常森士         携常携啓展展展        抽愛愛啓松展徳          森常啓徳機森

消費者行政総務費　      明啓常機常啓展携松

常       抽啓明徳森啓抽携展

      抽啓明徳森啓抽携展

      抽啓明徳森啓抽携展

機         携機明啓明抽展

        携森徳啓明徳展

        携森徳啓明徳展

         常抽啓展徳展

 松士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳機抽 徳機抽 徳機抽 徳機抽         徳機携 徳機携 徳機携 徳機携 

常機士           機啓展展展          機啓展展展               展 常常         携機展啓携常松

        携機展啓携常松

常森         愛明明啓抽携展

        愛明明啓抽携展

常機

          機啓展展展

          機啓展展展

          機啓展展展

放射線対策事業費　        明携愛啓明抽携

常常          松展啓携徳森

         松展啓携徳森

常携         携常携啓森明携

        徳明機啓常常携

        徳抽明啓松携展

常森          明松啓徳携徳

         明松啓徳携徳

        明常展啓展展展

 森士   愛啓機森愛啓抽明携啓展展展    徳松抽啓携展徳啓展展展    愛明明啓抽徳明啓展展展      常啓抽明森啓展展展  抽啓明徳携啓森明常啓展展展   徳啓愛徳抽啓明機抽啓愛森明     常森明啓愛展松啓明常抽

      常啓明展森啓展展展

    

  徳啓常常愛啓徳携常啓展展展

 常士     徳常愛啓展愛常啓展展展      徳啓展松松啓展展展         常松抽啓展展展    徳常常啓常徳森啓展展展     徳展松啓携明携啓愛機徳       愛啓携明徳啓明展森

 常士     徳常愛啓展愛常啓展展展      徳啓展松松啓展展展         常松抽啓展展展    徳常常啓常徳森啓展展展     徳展松啓携明携啓愛機徳       愛啓携明徳啓明展森

 徳士      森携啓松抽常啓展展展     森携啓松抽展啓森常明             常森抽

 愛士      森展啓常森松啓展展展     松森啓携抽展啓機松携       常啓明抽明啓展徳携

 抽士      徳愛啓愛常展啓展展展     徳愛啓愛展森啓森携常           常啓常抽機

 松士       常啓常携徳啓展展展      常啓展森機啓明展展          明徳啓抽展展

 機士         常明常啓展展展         森常啓徳徳展          松機啓松森展

常常士       常啓抽徳機啓展展展      常啓常携松啓明機携         徳松常啓愛展携

常徳士          機抽啓展展展         森松啓機愛携           明啓展明携

常愛士      常森啓松機森啓展展展     常松啓愛松機啓明展展       常啓抽常森啓抽展展

土木総務事務費　　     常森啓森徳抽啓常明明

松       常啓展森機啓明展展

      常啓展森機啓明展展

機          森常啓徳徳展

         徳常啓明展展

         徳常啓明展展

         携機啓明徳展

常常         常徳携啓抽抽明

        常徳携啓抽抽明

常愛      常松啓愛松機啓明展展

        明森抽啓明展展

        明森抽啓明展展

     常明啓明機携啓展展展

 松士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳機明 徳機明 徳機明 徳機明         徳機松 徳機松 徳機松 徳機松 

常機士         徳徳携啓展展展        常抽森啓愛展展          松明啓松展展

徳松士          愛常啓展展展         愛展啓抽展展             明展展

     常明啓明機携啓展展展

常機

        常抽森啓愛展展

        常抽森啓愛展展

         森徳啓展展展

         常携啓機展展

          抽啓森展展

         抽展啓展展展

          携啓明展展

部配置公用車の維持

管理経費　　　　　      常啓常携展啓携森抽

常常       常啓展愛徳啓徳抽機

        常機森啓展松徳

        携機展啓愛森森

        徳抽愛啓松森機

常徳          森松啓機愛携

         愛常啓常松携

         愛常啓常松携

         携明啓松明展

         携明啓松明展

徳松          愛展啓抽展展

         愛展啓抽展展

職員給与関係経費　    常森松啓携機展啓明抽徳

徳      森携啓松抽展啓森常明

     森携啓松抽展啓森常明

愛      松森啓携抽展啓機松携

      徳啓明携徳啓展展展

     常常啓展展常啓常松徳

      常啓松森機啓徳展展

     徳常啓愛機明啓展森森

     常展啓抽森携啓展明機

        松松展啓抽展展

        森愛松啓展展展

     徳展啓機徳明啓抽徳森

      明啓愛常愛啓明常森

 森士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        徳機森 徳機森 徳機森 徳機森         徳機機 徳機機 徳機機 徳機機 

      徳啓愛松展啓展展展

抽      徳愛啓愛展森啓森携常

     徳愛啓愛展森啓森携常

        常松抽啓展展展

 徳士     愛常機啓抽抽松啓展展展     愛常啓愛抽携啓展展展     愛抽啓徳常徳啓展展展        愛展携啓展展展    愛森携啓愛展機啓展展展     愛徳機啓愛松明啓徳機抽      愛機啓抽愛徳啓松展明    

     常明啓携展展啓展展展

 常士     徳常明啓携展徳啓展展展     愛抽啓抽機抽啓展展展     常明啓徳森森啓展展展        愛展携啓展展展    徳明松啓携森機啓展展展     徳愛常啓愛森明啓明愛森      常機啓松展徳啓愛明徳    

     常明啓携展展啓展展展

 森士          森携啓展展展         徳携啓携展展          携機啓携展展

 機士          常常啓展展展          徳啓徳展展           森啓森展展

常常士       松啓松徳明啓展展展      携啓明常森啓携松抽       徳啓常展松啓抽徳明

常徳士         常森携啓展展展        常松明啓携森携           森啓抽常携

常愛士      松常啓機明展啓展展展     携徳啓携松抽啓機常森       徳啓森森携啓展森徳    

     常明啓携展展啓展展展

常抽士         森徳展啓展展展        松展明啓展徳展         常常愛啓機森展

常携士     常松松啓明明森啓展展展    常明明啓展松徳啓抽明常      常常啓携機携啓携愛機

常明士       森啓機抽展啓展展展      明啓展常松啓松松機       徳啓機徳徳啓徳徳常

常森士          愛森啓展展展         愛松啓展明携             機愛携

徳徳士          松愛啓展展展         松徳啓機愛明              明抽

徳松士          森愛啓展展展         森徳啓明展展             抽展展

道路維持総務費　　     愛抽啓機森常啓常携常

森          徳携啓携展展

         徳携啓携展展

機           徳啓徳展展

          徳啓徳展展

常常         森常常啓展松愛

        明常常啓徳携抽

        常常徳啓明展松

         森松啓徳常徳

常徳          明抽啓松森携

         常携啓携展展

         常携啓携展展

         常明啓愛松携

         常明啓愛松携

         愛徳啓機常展

         愛徳啓機常展

常愛      愛愛啓松明携啓徳森機

     徳展啓常徳徳啓松抽抽

      携啓機愛抽啓常携展

     常抽啓常森森啓携機抽

     常愛啓徳明徳啓森常愛

     常愛啓徳明徳啓森常愛

         抽明啓徳展展

         抽明啓徳展展

        愛愛愛啓携愛徳

         機展啓展機展

        常携常啓常抽松

         機徳啓徳機携

常抽         常明抽啓松展愛

 森士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛展展 愛展展 愛展展 愛展展         愛展常 愛展常 愛展常 愛展常 

        常愛松啓機松展

        常展機啓明徳展

         徳森啓愛携展

         徳明啓松愛愛

         徳明啓松愛愛

常森          愛松啓展明携

         徳松啓松徳展

          機啓愛抽携

徳徳

         松徳啓機愛明

         松徳啓機愛明

         松徳啓機愛明

徳松          愛松啓明展展

         愛松啓明展展

道路補修経費　　　    常携愛啓抽森松啓携機松

常常       常啓展松展啓機森明

        常松徳啓徳明常

        抽抽抽啓展機松

        抽携抽啓明徳森

常徳         常常常啓森展展

         松徳啓徳携展

         松徳啓徳携展

         愛機啓携携展

         愛機啓携携展

常愛         機森徳啓松森携

        徳機機啓徳携展

        徳機機啓徳携展

        明森愛啓携愛携

        携徳抽啓松森展

        常常愛啓明展携

         抽携啓常携展

常抽         携抽常啓愛常松

 森士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛展徳 愛展徳 愛展徳 愛展徳         愛展愛 愛展愛 愛展愛 愛展愛 

        携抽常啓愛常松

        携抽常啓愛常松

常携     常抽抽啓松常松啓機愛展

    常抽抽啓松常松啓機愛展

常明       明啓展常松啓松松機

      明啓展常松啓松松機

徳松          抽携啓展展展

         抽携啓展展展

交通安全施設整備事

業　　　　　　　　      携啓機森機啓森森常

常携       携啓機森機啓森森常

      携啓機森機啓森森常

自由通路等維持管理

経費　　　　　　　     愛明啓機徳森啓展展機

常常       愛啓松愛明啓携常携

         松常啓抽松常

      愛啓抽松機啓常機抽

        常森携啓森携展

常愛      常松啓森徳明啓森抽抽

      松啓明愛愛啓抽抽抽

      抽啓抽愛展啓機抽抽

      愛啓徳展徳啓携展展

     常展啓常機愛啓抽展展

     常展啓展森展啓展展展

        常常愛啓抽展展

常携      常携啓愛明抽啓明携展

        携展徳啓機携展

      明啓携愛携啓徳展展

      愛啓抽機明啓携展展

      抽啓森愛展啓展展展

        愛展携啓展展展

 森士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛展抽 愛展抽 愛展抽 愛展抽         愛展携 愛展携 愛展携 愛展携 

 徳士     常展徳啓機抽携啓展展展      愛啓常抽機啓展展展     常松啓機徳抽啓展展展     常常松啓松徳展啓展展展      機松啓機森機啓明携明      常機啓松愛展啓愛抽抽

常常士          愛抽啓展展展         徳愛啓愛抽松          常展啓明携愛

常徳士          携森啓展展展              展          携森啓展展展

常愛士      常展啓携機森啓展展展      明啓抽抽松啓展展展       抽啓常携常啓展展展

常携士      抽愛啓愛愛森啓展展展     抽愛啓徳常機啓松携展         常常森啓徳携展

常松士       明啓松抽携啓展展展        森抽徳啓徳展森       携啓機展徳啓松機徳

徳徳士      携明啓機抽松啓展展展     抽松啓抽携松啓愛携常       機啓抽森機啓明抽機

道路新設改良事業　     機松啓機森機啓明携明

常常          徳愛啓愛抽松

         徳愛啓愛抽松

常愛       明啓抽抽松啓展展展

      明啓抽抽松啓展展展

      明啓常携愛啓展展展

        徳機抽啓展展展

常携      抽愛啓徳常機啓松携展

     抽愛啓徳常機啓松携展

常松         森抽徳啓徳展森

        森抽徳啓徳展森

徳徳

     抽松啓抽携松啓愛携常

     抽松啓抽携松啓愛携常

     抽松啓抽携松啓愛携常

 愛士      徳展啓常機徳啓展展展      徳展啓常機徳啓展展展      常機啓展森常啓常常常       常啓常常展啓森森機

 常士      徳展啓常機徳啓展展展      徳展啓常機徳啓展展展      常機啓展森常啓常常常       常啓常常展啓森森機

 機士          愛明啓展展展         徳展啓森徳展          常携啓常森展

常愛士      常機啓携明松啓展展展     常森啓抽森常啓展携展       常啓展森携啓機携展

常抽士          携常啓展展展         携展啓松抽常             徳携機

常携士         徳明愛啓展展展        徳明徳啓携展展             携展展

常機士         徳松携啓展展展        徳明明啓展展展           機啓展展展

河川総務費　　　　        愛愛松啓携明常

機          徳展啓森徳展

         徳展啓森徳展

常抽          携展啓松抽常

         携展啓松抽常

         携展啓松抽常

常機

        徳明明啓展展展

        徳明明啓展展展

         松松啓携展展

          機啓携展展

         徳携啓展展展

         松愛啓展展展

         徳明啓展展展

 森士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛展明 愛展明 愛展明 愛展明         愛展松 愛展松 愛展松 愛展松 

          携啓展展展

         携展啓展展展

調整池維持管理経費     常明啓徳常松啓徳携展

常愛      常携啓機携抽啓松携展

     常携啓機携抽啓松携展

     常携啓機携抽啓松携展

常携         徳明徳啓携展展

        徳明徳啓携展展

河川堤防維持管理経

費　　　　　　　　      徳啓携徳明啓愛展展

常愛       徳啓携徳明啓愛展展

      徳啓愛森機啓森展展

        携携徳啓愛展展

      常啓森愛松啓携展展

        常愛明啓携展展

        常愛明啓携展展

 抽士   愛啓抽徳徳啓愛松愛啓展展展    徳抽明啓徳森抽啓展展展    愛愛常啓徳常抽啓展展展        機森機啓展展展  抽啓展展展啓森明展啓展展展   常啓松明抽啓携森森啓徳機徳     常愛松啓機常徳啓松展森

      常啓明展森啓展展展

    

  徳啓展機明啓松携常啓展展展

 常士     愛徳愛啓展展徳啓展展展    徳明明啓徳抽愛啓展展展     携森機啓徳抽携啓展展展     携松展啓愛徳常啓明愛常      常森啓機徳愛啓愛明機

 常士         松徳機啓展展展        愛機展啓抽展展         愛愛森啓明展展

 徳士      携愛啓機携抽啓展展展     携愛啓機携愛啓展抽展             機明展

 愛士      携常啓展愛徳啓展展展     携展啓携徳愛啓抽森松         携展森啓携常愛

 抽士      常抽啓明機機啓展展展     常抽啓明機松啓携森常           常啓抽常機

 松士         携携携啓展展展        携携抽啓抽展展             明展展

 機士         愛抽機啓展展展        徳展明啓携抽展         常抽徳啓抽明展

常常士      常抽啓機抽機啓展展展     常愛啓抽展展啓機携愛       常啓携抽森啓展抽松

常徳士       徳啓携徳携啓展展展        抽明愛啓松森展       徳啓展明常啓徳徳展

常愛士      愛常啓抽抽森啓展展展     徳森啓抽展森啓展展展       愛啓展抽展啓展展展

都市計画総務費　　      抽啓愛抽愛啓松機携

機          森展啓明抽展

         森展啓明抽展

常常         常松明啓常携携

        常松明啓常携携

常愛       愛啓森森携啓展展展

      愛啓森森携啓展展展

      愛啓森森携啓展展展

常機

        徳展徳啓展展展

        徳展徳啓展展展

 森士   愛士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛展森 愛展森 愛展森 愛展森         愛展機 愛展機 愛展機 愛展機 

常抽士     抽常森啓展携愛啓展展展    抽展明啓松松常啓機携展      常常啓徳森常啓展携展

常森士         松愛携啓展展展        松愛携啓展展展               展

常機士         徳常松啓展展展        徳常明啓携展展             携展展

        常徳愛啓展展展

         松機啓展展展

都市計画審議会経費        徳明展啓携徳展

常         徳抽森啓明展展

        徳抽森啓明展展

        徳抽森啓明展展

機          常常啓機徳展

         常常啓機徳展

         常常啓機徳展

建築指導・開発行為

経費　　　　　　　        常常明啓抽機徳

機          機展啓徳展展

         機展啓徳展展

常常          常常啓松機徳

         常常啓松機徳

常機

         常抽啓携展展

         常抽啓携展展

         常抽啓携展展

都市計画図修正事業        抽機愛啓携展展

常愛         抽機愛啓携展展

        抽機愛啓携展展

        抽機愛啓携展展

景観形成推進事業　      抽啓愛松展啓愛展展

常         常抽常啓森展展

        常抽常啓森展展

        常抽常啓森展展

松         携携抽啓抽展展

        携携抽啓抽展展

機          徳愛啓松森展

         常明啓展森展

          機啓森展展

          明啓徳森展

          松啓松展展

 森士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛常展 愛常展 愛常展 愛常展         愛常常 愛常常 愛常常 愛常常 

