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１． 令和３年度 決算関係資料 
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（（11））　　経経　　常常　　収収　　益益
①① 00 00 00

00 00 00
00 00 00

②② 1122,,554400,,000000 1122,,003300,,000000 551100,,000000
44,,448888,,000000 33,,997788,,000000 551100,,000000
77,,554488,,000000 77,,554488,,000000 00

550044,,000000 550044,,000000 00

③③ 22,,990099,,110000 33,,885544,,336666 △△  994455,,226666
22,,990099,,110000 33,,885544,,336666 △△  994455,,226666

④④ 33,,990000,,000000 33,,990000,,000000 00
33,,990000,,000000 33,,990000,,000000 00

⑤⑤ 88,,884422,,550000 77,,556600,,554411 11,,228811,,995599
770000 770000

660000,,000000 660000,,000000
660000,,000000 660000,,000000

77,,664411,,880000 77,,556600,,554411 8811,,225599
2288,,119911,,660000 2277,,334444,,990077 884466,,669933

（（22））　　経経　　常常　　費費　　用用
①① 2277,,880077,,992200 2255,,117766,,110088 22,,663311,,881122

88,,008800,,220000 88,,113300,,338811 △△  5500,,118811
114444,,000000 114444,,000000 00

11,,887755,,000000 11,,332222,,339933 555522,,660077
11,,112244,,220000 448822,,220022 664411,,999988

1122,,660000 2288,,990000 △△  1166,,330000
777744,,990000 880099,,993333 △△  3355,,003333
664488,,000000 771188,,883355 △△  7700,,883355
113355,,000000 3355,,002244 9999,,997766
884444,,000000 999933,,997700 △△  114499,,997700
449900,,440000 11,,005555,,556611 △△  556655,,116611
228822,,440000 331144,,005500 △△  3311,,665500
5577,,550000 4488,,002255 99,,447755

446600,,000000 550088,,000077 △△  4488,,000077
332222,,880000 335544,,662244 △△  3311,,882244
6655,,662200 5511,,666600 1133,,996600

882255,,000000 888855,,550000 △△  6600,,550000
226622,,000000 225511,,330000 1100,,770000
221111,,220000 222255,,550000 △△  1144,,330000
3300,,000000 1100,,000000 2200,,000000
1188,,000000 1188,,000000 00

44,,448888,,000000 33,,997788,,000000 551100,,000000
11,,114455,,000000 552266,,996666 661188,,003344

993333,,000000 00 993333,,000000
225500,,000000 7766,,771144 117733,,228866

11,,220000,,000000 112244,,556677 11,,007755,,443333
22,,448811,,660000 33,,221166,,880055 △△  773355,,220055

110044,,550000 9977,,556688 66,,993322
554433,,000000 776677,,662233 △△  222244,,662233

2277,,880077,,992200 2255,,117766,,110088 22,,663311,,881122
338833,,668800 22,,116688,,779999 △△  11,,778855,,111199

00 00 00
338833,,668800 22,,116688,,779999 △△  11,,778855,,111199

②② 7700,,000000 7700,,000000 00
331133,,668800 22,,009988,,779999 △△  11,,778855,,111199

6600,,776688,,669933 6600,,776688,,669933 00
6611,,008822,,337733 6622,,886677,,449922 △△  11,,778855,,111199
6611,,008822,,337733 6622,,886677,,449922 △△  11,,778855,,111199

科 目 予　算　額 決　算　額 増　　　　　　減

収収　　支支　　計計　　算算　　書書
（ 　自 令和３年４月　１日 　至 　令和４年３月３１日 　）

（　単位：円　）

受受 講講 料料 収収 入入

受受 取取 入入 会会 金金
受受 取取 正正 会会 員員 入入 会会 金金
受受 取取 賛賛 助助 会会 員員 入入 会会 金金

受受 取取 会会 費費
全全 協協 ・・ 九九 州州 受受 取取 会会 費費
正正 会会 員員 受受 取取 会会 費費
賛賛 助助 会会 員員 受受 取取 会会 費費

