
所属：　  教育総務課

国・県
支出金

地方債 その他

9.教育費 継続 教育委員会事業 1,928 1,928 　○琴浦町の教育行政を行う機関として、学校教育、社会教育及び人権教育基本方針や
1.教育総務費 　　重要施策を決定し、運営する。
1.教育委員会費 　　　【教育委員の人数・開催予定回数】教育委員４名・教育委員会予定回数15回

　　　・報酬　その他報酬　教育委員報酬1,839千円
　　　・旅費　普通旅費　教育委員研修15千円
　　　・需用費　消耗品費　  「時報」購読料10千円
　　　・負担金、補助及び交付金　負担金　東伯地区教育委員会連絡協議会等負担金64千円

9.教育費 継続 教育委員会事務局費 58,700 3,143 3,723 51,834 　○教育委員会事務局及び学校全般に係る事務を処理する。 県支出金

1.教育総務費 　　 学校に町講師を派遣し、個別の課題に応じた、きめ細かく行き届いた指導を行う。 2,693千円

2.事務局費 　　　【教育に関わる職員等】教育相談員2人・嘱託職員８人・臨時職員1人
繰入金

　　　【検査、検診等の予定対象者】 1,980千円
　　　就学児学習適応検査150人・教職員胃がん検診75人・職員健康診断（Ⅹ線有）101人

　　　【脳活・スキルアップ学習の受講対象者】　講演2回3校程度巡回　小・中学校300人 諸収入

　　　【教育の向上を図るための施策】35人学級協力分４人・就学指導推進協議会分3５人 1,737千円
　　　・報酬　その他報酬　教育相談員（週16時間以内）2,400千円
　　　・賃金　嘱託職員　町講師19,446千円 財産収入
　　　・　〃　 臨時職員1,806千円 6千円
　　　・報償費　報償金　講師謝金（脳活・スキルアップ学習）111千円
　　　・旅費　普通旅費　全国教育長会、中国五県町村教育長会等217千円
　　　・交際費　教育長交際費30千円
　　　・需用費　消耗品費　事務費等165千円
　　　・　 〃　　 燃料費　公用車89千円
　　　・　 〃　　 修繕料　公用車20千円
　　　・役務費　通信運搬費　郵券料　9千円
　　　・　 〃　　 手数料　職員健康診断（Ⅹ線有）等1,327千円
　　　・　 〃　　 自動車保険料　公用車任意保険料13千円
　　　・委託料　保守委託料　小中学校教育ﾈｯﾄﾜｰｸ保守・通学支援業務委託料5,286千円
　　　・使用料及び賃借料　借上料　小中学校教職員校務用パソコンリース料13,816千円
　　　・負担金、補助及び交付金　負担金　35人学級協力金負担金等9,792千円
　　　・負担金、補助及び交付金　補助金　高等学校生徒通学費補助金（バス）900千円
　　　・貸付金　奨学資金貸付金　林原育英奨学資金貸付金1,980千円
　　　・積立金　東伯小学校門脇教育図書　東伯小学校門脇教育図書購入基金利子積立金2千円
　　　・　 〃　　 林原育英奨学基金積立金　林原育英奨学基金積立金償還分1,287千円
　　　・　 〃　　 林原育英奨学基金利子積立金4千円

14-1

摘要特定財源 一般
財源

事業内容

事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業名



14-2
9.教育費 継続 語学指導外国青年招致 8,821 8,821 　○児童、生徒が外国語や異文化にふれ、国際感覚を身につけるように英語圏より招致
1.教育総務費 事業 　　して外国語の指導助手として、東伯中学校、赤碕中学校に配置し、また町内各小学校
2.事務局費 　　や地域との国際交流に関わる。

　　　【語学指導外国青年招致】東伯中学校１人・赤碕中学校１人
　　　・報酬　その他報酬　語学指導外国青年7,080千円
　　　・旅費　普通旅費　来日ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ、日本語講座集合研修、帰国旅費644千円
　　　・需用費　消耗品費　アパート入居消耗品等32千円
　　　・役務費　アパート入退居手数料60千円
　　　・負担金、補助及び交付金　負担金　自治体国際化協会負担金、来日渡航負担金等537千円
　　　・　　〃　　　　　　　　　　　　 　 補助金　語学指導者家賃補助金468千円

継続 地域で育む学校支援 1,489 1,245 244 　○学校の実態に応じて、地域住民等のボランティアを配置し、生活支援や学習支援、 県支出金
ボランティア事業 　　環境整備などの支援活動を行い、学校と地域が協働しながら、児童生徒へのきめ 1,245千円