常徳          明機啓森徳展

         明機啓森徳展

         明機啓森徳展

常愛       徳啓森抽携啓携展展

      徳啓森抽携啓携展展

      徳啓森抽携啓携展展

常森         松愛携啓展展展

        松愛携啓展展展

守谷駅前賑わい創出

事業　　　　　　　    抽抽常啓携明徳啓機常明

常常      常愛啓徳常愛啓展展明

     常愛啓徳常愛啓展展明

常徳         愛機愛啓機明展

        愛機愛啓機明展

        愛機愛啓機明展

常愛      徳常啓常森抽啓展展展

     徳常啓常森抽啓展展展

     徳常啓常森抽啓展展展

常抽     抽展明啓松松常啓機携展

    抽展明啓松松常啓機携展

    抽展明啓松松常啓機携展

職員給与関係経費　    常常機啓常松抽啓常展森

徳      携愛啓機携愛啓展抽展

     携愛啓機携愛啓展抽展

愛      携展啓携徳愛啓抽森松

      徳啓愛機森啓携展展

      愛啓機徳松啓徳展松

      徳啓機松徳啓常展展

     常愛啓森徳常啓展松松

      明啓森抽愛啓徳携徳

        機携松啓抽森展

     常愛啓徳携松啓徳抽抽

      抽啓常携徳啓明徳松

      徳啓常機抽啓展展展

抽      常抽啓明機松啓携森常

     常抽啓明機松啓携森常

 森士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛常徳 愛常徳 愛常徳 愛常徳         愛常愛 愛常愛 愛常愛 愛常愛 

 徳士     明森森啓松展展啓展展展     徳徳啓森松常啓展展展    常森常啓抽常森啓展展展        機森機啓展展展    森抽森啓徳愛明啓展展展     松常機啓徳展機啓機抽森      徳愛啓明森常啓展携徳    

    常展携啓愛抽携啓展展展

 常士         常機徳啓展展展         機森啓展展展          機抽啓展展展

 機士          徳機啓展展展         常抽啓機明展          常抽啓展抽展

常常士      常徳啓愛機携啓展展展     常常啓抽愛携啓森展展         森抽常啓徳展展    

        常常森啓展展展

常徳士       愛啓常常森啓展展展      徳啓機松抽啓展機展         常抽愛啓機常展

常愛士     徳機森啓森明森啓展展展    徳松明啓愛機携啓機展展      常徳啓抽明携啓明展展    

     常展啓展展明啓携展展

常抽士       抽啓徳常明啓展展展      抽啓展徳携啓展松愛         常機展啓機徳松

常携士     常抽携啓明愛愛啓展展展    常愛愛啓明展徳啓森抽展       森啓松明携啓常明展    

      愛啓徳明携啓展展展

常明士       常啓徳森展啓展展展      常啓常抽松啓松抽松         常愛徳啓徳携愛

常松士     愛愛徳啓常機抽啓展展展    徳抽展啓徳愛森啓愛抽愛             常携松    

     機常啓機携携啓携展展

常森士       徳啓携愛明啓展展展      徳啓常森常啓松携松         愛携抽啓徳抽愛

常機士      抽松啓松松携啓展展展     抽松啓展機携啓抽愛森         明松機啓携明徳

緑の審議会経費　　         機機啓展展展

常          機森啓展展展

         機森啓展展展

         機森啓展展展

機           常啓展展展

          常啓展展展

          常啓展展展

緑化推進啓発事業　     徳携啓森抽森啓愛携明

常常       徳啓携抽森啓明抽愛

      徳啓携抽森啓明抽愛

常徳          抽展啓松常愛

         抽展啓松常愛

         常展啓展展展

         愛展啓松常愛

常携      徳展啓徳抽抽啓展展展

     徳展啓徳抽抽啓展展展

常機

      愛啓展常携啓展展展

      愛啓展常携啓展展展

      愛啓展常携啓展展展

公園維持管理経費　    愛機機啓展展携啓常森明

機          常愛啓機明展

         常愛啓機明展

常常       森啓明機森啓常携松

        携徳愛啓機徳機

        徳明機啓抽徳常

      常啓抽愛機啓徳松携

      明啓抽明携啓携愛徳

常徳          森松啓森松松

         常携啓明徳松

         常携啓明徳松

         松徳啓徳携展

         抽松啓徳携展

         徳携啓展展展

常愛     徳明松啓徳常森啓機展展

      機啓抽展徳啓展松明

      機啓抽展徳啓展松明

 森士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛常抽 愛常抽 愛常抽 愛常抽         愛常携 愛常携 愛常携 愛常携 

    徳携常啓松徳常啓抽明明

    徳抽抽啓松森機啓森愛機

        森機機啓携愛携

      常啓明抽愛啓松松携

      抽啓展森徳啓抽展展

        愛展携啓機常松

      携啓常携愛啓携携展

      抽啓携常携啓展展展

        明愛森啓携携展

        機抽常啓森展森

         携明啓展徳森

        携森明啓携愛展

        徳機機啓徳携展

常抽       抽啓展徳携啓展松愛

      抽啓展徳携啓展松愛

      愛啓森抽明啓愛常展

        常松森啓松明愛

常携     常常愛啓愛携森啓森抽展

    常展明啓明明森啓抽携展

      明啓明機展啓愛機展

常明       常啓常抽松啓松抽松

      常啓展明抽啓携森松

         森愛啓常明展

常森       徳啓常森常啓松携松

      常啓松常展啓常展松

        常徳徳啓展展展

        愛抽機啓明携展

常機

      徳啓徳松徳啓森松携

        抽森展啓展展展

         抽徳啓展展展

 森士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛常明 愛常明 愛常明 愛常明         愛常松 愛常松 愛常松 愛常松 

        徳徳森啓展展展

        徳常展啓展展展

      常啓松機徳啓森松携

      常啓松機徳啓森松携

せせらぎの小路維持

管理経費　　　　　      携啓松松明啓携明愛

常機

      携啓松松明啓携明愛

      携啓松松明啓携明愛

      携啓松松明啓携明愛

常総地方広域市町村

圏事務組合負担金　     愛明啓展愛常啓展展展

常機

     愛明啓展愛常啓展展展

     愛明啓展愛常啓展展展

     愛明啓展愛常啓展展展

保存緑地等取得事業    徳携徳啓抽抽機啓森抽愛

常常         常森機啓展展展

        常森機啓展展展

常徳       徳啓森抽携啓携展展

      徳啓森抽携啓携展展

      徳啓常携徳啓携展展

        明機愛啓展展展

常愛       機啓常松松啓展展展

      機啓常松松啓展展展

      機啓常松松啓展展展

常松     徳抽展啓徳愛森啓愛抽愛

    徳抽展啓徳愛森啓愛抽愛

        機森機啓展展展

 愛士      松愛啓明抽抽啓展展展     常機啓抽常松啓展展展      機愛啓展明常啓展展展      携森啓携機徳啓森抽抽       愛啓常展抽啓常携明    

     愛常啓愛明抽啓展展展

公共下水道事業会計

負担金　　　　　　     携森啓携機徳啓森抽抽

常機

     携森啓携機徳啓森抽抽

     携森啓携機徳啓森抽抽

 森士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛常森 愛常森 愛常森 愛常森         愛常機 愛常機 愛常機 愛常機 

常機士      機愛啓展明常啓展展展     携森啓携機徳啓森抽抽       愛啓常展抽啓常携明    

     愛常啓愛明抽啓展展展

     徳徳啓森愛愛啓常愛明

     愛携啓松携機啓松展森

 抽士         徳森徳啓展展展         徳森徳啓展展展         徳森展啓抽徳展           常啓携森展

 機士          松機啓展展展         松松啓抽徳展           常啓携森展

常機士         徳展愛啓展展展        徳展愛啓展展展               展

つくばエクスプレス

対策事業総務費　　        徳森展啓抽徳展

機          松松啓抽徳展

         松松啓抽徳展

常機

        徳展愛啓展展展

        徳展愛啓展展展

         携展啓展展展

         携展啓展展展

         常愛啓展展展

         機展啓展展展

 携士     愛徳機啓森展抽啓展展展      常啓携展携啓展展展    常抽機啓松機明啓展展展     抽松森啓展機携啓展展展     徳機抽啓松松展啓明抽徳      森携啓抽松抽啓愛携森

      常啓明展森啓展展展

    

     機明啓徳抽徳啓展展展

 機士          森愛啓展展展         携展啓携徳展          愛徳啓抽森展

常常士         抽明抽啓展展展        愛機森啓森機機          明携啓常展常

常徳士       愛啓徳松森啓展展展      愛啓徳松松啓展携展             機携展

常愛士      愛携啓携常愛啓展展展     徳常啓徳松愛啓松松携       携啓常携抽啓徳徳携

      常啓明展森啓展展展

    

      松啓抽松松啓展展展

常抽士         松常常啓展展展        明抽携啓常機徳          明携啓森展森

街路事業総務費　　        常展松啓携展展

機          徳展啓森徳展

         徳展啓森徳展

常常           常啓明森展

          常啓明森展

常機

         森携啓展展展

         森携啓展展展

         森携啓展展展

坂町清水線整備事業     機抽啓機機展啓明徳松

機          常機啓森展展

         常機啓森展展

常常         愛松明啓機愛機

        徳携携啓常常愛

 森士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛徳展 愛徳展 愛徳展 愛徳展         愛徳常 愛徳常 愛徳常 愛徳常 

常携士     愛明展啓抽愛愛啓展展展    徳展明啓展明展啓展展展      松森啓松明展啓展展展    

     松携啓明常愛啓展展展

常松士      愛松啓徳機携啓展展展     愛明啓愛松愛啓常森明         機徳常啓森常抽

常機士          機携啓展展展         森携啓展展展          常展啓展展展

徳徳士      抽展啓徳徳愛啓展展展     徳明啓明展松啓展徳展         抽明愛啓機森展    

     常愛啓常携徳啓展展展

        常徳常啓森徳明

常徳       愛啓徳愛携啓展携展

      愛啓徳愛携啓展携展

      愛啓徳愛携啓展携展

常愛       携啓携明携啓展展展

        明機携啓森展展

        明機携啓森展展

      抽啓森明機啓徳展展

      徳啓松明機啓徳展展

      徳啓常展展啓展展展

常抽         携展愛啓明携愛

        携展愛啓明携愛

        徳機松啓愛明展

        徳展明啓徳機愛

常携      徳森啓常携展啓携展展

     徳森啓常携展啓携展展

常松      愛徳啓携展展啓展松愛

     愛徳啓携展展啓展松愛

徳徳

     徳抽啓明愛機啓明常徳

     徳抽啓明愛機啓明常徳

     徳抽啓明愛機啓明常徳

郷州沼崎線整備事業    常機機啓明松徳啓携常携

機           機啓機展展

          機啓機展展

常常          徳展啓徳森展

         徳展啓徳森展

常徳          抽徳啓展展展

         抽徳啓展展展

         抽徳啓展展展

常愛      常携啓松展森啓松松携

      愛啓機抽携啓携松携

      愛啓機抽携啓携松携

 森士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛徳徳 愛徳徳 愛徳徳 愛徳徳         愛徳愛 愛徳愛 愛徳愛 愛徳愛 

     常常啓松明愛啓徳展展

      常啓明展抽啓徳展展

     常展啓常携機啓展展展

常抽         常抽常啓携愛機

        常抽常啓携愛機

        常抽常啓携愛機

常携     常松松啓機展機啓携展展

    常松松啓機展機啓携展展

常松       愛啓森松愛啓常常愛

      愛啓森松愛啓常常愛

徳徳

      常啓機明松啓抽展森

      常啓機明松啓抽展森

      常啓機明松啓抽展森

 明士   徳啓展展明啓機抽常啓展展展     常携啓展展展啓展展展   常啓機機常啓機抽常啓展展展     常徳常啓抽常徳啓森展松       明啓松徳森啓常機愛    

  常啓森明愛啓森展展啓展展展

 機士          明明啓展展展         抽明啓徳展展          常機啓森展展

常愛士         徳携携啓展展展        徳携抽啓常展展             機展展

常機士   常啓機森抽啓展展展啓展展展    常常松啓徳松展啓展展展       徳啓機愛展啓展展展    

  常啓森明愛啓森展展啓展展展

徳徳士       松啓明徳展啓展展展      愛啓森抽徳啓携展松       愛啓松松松啓抽機愛

土地区画整理事業総

務費　　　　　　　         抽明啓徳展展

機          抽明啓徳展展

         抽明啓徳展展

守谷駅周辺一体型土

地区画整理事業　　      抽啓展機明啓明展松

常愛         徳携抽啓常展展

        徳携抽啓常展展

        徳携抽啓常展展

徳徳

      愛啓森抽徳啓携展松

      愛啓森抽徳啓携展松

      徳啓携携展啓徳抽展

      常啓徳機徳啓徳明松

松並地区土地区画整

理事業　　　　　　     機松啓徳松展啓展展展

常機

     機松啓徳松展啓展展展

     松松啓徳松展啓展展展

 森士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛徳抽 愛徳抽 愛徳抽 愛徳抽         愛徳携 愛徳携 愛徳携 愛徳携 

     松松啓徳松展啓展展展

     徳展啓展展展啓展展展

     徳展啓展展展啓展展展

原東地区土地区画整

理事業　　　　　　     徳展啓展展展啓展展展

常機

     徳展啓展展展啓展展展

     徳展啓展展展啓展展展

     徳展啓展展展啓展展展

 携士       森啓抽徳徳啓展展展      常啓展携展啓展展展      常啓展展展啓展展展       森啓愛松徳啓展展展       抽啓展森愛啓徳機松       抽啓徳森森啓松展愛

 常士       森啓抽徳徳啓展展展      常啓展携展啓展展展      常啓展展展啓展展展       森啓愛松徳啓展展展       抽啓展森愛啓徳機松       抽啓徳森森啓松展愛

 機士          徳抽啓展展展         常徳啓常展展          常常啓機展展

常常士       明啓携常愛啓展展展      徳啓愛明常啓愛携森       抽啓常携常啓明抽徳

常徳士         常松松啓展展展        常抽森啓抽展明          徳森啓携機抽

常愛士       常啓明展機啓展展展      常啓携常愛啓携抽愛          機携啓抽携松

常携士          抽愛啓展展展         抽徳啓常常携             森森携

常森士           明啓展展展          携啓松松携             徳徳携

市営住宅維持管理経

費　　　　　　　　      抽啓展森愛啓徳機松

機          常徳啓常展展

         常徳啓常展展

常常       徳啓愛明常啓愛携森

         徳徳啓抽松展

      徳啓愛愛森啓森森森

常徳         常抽森啓抽展明

          携啓機徳展

          携啓機徳展

          松啓展徳愛

          松啓展徳愛

        常愛携啓抽明愛

         機明啓常愛愛

         愛機啓愛愛展

常愛       常啓携常愛啓携抽愛

         抽愛啓携抽愛

          機啓抽携展

         愛抽啓展機愛

      常啓抽松展啓展展展

      常啓抽松展啓展展展

常携          抽徳啓常常携

 森士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛徳明 愛徳明 愛徳明 愛徳明         愛徳松 愛徳松 愛徳松 愛徳松 

         抽徳啓常常携

常森           携啓松松携

          携啓松松携

 機士     機松展啓常携愛啓展展展      常啓抽抽松啓展展展     常松啓携森抽啓展展展        携展徳啓展展展    機森機啓明森明啓展展展     機松機啓松松機啓常松愛       機啓機展明啓森徳松