受受 講講 料料 収収 入入

事事 業業 費費 及及 びび 管管 理理 費費

事事 務務 代代 行行 料料 収収 入入
事事 務務 代代 行行 料料 収収 入入

雑雑 収収 益益
受受 取取 利利 息息
総総 会会 後後 懇懇 親親 会会 受受 取取 会会 費費
新新 春春 懇懇 親親 会会 受受 取取 会会 費費
雑雑 収収 益益
【【 経経 常常 収収 益益 】】

図図 書書 購購 入入 費費

給給 料料 手手 当当
退退 職職 金金
福福 利利 厚厚 生生 費費
会会 議議 費費
旅旅 費費 交交 通通 費費
通通 信信 費費
減減 価価 償償 却却 費費
什什 器器 備備 品品 費費
消消 耗耗 品品 費費
修修 繕繕 費費
印印 刷刷 費費

労労 災災 対対 策策 費費

水水 道道 光光 熱熱 費費
賃賃 借借 料料
保保 険険 料料
諸諸 謝謝 金金
租租 税税 公公 課課
広広 報報 費費
寄寄 付付 金金
会会 費費
全全 協協 ・・ 九九 州州 会会 費費
総総 会会 費費
新新 春春 懇懇 親親 会会 費費

法法 人人 税税 及及 びび 住住 民民 税税

新新 型型 ココ ロロ ナナ ウウ イイ ルル スス 対対 策策 費費
研研 修修 費費
研研 修修 資資 材材 費費
雑雑 費費

【【 経経 常常 費費 用用 】】
【【 当当 期期 経経 常常 増増 減減 額額 】】
【【 当当 期期 経経 常常 外外 増増 減減 額額 】】
【【 税税 前前 当当 期期 一一 般般 正正 味味 財財 産産 増増 減減 額額 】】

【【 当当 期期 一一 般般 正正 味味 財財 産産 増増 減減 額額 】】
【【 一一 般般 正正 味味 財財 産産 期期 首首 残残 高高 】】
【【 一一 般般 正正 味味 財財 産産 期期 末末 残残 高高 】】
【【 正正 味味 財財 産産 期期 末末 残残 高高 】】
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２． 令和４年度 事業計画 
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令和４年度 事業計画 

（自：令和４年４月１日～至：令和５年３月３１日） 

 

１． 総務・経営委員会 

①令和４年度（第４９回）定時総会 

   ②総合事務局・県・県警本部・那覇市他の要請文書の作成（５月・６月） 

   ③総合事務局・県・県警本部・那覇市との勉強会の実施(８月) 

   ④総合事務局・県・県警本部・那覇市他への要請活動(８月・９月) 

   ⑤沖縄県特別支援学校対象の就労・実習相談会の実施（１０月） 

   ⑥第１８回環境衛生シンポジウム（１０月） 

   ⑦令和５年 新春懇親会（1月） 

 

 

２． 事業委員会 

①第１７回沖縄県ビルクリーニング技能競技大会（６月） 

②第２１回沖縄県障害者技能競技大会後援（地方アビリンピック）（７月） 

③ハードフロアメンテナンス講習会（８月） 九州沖縄トラック研修会館 

④沖縄県シルバー人材センター連合講習会（７・８月）  

⑤県立病院清掃ラウンドチェック（９月） コロナ禍で実施不可の時、下記実施 

  県庁・南部合庁・北部合庁・宮古支庁・八重山支庁 

⑥那覇市災害協定締結を受けての防災訓練及び研修（１０月） 

⑦清掃作業従事者研修（９・１０・１１月） 名護・中部・那覇 

   ⑧清掃作業従事者研修指導者講習会（新・再１０月） ポリテクセンター沖縄 

  ⑨県立病院清掃ラウンドチェック報告書の提出（１０月） 

   ⑩ビルクリーニング技能検定事前講習会（９月）  沖縄産業支援センター 
ビルクリーニング技能検定補足講習（１０月）   

ビルクリーニング技能検定自主学習（１０月）   

ビルクリーニング技能検定直前講習（１１月）   

   ⑪防除作業従事者研修（９月） 沖縄産業支援センター 

   ⑫高等特別支援学校技能検定支援事業（１１・２月） 

   ⑬貯水槽清掃作業従事者研修（１１月） 浦添市産業振興センター 結の街 

   ⑭カーペットクリーニングシステム講習会（１１月） 沖縄産業支援センター 

   ⑮ビルクリーニング技能検定（基礎級・随意 3級）実技講習会 

   ⑯清掃業務特別研修会（東京） 
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令和４年度 事業計画 

（自：令和４年４月１日～至：令和５年３月３１日） 

 