　　細やかな対応の充実や安全安心な学校活動を実現する。
　　　【ボランティア対象校】小中学校7校　【ボランティア予定人数】150人
　　　・報償費　報償金　コーディネーター活動費1,080千円
　　　・需用費　消耗品費　ボランティア活動消耗品費207千円
　　　・　 〃　　 燃料費　ボランティア活動燃料費21千円
　　　・　 〃　　 食糧費　ボランティア活動食糧費136千円
　　　・役務費　保険料　ボランティア保険料45千円

継続 スクールソーシャル 2,808 1,872 936 　○教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識・技能を用いて、児童 県支出金

ワーカー活用事業 　　生徒の置かれた様々な環境に働きかけて支援を行うスクールソーシャルワーカーを配 1,872千円

　　置し、教育相談体制の整備を図る。
　　　【ソーシャルワーカー配置場所及び勤務体制】東伯中学校1人・週20時間52週
　　　・報償金　スクールソーシャルワーカー報償金2,700千円
　　　・旅費　普通旅費　SSW学会参加旅費100千円
　　　・需用費　消耗品費　大会参加諸費用   8千円

継続 インクルーシブ教育 1,128 752 376 　○発達障がいを含む障がいのある幼児、児童、生徒の支援のため、関係機関との連携、学校への 県支出金

システム推進事業 　　巡回相談、研修体制の整備・実施する。地域支援コーディネーターを配置し、特別支援教育の体 752千円
　　制の整備を図る。

　　　【地域支援コーディネーター】1人週16時間43週
　　　・報償金　地域支援コーディネーター報償金等1,100千円
　　　・需用費　消耗品費　特別支援教育総合推進事業消耗品費28千円

継続 麟蹄郡中学校 1,828 1,828 　○国際教育の一環として、学生たちの未来的・文化的・言語的理解と国際的感覚を育み、友好と

交流事業 　　 交流を促進する。

　　　【訪問・招聘】各1回、各生徒10名＋引率4名
　　　・賃金　ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ運転手賃金　48千円
　　　・報償金　ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ、通訳･文化体験講師謝礼　150千円
　　　・旅費　普通旅費　訪問旅費1,310千円
　　　・需用費　消耗品費(記念品)　、バス燃料費、食糧費（招聘分）　90千円
　　　・役務費　通信運搬費　30千円
　　　・使用料及び賃借料　道路使用料、バス借上料　130千円
　　　・負担金　傷害保険負担金　70千円



9.教育費 継続 一般経常経費 65,078 8,000 57,078 　○小学校5校の運営を円滑に行うため、管理的経費及び生徒の安全・教育のための その他

2.小学校費 （配分外） 　　環境整備や施設の維持管理を行う。 8,000千円

1.学校管理費 　　　【校医等検診対象予定校数・予定児童数】小学校5校・児童数895人 基金

　　　【就学時検診対象予定者】150人
　　　【学校に関わる嘱託職員等】臨時職員5人・運転手（延べ）４人
　　　【各小学校修繕予定箇所】
　　　浦安小学校・八橋小学校修繕２箇所、聖郷小学校修繕１箇所
　　　赤碕小学校修繕４箇所、船上小学校修繕４箇所
　　　・報酬　その他報酬　嘱託医等報酬等2,296千円
　　　・賃金　臨時職員　小学校臨時職員9,028千円
　　　・　〃　 運転手　　 小学校運転手32千円
　　　・需用費　消耗品費　感染症対策消耗品、検査用品等148千円
　　　・　 〃　　 光熱水費　小学校5校8,410千円
　　　・　 〃　　 修繕料　網戸・カーテン・照明器具等8,218千円
　　　・役務費　手数料　遊具点検手数料(5校分)等200千円
　　　・　 〃　　 火災保険料(5校分)720千円
　　　・委託料　委託料　小学校施設設備保守関連委託料(5校)18,667千円
　　　・借上料　バス借上、コピー機リース代等2,041千円
　　　　　　　　　テレビ受信料　小学校テレビ受信料77千円
　　　・工事請負費　工事3件(聖郷小校舎外壁タイル等修繕工事ほか)13,136千円
　　　・備品購入費　庁用備品　児童用机椅子等994千円
　　　・負担金、補助及び交付金　負担金　スポーツ振興センター共済負担金等1,111千円

継続 一般経常経費 3,836 3,836 　○八橋小学校の運営を円滑にするために施設維持及び整備、環境整備を行う。
（八橋小） 　　　【予定児童数・予定学級数】児童数205人・13学級