 常士     機松展啓常携愛啓展展展      常啓抽抽松啓展展展     常松啓携森抽啓展展展        携展徳啓展展展    機森機啓明森明啓展展展     機松機啓松松機啓常松愛       機啓機展明啓森徳松

 常士     機展明啓携常森啓展展展        徳森携啓展展展     機展明啓森展愛啓展展展     機展明啓森展愛啓展展展               展

常機士     機展明啓森展愛啓展展展    機展明啓森展愛啓展展展               展

常備消防費　　　　    機展明啓森展愛啓展展展

常機

    機展明啓森展愛啓展展展

    機展明啓森展愛啓展展展

    機展明啓携常森啓展展展

        徳森携啓展展展

 徳士      愛抽啓松愛携啓展展展      常啓徳森松啓展展展           機啓展展展     愛明啓展常愛啓展展展      愛展啓明展展啓徳機携       携啓抽常徳啓松展携

 常士       明啓展徳徳啓展展展      携啓松常展啓常抽機         愛常常啓森携常

 森士       明啓展抽展啓展展展      明啓展抽展啓展展展               展

 機士      常展啓展徳松啓展展展      松啓常常機啓抽抽展       徳啓機展松啓携明展

常展士         常愛携啓展展展         携機啓展展展          松明啓展展展

常常士       愛啓徳松展啓展展展      常啓明機松啓松明明       常啓携松徳啓徳愛抽

常徳士         常徳徳啓展展展         機機啓機明展          徳徳啓展抽展

常愛士         徳徳展啓展展展              展         徳徳展啓展展展

常抽士           携啓展展展          携啓展展展               展

常携士         徳携明啓展展展        常明徳啓松携展          機愛啓徳携展

常森士         携明松啓展展展        携徳機啓徳展展          愛松啓森展展

常機士       森啓森松森啓展展展      森啓松携明啓松愛展         常徳常啓徳松展

徳徳士         常愛展啓展展展        常徳機啓携展展             携展展

徳松士         愛抽常啓展展展        徳機展啓森展展          携展啓徳展展

非常備消防総務費　      常啓展常愛啓松愛展

機          徳愛啓機森展

         徳愛啓機森展

常常          常携啓松携展

         常携啓松携展

常機

        機松抽啓展展展

        機松抽啓展展展

         愛展啓展展展

        機抽抽啓展展展

消防団員活動費　　     徳森啓徳機松啓機森徳

常       携啓松常展啓常抽機

      携啓松常展啓常抽機

      携啓松常展啓常抽機

森       明啓展抽展啓展展展

      明啓展抽展啓展展展

機       松啓展機携啓抽明展

      松啓展機携啓抽明展

      松啓展機携啓抽明展

 森士   携士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛徳森 愛徳森 愛徳森 愛徳森         愛徳機 愛徳機 愛徳機 愛徳機 

常展          携機啓展展展

         携機啓展展展

常常         松森抽啓常機愛

        明愛携啓抽機松

        常徳携啓徳展展

         徳愛啓抽機明

常抽           携啓展展展

          携啓展展展

          携啓展展展

常携         常明徳啓松携展

        常明徳啓松携展

常森         携徳機啓徳展展

        携徳機啓徳展展

常機

      松啓松森徳啓松愛展

      松啓松森徳啓松愛展

        明明松啓愛展展

        松森機啓展展展

        徳松徳啓抽愛展

        常常愛啓展展展

         愛常啓展展展

         携展啓展展展

        常展展啓展展展

      携啓松明展啓展展展

徳徳

        常徳機啓携展展

        常徳機啓携展展

 機士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛愛展 愛愛展 愛愛展 愛愛展         愛愛常 愛愛常 愛愛常 愛愛常 

        常徳機啓携展展

消防車両器具維持管

理経費　　　　　　      常啓徳森森啓携森愛

常常         森機松啓森徳愛

        愛展機啓常抽展

        携森森啓明森愛

常徳          機機啓機明展

         抽明啓携展展

         抽明啓携展展

         携愛啓抽明展

         携愛啓抽明展

徳松         徳機展啓森展展

        徳機展啓森展展

 愛士      徳松啓松森徳啓展展展        常徳携啓展展展     常松啓携森抽啓展展展      抽携啓徳抽常啓展展展      抽展啓松明明啓機展愛       抽啓抽松抽啓展機松

常常士         松機明啓展展展        携展常啓常常徳         徳機抽啓森森森

常携士       抽啓展展展啓展展展      常啓森愛松啓徳機展       徳啓常明徳啓松常展

常森士      常徳啓松森明啓展展展     常常啓抽明展啓松携展       常啓愛徳携啓徳携展

常機士      徳松啓明携機啓展展展     徳明啓機明松啓松携常         明機常啓徳抽機

消防施設整備事業　     抽展啓松明明啓機展愛

常常         携展常啓常常徳

        抽松携啓愛徳常

         徳携啓松機常

常携       常啓森愛松啓徳機展

      常啓抽森抽啓松展展

        愛携徳啓携機展

常森      常常啓抽明展啓松携展

      徳啓抽松徳啓松携展

      森啓機森森啓展展展

常機

     徳明啓機明松啓松携常

     徳明啓機明松啓松携常

     徳携啓愛抽展啓徳携常

      常啓明徳松啓携展展

 抽士       常啓常常森啓展展展         携常常啓展展展      常啓明徳機啓展展展       常啓明展森啓機松携          徳展啓展徳携

 松士       常啓携愛展啓展展展      常啓携常展啓松明携          常機啓徳愛携

常徳士          機機啓展展展         機森啓徳常展             松機展

水防総務費　　　　      常啓明展森啓機松携

松       常啓携常展啓松明携

      常啓携常展啓松明携

常徳          機森啓徳常展

         機森啓徳常展

         機森啓徳常展

 機士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛愛徳 愛愛徳 愛愛徳 愛愛徳         愛愛愛 愛愛愛 愛愛愛 愛愛愛 

        携展徳啓展展展

常展士   愛啓携愛携啓愛機抽啓展展展    抽明常啓抽明抽啓展展展    松展携啓森愛展啓明展展      愛啓常展愛啓展展展  抽啓松展携啓松機常啓明展展   愛啓抽森愛啓機携機啓森松愛     常機機啓徳常明啓愛徳松

    森機明啓明展愛啓抽展展

    

    常徳明啓展常徳啓展展展

 常士     松機愛啓抽愛機啓展展展     常携啓展抽徳啓展展展         愛展展啓展展展    森展森啓松森常啓展展展     松機常啓抽携森啓松展明      常松啓愛徳徳啓徳機抽

 常士       徳啓愛松抽啓展展展       徳啓愛松抽啓展展展       徳啓常常松啓明愛機         徳携明啓愛明常

 常士       常啓機森展啓展展展      常啓機松機啓機機森               徳

 森士          機展啓展展展         明展啓展展展          愛展啓展展展

 機士          森森啓展展展         常機啓機携展          明森啓展携展

常展士          愛展啓展展展          携啓森機常          徳抽啓常展機

常機士         常森明啓展展展         携常啓森展展         常愛抽啓徳展展

教育委員会総務費　      徳啓常常松啓明愛機

常       常啓機松機啓機機森

      常啓機松機啓機機森

      常啓機松機啓機機森

森          明展啓展展展

         明展啓展展展

機          常機啓機携展

         常機啓機携展

         常機啓機携展

常展           携啓森機常

          携啓森機常

常機

         携常啓森展展

         携常啓森展展

         常松啓森展展

          携啓展展展

         常松啓展展展

          携啓展展展

          松啓展展展

 徳士     常抽抽啓展常松啓展展展      携啓常機機啓展展展         愛展展啓展展展    常抽機啓携常明啓展展展     常抽松啓携明森啓明抽展       常啓機抽松啓愛明展

 常士         松愛携啓展展展        徳展愛啓展展展         携愛徳啓展展展

 徳士      携松啓明展徳啓展展展     携松啓明展展啓明常松           常啓愛森愛

 愛士      携愛啓徳展機啓展展展     携愛啓常松愛啓機明愛          愛携啓展愛松

 抽士      常携啓愛森抽啓展展展     常携啓愛森徳啓愛森徳           常啓明常森

 松士         機明展啓展展展        森松森啓抽展展          森常啓明展展

 森士       明啓機松機啓展展展      明啓機抽携啓愛常明          愛愛啓明森抽

学校教育総務費　　     常明啓抽抽森啓携松徳

松         森松森啓抽展展

        森松森啓抽展展

森       明啓森機常啓愛常明

         森展啓展展展

          明啓徳常明

      明啓森展携啓常展展

機         常明森啓機森展

         抽愛啓展展展

 機士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛愛抽 愛愛抽 愛愛抽 愛愛抽         愛愛携 愛愛携 愛愛携 愛愛携 

 機士         愛展愛啓展展展        常松徳啓展森展         常愛展啓機徳展

常常士       抽啓携抽抽啓展展展      抽啓展愛森啓愛松携         携展携啓明徳携

常徳士         松明明啓展展展        明明松啓愛展展          機森啓松展展

常愛士       常啓明常機啓展展展      常啓明展抽啓抽展展          常抽啓明展展

常抽士       携啓明常明啓展展展      携啓徳森携啓森明展         愛愛展啓常抽展

常機士       常啓明愛常啓展展展      常啓抽携愛啓機抽松         常松松啓展携愛

徳松士         常明森啓展展展        常明愛啓展展展           携啓展展展

         抽愛啓展展展

        常徳携啓機森展

常常       常啓松常明啓徳展常

      常啓携愛抽啓愛常松

         携徳啓機抽抽

         森明啓常展展

         抽徳啓森抽展

常徳         常常常啓徳愛携

         森常啓常森携

         森常啓常森携

          松啓抽展展

          松啓抽展展

         徳徳啓明携展

         徳徳啓明携展

常愛       常啓明展抽啓抽展展

      常啓常松森啓常展展

        徳展松啓機展展

        機松展啓徳展展

        抽徳明啓愛展展

        抽徳明啓愛展展

常抽       抽啓森携明啓抽常展

        常明常啓森展展

        常明常啓森展展

      抽啓明機抽啓明常展

      抽啓明機抽啓明常展

常機

        徳常抽啓展愛展

        徳常抽啓展愛展

          明啓徳森展

         携明啓松携展

         抽松啓展展展

常展士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛愛明 愛愛明 愛愛明 愛愛明         愛愛松 愛愛松 愛愛松 愛愛松 

         機展啓展展展

         常抽啓展展展

徳松           松啓明展展

          松啓明展展

通学区域審議会経費        徳展明啓常展展

常         徳展愛啓展展展

        徳展愛啓展展展

        徳展愛啓展展展

機           愛啓常展展

          愛啓常展展

          愛啓常展展

就学時健康診断経費        愛愛松啓常抽機

森          携抽啓展展展

         携抽啓展展展

常常         徳徳展啓展機抽

        常徳携啓携展展

         機抽啓携機抽

常徳          明愛啓展携携

         抽徳啓展携携

         抽徳啓展携携

         徳常啓展展展

         徳常啓展展展

守谷市学校経営研修

事業　　　　　　　      常啓常機愛啓機常松

常機

      常啓常機愛啓機常松

      常啓常機愛啓機常松

        常愛展啓展展展

        抽常愛啓明展展

        愛明抽啓森機松

         携徳啓明携展

         徳松啓展展展

常展士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛愛森 愛愛森 愛愛森 愛愛森         愛愛機 愛愛機 愛愛機 愛愛機 

         常徳啓常携展

          明啓展展展

         愛機啓展展展

         常機啓携展展

         徳愛啓展展展

         抽展啓愛展展

         携愛啓森徳展

         常徳啓展展展

児童生徒発表会事業        携森展啓徳機抽

常常         常展抽啓森抽抽

        常展抽啓森抽抽

常抽         抽徳機啓抽携展

        抽徳機啓抽携展

        抽徳機啓抽携展

常機

         抽明啓展展展

         抽明啓展展展

          松啓展展展

         愛機啓展展展

食育啓発事業　　　         常携啓常常森

常常          常携啓常常森

         常携啓常常森

部配置公用車の維持

管理経費　　　　　      徳啓明愛展啓携徳森

常常       常啓機森徳啓常常森

      常啓常愛徳啓携機常

        森抽機啓携徳松

常徳         抽機愛啓展常展

        常愛徳啓常展展

        常愛徳啓常展展

常展士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛抽展 愛抽展 愛抽展 愛抽展         愛抽常 愛抽常 愛抽常 愛抽常 

        愛明展啓機常展

        愛明展啓機常展

徳松         常携携啓抽展展

        常携携啓抽展展

職員給与関係経費　    常徳明啓常携明啓機明徳

徳      携松啓明展展啓明常松

     携松啓明展展啓明常松

愛      携愛啓常松愛啓機明愛

      常啓抽明抽啓展展展

      森啓展携愛啓松明徳

      徳啓機森抽啓松展展

     常抽啓徳徳愛啓展機展

      明啓森機携啓抽森愛

        愛抽森啓抽展展

     常抽啓携愛抽啓森明森

      愛啓松森携啓明明展

        森森抽啓展展展

抽      常携啓愛森徳啓愛森徳

     常携啓愛森徳啓愛森徳

 愛士     常携機啓抽徳森啓展展展     常携機啓抽徳森啓展展展     常携常啓機松常啓松機徳       松啓抽携明啓徳展森

 常士      明明啓抽松徳啓展展展     明徳啓展松携啓携携展       抽啓愛機明啓抽携展

 松士         明愛抽啓展展展        常常展啓松展展         携徳愛啓愛展展

 森士       常啓常徳常啓展展展        機機常啓松明展         常徳機啓徳抽展

 機士       徳啓常常愛啓展展展      常啓携明常啓常森機         携携常啓森常常

常常士       携啓愛携機啓展展展      抽啓携森徳啓徳森森         松松明啓松常徳

常徳士         携展常啓展展展        抽徳抽啓愛展松          松明啓明機愛

常愛士      携抽啓抽明抽啓展展展     携抽啓抽明愛啓携展展             携展展

常抽士          森常啓展展展         明愛啓徳携松          常松啓松抽愛

常森士          徳機啓展展展         常機啓明愛携           機啓愛明携

常機士      徳森啓明携抽啓展展展     徳松啓明松機啓明展明         機松抽啓愛機抽

就学指導委員会経費        徳展森啓森展抽

常          機常啓展展展

         機常啓展展展

         機常啓展展展

森          機携啓展展展

         機携啓展展展

機           愛啓抽展展

          愛啓抽展展

          愛啓抽展展

常常          常機啓抽展抽

         常機啓抽展抽

教育相談経費　　　      徳啓森愛明啓松機松

常       徳啓松抽松啓愛展展

      徳啓松抽松啓愛展展

      徳啓松抽松啓愛展展

機          明抽啓常徳展

         明抽啓常徳展

常展士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛抽徳 愛抽徳 愛抽徳 愛抽徳         愛抽愛 愛抽愛 愛抽愛 愛抽愛 

         明抽啓常徳展

常徳          徳徳啓常徳徳

         徳徳啓常徳徳

         徳徳啓常徳徳

常森           愛啓徳携携

          愛啓徳携携

外国語指導助手経費     携抽啓松展展啓明徳展

常常         徳愛松啓常徳展

        徳愛松啓常徳展

常愛      携抽啓抽明愛啓携展展

     携抽啓抽明愛啓携展展

     携抽啓抽明愛啓携展展

指導主事派遣経費　     徳松啓明松機啓明展明

常機

     徳松啓明松機啓明展明

     徳松啓明松機啓明展明

     徳松啓明松機啓明展明

指導室事業　　　　      愛啓徳愛携啓抽展愛

松         常常展啓松展展

        常常展啓松展展

森         徳徳携啓展展展

         常展啓展展展

         常展啓展展展

         明携啓展展展

         常展啓展展展

        常愛展啓展展展

機         常常徳啓愛森携

         徳抽啓愛森携

          機啓明展展

         常抽啓松森携

         森森啓展展展

常常       徳啓松森松啓愛常森

        徳抽抽啓携明森

      徳啓携抽徳啓松携展

常展士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛抽抽 愛抽抽 愛抽抽 愛抽抽         愛抽携 愛抽携 愛抽携 愛抽携 