１． 総務・経営委員会 

①令和４年度（第４９回）定時総会 

   ②総合事務局・県・県警本部・那覇市他の要請文書の作成（５月・６月） 

   ③総合事務局・県・県警本部・那覇市との勉強会の実施(８月) 

   ④総合事務局・県・県警本部・那覇市他への要請活動(８月・９月) 

   ⑤沖縄県特別支援学校対象の就労・実習相談会の実施（１０月） 

   ⑥第１８回環境衛生シンポジウム（１０月） 

   ⑦令和５年 新春懇親会（1月） 

 

 

２． 事業委員会 

①第１７回沖縄県ビルクリーニング技能競技大会（６月） 

②第２１回沖縄県障害者技能競技大会後援（地方アビリンピック）（７月） 

③ハードフロアメンテナンス講習会（８月） 九州沖縄トラック研修会館 

④沖縄県シルバー人材センター連合講習会（７・８月）  

⑤県立病院清掃ラウンドチェック（９月） コロナ禍で実施不可の時、下記実施 

  県庁・南部合庁・北部合庁・宮古支庁・八重山支庁 

⑥那覇市災害協定締結を受けての防災訓練及び研修（１０月） 

⑦清掃作業従事者研修（９・１０・１１月） 名護・中部・那覇 

   ⑧清掃作業従事者研修指導者講習会（新・再１０月） ポリテクセンター沖縄 

  ⑨県立病院清掃ラウンドチェック報告書の提出（１０月） 

   ⑩ビルクリーニング技能検定事前講習会（９月）  沖縄産業支援センター 
ビルクリーニング技能検定補足講習（１０月）   

ビルクリーニング技能検定自主学習（１０月）   

ビルクリーニング技能検定直前講習（１１月）   

   ⑪防除作業従事者研修（９月） 沖縄産業支援センター 

   ⑫高等特別支援学校技能検定支援事業（１１・２月） 

   ⑬貯水槽清掃作業従事者研修（１１月） 浦添市産業振興センター 結の街 

   ⑭カーペットクリーニングシステム講習会（１１月） 沖縄産業支援センター 

   ⑮ビルクリーニング技能検定（基礎級・随意 3級）実技講習会 

   ⑯清掃業務特別研修会（東京） 

 

 

 
 

 

３． 労働安全委員会 

①安全パトロール（７月） 

②労働安全衛生大会（１０月） 

   ③労働安全推進月間（１２月・１月） 

   ④安全衛生・労災防止講習会（２月） 

 

４．広報・交流委員会 

  ①会報誌「美らら沖縄」の編集・発行（８月・１月） 
②第１回親睦ゴルフコンペ（８月） 

  ③第１４回 野球大会（１０月） 
  ④環境衛生シンポジウムのサポート業務（１0月） 

⑤第２１回ボウリング大会（１２月） 

   ⑥新春懇親会・ゴルフコンペ（１月） 

   ⑦ホームページの有効活用の推進 

     

５．入札問題検討委員会（特別） 

   ①建物管理業務委託入札状況調査（４月） 

   ②令和５年度建物管理委託入札要請文書の作成（５月・６月） 

   ③政治連盟顧問団との勉強会の実施(８月） 

   ④陳情・要請活動（８月・９月） 

 

６．経営研究特別委員会 

   ①公共施設の管理手法の研究とその対策 

   ②官民連携のセミナー開催（ｐｐｐ ・ｐFIの実践手法） 

 

