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令和２年度補正予算  

 補正前の額 補 正 額 補正後の額 

一 般 会 計 ５０，２７６，５１８ １６８，１６４ ５０，４４４，６８２ 

特別会計（補正会計なし) １９，２６７，６６５  １９，２６７，６６５ 

企業会計（補正会計なし) ２６，８３５，１１５  ２６，８３５，１１５ 

総 額 ９６，３７９，２９８ １６８，１６４ ９６，５４７，４６２ 

 

（単位：千円） 
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◆ 令和２年度会計別予算額一覧  
 

（単位：千円）

補正前の額
６月補正
（通常分）

６月補正
（追加分）

補正後の額

48,987,218 1,289,300 168,164 50,444,682

7,237,050 7,237,050

34,700 34,700

30,800 30,800

25,100 25,100

22,299 22,299

9,300 9,300

951,900 951,900

494,300 494,300

保険事業勘定 8,266,239 8,266,239

介護サービス事業勘定 26,600 26,600

177 177

2,169,200 2,169,200

19,267,665 19,267,665

4,179,555 26,360 4,205,915

6,297,600 6,297,600

福知山市民病院 15,439,840 15,439,840

大江分院 891,760 891,760

計 16,331,600 16,331,600

26,808,755 26,360 26,835,115

95,063,638 1,315,660 168,164 96,547,462合　　　　　　　　　計

小　　　　計

企
業
会
計

水道事業

下水道事業

病院事業

小　　　　計

後期高齢者医療事業

会　　　計　　　名

一　　般　　会　　計

特
　
　
　
　
別
　
　
　
　
会
　
　
　
　
計

国民健康保険事業

国民健康保険診療所費

と畜場費

宅地造成事業

休日急患診療所費

公設地方卸売市場事業

農業集落排水施設事業

福知山都市計画事業石原土地区画整理事業

介護保険事業

下夜久野地区財産区管理会
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◆ 令和２年度一般会計歳入予算額一覧   
（単位：千円）

款 補正前の額
６月補正
（通常分）

６月補正
（追加分）

補正後の額

01 市税 11,765,168 11,765,168

02 地方譲与税 447,000 447,000

03 利子割交付金 8,000 8,000

04 配当割交付金 58,000 58,000

05 株式等譲渡所得割交付金 32,000 32,000

06 地方消費税交付金 1,819,000 1,819,000

07 ゴルフ場利用税交付金 5,000 5,000

08 自動車取得税交付金 1 1

09 環境性能割交付金 81,000 81,000

10 法人事業税交付金 110,000 110,000

11 国有提供施設等所在市町村助成交付金 24,000 24,000

12 地方特例交付金 43,000 43,000

13 地方交付税 10,050,000 10,050,000

14 交通安全対策特別交付金 10,000 10,000

15 分担金及び負担金 270,660 270,660

16 使用料及び手数料 1,226,173 1,226,173

17 国庫支出金 13,849,011 765,646 96,879 14,711,536

18 府支出金 3,011,145 16,434 56,320 3,083,899

19 財産収入 405,167 405,167

20 寄附金 145,000 145,000

21 繰入金 1,500,536 114,141 1,614,677

22 諸収入 359,658 16,300 375,958

23 市債 3,763,500 348,400 4,111,900

24 繰越金 4,199 28,379 14,965 47,543

一般会計合計 48,987,218 1,289,300 168,164 50,444,682
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◆ 令和２年度一般会計歳出予算額一覧（目的別）  

 
（単位：千円）

款 補正前の額
６月補正
（通常分）

６月補正
（追加分）

補正後の額

01 議会費 290,403 290,403

02 総務費 4,790,054 19,979 4,810,033

03 民生費 22,079,436 33,823 40,820 22,154,079

04 衛生費 5,131,595 834 500 5,132,929

05 労働費 17,518 17,518

06 農林業費 1,872,921 102,927 1,975,848

07 商工費 977,711 977,711

08 土木費 2,317,256 253,700 2,570,956

09 消防費 2,356,985 68,871 2,425,856

10 教育費 3,938,231 809,166 126,844 4,874,241

11 公債費 5,166,368 5,166,368

12 予備費 48,740 48,740

一般会計　合計 48,987,218 1,289,300 168,164 50,444,682
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◆ 令和２年度一般会計歳出予算額一覧（性質別）  