適応指導教室事業　      携啓常森松啓機展愛

常       抽啓森展展啓展展展

      抽啓森展展啓展展展

      抽啓森展展啓展展展

機          松常啓明明展

         松常啓明明展

         松常啓明明展

常常         常展抽啓松明抽

         機松啓松明抽

          松啓展展展

常徳         常愛常啓森抽徳

        常愛常啓森抽徳

        常展松啓徳松森

         徳抽啓携明抽

常抽          明愛啓徳携松

         明愛啓徳携松

         徳徳啓愛展松

         抽展啓機携展

常森          常明啓愛森展

         常明啓愛森展

心の教室相談員事業      常啓愛松携啓機展展

常       常啓愛抽抽啓展展展

      常啓愛抽抽啓展展展

      常啓愛抽抽啓展展展

機          愛常啓機展展

         愛常啓機展展

         愛常啓機展展

特色ある学校支援事

業　　　　　　　　        機森徳啓明展森

森          携抽啓愛明展

         携抽啓愛明展

機          明徳啓携展展

         明徳啓携展展

         明徳啓携展展

常常         森明携啓松抽森

常展士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛抽明 愛抽明 愛抽明 愛抽明         愛抽松 愛抽松 愛抽松 愛抽松 

        森明携啓松抽森

社会人ＴＴ配置事業      携啓抽常携啓携携展

常       携啓愛徳森啓松携展

      携啓愛徳森啓松携展

      携啓愛徳森啓松携展

機          森明啓森展展

         森明啓森展展

         森明啓森展展

中学生社会体験事業        常森常啓展松松

常常          抽徳啓携松松

         抽徳啓携松松

常徳         常愛森啓携展展

        常愛森啓携展展

        常愛森啓携展展

地域で支える学校づ

くり事業　　　　　        常機明啓明森徳

常常         常機明啓明森徳

        常機明啓明森徳

共に進める小中連携

教育推進事業　　　        抽携松啓機常森

常常         愛徳明啓展松携

        愛徳明啓展松携

常徳         常愛常啓森抽愛

        常愛常啓森抽愛

        常愛常啓森抽愛

小学校理科支援員配

置事業　　　　　　        徳松携啓展展展

森         徳松徳啓抽展展

        徳松徳啓抽展展

常常           徳啓明展展

          徳啓明展展

学習支援ティーチャ

ー配置事業　　　　     抽森啓森機徳啓機徳抽

常      抽松啓松明抽啓携展展

     抽松啓松明抽啓携展展

     抽松啓松明抽啓携展展

機       常啓常徳森啓抽徳抽

      常啓常徳森啓抽徳抽

常展士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛抽森 愛抽森 愛抽森 愛抽森         愛抽機 愛抽機 愛抽機 愛抽機 

      常啓常徳森啓抽徳抽

学力向上サポートプ

ラン事業　　　　　        愛抽携啓展展展

森         愛抽携啓展展展

        愛抽携啓展展展

 抽士     抽森松啓明徳展啓展展展      機啓森抽愛啓展展展     抽機松啓抽明愛啓展展展     抽森機啓森展展啓明愛携       松啓明明徳啓愛明携

 常士       徳啓徳森徳啓展展展      徳啓展常森啓森携展         徳明愛啓常携展

 徳士       機啓松森機啓展展展      機啓松森森啓明抽森             愛携徳

 愛士       森啓愛抽抽啓展展展      森啓愛愛明啓徳展展           松啓森展展

 抽士       徳啓明機機啓展展展      徳啓明機森啓徳機徳             松展森

 機士          森展啓展展展         明常啓明抽展          常森啓愛明展

常常士     愛愛抽啓展松徳啓展展展    愛愛常啓森明明啓森機徳       徳啓徳展携啓常展森

常徳士         徳森常啓展展展        徳徳森啓常森明          携徳啓森常抽

常愛士      機松啓明森機啓展展展     機携啓森携抽啓森展展       常啓森愛抽啓徳展展

常抽士       徳啓愛明機啓展展展      徳啓愛常展啓機常展          携森啓展機展

常携士               展              展               展

常森士      愛機啓松松森啓展展展     愛明啓携携松啓携抽松       愛啓徳徳展啓抽携愛

常機士          携展啓展展展         抽森啓明松展           常啓愛愛展

徳松士          愛展啓展展展         愛展啓展展展               展

給食センター総務費      抽啓携森徳啓愛明常

常       常啓森携携啓常携展

      常啓森携携啓常携展

      常啓森携携啓常携展

機          携機啓機抽展

         抽抽啓展展展

         抽抽啓展展展

         常携啓機抽展

常常         愛明機啓明明徳

        常機抽啓明抽明

         松常啓明展抽

         常徳啓抽常徳

         機常啓展展展

常徳         徳常携啓松森常

        常森展啓徳常常

        常森展啓徳常常

         常展啓明徳展

            携徳展

         常展啓常展展

         徳抽啓機携展

         徳抽啓機携展

常愛         抽展抽啓松展携

        徳明松啓松携展

        徳抽徳啓携携展

         徳携啓徳展展

         抽明啓徳展展

         機展啓抽展展

         機展啓抽展展

            愛携携

常展士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛携展 愛携展 愛携展 愛携展         愛携常 愛携常 愛携常 愛携常 

            愛携携

常抽       常啓携機森啓抽携愛

      常啓携機森啓抽携愛

      常啓愛抽愛啓展機徳

        徳常松啓携明常

         愛松啓森展展

常機

         抽森啓明松展

         抽森啓明松展

          松啓抽展展

         常展啓徳松展

         常展啓展展展

         常森啓展展展

          愛啓展展展

徳松          愛展啓展展展

         愛展啓展展展

給食センター施設維

持管理経費　　　　     携徳啓常徳松啓展携森

常常       愛啓機明抽啓抽抽抽

      常啓愛機携啓機抽常

      徳啓携明森啓携展愛

常徳          常徳啓抽展携

         常徳啓抽展携

         常徳啓抽展携

常愛      常常啓常明抽啓松携携

        松展森啓常徳展

         機常啓松松展

        携森抽啓森携展

         愛常啓携展展

        愛森機啓愛抽展

        愛森機啓愛抽展

        森徳携啓常機携

        徳抽常啓機徳展

常展士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛携徳 愛携徳 愛携徳 愛携徳         愛携愛 愛携愛 愛携愛 愛携愛 

        常展展啓森展展

         明愛啓展展展

        抽常機啓抽松携

      森啓携抽抽啓機展展

        徳明展啓抽展展

         森抽啓展展展

      森啓徳展展啓携展展

         愛明啓松携展

         愛明啓松携展

        徳抽展啓抽携展

        徳抽展啓抽携展

        常抽松啓展展展

        常抽松啓展展展

        常常携啓携展展

        常常携啓携展展

        常携松啓携展展

        常携松啓携展展

常抽         抽徳松啓機展松

        抽徳松啓機展松

        抽徳松啓機展松

常森      愛明啓携携松啓携抽松

     愛明啓携携松啓携抽松

給食事業運営経費　    抽常常啓明明展啓明徳明

常常     愛徳松啓携愛徳啓松森明

      機啓携展徳啓森常徳

      森啓松機抽啓携展展

     常徳啓常明愛啓携明森

    徳機松啓展松常啓機展明

常愛      森抽啓常徳松啓森抽展

常展士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛携抽 愛携抽 愛携抽 愛携抽         愛携携 愛携携 愛携携 愛携携 

        常携明啓抽携展

        常携明啓抽携展

     森愛啓機松常啓愛機展

     常携啓抽松機啓機抽展

     明森啓抽機常啓抽携展

給食センター運営委

員会経費　　　　　        常明携啓抽展展

常         常明愛啓松展展

        常明愛啓松展展

        常明愛啓松展展

機           常啓松展展

          常啓松展展

          常啓松展展

生ゴミ堆肥化推進事

業　　　　　　　　        抽抽徳啓展携展

常愛         常携松啓携展展

        常携松啓携展展

        常携松啓携展展

常抽         徳森抽啓携携展

        徳森抽啓携携展

        徳森抽啓携携展

職員給与関係経費　     徳展啓森徳愛啓常抽展

徳       機啓松森森啓明抽森

      機啓松森森啓明抽森

愛       森啓愛愛明啓徳展展

        愛常徳啓展展展

        愛携展啓明展徳

        松展機啓徳展展

      徳啓携愛常啓徳森携

      常啓徳愛松啓松常松

         松愛啓徳展展

      徳啓愛明携啓携徳抽

        松携明啓明松徳

抽       徳啓明機森啓徳機徳

      徳啓明機森啓徳機徳

常展士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛携明 愛携明 愛携明 愛携明         愛携松 愛携松 愛携松 愛携松 

 徳士   常啓機展徳啓機機抽啓展展展    常松機啓機森愛啓展展展    明機松啓明抽愛啓展展展        徳携徳啓展展展  徳啓松森展啓森松徳啓展展展   常啓松森常啓明携森啓愛展愛     常徳携啓徳携展啓徳機松

    森抽森啓愛森愛啓抽展展

    

     徳携啓携森展啓展展展

 常士     徳徳常啓展松展啓展展展     松展啓森抽機啓展展展         常抽森啓展展展    徳機常啓松松常啓展展展     徳明愛啓展愛松啓愛携展      徳森啓松愛愛啓明携展

 常士      携常啓徳徳抽啓展展展     抽森啓抽森愛啓森松携       徳啓松抽展啓常徳携

 徳士      常展啓徳機森啓展展展     常展啓徳機松啓徳展展             森展展

 愛士       森啓展明明啓展展展      森啓展明携啓抽携抽             携抽明

 抽士       徳啓森徳展啓展展展      徳啓森常機啓森常抽             常森明

 森士          松明啓展展展          森啓展展展          明森啓展展展

 機士         森森常啓展展展        松常松啓徳携松         常明愛啓松抽愛

常常士      森明啓展徳愛啓展展展     松松啓抽松森啓展松抽       森啓携抽抽啓機徳明

常徳士       抽啓機森機啓展展展      抽啓携機松啓愛展携         愛機常啓明機携

常愛士      愛常啓愛愛森啓展展展     徳機啓展徳森啓機明徳       徳啓愛展機啓展愛森

常抽士       機啓常抽松啓展展展      森啓機松機啓展松抽         常明松啓機徳明

常携士      松徳啓森常明啓展展展     明展啓明徳森啓愛徳携      常徳啓常森松啓明松携

常明士         愛携愛啓展展展        常機携啓愛展展         常携松啓松展展

常森士       森啓徳携徳啓展展展      松啓森愛展啓常明携         抽徳常啓森愛携

常機士       携啓抽森森啓展展展      愛啓機展森啓携抽携       常啓携松機啓抽携携

小学校管理総務費　    常徳森啓愛森徳啓機松森

常      抽森啓抽森愛啓森松携

     抽森啓抽森愛啓森松携

      抽啓徳展展啓展展展

      抽啓徳展展啓展展展

        携松明啓展展展

     徳松啓明松機啓徳松携

      明啓愛明抽啓明展展

      携啓抽明抽啓展展展

森           森啓展展展

          森啓展展展

機         松常松啓徳携松

        松常松啓徳携松

            森展展

          常啓携展展

          徳啓機展展

        抽展機啓明携松

         携機啓展展展

        徳抽愛啓抽展展

常常      明抽啓常徳松啓松愛常

     常常啓常機森啓徳携森

      徳啓徳徳森啓森森展

        常徳機啓明松抽

        携携徳啓徳明明

     抽松啓愛森抽啓松携常

      常啓徳展松啓携徳常

         携明啓松徳明

      常啓愛明機啓明携携

常徳       抽啓抽機森啓明展携

      愛啓抽常抽啓携展明

        常森愛啓常展展

      愛啓徳愛常啓抽展明

        明愛森啓愛松展

常展士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛携森 愛携森 愛携森 愛携森         愛携機 愛携機 愛携機 愛携機 

        愛抽明啓愛抽展

        徳森愛啓明携展

          森啓愛森展

         明松啓明徳展

         明松啓明徳展

        愛松森啓常展機

        愛松森啓常展機

常愛         明常抽啓森徳松

        明展抽啓森徳松

        明展抽啓森徳松

         常展啓展展展

         常展啓展展展

常抽       明啓展抽松啓常愛森

        常携明啓携携携

        常携明啓携携携

      携啓森機展啓携森愛

      携啓徳明徳啓展展抽

          松啓愛携展

        抽携愛啓明展展

        常明松啓明徳機

常機

      愛啓森森携啓携抽携

      愛啓森森携啓携抽携

         常愛啓携展展

         徳松啓展展展

      愛啓森抽携啓展抽携

小学校施設維持管理

経費　　　　　　　     徳抽啓徳携愛啓明携明

常愛      徳常啓愛徳常啓松徳展

      徳啓抽森森啓常森携

      徳啓抽森森啓常森携

      携啓機携徳啓徳抽展

      携啓機携徳啓徳抽展

      抽啓抽徳明啓機展携

      常啓展愛展啓明森展

常展士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛明展 愛明展 愛明展 愛明展         愛明常 愛明常 愛明常 愛明常 

        常森森啓常明展

        携愛森啓抽抽展

      徳啓徳徳愛啓機展展

        常抽明啓抽松携

        徳機機啓徳携展

      常啓徳展愛啓展機展

        明森携啓抽抽展

        携常松啓明携展

      常啓展明森啓機展展

      常啓展明森啓機展展

      愛啓明展常啓携展展

        森展森啓携展展

      徳啓松機愛啓展展展

        携森携啓機展展

        愛愛愛啓機展展

        徳携徳啓展展展

      常啓機機携啓展展展

      常啓機機携啓展展展

常抽       徳啓機愛常啓機愛明

      徳啓機愛常啓機愛明

      徳啓機愛常啓機愛明

小学校管理備品購入

事業　　　　　　　      松啓森愛展啓常明携

常森       松啓森愛展啓常明携

      松啓森愛展啓常明携

小学校施設維持補修

事業　　　　　　　     常愛啓抽携森啓松明明

常常      常愛啓徳明愛啓抽明明

        徳展愛啓愛愛愛

     常愛啓展明展啓常愛愛

常明         常機携啓愛展展

常展士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛明徳 愛明徳 愛明徳 愛明徳         愛明愛 愛明愛 愛明愛 愛明愛 

        常機携啓愛展展

児童・教職員検診経

費　　　　　　　　      携啓森松機啓森明携

常常          常携啓松携展

         常携啓松携展

常徳          機森啓松展展

         機森啓松展展

         機森啓松展展

常愛       携啓松抽徳啓抽常携

      携啓松抽徳啓抽常携

        機携機啓常展展

        松抽明啓抽携松

      常啓徳森明啓愛徳携

         愛明啓常徳展

        常森展啓常森展

        愛愛徳啓愛徳携

         抽森啓携愛展

        常愛常啓明松展

        明携森啓愛携展

         常抽啓愛常松

         常機啓明抽明

        愛明携啓明展展

        機常機啓徳松携

         抽抽啓携徳展

常機

         徳愛啓展展展

         徳愛啓展展展

         徳愛啓展展展

放射線対策事業費　     明徳啓展抽機啓抽携徳

常常          松常啓常徳松

常展士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛明抽 愛明抽 愛明抽 愛明抽         愛明携 愛明携 愛明携 愛明携 