７．青年部 

①那覇市宇久増公園・牧志公園ボランティア清掃（月２回 第２・４木曜日） 

   ②ちゅら島環境美化全県一斉清掃（年２回 ８月・１１月） 

③環境衛生シンポジウムのサポート業務（１１月） 

④その他協会特命事項 
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３．令和４年度 予算関係資料 

①① 00 00 00
00 00 00

②② 1122,,554400,,000000 1122,,003300,,000000 551100,,000000
44,,448888,,000000 33,,997788,,000000 551100,,000000
77,,554488,,000000 77,,554488,,000000 00

550044,,000000 550044,,000000 00

③③ 33,,888899,,000000 33,,885544,,336666 3344,,663344
33,,888899,,000000 33,,885544,,336666 3344,,663344

④④ 33,,990000,,000000 33,,990000,,000000 00
33,,990000,,000000 33,,990000,,000000 00

⑤⑤ 88,,992233,,110000 77,,556600,,554411 11,,336622,,555599
00 00 00

660000,,000000 00 660000,,000000
660000,,000000 00 660000,,000000

77,,772233,,110000 77,,556600,,554411 116622,,555599
2299,,225522,,110000 2277,,334444,,990077 11,,990077,,119933

①① 2288,,993377,,334433 2255,,117766,,110088 33,,776611,,223355
88,,115555,,220000 88,,113300,,338811 2244,,881199

116688,,000000 114444,,000000 2244,,000000
11,,887755,,000000 11,,332222,,339933 555522,,660077
11,,114444,,220000 448822,,220022 666611,,999988

3344,,660000 2288,,990000 55,,770000
881177,,336600 880099,,993333 77,,442277
661177,,116633 771188,,883355 △△  110011,,667722
115500,,000000 3355,,002244 111144,,997766
776633,,000000 999933,,997700 △△  223300,,997700
113300,,000000 11,,005555,,556611 △△  992255,,556611
228877,,000000 331144,,005500 △△  2277,,005500
4400,,770000 4488,,002255 △△  77,,332255

449900,,000000 550088,,000077 △△  1188,,000077
335544,,772200 335544,,662244 9966
5522,,000000 5511,,666600 334400

882255,,000000 888855,,550000 △△  6600,,550000
225511,,330000 225511,,330000 00
335577,,550000 222255,,550000 113322,,000000
1100,,000000 1100,,000000 00
1188,,000000 1188,,000000 00

44,,448888,,000000 33,,997788,,000000 551100,,000000
11,,116688,,000000 552266,,996666 664411,,003344

993333,,000000 00 993333,,000000
662244,,000000 7766,,771144 554477,,228866

11,,220000,,000000 112244,,556677 11,,007755,,443333
33,,114422,,550000 33,,221166,,880055 △△  7744,,330055

225588,,330000 9977,,556688 116600,,773322
558822,,880000 776677,,662233 △△  118844,,882233

2288,,993377,,334433 2255,,117766,,110088 33,,776611,,223355
331144,,775577 22,,116688,,779999 △△  11,,885544,,004422
331144,,775577 22,,116688,,779999 △△  11,,885544,,004422

②② 7700,,000000 7700,,000000 00
224444,,775577 22,,009988,,779999 △△  11,,885544,,004422

6622,,886677,,449922 6600,,776688,,669933 22,,009988,,779999
6633,,111122,,224499 6622,,886677,,449922 224444,,775577
6633,,111122,,224499 6622,,886677,,449922 224444,,775577

収収　　  支支  　　予予  　　算算  　　書書
（ 　自 令和４年４月　１日 　至 　令和５年３月３１日 　）

（　単位：円　）

科 目 令和４年度予算額 令和３年度決算額 増　　　　　　減

受受 取取 入入 会会 金金
受受 取取 正正 会会 員員 入入 会会 金金

新新 春春 懇懇 親親 会会 受受 取取 会会 費費

受受 取取 会会 費費
全全 協協 ・・ 九九 州州 受受 取取 会会 費費
正正 会会 員員 受受 取取 会会 費費
賛賛 助助 会会 員員 受受 取取 会会 費費