 
（単位：千円）

補正前の額
６月補正
（通常分）

６月補正
（追加分）

補正後の額

7,271,733 1,774 7,273,507

うち
議員給与費

200,498 200,498

うち
職員給与費

5,924,752 1,774 5,926,526

4,813,127 687,585 90,500 5,591,212

239,327 239,327

8,514,944 8,514,944

14,504,902 9,367 63,570 14,577,839

4,001,093 590,332 12,320 4,603,745

う ち 人 件 費 304,294 304,294

4,001,093 590,332 12,320 4,603,745

補助事業費 1,386,302 262,523 12,320 1,661,145

単独事業費 2,614,791 327,809 2,942,600

0 0

5,166,287 5,166,287

585,300 2,016 587,316

2,100 2,100

3,839,665 3,839,665

48,740 48,740

48,987,218 1,289,300 168,164 50,444,682

維 持 補 修 費

区 分

人 件 費

物 件 費

一般会計　合計

扶 助 費

補 助 費 等

投 資 的 経 費

普 通 建 設
事 業 費

災 害 復 旧
事 業 費

公 債 費

積 立 金

出 資 金 ・ 貸 付 金

繰 出 金

予 備 費
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◆ 新型コロナウイルス感染症関連 緊急追加分（その６） 主要事項 
 

※ 福知山公立大学 学生修学支援臨時交付金事業 31,105 新規 9

※ 高等教育無償化制度交付金事業 14,965 継続 10

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業（小学校） 42,000 新規 11

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業（中学校） 22,000 新規 11

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業（放課後児童クラブ） 13,500 新規 12

※ スクールサポーター配置事業 1,774 継続 13

社会福祉法人等施設整備補助事業 12,320 新規 14

民間保育所運営事業 15,500 継続

病児保育サービス事業 1,000 継続

ファミリー・サポート・センター運営事業 500 継続

子育て交流・相談・支援事業 3,500 継続

公立保育所運営事業 3,500 継続

児童館管理経費事業 4,500 継続

子育て世代包括支援センター事業（母子保健型） 500 継続

幼稚園一般管理事業 1,500 継続

168,164

47,844

児童福祉施設等における新型コロナウイルス感染予防対策事業

一般会計（補正第７号）　　　　１５事業　　計

新型コロナウイルス感染症関連事業
＊ うち市単独制度　３事業　　計

15

（単位：　千円）

区分/政策名

補正額 増減区分 ページ
事業名

※は市単独制度事業
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◆地方創生臨時交付金の予算計上額等について 
（単位：千円）

地方創生臨時交付金
一次配分
（単独）

二次配分見込
（単独）

三次配分見込
（国補助）

計

交付限度額 312,769 1,061,514 34,413 1,408,696

予算化額 265,938 590,633 33,300 889,871

205,000

福知山市小規模事業者等持続化支援事業 120,000

福知山市休業事業者応援事業 85,000

60,938

ふくちやまデイユースプラン活用支援事業 2,000

上水道事業会計負担金 58,938

125,860

福知山市テナント家賃支援事業 96,216

「ふくちやま食べる応援」事業 25,048

新型コロナウイルス対応放課後等デイサービス利用支援事業 159

農林漁業者経営継続支援事業 1,100

学校給食管理運営事業 1,141

小学校スクールバス管理運行事業 2,196

433,194

福知山市教育情報化整備事業（小学校） 280,302

福知山市教育情報化整備事業（中学校） 145,134

暮らしに読書を、おうえん事業 5,908

テレワーク環境整備事業 1,850

64,879

福知山公立大学　修学支援臨時交付金事業 31,105

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業（小学校） 21,000

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業（中学校） 11,000

スクールサポーター配置事業 1,774

■５月臨時会

■６月定例会（通常分）

■６月定例会（先行分）

■４月臨時会

■６月定例会（追加分）
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区 分 新型コロナウイルス感染症関連 （単位：千円） 