         松常啓常徳松

常愛       常啓愛携展啓展展展

      常啓愛携展啓展展展

      常啓愛携展啓展展展

常携      明展啓明徳森啓愛徳携

     抽森啓携常展啓展展展

     常徳啓常常森啓愛徳携

職員給与関係経費　     徳常啓常森徳啓抽明森

徳      常展啓徳機松啓徳展展

     常展啓徳機松啓徳展展

愛       森啓展明携啓抽携抽

        抽松徳啓展展展

      徳啓携松携啓機展徳

      常啓徳徳抽啓機展展

         抽森啓展展展

        愛徳抽啓展展展

      徳啓携徳徳啓森展森

        松携愛啓森抽抽

        常抽抽啓展展展

抽       徳啓森常機啓森常抽

      徳啓森常機啓森常抽

        徳携徳啓展展展

 徳士      森森啓徳森携啓展展展         抽展展啓展展展     森森啓明森携啓展展展      森徳啓抽森携啓松抽徳       明啓常機機啓徳携森

 森士         常抽明啓展展展         愛携啓展展展         常常常啓展展展

常常士      常機啓森明携啓展展展     常森啓森徳抽啓松愛携       常啓展抽展啓徳明携

常徳士         機徳愛啓展展展        機展松啓徳松展          常携啓松愛展

常愛士       愛啓森展常啓展展展      愛啓明携展啓展抽松         常携展啓機携愛

常抽士      愛携啓愛明抽啓展展展     愛愛啓明明抽啓徳明展       常啓明機機啓松抽展

常明士         常携森啓展展展        常携松啓携展展             携展展

常森士      常抽啓愛森明啓展展展     常徳啓徳抽携啓徳展機       徳啓常抽展啓松機常

小学校教育振興総務

費　　　　　　　　     常機啓愛携機啓常常松

森          愛携啓展展展

         愛携啓展展展

常常      常森啓携機愛啓森抽展

     常森啓常抽機啓愛森森

          愛啓常携展

         明携啓展展展

        愛松明啓愛展徳

常徳          徳常啓抽機展

          松啓森抽展

          松啓森抽展

         常愛啓明携展

         常愛啓明携展

常愛         愛抽常啓徳森松

        愛抽常啓徳森松

常展士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛明明 愛明明 愛明明 愛明明         愛明松 愛明松 愛明松 愛明松 

常機士          抽徳啓展展展         徳機啓展展展          常愛啓展展展

徳展士      常抽啓展展展啓展展展     常徳啓機松徳啓松徳常       常啓展徳松啓徳松機

        愛抽常啓徳森松

常抽         徳常展啓展展展

        徳常展啓展展展

        徳常展啓展展展

常明         常携松啓携展展

        常携松啓携展展

小学校教育振興用備

品購入事業　　　　     常常啓徳携森啓徳展機

常森      常常啓徳携森啓徳展機

      明啓明機松啓携愛展

      抽啓愛森明啓愛松展

        常松抽啓愛展機

小学校要・準要保護

児童就学奨励費　　     常徳啓機松徳啓松徳常

徳展      常徳啓機松徳啓松徳常

     常常啓明明抽啓明愛展

      常啓愛展森啓展機常

小学校教育用パソコ

ン経費　　　　　　     愛森啓森明明啓明機携

常常         徳愛展啓森機携

        徳愛展啓森機携

常徳         森森携啓松森展

        森森携啓松森展

        森森携啓松森展

常愛       愛啓愛展森啓松明展

        機抽携啓展展展

        機抽携啓展展展

      徳啓愛明愛啓松明展

      徳啓愛明愛啓松明展

常抽      愛愛啓抽携抽啓徳明展

     愛愛啓抽携抽啓徳明展

     愛愛啓抽携抽啓徳明展

常森         機森松啓展展展

        機森松啓展展展

常展士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛明森 愛明森 愛明森 愛明森         愛明機 愛明機 愛明機 愛明機 

小学校教育振興補助

事業　　　　　　　         徳機啓展展展

常機

         徳機啓展展展

         徳機啓展展展

         徳機啓展展展

 愛士   常啓携機愛啓明愛機啓展展展    常展機啓常愛抽啓展展展    明機松啓明抽愛啓展展展   徳啓抽展展啓抽常明啓展展展   常啓抽愛明啓常愛携啓徳常常      機展啓愛常松啓愛森機

    森抽森啓愛森愛啓抽展展

    

     徳携啓携森展啓展展展

 機士          愛愛啓展展展         常明啓携展展          常明啓携展展

常徳士         機森松啓展展展        明森機啓携展展         徳機松啓携展展

常愛士      徳森啓抽森愛啓展展展     徳松啓森機徳啓展展展         携機常啓展展展

常抽士       徳啓携松携啓展展展      常啓常展明啓愛展徳         常常明啓松愛森

      常啓愛携常啓機明展

常携士   徳啓展常森啓松機携啓展展展  常啓展明常啓抽展愛啓愛明展      森抽啓松森展啓徳展展

    森抽松啓展愛常啓抽抽展

    

     徳携啓携森展啓展展展

常松士     常機抽啓愛抽松啓展展展    常機抽啓愛抽携啓携携森           常啓抽抽徳

常森士      常常啓愛抽明啓展展展      明啓森愛携啓常携携       抽啓携常展啓森抽携

徳徳士       携啓抽常携啓展展展      携啓抽常抽啓展明展             機抽展

徳愛士     常愛森啓抽愛携啓展展展    常愛森啓抽愛徳啓松松明           徳啓徳徳抽

小学校施設整備事業     機明啓機抽常啓携明展

常携      機明啓機抽常啓携明展

     機明啓機抽常啓携明展

小学校施設買収費　    愛愛徳啓松松森啓愛愛抽

常松     常機抽啓愛抽携啓携携森

      徳啓機徳松啓明愛愛

    常展松啓展常機啓松森携

     明抽啓愛明森啓森徳森

     徳展啓展徳機啓愛常徳

徳愛

    常愛森啓抽愛徳啓松松明

    常愛森啓抽愛徳啓松松明

      常啓常携徳啓松常松

     森携啓明松松啓携抽携

     抽徳啓明常徳啓抽機展

      森啓機機展啓展徳抽

守谷小学校改築事業    森森森啓森機愛啓展森徳

機          常愛啓徳展展

         常愛啓徳展展

常徳         明常明啓携展展

        明常明啓携展展

        常徳展啓展展展

        抽機明啓携展展

常愛      常愛啓明常徳啓展展展

常展士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛松展 愛松展 愛松展 愛松展         愛松常 愛松常 愛松常 愛松常 

     常愛啓明常徳啓展展展

      松啓松愛徳啓展展展

      携啓森森展啓展展展

常抽       常啓常展明啓愛展徳

      常啓常展明啓愛展徳

         愛展啓徳明徳

      常啓展松明啓展抽展

常携     森明明啓森抽愛啓愛展展

     徳森啓徳展常啓松携展

    明常展啓展愛常啓展展展

     松松啓明森愛啓携携展

      徳啓展抽松啓携展展

    常抽森啓森松機啓携展展

常森       常啓徳森松啓松徳展

      常啓徳森松啓松徳展

徳徳

      携啓抽常抽啓展明展

      携啓抽常抽啓展明展

      携啓抽常抽啓展明展

大井沢小学校校舎増

築事業　　　　　　    常常松啓携徳徳啓徳愛携

機           愛啓愛展展

          愛啓愛展展

常徳          松愛啓展展展

         松愛啓展展展

         松愛啓展展展

常愛      常抽啓徳森展啓展展展

     常抽啓徳森展啓展展展

     常展啓携展展啓展展展

      愛啓松森展啓展展展

常携      機松啓明常森啓携展展

     機松啓明常森啓携展展

常森       携啓携抽松啓抽愛携

      携啓携抽松啓抽愛携

 愛士     常明機啓機明常啓展展展    常展常啓常常明啓展展展       徳啓森携常啓展展展    徳松愛啓機徳森啓展展展     常機松啓常松松啓展展携      徳森啓携愛展啓機機携

     抽森啓徳徳展啓展展展

常展士   徳士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛松徳 愛松徳 愛松徳 愛松徳         愛松愛 愛松愛 愛松愛 愛松愛 

 常士      機徳啓機展常啓展展展     常明啓展機明啓展展展         松愛常啓展展展    常展森啓徳明明啓展展展      森松啓抽明松啓展森携      徳展啓松機森啓機常携

 常士      常徳啓展明明啓展展展     常常啓展機徳啓明展展         機松愛啓抽展展

 徳士       愛啓常松機啓展展展      愛啓常松森啓森展展             徳展展

 愛士       徳啓常携携啓展展展      徳啓常携愛啓常展松           常啓森機愛

 抽士         森愛抽啓展展展        森愛愛啓森愛機             常明常

 森士          松松啓展展展         徳常啓展展展          携明啓展展展

 機士         愛明松啓展展展        徳携展啓愛展展         常常明啓松展展

常常士      抽愛啓携展機啓展展展     愛森啓抽常携啓抽常常       携啓展機愛啓携森機

常徳士       徳啓松徳森啓展展展      徳啓明愛松啓松森抽          機展啓徳常明

常愛士      常携啓機抽抽啓展展展     常抽啓機森愛啓明愛松         機明展啓愛明愛

常抽士       愛啓徳携愛啓展展展      愛啓展森機啓携携愛         常明愛啓抽抽松

常携士      常明啓展携常啓展展展      愛啓松機機啓明展抽      常徳啓徳携常啓愛機明

常明士         愛抽機啓展展展        常機機啓展森展         常抽機啓機徳展

常森士       携啓明森森啓展展展      抽啓森常展啓抽松展         森松松啓携愛展

常機士       徳啓展明明啓展展展      徳啓展展常啓機展展          明抽啓常展展

中学校管理総務費　     抽森啓抽森機啓愛機徳

常      常常啓展機徳啓明展展

     常常啓展機徳啓明展展

      常啓松携展啓展展展

      常啓松携展啓展展展

        徳携明啓展展展

      常啓徳愛抽啓森展展

      愛啓森愛明啓徳展展

      徳啓徳明携啓明展展

機         徳携展啓愛展展

        徳携展啓愛展展

          常啓携展展

            森展展

            愛展展

          機啓展展展

         機松啓森展展

        常抽展啓機展展

常常      愛展啓常明常啓森抽抽

      松啓常松愛啓愛松常

      常啓徳機松啓明明愛

         携明啓松展展

        徳明徳啓松機抽

     徳展啓展抽展啓愛愛徳

        森松抽啓森明松

        抽携明啓常常松

常徳       徳啓携機携啓松森抽

      常啓松携携啓愛常松

        常常愛啓携展展

      常啓明抽常啓森常松

        携展携啓機展展

        愛抽森啓徳展展

        常携愛啓愛展展

          抽啓抽展展

         携森啓愛森展

         携森啓愛森展

        徳松明啓常森松

常展士   愛士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛松抽 愛松抽 愛松抽 愛松抽         愛松携 愛松携 愛松携 愛松携 

        徳松明啓常森松

常愛         愛機機啓機常常

        愛機機啓機常常

        愛機機啓機常常

常抽       常啓機森松啓展携愛

         松抽啓携携展

         松抽啓携携展

      常啓機常徳啓携展愛

      常啓常携明啓機展常

         徳抽啓携常展

        抽携常啓愛松徳

        徳展常啓明展展

         松森啓常徳展

常機

      徳啓展展常啓機展展

      徳啓展展常啓機展展

        愛携展啓展展展

         携森啓機徳携

          明啓展展展

         常徳啓展展展

      常啓携松抽啓機松携

中学校施設維持管理

経費　　　　　　　     常徳啓常携明啓明展明

常愛      常常啓展携抽啓常展明

      常啓松松明啓森愛常

      常啓明愛明啓徳常携

        常抽展啓明常明

      徳啓明抽森啓携徳展

      徳啓明抽森啓携徳展

      愛啓常常常啓展抽携

        明展機啓森抽展

         機常啓携明展

        徳松展啓展明展

常展士   愛士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛松明 愛松明 愛松明 愛松明         愛松松 愛松松 愛松松 愛松松 

      徳啓展常常啓徳松携

         明携啓常展展

         明愛啓徳常展

        携抽展啓抽愛携

        愛常展啓抽森携

        徳徳機啓機携展

        明抽徳啓明展展

        明抽徳啓明展展

      徳啓展携森啓展展展

        抽携常啓携展展

      常啓明展明啓携展展

        徳松明啓明松携

        常携展啓明松携

        常徳明啓展展展

常抽       常啓常展徳啓携展展

      常啓常展徳啓携展展

      常啓常展徳啓携展展

中学校管理備品購入

事業　　　　　　　      抽啓森常展啓抽松展

常森       抽啓森常展啓抽松展

      抽啓森常展啓抽松展

中学校施設維持補修

事業　　　　　　　      森啓抽携徳啓明抽松

常常       森啓徳携愛啓携明松

         松徳啓明明展

      森啓常森展啓機展松

常明         常機機啓展森展

        常機機啓展森展

生徒・教職員検診経

費　　　　　　　　      愛啓携機徳啓明徳展

森          徳常啓展展展

         徳常啓展展展

常徳          抽徳啓展展展

常展士   愛士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛松森 愛松森 愛松森 愛松森         愛松機 愛松機 愛松機 愛松機 

         抽徳啓展展展

         抽徳啓展展展

常愛       愛啓携徳機啓明徳展

      愛啓携徳機啓明徳展

        愛機明啓携徳展

      常啓展携徳啓常展展

        徳機抽啓徳常展

          抽啓携常携

        常展愛啓松抽展

        常松愛啓徳携展

         徳抽啓森抽展

         明機啓愛展展

        愛抽明啓携展展

        森森展啓展展携

         常展啓愛抽展

        常携常啓徳展展

         徳愛啓常展展

放射線対策事業費　      愛啓松機機啓明展抽

常携       愛啓松機機啓明展抽

      愛啓松機機啓明展抽

職員給与関係経費　      明啓常明携啓松抽明

徳       愛啓常松森啓森展展

      愛啓常松森啓森展展

愛       徳啓常携愛啓常展松

        松愛明啓機携常

        愛明携啓明抽展

         抽機啓徳展展

        松松森啓森展展

        徳徳徳啓携常明

抽         森愛愛啓森愛機

        森愛愛啓森愛機

常展士   愛士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛森展 愛森展 愛森展 愛森展         愛森常 愛森常 愛森常 愛森常 

        常徳明啓展展展

 徳士      明携啓明松徳啓展展展       愛啓携森徳啓展展展     明機啓徳携抽啓展展展      明常啓携徳愛啓展抽展       松啓松愛展啓機明展

 森士       常啓展展機啓展展展        明明機啓展展展         愛抽展啓展展展

常常士       携啓愛徳明啓展展展      抽啓森抽森啓徳機機         抽松松啓松展常

常徳士       常啓明松展啓展展展      常啓明愛機啓常森抽          愛展啓森常明

常愛士       徳啓展明愛啓展展展      徳啓展明展啓森展展           徳啓徳展展

常抽士      愛徳啓森明明啓展展展     徳機啓明明明啓徳愛展       愛啓常機機啓松松展

常森士      常常啓徳徳展啓展展展      機啓機徳常啓抽森明       常啓徳機森啓携常抽

常機士         明展展啓展展展        携松展啓森展展          徳機啓徳展展

徳展士      常抽啓携展展啓展展展     常徳啓常抽松啓徳抽常       徳啓愛携徳啓松携機

中学校教育振興総務

費　　　　　　　　      松啓抽機愛啓常抽携

森         抽森抽啓展展展

          抽啓展展展

        抽森展啓展展展

常常       抽啓明携明啓森森携

      抽啓展森松啓携徳森

        常明徳啓森抽松

        抽展明啓携常展

常徳          松松啓携明展

         松松啓携明展

         松携啓展展展

          徳啓携明展

常愛         常愛携啓携徳展

        常愛携啓携徳展

        常愛携啓携徳展

常抽       常啓明森明啓愛森展

        愛抽明啓携森展

         携携啓松森展

          明啓展展展

        徳森抽啓森展展

      常啓愛愛機啓森展展

      常啓愛愛機啓森展展

常機

        抽携徳啓森展展

        抽携徳啓森展展

        抽携徳啓森展展

中学校教育振興用備

品購入事業　　　　      機啓機徳常啓抽森明

常森       機啓機徳常啓抽森明

      松啓明展抽啓携抽常

      徳啓徳明展啓明携徳

         携明啓徳機愛

中学校要・準要保護

生徒就学奨励費　　     常徳啓常抽松啓徳抽常

徳展      常徳啓常抽松啓徳抽常

常展士   愛士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛森徳 愛森徳 愛森徳 愛森徳         愛森愛 愛森愛 愛森愛 愛森愛 