受受 講講 料料 収収 入入
受受 講講 料料 収収 入入

事事 務務 代代 行行 料料 収収 入入
事事 務務 代代 行行 料料 収収 入入

雑雑 収収 益益
受受 取取 利利 息息
総総 会会 後後 懇懇 親親 会会 受受 取取 会会 費費

消消 耗耗 品品 費費

雑雑 収収 益益
【【 経経 常常 収収 益益 】】

事事 業業 費費 及及 びび 管管 理理 費費
給給 料料 手手 当当
退退 職職 金金
福福 利利 厚厚 生生 費費
会会 議議 費費
旅旅 費費 交交 通通 費費
通通 信信 費費
減減 価価 償償 却却 費費
什什 器器 備備 品品 費費

全全 協協 ・・ 九九 州州 会会 費費

修修 繕繕 費費
印印 刷刷 費費
図図 書書 購購 入入 費費
水水 道道 光光 熱熱 費費
賃賃 借借 料料
保保 険険 料料
諸諸 謝謝 金金
租租 税税 公公 課課
広広 報報 費費
寄寄 付付 金金
会会 費費

総総 会会 費費
新新 春春 懇懇 親親 会会 費費
労労 災災 対対 策策 費費
新新 型型 ココ ロロ ナナ ウウ イイ ルル スス 対対 策策 費費
研研 修修 費費
研研 修修 資資 材材 費費
雑雑 費費
【【 経経 常常 費費 用用 】】
【【 当当 期期 経経 常常 増増 減減 額額 】】

正正 味味 財財 産産 期期 末末 残残 高高

【【 税税 前前 当当 期期 一一 般般 正正 味味 財財 産産 増増 減減 額額 】】
法法 人人 税税 及及 びび 住住 民民 税税
【【 当当 期期 一一 般般 正正 味味 財財 産産 増増 減減 額額 】】
【【 一一 般般 正正 味味 財財 産産 期期 首首 残残 高高 】】
【【 一一 般般 正正 味味 財財 産産 期期 末末 残残 高高 】】



8

①① 00 00 1122,,554400,,000000 1122,,554400,,000000
44,,448888,,000000 44,,448888,,000000
77,,554488,,000000 77,,554488,,000000

550044,,000000 550044,,000000

②② 33,,888899,,000000 00 00 33,,888899,,000000
33,,888899,,000000 33,,888899,,000000

③③ 00 00 33,,990000,,000000 33,,990000,,000000
33,,990000,,000000 33,,990000,,000000

④④ 00 11,,220000,,000000 77,,772233,,110000 88,,992233,,110000
00 00

660000,,000000 660000,,000000
660000,,000000 660000,,000000

77,,772233,,110000 77,,772233,,110000
33,,888899,,000000 11,,220000,,000000 2244,,116633,,110000 2299,,225522,,110000

①① 88,,111155,,559900 00 00 88,,111155,,559900
22,,444466,,556600 22,,444466,,556600

5500,,440000 5500,,440000
337733,,550000 337733,,550000

00
224455,,220088 224455,,220088
117766,,550066 117766,,550066
4455,,000000 4455,,000000

222288,,990000 222288,,990000
6655,,000000 6655,,000000

114477,,000000 114477,,000000
110066,,441166 110066,,441166
2266,,000000 2266,,000000

112255,,555500 112255,,555500
117788,,775500 117788,,775500

33,,114422,,550000 33,,114422,,550000
225588,,330000 225588,,330000

②② 00 993333,,000000 1199,,888888,,775533 2200,,882211,,775533
55,,770088,,664400 55,,770088,,664400

111177,,660000 111177,,660000
11,,550011,,550000 11,,550011,,550000
11,,114444,,220000 11,,114444,,220000

3344,,660000 3344,,660000
557722,,115522 557722,,115522
444400,,665577 444400,,665577
110055,,000000 110055,,000000
553344,,110000 553344,,110000
6655,,000000 6655,,000000

228877,,000000 228877,,000000
4400,,770000 4400,,770000

334433,,000000 334433,,000000
224488,,330044 224488,,330044
2266,,000000 2266,,000000

882255,,000000 882255,,000000
112255,,775500 112255,,775500
117788,,775500 117788,,775500
1100,,000000 1100,,000000
1188,,000000 1188,,000000