事業名 福知山公立大学 学生修学支援臨時交付金事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

31,105 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

31,105     
補正後予算額 

31,105 
 
１ 事業の背景・目的 

新型コロナウイルス感染症拡大による困窮学生の増加を踏まえ、公立大学が独自

に実施する学生への授業料等の減免に対し、地方創生臨時交付金の活用が可能とな

ったため、福知山公立大学が行う独自の授業料減免に対する支援を行います。 
 
２ 事業の内容 

高等教育無償化制度の対象者並びに、独自の基準を設けて幅広い学生に年間の授

業料の1/3を減免します。また、高等教育無償化制度では対象外とされている留学生

や社会人入学生などに対しても同制度と同等の支援を行います。 

① 高等教育無償化制度の対象者 

② 独自の所得基準（国制度の約1.3倍）の範囲内で

前年度より収入が減少した者 

  
③ 高等教育無償化制度の所得基準を満たしながら、

対象外の者（留学生、社会人入学生、その他特別

の事情のある者） 
 
３ 事業費の内訳 

(款)教育費 (項)大学費 (目)大学振興費 (節)負担金補助及び交付金 

① 178,600円×29名＝5,179千円  ② 178,600円×136名＝24,290千円  

③（535,800円＋282,000円）×2名＝1,636千円 ①+②+③＝31,105千円 
 

４ 財源内訳 

 (款)国庫支出金 (項)国庫補助金 (目)教育費国庫補助金 

地方創生臨時交付金 31,105千円 

担当課 市長公室大学政策課 電話 直通 24-7039 内線 3116 

年間授業料の

1/3 減免 

高等教育無償化制

度の基準に準じて 

入学金・授業料の 

全額～1/3 免除 
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区 分 新型コロナウイルス感染症関連 （単位：千円） 

事業名 高等教育無償化制度交付金事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

14,965 

国 府 市債 その他 一般財源 25,098 

    14,965 
補正後予算額 

40,063 

 

１ 事業の背景・目的 

令和2年度より高等教育無償化制度が導入され、住民税非課税世帯及びそれに準 

ずる世帯の福知山公立大学の学生に対し、授業料等の減免と給付型奨学金の支給 

が開始されました。 

そうした中、新型コロナウイルス感染拡大により、保護者の家計が急変した学 

生を同制度の対象とすることとなりました。これにより、福知山公立大学の対象 

者数が大幅に増加したため、増額補正します。 

 

２ 事業の内容 

同制度の対象となる福知山公立大学の学生の授業料及び入学金の減免相当額 

を大学に交付金として支出します。なお、本事業は全額交付税措置されます。 

（補正内訳） 

 当初予算（人） 所要見込（人） 追加見込（人） 

授業料減免 21,432千円（60人） 33,577千円（76人） 12,145千円（16人） 

入学金減免 3,666千円（20人） 6,486千円（28人） 2,820千円（8人） 

合計 25,098千円 40,063千円 14,965千円 
 

（授業料減免内訳） 

全額 535,800 20 10,716千円 47 25,183千円 27 14,467千円

2/3 357,200 20 7,144千円 18 6,430千円 △ 2 △714千円

1/3 178,600 20 3,572千円 11 1,964千円 △ 9 △1,608千円

60 21,432千円 76 33,577千円 16 12,145千円

金額 人数
 減免区分 減免額

当初見込 追加見込
人数

所要見込
人数 金額 金額

授業料
減免

授業料減免合計
 

 （入学金減免内訳） 

全額 282,000 6 1,692千円 17 4,794千円 11 3,102千円

2/3 188,000 7 1,316千円 7 1,316千円 0 0千円

1/3 94,000 7 658千円 4 376千円 △3 △282千円

20 3,666千円 28 6,486千円 8 2,820千円

 減免区分 減免額
当初見込

人数 金額

入学金
減免

入学金減免合計

追加見込
人数 金額

所要見込
人数 金額

 
３ 事業費の内訳 

 (款)教育費 (項)大学費 (目)大学振興費 (節)負担金補助及び交付金 

    高等教育無償化制度交付金   14,965千円 

担当課 市長公室大学政策課 電話 直通 24-7039 内線 3116 
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区 分 新型コロナウイルス感染症関連 （単位：千円） 