     常常啓愛機展啓明松展

        松携明啓携松常

中学校教育用パソコ

ン経費　　　　　　     徳常啓機常携啓愛機展

常徳       常啓展抽明啓徳徳展

        愛機愛啓常徳展

        愛機愛啓常徳展

        明携愛啓常展展

        明携愛啓常展展

常愛       常啓機徳携啓徳森展

        森森徳啓展展展

        森森徳啓展展展

      常啓展抽愛啓徳森展

      常啓展抽愛啓徳森展

常抽      常森啓機抽愛啓森機展

     常森啓機抽愛啓森機展

     常森啓機抽愛啓森機展

中学校教育振興補助

事業　　　　　　　         常常啓展展展

常機

         常常啓展展展

         常常啓展展展

         常常啓展展展

中学校体育大会事業      機啓機携徳啓常松森

森         常展抽啓展展展

        常展抽啓展展展

常常         常機常啓抽常抽

        常機常啓抽常抽

常徳         携常愛啓森展抽

        携展明啓携愛徳

        携展明啓携愛徳

常展士   愛士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛森抽 愛森抽 愛森抽 愛森抽         愛森携 愛森携 愛森携 愛森携 

          松啓徳松徳

          松啓徳松徳

常抽       機啓展愛携啓機明展

      徳啓松徳松啓展抽展

        徳愛常啓抽森展

         愛展啓展展展

      徳啓抽明携啓携明展

      明啓愛展森啓機徳展

      明啓愛展森啓機徳展

常機

        常展松啓展展展

        常展松啓展展展

        常展松啓展展展

運動部活動外部指導

者活用事業　　　　         森徳啓明展展

森          森常啓展展展

         森常啓展展展

常徳           常啓明展展

          常啓明展展

          常啓明展展

      徳啓松徳携啓展展展

 愛士      常常啓愛森森啓展展展     森携啓展徳展啓展展展      機明啓抽展森啓展展展      抽森啓常森明啓森森展           常啓常徳展

     抽森啓徳徳展啓展展展

常携士      森携啓展徳展啓展展展     愛明啓森展展啓展展展               展

     抽森啓徳徳展啓展展展

常松士       松啓愛常明啓展展展      松啓愛常携啓携常携             抽森携

徳愛士       抽啓展松徳啓展展展      抽啓展松常啓愛明携             明愛携

中学校施設整備事業     愛明啓森展展啓展展展

常携      愛明啓森展展啓展展展

     愛明啓森展展啓展展展

中学校施設買収費　     常常啓愛森明啓森森展

常松       松啓愛常携啓携常携

      明啓徳携展啓携携携

      常啓展明抽啓機明展

徳愛

      抽啓展松常啓愛明携

      抽啓展松常啓愛明携

      愛啓抽機森啓機松徳

常展士   愛士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛森明 愛森明 愛森明 愛森明         愛森松 愛森松 愛森松 愛森松 

        携松徳啓愛機愛

 抽士     携徳常啓携展常啓展展展    常携携啓松機機啓展展展      森啓常森松啓明展展        愛展展啓展展展    明森携啓常森松啓明展展     携明明啓森森明啓展展機      常松啓森明機啓携機常    

    常展展啓抽愛徳啓展展展

 常士     徳徳松啓愛松徳啓展展展     常愛啓明展機啓展展展        愛愛松啓明展展        常機愛啓展展展    徳抽常啓常徳携啓明展展     徳愛徳啓明徳徳啓常森森       森啓携展愛啓抽常徳

 常士      愛抽啓明常携啓展展展     愛愛啓常愛明啓機徳常       常啓抽松森啓展松機

 徳士      松森啓携森徳啓展展展     松森啓携森常啓明明抽             愛愛明

 愛士      明機啓抽松携啓展展展     明機啓抽明愛啓愛機携          常常啓明展携

 抽士      徳常啓抽徳愛啓展展展     徳常啓抽徳常啓松展松           常啓徳機愛

 松士       携啓徳松抽啓展展展      愛啓常徳携啓明展展       徳啓常抽森啓抽展展

 森士       携啓展森徳啓展展展      抽啓愛明展啓抽明徳         松徳常啓携愛森

 機士       常啓森機明啓展展展        森徳松啓松展展       常啓展明森啓愛展展

常常士       松啓機愛愛啓展展展      明啓携展展啓機徳携       常啓抽愛徳啓展松携

常徳士       常啓森携森啓展展展      常啓抽常展啓機森抽         抽抽松啓展常明

常愛士      常展啓徳明常啓明展展      機啓森森機啓携徳松         愛松徳啓展松愛

常抽士       常啓徳抽抽啓展展展        森森携啓機携機         愛携森啓展抽常

常森士         徳松携啓展展展        常抽携啓愛抽抽         常徳機啓明携明

常機士       愛啓徳展松啓展展展      徳啓森松徳啓展展展         愛愛携啓展展展

社会教育総務費　　        徳展機啓明携常

森          常森啓展展展

         常森啓展展展

機           機啓機展展

          機啓機展展

常常          明抽啓松携常

         明抽啓松携常

常機

        常常松啓展展展

        常常松啓展展展

         明徳啓展展展

          明啓展展展

         抽機啓展展展

社会教育委員経費　        携携展啓松展展

常         携常森啓展展展

        携常森啓展展展

        携常森啓展展展

機          愛徳啓松展展

         徳明啓常展展

         徳明啓常展展

          明啓明展展

社会教育指導員経費      徳啓携展常啓松展展

常       徳啓抽展展啓展展展

      徳啓抽展展啓展展展

      徳啓抽展展啓展展展

機         常展常啓松展展

        常展常啓松展展

        常展常啓松展展

青少年相談員経費　        常携抽啓愛展展

常         常抽展啓展展展

常展士   愛士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛森森 愛森森 愛森森 愛森森         愛森機 愛森機 愛森機 愛森機 

        常抽展啓展展展

        常抽展啓展展展

機          常抽啓愛展展

          機啓機展展

          機啓機展展

          抽啓抽展展

生涯学習推進協議会

経費　　　　　　　        徳愛明啓抽展展

常         徳愛愛啓松展展

        徳愛愛啓松展展

        徳愛愛啓松展展

機           徳啓松展展

          徳啓松展展

          徳啓松展展

家庭教育学級事業　         機抽啓愛携展

森          森常啓森展展

         松徳啓展展展

          機啓森展展

常常          常徳啓携携展

         常常啓森携展

            松展展

生涯学習推進フェス

ティバル事業　　　        徳抽愛啓松森展

森         常松展啓展展展

         徳展啓展展展

        常携展啓展展展

常常          携携啓愛展展

         常愛啓愛展展

         抽徳啓展展展

常抽          常森啓抽森展

         常森啓抽森展

         常森啓抽森展

市ＰＴＡ連絡協議会

事業　　　　　　　        常明抽啓展展展

森          機展啓展展展

         機展啓展展展

常常          常抽啓展展展

         常抽啓展展展

常展士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛機展 愛機展 愛機展 愛機展         愛機常 愛機常 愛機常 愛機常 

常機

         明展啓展展展

         明展啓展展展

         明展啓展展展

夕べのコンサート事

業　　　　　　　　        森徳松啓徳携展

森          明携啓展展展

         明携啓展展展

常常           明啓徳携展

          愛啓松携展

          徳啓携展展

常愛         松携明啓展展展

        松携明啓展展展

        松携明啓展展展

もりや学びの里施設

維持管理経費　　　     常常啓森常明啓松愛携

常常       徳啓森機明啓明森抽

        常徳愛啓携愛携

        常徳常啓展森展

      徳啓愛携愛啓松松機

        徳機明啓明抽明

          常啓明抽抽

常徳         常明森啓愛徳徳

         機徳啓愛愛抽

         機徳啓愛愛抽

         愛森啓徳携常

         常愛啓明携展

         徳抽啓明展常

         愛松啓松愛松

         愛松啓松愛松

常愛       森啓明抽森啓森徳携

      徳啓常機徳啓携携展

      徳啓常機徳啓携携展

        愛常愛啓松抽展

        愛常愛啓松抽展

        愛携抽啓展明展

        常森愛啓機明展

常展士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛機徳 愛機徳 愛機徳 愛機徳         愛機愛 愛機愛 愛機愛 愛機愛 

         松携啓明展展

         機抽啓携展展

         抽森啓愛展展

         抽徳啓展展展

          明啓愛展展

        常常松啓機常携

         松常啓常機展

         抽明啓松徳携

      抽啓森徳明啓愛明展

      抽啓森徳明啓愛明展

        松機携啓機展展

        松機携啓機展展

常抽         常展徳啓機展抽

          携啓愛森展

          携啓愛森展

         機松啓携徳抽

         機松啓携徳抽

青少年育成事業　　        抽愛抽啓明展展

森          抽徳啓展展展

         抽徳啓展展展

機           明啓明展展

          明啓明展展

常機

        愛森明啓展展展

         森明啓展展展

         徳森啓携展展

         携常啓機展展

          携啓明展展

        愛展展啓展展展

常展士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛機抽 愛機抽 愛機抽 愛機抽         愛機携 愛機携 愛機携 愛機携 

        愛展展啓展展展

常総地方広域市町村

圏事務組合負担金　         愛機啓展展展

常機

         愛機啓展展展

         愛機啓展展展

         愛機啓展展展

スポーツ・文化振興

奨励費　　　　　　      徳啓抽愛徳啓展抽松

森         徳愛携啓明明徳

        徳愛携啓明明徳

常常          常松啓携徳展

         常松啓携徳展

常徳          明抽啓徳機展

         明抽啓徳機展

         明抽啓徳機展

常抽         松明抽啓携松携

         携明啓展携展

         携明啓展携展

        松展森啓携徳携

        松展森啓携徳携

常機

      常啓愛携展啓展展展

      常啓愛携展啓展展展

      常啓愛携展啓展展展

芸術祭事業　　　　         松機啓抽松松

森          常携啓展展展

         常携啓展展展

常常          抽森啓松徳松

          徳啓携森展

         抽明啓常抽松

常徳          常携啓松携展

         常携啓松携展

         常携啓松携展

ふるさともりや芸術

文化振興事業　　　        愛常森啓常徳愛

松          松明啓森展展

         松明啓森展展

常展士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛機明 愛機明 愛機明 愛機明         愛機松 愛機松 愛機松 愛機松 

森          愛展啓展展展

         愛展啓展展展

機           常啓明展展

          常啓明展展

          常啓明展展

常常         徳展機啓松徳愛

         常森啓明徳愛

        常機常啓常展展

文化協会育成事業　        機徳展啓展展展

常機

        機徳展啓展展展

        機徳展啓展展展

        機徳展啓展展展

成人式事業　　　　        明明携啓展愛愛

森          徳抽啓展展展

         徳抽啓展展展

常常         携明機啓展松森

        愛携愛啓展松松

         徳徳啓携明展

        常機愛啓抽抽常

常徳          松常啓機携携

         明携啓明携携

         明携啓明携携

          明啓愛展展

          明啓愛展展

放課後子どもプラン

事業経費　　　　　     抽常啓抽明森啓徳松明

常      徳機啓森抽携啓徳徳常

     徳機啓森抽携啓徳徳常

     常携啓森徳松啓抽抽携

     常抽啓展常松啓松松明

松       愛啓展抽森啓森展展

      愛啓展抽森啓森展展

森       愛啓携森機啓展展展

      愛啓常徳愛啓展展展

        抽明明啓展展展

機         明携森啓徳展展

        明携徳啓松展展

        愛松森啓機展展

常展士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        愛機森 愛機森 愛機森 愛機森         愛機機 愛機機 愛機機 愛機機 

        徳松愛啓森展展

          携啓携展展

常常       徳啓明展明啓愛抽徳

      徳啓常抽明啓徳機愛

        常松愛啓愛明抽

        常徳愛啓機展徳

         愛森啓愛機愛

         徳展啓抽松携

        常展愛啓機常携

常徳       常啓展機展啓明明松

      常啓展明機啓明愛森

         携明啓展展展

        松森機啓常展明

        徳徳抽啓携愛徳

         徳常啓展徳機

         徳常啓展徳機

常愛         抽森抽啓松展徳

        抽松徳啓携展展

        抽松徳啓携展展

         常徳啓徳展徳

         常徳啓徳展徳

常森         常抽携啓愛抽抽

        常抽携啓愛抽抽

職員給与関係経費　    常明機啓抽明明啓松明明

徳      松森啓携森常啓明明抽

     松森啓携森常啓明明抽

愛      明機啓抽明愛啓愛機携

      常啓機携明啓展展展

      松啓徳展徳啓機携愛

      愛啓携松森啓抽展展

     常機啓森展携啓森愛明

      機啓徳松松啓機常展

      常啓常展徳啓徳明展

        携常愛啓展展展

     常機啓常愛展啓機松徳

      携啓森森森啓展明抽

      常啓展展森啓展展展

常展士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        抽展展 抽展展 抽展展 抽展展         抽展常 抽展常 抽展常 抽展常 

抽      徳常啓抽徳常啓松展松

     徳常啓抽徳常啓松展松

 徳士       常啓明機愛啓展展展       常啓明機愛啓展展展         機徳森啓機森携         松明抽啓展常携

 常士         常抽松啓展展展        常常徳啓展展展          愛携啓展展展

 松士          抽携啓展展展         抽携啓展展展               展

 森士         徳展常啓展展展         携展啓抽展展         常携展啓明展展

 機士          常機啓展展展          機啓松徳展           機啓徳森展

常常士         愛携機啓展展展        徳森松啓松徳森          松常啓徳松徳

常愛士         携携抽啓展展展        常明森啓展展展         愛森明啓展展展

常携士         愛明森啓展展展        徳携明啓常愛松         常常常啓森明愛

文化財保護審議会経

費　　　　　　　　        常常携啓明展展

常         常常徳啓展展展

        常常徳啓展展展

        常常徳啓展展展

機           愛啓明展展

          愛啓明展展

          愛啓明展展

文化財保護費　　　        森常愛啓愛森携

松          抽携啓展展展

         抽携啓展展展

森          携展啓抽展展

         徳展啓展展展

         愛展啓抽展展

機           明啓常徳展

          明啓常徳展

常常         徳森松啓松徳森

          機啓抽松森

        徳松森啓徳携展

常愛         常明森啓展展展

        常常常啓愛展展

        常常常啓愛展展

         携明啓松展展

         携明啓松展展

常携         徳携明啓常愛松

        徳携明啓常愛松

 愛士         抽明携啓展展展         携携松啓展展展      常啓展徳徳啓展展展         機松愛啓機愛展          抽森啓展松展