44,,448888,,000000 44,,448888,,000000
11,,116688,,000000 11,,116688,,000000

993333,,000000 993333,,000000
662244,,000000 662244,,000000

11,,220000,,000000 11,,220000,,000000
558822,,880000 558822,,880000

88,,111155,,559900 993333,,000000 1199,,888888,,775533 2288,,993377,,334433
△△  44,,222266,,559900 226677,,000000 44,,227744,,334477 331144,,775577
△△  44,,222266,,559900 226677,,000000 44,,227744,,334477 331144,,775577

③③ 00 00 7700,,000000 7700,,000000
△△  44,,222266,,559900 226677,,000000 44,,220044,,334477 224444,,775577

△△  2211,,991111,,665555 33,,331188,,226644 8811,,446600,,888833 6622,,886677,,449922
△△  2266,,113388,,224455 33,,558855,,226644 8855,,666655,,223300 6633,,111122,,224499
△△  2266,,113388,,224455 33,,558855,,226644 8855,,666655,,223300 6633,,111122,,224499

【【 一一 般般 正正 味味 財財 産産 期期 首首 残残 高高 】】
【【 一一 般般 正正 味味 財財 産産 期期 末末 残残 高高 】】

正正 味味 財財 産産 期期 末末 残残 高高

【【 当当 期期 一一 般般 正正 味味 財財 産産 増増 減減 額額 】】

雑雑 費費
【【 経経 常常 費費 用用 】】
【【 当当 期期 経経 常常 増増 減減 額額 】】
【【 税税 前前 当当 期期 一一 般般 正正 味味 財財 産産 増増 減減 額額 】】
法法 人人 税税 及及 びび 住住 民民 税税

保保 険険 料料
諸諸 謝謝 金金
租租 税税 公公 課課
広広 報報 費費
寄寄 付付 金金
会会 費費
全全 協協 ・・ 九九 州州 会会 費費
総総 会会 費費
新新 春春 懇懇 親親 会会 費費
労労 災災 対対 策策 費費
新新 型型 ココ ロロ ナナ ウウ イイ ルル スス 対対 策策 費費

賃賃 借借 料料

福福 利利 厚厚 生生 費費
会会 議議 費費
旅旅 費費 交交 通通 費費
通通 信信 費費
減減 価価 償償 却却 費費
什什 器器 備備 品品 費費
消消 耗耗 品品 費費
修修 繕繕 費費
印印 刷刷 費費
図図 書書 購購 入入 費費
水水 道道 光光 熱熱 費費

退退 職職 金金

消消 耗耗 品品 費費
修修 繕繕 費費
水水 道道 光光 熱熱 費費
賃賃 借借 料料
保保 険険 料料
租租 税税 公公 課課
広広 報報 費費
研研 修修 費費
研研 修修 資資 材材 費費

管管 理理 費費
給給 料料 手手 当当

什什 器器 備備 品品 費費

総総 会会 後後 懇懇 親親 会会 受受 取取 会会 費費
新新 春春 懇懇 親親 会会 受受 取取 会会 費費
雑雑 収収 益益
【【 経経 常常 収収 益益 】】

事事 業業 費費
給給 料料 手手 当当
退退 職職 金金
福福 利利 厚厚 生生 費費
旅旅 費費 交交 通通 費費
通通 信信 費費
減減 価価 償償 却却 費費

受受 取取 利利 息息

受受 取取 会会 費費
全全 協協 ・・ 九九 州州 受受 取取 会会 費費
正正 会会 員員 受受 取取 会会 費費
賛賛 助助 会会 員員 受受 取取 会会 費費

受受 講講 料料 収収 入入
受受 講講 料料 収収 入入

事事 務務 代代 行行 料料 収収 入入
事事 務務 代代 行行 料料 収収 入入

雑雑 収収 益益

科 目 実施事業会計 その他会計 法人会計 合　　　計

収収　　  支支  　　予予  　　算算  　　書書  　　内内　　  訳訳　　  表表
（ 　自 令和４年４月　１日 　至 　令和５年３月３１日 　）

(単位：円）