事業名 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業（小学校） 新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

42,000 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

42,000     
補正後予算額 

42,000 

事業名 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業（中学校） 新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

22,000 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

22,000     
補正後予算額 

22,000 

 
１ 事業の背景・目的 

新型コロナウイルス感染症予防対策としての衛生用消耗品の購入等により十分 

な教育活動を継続するための環境整備を実施します。 

 

２ 事業の内容 

（１）整備上限額   小学校16校 42,000千円   中学校9校 22,000千円 

 【内訳】 

  児童数（300人以下）2,000千円×8校 生徒数（300人以下）2,000千円×7校 

     （500人以下）3,000千円×6校    （501人以上）4,000千円×2校 

     （501人以上）4,000千円×2校 

（２）内容 

教室等における感染予防対策として、体温計、消毒液、空気清浄機、自動消毒液

噴霧器、サーキュレーターなどの備品等を購入するなどして、児童生徒の学びを保

障する体制を整備します。また、冬季の体育館などにおける換気による寒さ対策と

して暖房器具などを購入します。 

 
３ 事業費の内訳 

 (款) 教育費 (項) 小学校費 (目) 学校管理費  

需用費（消耗品費）  8,076千円  備品購入費（施設備品） 33,924千円 

 (款) 教育費 (項) 中学校費 (目) 学校管理費  

需用費（消耗品費）  3,916千円  備品購入費（施設備品） 18,084千円 
 
４ 主な特定財源 

 (款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金 (目) 教育費国庫補助金 

学校保健特別対策事業費補助金（小学校）（補助率1/2）    21,000千円 

学校保健特別対策事業費補助金（中学校）（補助率1/2）    11,000千円 

  学校保健特別対策事業費（小学校）（地方創生臨時交付金）  21,000千円 

学校保健特別対策事業費（中学校）（地方創生臨時交付金）  11,000千円 
 

担当課 教育委員会教育総務課 電 話 直通 24-7061 内線 5119 
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区 分 新型コロナウイルス感染症関連 （単位：千円） 

事業名 
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業 

（放課後児童クラブ） 
新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

13,500 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

 13,500    
補正後予算額 

13,500 

 

１ 事業の背景・目的 

保護者や同居家族が就労等により、昼間見守りができない小学生に対し、放

課後や学校休業日に安心して遊びや生活ができる場を提供するとともに健全育

成を図り、保護者の就労と子育ての両立を支援します。 

 

２ 事業の内容 

放課後児童クラブは、市直営12か所、委託1か所、地元運営3か所、合計16か所（支

援の単位27）で、平日は下校時から午後7時まで、土曜日と長期休業中は午前7時45

分から午後7時まで開設しています。 

   放課後児童クラブにおける感染予防対策として、体温計、消毒液、空気清浄機、 

自動消毒液噴霧器、サーキュレーターなどの衛生用消耗品及び備品を購入し、居室 

の衛生環境を整備します。 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 教育費 (項) 社会教育費 (目) 社会教育総務費 

・需用費                 2,907千円 

     ・備品購入費            10,593千円 

合計               13,500千円 

 

４ 主な特定財源 

(款) 府支出金 (項) 府補助金 (目) 教育費府補助金  

・社会教育費補助金（新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金） 

  13,500千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 教育委員会生涯学習課 電話 直通 24-7067 内線 2118 
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区 分 新型コロナウイルス感染症関連 （単位：千円） 

事業名 スクールサポーター配置事業 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

1,774 

国 府 市債 その他 一般財源 27,925 

1,774     
補正後予算額 

29,699 

 

１ 事業の背景・目的 

スクールサポーターの配置は、学習障害等の課題のある児童生徒や日本語を

理解できない児童生徒を教諭と連携し、よりきめ細やかな教育活動を展開する

ことにより、学校教育の資質を向上させることを目的としています。 

新型コロナウイルス感染症対策による学校の臨時休業に伴い、授業時間数を

回復するため夏季休業期間を短縮し、授業日数を増やすことになりました。 

 