常常士         常森携啓展展展        常抽松啓明徳明          愛松啓愛松抽

常徳士          携展啓展展展         抽抽啓明愛森           携啓愛明徳

常愛士         常機森啓展展展        常機明啓愛携展           常啓明携展

東板戸井集会所施設

維持管理経費　　　        機松愛啓機愛展

常常         常抽松啓明徳明

          携啓機展常

         徳常啓明抽展

常展士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        抽展徳 抽展徳 抽展徳 抽展徳         抽展愛 抽展愛 抽展愛 抽展愛 

常抽士          常常啓展展展          機啓機常明           常啓展森抽

常携士         携松森啓展展展        携松携啓抽展展           徳啓明展展

        常徳展啓展森携

常徳          抽抽啓明愛森

         愛松啓森展常

         愛松啓森展常

          明啓森愛松

          明啓森愛松

常愛         常機明啓愛携展

        常携常啓徳展展

        常携常啓徳展展

         抽携啓常携展

         抽携啓常携展

常抽           機啓機常明

          携啓愛森展

          携啓愛森展

          抽啓携愛明

          抽啓携愛明

常携         携松携啓抽展展

         常森啓機展展

        携携明啓携展展

 抽士      機常啓機明機啓展展展    常抽明啓森携松啓展展展       常啓徳徳抽啓展展展    徳愛松啓明展徳啓展展展     常愛徳啓機森明啓常明森       抽啓常森愛啓森愛徳    

    常展展啓抽愛徳啓展展展

 常士          徳愛啓展展展         徳徳啓抽展展             明展展

 松士       明啓展携徳啓展展展      携啓松松明啓明展展         徳松携啓抽展展

 森士         徳抽明啓展展展        常展森啓展展展         常愛森啓展展展

 機士         徳携常啓展展展        常愛徳啓携森展         常常森啓抽徳展

常常士      徳明啓機徳機啓展展展     徳携啓愛抽徳啓徳抽抽       常啓携森明啓松携明

常徳士       常啓明常愛啓展展展      常啓愛森展啓愛機展         徳愛徳啓明常展

常愛士      携常啓携徳明啓展展展     抽抽啓徳愛機啓常抽抽       常啓松徳常啓森携明    

      携啓携明携啓展展展

常抽士         森愛展啓展展展        松抽常啓松常展          森森啓徳機展

常携士     常抽機啓森携展啓展展展     携抽啓機松機啓展展展           抽啓展展展    

     機抽啓森明松啓展展展

常森士         徳愛展啓展展展        徳徳機啓徳展展             森展展

常機士          徳展啓展展展          抽啓携展展          常携啓携展展

中央公民館総務費　      明啓抽携機啓森松常

松       携啓松松明啓明展展

      携啓松松明啓明展展

機         常常機啓森展展

        常常愛啓徳展展

        常常愛啓徳展展

          明啓明展展

常常         愛携常啓徳展愛

        徳機明啓抽明愛

         常明啓常抽携

         愛森啓携機携

常徳          愛明啓携常機

         徳徳啓愛徳機

         常徳啓愛展抽

         常展啓展徳携

         常抽啓常機展

         常抽啓常機展

常抽         常明森啓常抽機

常展士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        抽展抽 抽展抽 抽展抽 抽展抽         抽展携 抽展携 抽展携 抽展携 

徳松士          愛徳啓展展展         愛展啓抽展展           常啓明展展          徳明啓愛機機

         徳明啓愛機機

        常抽常啓松携展

        常展愛啓機携展

         愛松啓森展展

徳松           松啓明展展

          松啓明展展

郷州公民館総務費　        抽携携啓森徳森

常常         愛展抽啓携展松

        徳携展啓松松展

         徳常啓愛機松

         愛徳啓愛抽展

常徳          愛携啓携松展

         常愛啓明展展

          抽啓常展展

          機啓携展展

         徳常啓機松展

         徳常啓機松展

常抽         常展森啓常携常

         徳愛啓松愛展

         徳愛啓松愛展

         森抽啓抽徳常

         森常啓明抽機

          徳啓松松徳

徳松           松啓明展展

          松啓明展展

高野公民館総務費　        明徳常啓愛携抽

常常         抽常徳啓展常松

        愛携展啓森機愛

          明啓明徳機

         携抽啓抽機携

常徳          愛徳啓抽徳展

         常展啓抽携展

          抽啓常展展

          明啓愛携展

         徳常啓機松展

常展士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        抽展明 抽展明 抽展明 抽展明         抽展松 抽展松 抽展松 抽展松 

         徳常啓機松展

常抽         常明機啓愛常松

         愛徳啓機松携

         愛徳啓機松携

        常愛明啓愛抽徳

        常愛明啓愛抽徳

徳松           松啓明展展

          松啓明展展

北守谷公民館総務費        明常常啓徳常愛

常常         愛愛携啓展携常

        徳携愛啓森明展

         常明啓機森愛

         明抽啓徳展森

常徳          抽徳啓展機常

         徳松啓機展常

         徳展啓携展常

          松啓抽展展

         常抽啓常機展

         常抽啓常機展

常抽         徳徳常啓機松常

         愛徳啓機松携

         愛徳啓機松携

        常森森啓機機明

        常携常啓常機明

         愛松啓森展展

常機

          抽啓携展展

          抽啓携展展

          抽啓携展展

徳松           松啓明展展

          松啓明展展

公民館講座事業　　        常常常啓愛機徳

森         常展森啓展展展

        常展森啓展展展

機           徳啓森森展

          徳啓森森展

常常             携常徳

常展士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        抽展森 抽展森 抽展森 抽展森         抽展機 抽展機 抽展機 抽展機 

            携常徳

公民館まつり事業　          携啓松徳徳

常常           携啓松徳徳

          携啓松徳徳

地区公民館事業　　          常啓常展展

機           常啓常展展

          常啓常展展

中央公民館施設維持

管理経費　　　　　     機愛啓抽明松啓愛展森

機           森啓森展展

          森啓森展展

常常      常常啓松抽機啓森松常

        常愛森啓森明森

        常愛松啓森抽展

      機啓機携携啓松松明

      常啓携常松啓愛森松

常徳         携常明啓展明展

        徳展展啓明明森

        徳展展啓明明森

        徳松抽啓展展展

         携抽啓展展展

        徳徳展啓展展展

         抽常啓愛機徳

         愛愛啓明機徳

          松啓松展展

常愛      徳明啓明松携啓携松松

      抽啓徳抽明啓常松展

      愛啓機徳機啓徳森展

         抽携啓機機展

        徳松展啓機展展

        明明展啓徳抽展

        明明展啓徳抽展

      愛啓抽常愛啓森森明

        愛展明啓機愛明

        徳松愛啓展展展

      常啓抽松展啓展展展

常展士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        抽常展 抽常展 抽常展 抽常展         抽常常 抽常常 抽常常 抽常常 

        抽明常啓抽松携

        徳松機啓愛展展

        徳抽森啓森携展

        徳抽明啓徳徳携

         松携啓明展展

         携徳啓携展展

         松松啓松展展

         携徳啓携展展

         徳携啓徳展展

        徳展機啓森機携

        常明展啓徳愛展

         抽機啓明明携

      徳啓愛松抽啓明森展

      徳啓愛松抽啓明森展

      徳啓抽展携啓徳携明

      徳啓抽展携啓徳携明

     常展啓森常携啓展展展

     常展啓森常携啓展展展

      徳啓抽松徳啓松携展

      徳啓抽松徳啓松携展

常携      携抽啓携常松啓展展展

      常啓常携携啓展展展

     携愛啓愛明徳啓展展展

郷州公民館施設維持

管理経費　　　　　      森啓携展抽啓展森徳

常常       愛啓常明明啓機松展

      常啓森明松啓松愛森

常展士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        抽常徳 抽常徳 抽常徳 抽常徳         抽常愛 抽常愛 抽常愛 抽常愛 

      常啓徳機機啓徳愛徳

常徳         徳常徳啓携抽森

        常森機啓明機明

        常森機啓明機明

         常徳啓明展展

         常徳啓明展展

         常展啓徳携徳

         常展啓徳携徳

常愛       抽啓機抽常啓携明抽

      常啓携松常啓常展展

      常啓携抽森啓展展展

         徳愛啓常展展

        愛松森啓展展展

        愛松森啓展展展

        森展抽啓森展抽

         携松啓徳展抽

        明松徳啓展展展

         松携啓明展展

         松森啓機明展

         愛機啓機展展

         愛機啓展明展

      徳啓常展森啓松展展

      徳啓常展森啓松展展

常森         常森愛啓展展展

        常森愛啓展展展

高野公民館施設維持

管理経費　　　　　      機啓愛機明啓松明明

常常       徳啓機森森啓携森徳

      徳啓愛徳抽啓携機愛

        明明愛啓機森機

常徳         徳展徳啓常常常

        常松携啓機森抽

        常松携啓機森抽

         常徳啓明展展

常展士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        抽常抽 抽常抽 抽常抽 抽常抽         抽常携 抽常携 抽常携 抽常携 

         常徳啓明展展

         常愛啓携徳松

         常愛啓携徳松

常愛       明啓展森携啓松携常

      常啓機愛携啓明明展

      常啓抽松常啓携明展

         徳愛啓常展展

        抽抽常啓展展展

        徳携徳啓展展展

        徳携徳啓展展展

      常啓徳抽展啓常明明

        常常明啓明松明

        抽明徳啓展展展

        明明常啓抽機展

        常徳機啓抽明携

         機展啓愛展展

         愛機啓常明携

      徳啓抽常徳啓機明展

      徳啓抽常徳啓機明展

        常常携啓携展展

        常常携啓携展展

常抽          松抽啓常徳徳

         松抽啓常徳徳

         松抽啓常徳徳

常森          抽明啓徳展展

         抽明啓徳展展

北守谷公民館施設維

持管理経費　　　　     常徳啓機携常啓常森森

常常       携啓機松機啓森抽携

      愛啓携携携啓森機機

      徳啓抽徳愛啓機抽明

常徳         徳徳携啓展機常

常展士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        抽常明 抽常明 抽常明 抽常明         抽常松 抽常松 抽常松 抽常松 

        常松常啓機松明

        常松常啓機松明

         愛展啓徳携展

          抽啓展展展

         常徳啓明展展

         常愛啓明携展

         徳徳啓森明携

         徳徳啓森明携

常愛       明啓徳森抽啓徳携徳

      常啓松機常啓抽展携

      常啓松明常啓抽森展

         徳機啓機徳携

        徳携徳啓展展展

        徳携徳啓展展展

      常啓携常携啓森徳徳

        徳徳愛啓徳松徳

        携松松啓携展展

        松常携啓展携展

         抽明啓徳展展

         愛機啓機展展

          明啓愛展展

        常機森啓松明携

        常携森啓携携展

         抽展啓徳常携

      徳啓抽森展啓展明展

      徳啓抽森展啓展明展

常携         抽明徳啓展展展

        抽明徳啓展展展

地区公民館維持管理

経費　　　　　　　        抽展展啓愛抽抽

常          徳徳啓抽展展

常展士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        抽常森 抽常森 抽常森 抽常森         抽常機 抽常機 抽常機 抽常機 

         徳徳啓抽展展

         徳徳啓抽展展

常常          抽松啓機明抽

         抽松啓機明抽

常徳          松松啓機森展

         明抽啓抽常愛

         明抽啓抽常愛

         常愛啓携明松

         常愛啓携明松

常愛         徳携徳啓展展展

        徳携徳啓展展展

        徳携徳啓展展展

 携士     徳展展啓展展徳啓展展展      抽啓明明松啓展展展      松啓森携展啓展展展        携明展啓展展展    徳展愛啓松抽携啓展展展     常機機啓愛松抽啓松愛森       抽啓愛松展啓徳明徳

 常士      愛常啓携徳明啓展展展     徳機啓明明機啓抽展展       常啓森携明啓明展展

 徳士      愛明啓展携常啓展展展     愛明啓展携展啓抽徳森             携松徳

 愛士      愛徳啓徳森明啓展展展     愛徳啓徳松森啓明機徳           松啓愛展森

 抽士       機啓機愛展啓展展展      機啓機徳森啓明展愛           常啓愛機松

 森士         常携展啓展展展        常愛明啓展展展          常抽啓展展展

 機士         機常機啓展展展        松展森啓抽徳展         徳常展啓携森展

常常士       機啓展機徳啓展展展      森啓携抽愛啓常機携         携抽森啓森展携

常徳士       徳啓携森携啓展展展      徳啓抽展抽啓徳明徳         常森展啓松愛森

常愛士      常明啓松常常啓展展展     常携啓松明常啓携徳常         機抽機啓抽松機

常抽士      常森啓徳森愛啓展展展     常森啓常展愛啓愛森明         常松機啓明常抽

常携士       抽啓抽展明啓展展展      抽啓展愛明啓携展展         愛明機啓携展展

常森士      抽常啓松愛機啓展展展     抽常啓明森森啓愛愛常          携展啓明明機

常機士          明松啓展展展         明明啓展展展           常啓展展展

図書館活動費　　　     携展啓松森明啓森携機

常      徳機啓携徳松啓明展展

     徳機啓携徳松啓明展展

     徳機啓携徳松啓明展展

森         常愛明啓展展展

        常展展啓展展展

         愛明啓展展展

機         松展松啓展徳展

        明松携啓森展展

        明松携啓森展展

         愛常啓徳徳展

常常       徳啓松愛愛啓徳森機

      徳啓愛明徳啓徳松徳

        愛松常啓展常松

常徳       徳啓愛愛明啓抽機愛

      徳啓愛愛徳啓森常森

        徳常松啓展携展

      常啓抽展愛啓森明森

        松常常啓機展展

          愛啓明松携

          愛啓明松携

常愛       常啓展常森啓展徳展

        常展機啓徳展展

        常展機啓徳展展

        機展森啓森徳展

常展士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        抽徳展 抽徳展 抽徳展 抽徳展         抽徳常 抽徳常 抽徳常 抽徳常 

        機展森啓森徳展

常抽      常抽啓展携明啓機愛松

        徳明愛啓機松携

         愛徳啓機松携

        常徳明啓展展展

        常展携啓展展展

     常愛啓松機徳啓機明徳

        携明徳啓機明徳

     常愛啓徳愛展啓展展展

常森         徳常展啓展展展

        徳常展啓展展展

常機

         明常啓携展展

         明常啓携展展

         携展啓展展展

         常常啓携展展

図書館協議会経費　        常抽愛啓徳展展

常         常抽常啓森展展

        常抽常啓森展展

        常抽常啓森展展

機           常啓抽展展

          常啓抽展展

          常啓抽展展

図書館等施設維持管

理費　　　　　　　     徳携啓徳明愛啓抽森機

常常       携啓愛抽常啓展徳明

      抽啓松常展啓森展展

        明愛展啓徳徳明

常徳          明松啓松明機

          明啓松徳展

          明啓松徳展

         明常啓展抽機

         明常啓展抽機

常愛      常抽啓展徳機啓明森展

      松啓森抽愛啓携展展

      松啓森抽愛啓携展展

常展士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        抽徳徳 抽徳徳 抽徳徳 抽徳徳         抽徳愛 抽徳愛 抽徳愛 抽徳愛 

        愛携常啓携抽展

        愛携常啓携抽展

      愛啓機展森啓松愛展

      常啓常抽抽啓携展展

        徳愛機啓抽展展

        機明展啓松携展

        徳愛常啓展展展

      常啓愛愛愛啓展森展

        常携徳啓徳携展

        常携徳啓徳携展

      常啓明森森啓抽展展

      常啓明森森啓抽展展

         森携啓徳明展

         森携啓徳明展

常抽       常啓愛抽機啓明徳機

      常啓愛抽機啓明徳機

      常啓愛抽機啓明徳機

常携       抽啓展愛明啓携展展

      常啓常常愛啓展展展

      常啓機明愛啓携展展

        機明展啓展展展

常森         抽愛抽啓愛森携

        抽愛抽啓愛森携

常機

          抽啓携展展

          抽啓携展展

          抽啓携展展

図書資料等整備費　     抽抽啓機徳愛啓抽明松

常常         抽明森啓森森展

        抽明森啓森森展

常展士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        抽徳抽 抽徳抽 抽徳抽 抽徳抽         抽徳携 抽徳携 抽徳携 抽徳携 