　　　・需用費　消耗品費　事務用品・コピー代等655千円
　　　・　 〃　　 燃料費　Ａ重油・灯油690千円
　　　・　 〃　　 印刷製本費　学校要覧製本等33千円
　　　・　 〃　　 光熱水費　水道・ＬＰガス代818千円
　　　・　 〃　　 修繕料　ガラス等修繕20千円
　　　・役務費　通信運搬費　電話代等314千円
　　　・　 〃　　 手数料　浄化槽清掃等717千円
　　　・原材料費　原材料費　ワックス・真砂土等69千円
　　　・備品購入費　庁用備品　給食配膳台等520千円
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9.教育費 継続 一般経常経費 3,466 3,466 　○浦安小学校の運営を円滑にするために施設維持及び整備、環境整備を行う。
2.小学校費 （浦安小） 　　　【予定児童数・予定学級数】児童数223人・13学級
1.学校管理費 　　　・需用費　消耗品費　事務用品・プール用薬剤等713千円

　　　・　 〃　　 燃料費　灯油474千円
　　　・　 〃　　 印刷製本費　学校要覧製本等50千円
　　　・　 〃　　 光熱水費　水道・ＬＰガス代664千円
　　　・　 〃　　 修繕料　ガラス等修繕20千円
　　　・役務費　通信運搬費　電話代等284千円
　　　・　 〃　　 手数料　心電図検査等382千円
　　　・使用料及び賃借料　使用料　下水道使用料508千円
　　　・原材料費　原材料費　ワックス・砂・真砂土53千円
　　　・備品購入費　庁用備品　石油ストーブほか　318千円

継続 一般経常経費 2,819 2,819 　○聖郷小学校の運営を円滑にするために施設維持及び整備、環境整備を行う。
（聖郷小） 　　　【予定児童数・予定学級数】児童数108人・8学級

　　　・需用費　消耗品費　事務用品・コピー代等569千円
　　　・　 〃　　 燃料費　灯油代468千円
　　　・　 〃　　 印刷製本費　共同印刷8千円
　　　・　 〃　　 光熱水費　水道・ＬＰガス代564千円
　　　・　 〃　　 修繕料　ガラス等修繕20千円
　　　・役務費　通信運搬費　電話代等251千円
　　　・　 〃　　 手数料　浄化槽清掃等677千円
　　　・原材料費　原材料費　ワックス・除草剤等73千円
　　　・備品購入費　庁用備品　オージオメーター、ファンシーワゴンほか189千円

継続 一般経常経費 3,259 3,259 　○赤碕小学校の運営を円滑にするために施設維持及び整備、環境整備を行う。
（赤碕小） 　　　【予定児童数・予定学級数】児童数204人・12学級

　　　・需用費　消耗品費　事務用品・コピー代等653千円
　　　・　 〃　　 燃料費　灯油688千円
　　　・　 〃　　 印刷製本費　学校要覧･共同印刷37千円
　　　・　 〃　　 光熱水費　水道・ＬＰガス代430千円
　　　・　 〃　　 修繕料　ガラス等修繕20千円
　　　・役務費　通信運搬費　電話代等264千円
　　　・　 〃　　 手数料　心電図検査、プールろ過装置保守点検等394千円
　　　・使用料及び賃借料　使用料　下水道使用料272千円
　　　・原材料費　原材料費　ワックス87千円
　　　・備品購入費　庁用備品　給食配膳台、事務机･椅子ほか414千円



9.教育費 継続 一般経常経費 2,862 2,862 　○船上小学校の運営を円滑にするために施設維持及び整備、環境整備を行う。
2.小学校費 （船上小） 　　　【予定児童数・予定学級数】児童数143人・8学級
1.学校管理費 　　　・需用費　消耗品費　事務用品・コピー代等613千円

　　　・　 〃　　 燃料費　灯油561千円
　　　・　 〃　　 印刷製本費　共同印刷11千円
　　　・　 〃　　 光熱水費　水道・ＬＰガス代548千円
　　　・　 〃　　 修繕料　ガラス等修繕20千円
　　　・役務費　通信運搬費　電話代等310千円
　　　・　 〃　　 手数料　浄化槽清掃、ﾌﾟｰﾙろ過装置保守点検等546千円
　　　・原材料費　原材料費　ワックス・真砂土68千円
　　　・備品購入費　庁用備品　シュレッダー、ラミネーター185千円

9.教育費 継続 一般教育振興費 26,453 200 13,000 13,253 　○小学校5校の教育振興のため児童の心身の発達、教育水準と学力の向上を図る。 国庫支出金