２ 事業の内容 

授業日数の増加に対応するため、また、3学期の授業日数が増える可能性も含 

め、教育上特別の支援を必要とする児童生徒に対して配置しているスクールサ 

ポーターの配置日数を増やします。 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 教育費 (項) 教育総務費 (目) 教育振興費 

臨時職員報酬   1,660千円 

      臨時職員期末手当 114千円 

 

974円×3時間/日×10日×3名＝   87,660円 

     300円×       10日×3名＝      9,000円 

1,001円×3時間/日× 3日×3名＝    27,027円 

300円×      3日×3名＝     2,700円 

974円×4時間/日×10日×30名＝1,168,800円 

300円×    ×10日×30名＝   90,000円 

1,001円×4時間/日× 3日×30名＝  360,360円 

300円×      3日×30名＝   27,000円 
※1,001円は10月以降の1時間あたり単価。300円は通勤費相当額。 
 

４ 主な特定財源 

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金 (目) 教育費国庫補助金 

教育総務費補助金（地方創生臨時交付金）  1,774千円 

 

 
 

担当課 教育委員会学校教育課 電話 直通 24-7062 内線 5120 
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区 分 新型コロナウイルス感染症関連 （単位：千円） 

事業名 社会福祉法人等施設整備補助事業 新規 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

12,320 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

 12,320    
補正後予算額 

12,320 

 

１ 事業の背景・目的 

介護施設等においては、入所者が基礎疾患を有する場合が多く、さらに高齢者は 

新型コロナウイルス感染症による重症化リスクも高いことから、介護施設等におけ 

る感染防止対策を徹底し、サービスの継続的な提供体制を整備することが求められ 

ています。本事業は、国の第一次補正予算を受けて実施するもので、施設内におけ 

る感染機会を減らすために必要な環境整備を行う事業者支援として実施します。 
 

２ 事業の内容 

介護施設等において、感染が疑われる者が発生した場合に、感染拡大リスク 

を低減するために、事業者が施設内の居室に陰圧装置を設置する又は居室の定 

期的な換気が行えるよう換気設備を設置するために必要な費用について補助を 

行います。 

  

３ 事業費の内訳 

(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 老人福祉費 

(節) 負担金補助及び交付金 12,320千円 

  【内訳】 

 １）簡易陰圧装置設置経費支援  

  【特別養護老人ホームグリーンビラ夜久野】 

    4,320千円（1台当たり上限単価）×2台＝8,640千円 

 ２）換気設備設置経費支援 

  【介護老人保健施設さくら苑】 

    4千円（1㎡当たり上限単価）×920㎡＝3,680千円 

 

４ 主な特定財源 

(款) 府支出金 (項) 府補助金 (目) 民生費府補助金 

(節) 社会福祉費補助金（京都府地域密着型サービス等整備助成事業） 

                     12,320千円（10/10補助） 

 

担当課 福祉保健部高齢者福祉課 電話 直通 24-7013 内線 2150 
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区 分 新型コロナウイルス感染症関連 （単位：千円） 

事業名 
児童福祉施設等における新型コロナウイルス感染予防

対策事業 
継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

30,500 

国 府 市債 その他 一般財源 － 

 30,500    
補正後予算額 

－ 

 

１ 事業の背景・目的 

児童福祉施設等において、新型コロナウイルス感染症対策の強化を図ること

で、適切な対策を実施しつつ各事業が継続できるよう、公立施設等において感

染拡大防止に必要な物品の購入及び民間施設等における購入経費の補助を行い

ます。 

 

 ２ 事業の内容 

  （１）対象となる施設・事業 

 ア 公立施設等 

  ・保育所                    7園 

  ・幼稚園                    3園 

  ・児童館                    9館 

  ・病児保育事業                   1事業 

  ・子育て交流・相談・支援事業実施施設      4か所 

  ・ファミリー・サポート・センター事業      1事業 

    イ 民間施設等 

・保育所及び認定こども園（小規模保育所含む） 25園 

・認可外保育施設                6園 

 ・病児保育事業                 1事業 

 ・子育て交流・相談・支援事業実施施設      3か所 

（２）事業の内容 

ア 公立施設等においては、各施設での事業内容に応じた必要物品を購入

します。 

イ 民間施設等に対しては、補助金交付により、各施設で購入された物品

の費用補助を行います。 

 