常愛         松常愛啓森徳常

        松常愛啓森徳常

        松常愛啓森徳常

常抽       徳啓明機明啓森徳展

      徳啓明機明啓森徳展

      徳啓明機明啓森徳展

常森      抽常啓展抽愛啓機抽明

     抽常啓展抽愛啓機抽明

職員給与関係経費　     松森啓徳携松啓松徳愛

徳      愛明啓展携展啓抽徳森

     愛明啓展携展啓抽徳森

愛      愛徳啓徳松森啓明機徳

      常啓徳明明啓展展展

      徳啓常展松啓展機徳

      常啓徳抽機啓徳展展

      機啓愛抽抽啓森森機

      抽啓携徳常啓明常携

        明携明啓松展展

         携抽啓展展展

      機啓抽機携啓明常徳

      徳啓明機機啓携森抽

        森森抽啓展展展

抽       機啓機徳森啓明展愛

      機啓機徳森啓明展愛

 携士      常常啓機森森啓展展展      常常啓機森森啓展展展      常常啓徳展徳啓抽愛松         松森携啓携明愛

 常士       機啓展明愛啓展展展       機啓展明愛啓展展展       森啓抽明愛啓松森愛         携機機啓徳常松

 常士         愛明明啓展展展        愛明明啓展展展               展

 森士         松森機啓展展展        明明機啓携展展         常常機啓携展展

 機士         徳抽愛啓展展展        常明明啓機森展          松明啓展徳展

常常士         森常携啓展展展        明携常啓展携森         常明愛啓機抽徳

常徳士         常抽機啓展展展        常抽展啓抽抽携           森啓携携携

常抽士       常啓機抽明啓展展展      常啓松愛展啓携展展         徳常携啓携展展

保健体育総務費　　        常愛展啓愛明携

機          常携啓展明展

         常携啓展明展

常常          徳機啓展松展

         徳機啓展松展

常徳          森明啓徳愛携

          抽啓森展展

          抽啓森展展

         森常啓抽愛携

         森常啓抽愛携

体育指導委員経費　        携徳愛啓展展展

常         愛明明啓展展展

        愛明明啓展展展

        愛明明啓展展展

常展士   抽士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        抽徳明 抽徳明 抽徳明 抽徳明         抽徳松 抽徳松 抽徳松 抽徳松 

常機士       抽啓松携携啓展展展      抽啓松愛機啓愛展展          常携啓松展展 機          機常啓機徳展

         松徳啓愛常展

         松徳啓愛常展

         常機啓明常展

常常          愛展啓松森展

         愛展啓松森展

常機

         愛抽啓愛展展

         愛抽啓愛展展

         常森啓森展展

         常展啓携展展

          携啓展展展

指導者・団体育成事

業　　　　　　　　      徳啓松展携啓展展展

常機

      徳啓松展携啓展展展

        愛展携啓展展展

          携啓展展展

        愛展展啓展展展

      徳啓抽展展啓展展展

      常啓明展展啓展展展

        明展展啓展展展

        徳展展啓展展展

各種スポーツ大会開

催事業　　　　　　        森愛抽啓森携常

森         愛常機啓携展展

        愛常機啓携展展

常常         携常携啓愛携常

        抽森森啓常携常

         徳松啓徳展展

守谷ハーフマラソン      徳啓展展展啓展展展

常展士   携士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        抽徳森 抽徳森 抽徳森 抽徳森         抽徳機 抽徳機 抽徳機 抽徳機 

常機

      徳啓展展展啓展展展

      徳啓展展展啓展展展

      徳啓展展展啓展展展

各種スポーツ教室開

催事業　　　　　　         携携啓愛展展

森          携展啓展展展

         携展啓展展展

常常           携啓愛展展

          常啓常展展

          抽啓徳展展

中学生富士登山事業      徳啓徳常携啓徳明松

森         愛展展啓展展展

        愛展展啓展展展

機          明展啓展展展

         明展啓展展展

常常          松展啓携携松

         愛明啓愛常愛

         愛徳啓松携展

          常啓抽機抽

常徳          携抽啓徳常展

         携抽啓徳常展

         携抽啓徳常展

常抽       常啓松愛展啓携展展

      常啓徳松愛啓松携展

         松明啓携携展

      常啓常機松啓徳展展

        抽携明啓松携展

        抽携明啓松携展

 徳士       徳啓機徳携啓展展展       徳啓機徳携啓展展展       徳啓松愛森啓明携抽         常森明啓愛抽明

常常士         徳森携啓展展展        徳常明啓森携抽          明森啓常抽明

常愛士       徳啓携展展啓展展展      徳啓抽明松啓携展展          愛徳啓携展展

常抽士         常抽展啓展展展         携抽啓愛展展          森携啓松展展

学校施設開放事業　      徳啓松愛森啓明携抽

常常         徳常明啓森携抽

        常明愛啓携抽明

         携愛啓愛展森

常愛       徳啓抽明松啓携展展

      徳啓抽明松啓携展展

      徳啓抽明松啓携展展

常展士   携士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        抽愛展 抽愛展 抽愛展 抽愛展         抽愛常 抽愛常 抽愛常 抽愛常 

常抽          携抽啓愛展展

         携抽啓愛展展

         携抽啓愛展展

 明士     常愛携啓携常常啓展展展      機啓携徳抽啓展展展     常抽携啓展愛携啓展展展     常愛携啓携松松啓抽常愛       機啓抽携松啓携森松

 常士     常愛携啓携常常啓展展展      機啓携徳抽啓展展展     常抽携啓展愛携啓展展展     常愛携啓携松松啓抽常愛       機啓抽携松啓携森松

 森士          徳抽啓展展展         常森啓展展展           明啓展展展

常徳士           抽啓展展展          抽啓展展展               展

常愛士       携啓常松森啓展展展      携啓常松松啓抽徳抽             携松明

常機士     常愛機啓森徳機啓展展展    常愛展啓愛松松啓機森機       機啓抽携常啓展常常

私立幼稚園就園奨励

事業　　　　　　　     機携啓常徳常啓展展展

常徳           抽啓展展展

          抽啓展展展

          抽啓展展展

常愛         携明松啓展展展

        携明松啓展展展

        携明松啓展展展

常機

     機抽啓携携展啓展展展

     機抽啓携携展啓展展展

     機抽啓携携展啓展展展

私立幼稚園児保育料

補助金　　　　　　     愛抽啓森抽徳啓展展展

常機

     愛抽啓森抽徳啓展展展

     愛抽啓森抽徳啓展展展

     愛抽啓森抽徳啓展展展

私立幼稚園施設運営

費補助金　　　　　        明松携啓機森機

常機

        明松携啓機森機

        明松携啓機森機

        明松携啓機森機

私立幼稚園障害児保

育事業　　　　　　        愛常展啓展展展

常機

        愛常展啓展展展

        愛常展啓展展展

        愛常展啓展展展

幼児施設設置協議会

経費　　　　　　　         常森啓展展展

常展士   携士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        抽愛徳 抽愛徳 抽愛徳 抽愛徳         抽愛愛 抽愛愛 抽愛愛 抽愛愛 

森          常森啓展展展

         常森啓展展展

放射線対策事業費　      抽啓明常展啓抽徳抽

常愛       抽啓明常展啓抽徳抽

      抽啓明常展啓抽徳抽

      抽啓明常展啓抽徳抽

常常士   常啓機展抽啓抽森森啓展展展   常啓機展抽啓抽森森啓展展展   常啓森機愛啓携携愛啓愛明愛      常展啓機愛抽啓明愛松

 常士   常啓機展抽啓抽森森啓展展展   常啓機展抽啓抽森森啓展展展   常啓森機愛啓携携愛啓愛明愛      常展啓機愛抽啓明愛松

 常士   常啓明展常啓愛常徳啓展展展   常啓明展常啓愛常徳啓展展展   常啓携機松啓携機常啓抽展抽       愛啓松徳展啓携機明

徳愛士   常啓明展常啓愛常徳啓展展展  常啓携機松啓携機常啓抽展抽       愛啓松徳展啓携機明

市債元金償還金　　  常啓携機松啓携機常啓抽展抽

徳愛

  常啓携機松啓携機常啓抽展抽

  常啓携機松啓携機常啓抽展抽

  常啓携機松啓携機常啓抽展抽

 徳士     愛展愛啓常松明啓展展展     愛展愛啓常松明啓展展展     徳機携啓機明常啓機携機       松啓徳常抽啓展抽常

徳愛士     愛展愛啓常松明啓展展展    徳機携啓機明常啓機携機       松啓徳常抽啓展抽常

市債利子等償還金　    徳機携啓機明常啓機携機

徳愛

    徳機携啓機明常啓機携機

    徳機携啓機明常啓機携機

    徳機携啓機明常啓機携機

常徳士      常徳啓明松明啓展展展     徳森啓徳松展啓展展展      抽展啓機抽明啓展展展      愛機啓愛携抽啓森森抽       常啓携機常啓常常明

 常士      常徳啓明松明啓展展展     徳森啓徳松展啓展展展      抽展啓機抽明啓展展展      愛機啓愛携抽啓森森抽       常啓携機常啓常常明

 常士       愛啓森展常啓展展展     徳森啓展展展啓展展展          常森啓展展展     愛常啓松森愛啓展展展      愛展啓携常携啓展明展       常啓徳明松啓機抽展

徳携士      愛常啓松森愛啓展展展     愛展啓携常携啓展明展       常啓徳明松啓機抽展

財政調整基金費　　     愛展啓携常携啓展明展

徳携      愛展啓携常携啓展明展

      徳啓携常携啓展明展

     徳森啓展展展啓展展展

 徳士           徳啓展展展           徳啓展展展           常啓展機展             機常展

徳携士           徳啓展展展          常啓展機展             機常展

減債及び立替金償還

基金費　　　　　　          常啓展機展

徳携           常啓展機展

          常啓展機展

 愛士          松抽啓展展展           常啓展展展         松携啓展展展          松抽啓展徳徳             機松森

徳携士          松携啓展展展         松抽啓展徳徳             機松森

国際交流基金費　　         松抽啓展徳徳

徳携          松抽啓展徳徳

         松抽啓展徳徳

常展士   明士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        抽愛抽 抽愛抽 抽愛抽 抽愛抽         抽愛携 抽愛携 抽愛携 抽愛携 

 抽士          常愛啓展展展           常啓展展展         常徳啓展展展           明啓徳常愛           携啓松森松

徳携士          常徳啓展展展          明啓徳常愛           携啓松森松

青少年海外派遣基金

費　　　　　　　　          明啓徳常愛

徳携           明啓徳常愛

          明啓徳常愛

 携士         徳森常啓展展展         常常啓展展展         徳機徳啓展展展         徳明森啓展明常          徳愛啓機愛機

徳携士         徳機徳啓展展展        徳明森啓展明常          徳愛啓機愛機

地域福祉基金費　　        徳明森啓展明常

徳携         徳明森啓展明常

        常常展啓機明展

        常携松啓常展常

 明士         徳常森啓展展展        常明携啓展展展         愛森愛啓展展展         徳森展啓明明森         常展徳啓愛愛徳

徳携士         愛森愛啓展展展        徳森展啓明明森         常展徳啓愛愛徳

緑化基金費　　　　        徳森展啓明明森

徳携         徳森展啓明明森

        徳明抽啓抽携展

         常明啓徳常森

 松士       松啓常常携啓展展展       松啓常常携啓展展展       松啓展松徳啓徳森展          抽徳啓松徳展

徳携士       松啓常常携啓展展展      松啓展松徳啓徳森展          抽徳啓松徳展

市営住宅修繕費積立

金　　　　　　　　      松啓展松徳啓徳森展

徳携       松啓展松徳啓徳森展

      明啓機松愛啓展展展

         機機啓徳森展

 森士         機松松啓展展展         機松松啓展展展         森愛抽啓明常携         常抽徳啓愛森携

徳携士         機松松啓展展展        森愛抽啓明常携         常抽徳啓愛森携

義務教育施設修繕基

金費　　　　　　　        森愛抽啓明常携

徳携         森愛抽啓明常携

        森愛抽啓明常携

 機士         常愛機啓展展展         機抽啓展展展         徳愛愛啓展展展         徳愛展啓松愛明           徳啓徳明抽

徳携士         徳愛愛啓展展展        徳愛展啓松愛明           徳啓徳明抽

教育文化振興基金費        徳愛展啓松愛明

徳携         徳愛展啓松愛明

        常機抽啓展展展

         愛明啓松愛明

常展士           常啓展展展           常啓展展展              常愛             機森松

徳携士           常啓展展展             常愛             機森松

城址公園整備基金費             常愛

徳携              常愛

             常愛

常常士          携携啓展展展          常森啓展展展         松愛啓展展展          松徳啓常徳明             森松抽

徳森士          松愛啓展展展         松徳啓常徳明             森松抽

土地開発基金費　　         松徳啓常徳明

徳森          松徳啓常徳明

         松徳啓常徳明

常愛士      愛展啓展展展啓展展展      徳展啓機携徳啓展展展      機啓展抽森啓展展展               展       機啓展抽森啓展展展

 常士      愛展啓展展展啓展展展      徳展啓機携徳啓展展展      機啓展抽森啓展展展               展       機啓展抽森啓展展展

 常士      愛展啓展展展啓展展展      徳展啓機携徳啓展展展      機啓展抽森啓展展展               展       機啓展抽森啓展展展         常抽機啓展展展

     常徳啓愛機携啓展展展

        抽明明啓展展展

      常啓松携機啓展展展

        携展展啓展展展

常徳士   常士



                                                                                    

                

                

            

            
                    

                

                                        

                  

        抽愛明 抽愛明 抽愛明 抽愛明         抽愛松 抽愛松 抽愛松 抽愛松 

        明常展啓展展展

      常啓抽明森啓展展展

        携展徳啓展展展

      愛啓常展愛啓展展展

常抽士               展      明松啓松徳機啓展展展      明松啓松徳機啓展展展      携森啓携携明啓抽抽抽       機啓常松徳啓携携明

 常士               展      明松啓松徳機啓展展展      明松啓松徳機啓展展展      携森啓携携明啓抽抽抽       機啓常松徳啓携携明

 常士               展      明松啓松徳機啓展展展      明松啓松徳機啓展展展      携森啓携携明啓抽抽抽       機啓常松徳啓携携明

常常士         常抽森啓展展展        常抽松啓展展展           常啓展展展

常愛士       愛啓携機常啓展展展      愛啓徳展徳啓携展展         愛森森啓携展展

常携士      明愛啓機機展啓展展展     携携啓徳展明啓機抽抽       森啓松森愛啓展携明

公共施設等災害復旧

費　　　　　　　　     携森啓携携明啓抽抽抽

常常         常抽松啓展展展

        常抽松啓展展展

常愛       愛啓徳展徳啓携展展

      愛啓徳展徳啓携展展

        明愛展啓展展展

      徳啓携松徳啓携展展

常携      携携啓徳展明啓機抽抽

      森啓愛森徳啓常携徳

      抽啓松機愛啓機徳徳

     常愛啓携携松啓明展展

     徳森啓抽松愛啓徳松展

 徳展啓明明機啓展展展啓展展展    携森機啓徳明携啓展展展  常啓常機展啓携抽愛啓明展展  徳徳啓抽抽森啓森展森啓明展展  常森啓抽機機啓展携松啓松森森     松徳森啓抽携機啓松森携

    森機森啓抽松展啓展徳松

    

  徳啓愛徳徳啓森徳常啓展展展

常愛士   常士