 ３ 事業費の内訳      ※1施設（1事業）500千円にて計上（府補助上限額） 

事業名 

予算額 ａ+ｂ 特定財源 ａ 一般財源 b 

款/項/目 

事業費内訳 

民間保育所運営事業 

15,500 15,500 － 

(款)民生費 (項)児童福祉費 (目)児童福祉総務費 

負担金補助及び交付金 15,500（500千円×31園） 
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３ 事業費の内訳（つづき） 

事業名 

予算額 ａ+ｂ 特定財源 ａ 一般財源 b 

款/項/目 

事業費内訳 

病児保育サービス事

業 

1,000 1,000 － 

(款)民生費 (項)児童福祉費 (目)児童福祉総務費 

需用費 100、備品購入費 400（500千円×公設1事業） 

負担金補助及び交付金 500（500千円×民間1事業） 

ファミリー・サポー

ト・センター運営事業 

500 500 － 

(款)民生費 (項)児童福祉費 (目)児童福祉総務費 

需用費 100、備品購入費 400（500千円×1事業） 

子育て交流・相談・支

援事業 

3,500 3,500 － 

(款)民生費 (項)児童福祉費 (目)児童福祉総務費 

需用費 400、備品購入費 1,600（500千円×公設4か所） 

負担金補助及び交付金 1,500（500千円×民間3か所） 

公立保育所運営事業 

3,500 3,500 － 

(款)民生費 (項)児童福祉費 (目)児童福祉施設費 

需用費 700、備品購入費 2,800（500千円×7園） 

児童館管理経費事業 

4,500 4,500 － 

(款)民生費 (項)児童福祉費 (目)児童福祉施設費 

需用費 900、備品購入費 3,600（500千円×9館） 

子育て世代包括支援

センター事業（母子保

健型） 

500 500 － 

(款)衛生費 (項)保健衛生費 (目)保健指導費 

需用費 100、備品購入費 400（500千円×1か所） 

幼稚園一般管理事業 

1,500 1,500 － 

(款)教育費 (項)幼稚園費 (目)幼稚園費 

需用費 300、備品購入費 1,200（500千円×3園） 

 

４ 主な特定財源 

(款) 府支出金 (項) 府補助金 (目) 民生費府補助金 

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 

（児童福祉費）              28,500千円（補助率10/10）

  (款) 府支出金 (項) 府補助金 (目) 衛生費府補助金 

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 

（子育て世代包括支援センター）        500千円（補助率10/10） 

  (款) 府支出金 (項) 府補助金 (目) 教育費府補助金 

     教育支援体制整備事業補助金         1,500千円（補助率10/10） 

 

 

 

 
 
 

担当課 福祉保健部子ども政策室 電話 直通 24-7083 内線 6260 
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◆ その他議案   

 

■ 物品の取得について                 【健康医療課】 
 

 １ 物 品 名  あんしんマスクお届け事業に係るディスポーザブルフェイス 

マスク ２０,１９６箱（１,００９,８００枚） 

 

 ２ 契約の方法  随意契約 

 

 ３ 取 得 価 格  ４７,９０９,９６１ 円 

 

 ４ 契約の相手方  福知山市東野町１番地 

           株式会社さとう  

            代表取締役社長  佐 藤 総 二 郎 

 

 

（参考） 

 あんしんマスクお届け事業 

   ・株式会社さとうの仕入数  ３６,４００箱（１,８２０,０００枚）･･･① 

   ・９店舗での販売数     １５,１９３箱（  ７５９,６５０枚）･･･② 

 

     販売期間 ５月２８日から６月末日まで３４日間 

     販売率  ４１.７４％･･･③（②／①） 

 

   ・売れ残った数       ２１,２０７箱（１,０６０,３５０枚）･･･④（①－②） 

    内、株式会社さとうが会社で 

     使用するため買取される数 １,０１１箱（   ５０,５５０枚）･･･⑤ 

 

   ・市買い戻し数       ２０,１９６箱（１,００９,８００枚）･･･⑥（④－⑤） 