2.小学校費 （配分外） 　　　【入学予定児童数・卒業予定児童数】入学予定167人・卒業予定148人 200千円

2.教育振興費 　　　【学校数・予定児童数】小学校5校・児童数895人 就学奨励費

　　　・報償費　記念品　入学･卒業記念品等315千円
　　　・需用費　印刷製本費　地域教材（地図）増刷60千円 その他

　　　・委託料　委託料　青少年劇場巡回講演委託料418千円 13,000千円

　　　・使用料及び賃借料　使用料　問題データベース使用料・カウベルホール使用料369千円 基金

　　　・　　　　 〃　　　　　　  借上料　小学校児童用･教授用パソコンリース料14,146千円
　　　・備品購入費　図書　教師用指導書･教科書839千円
　　　・負担金、補助及び交付金　負担金　中部小学校体育連盟負担金等54千円
　　　・　　　　　　 〃　　　　　　　　  補助金　給食費補助金等2,478千円
　　　・扶助費　就学援助費　給食費･学用品費等7,574千円
　　　・　　〃　　通学援助費　大成地区児童通学援助費200千円

継続 一般教育振興費 2,137 2,137 　○八橋小学校の教育振興のため、教材・図書等の整備を行い学力向上を図る。
（八橋小） 　　　【予定児童数・予定学級数】児童数205人・13学級

　　　・報償費　報償金　講師謝金31千円
　　　・需用費　消耗品費　教材用消耗品等803千円
　　　・　 〃　　 修繕料　備品・遊具等修理72千円
　　　・役務費　手数料　ハイパーQU・学力検査等491千円
　　　・備品購入費　教材備品　一般教材備品等296千円
　　　・　 　　〃　　　 図書　児童用図書・職員用図書444千円

継続 一般教育振興費 2,494 2,494 　○浦安小学校の教育振興のため、教材・図書等の整備を行い学力向上を図る。
（浦安小） 　　　【予定児童数・予定学級数】児童数223人・13学級

　　　・報償費　報償金　講師謝金20千円
　　　・需用費　消耗品費　教材用消耗品等867千円
　　　・　 〃　　 修繕料　備品・遊具等修理76千円
　　　・役務費　手数料　ハイパーQU・学力検査等538千円
　　　・備品購入費　教材備品　一般教材備品等500千円
　　　・　 　　〃　　　 図書　児童用図書・職員用図書493千円
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9.教育費 継続 一般教育振興費 1,550 1,550 　○聖郷小学校の教育振興のため、教材・図書等の整備を行い学力向上を図る。
2.小学校費 （聖郷小） 　　　【予定児童数・予定学級数】児童数108人・8学級
2.教育振興費 　　　・報償費　報償金　講師謝金100千円

　　　・旅費　特別旅費　講師旅費　2名分　66千円
　　　・需用費　消耗品費　教材用消耗品等582千円
　　　・　 〃　　 修繕料　備品・遊具等修理53千円
　　　・役務費　手数料　ハイパーQU・学力検査等274千円
　　　・備品購入費　教材備品　一般教材備品、特別支援学級備品等238千円
　　　・　 　　〃　　　 図書　児童用図書・職員用図書237千円

継続 総合的な学習 970 970 　○各学校が事情に応じ、創意工夫しながら、自然や社会に直接触れる学習活動を行う。
　　　【学校数・予定児童数】小学校5校・児童数895人
　　　・賃金　運転手　梨栽培体験事業バス運転手64千円
　　　・報償費　報償金　報償金114千円
　　　・旅費　講師旅費　31千円
　　　・需用費　消耗品費　梨栽培体験消耗品・綜合的な学習用消耗品等345千円
　　　・　 〃 　　燃料費　梨栽培体験社協バス燃料費16千円
　　　・使用料及び賃借料　借上料　梨栽培体験梨園借上料（５園）400千円

継続 一般教育振興費 2,174 2,174 　○赤碕小学校の教育振興のため、教材・図書等の整備を行い学力向上を図る。
（赤碕小） 　　　【予定児童数・予定学級数】児童数204人・12学級

　　　・報償費　報償金　講師謝金8千円
　　　・需用費　消耗品費　教材用消耗品等792千円
　　　・　 〃　　 修繕料　備品・遊具等修理71千円
　　　・役務費　手数料　ハイパーQU・学力検査等475千円
　　　・備品購入費　教材備品　一般教材備品等389千円
　　　・　 　　〃　　　 図書　児童用図書・職員用図書439千円

継続 一般教育振興費 1,903 1,903 　○船上小学校の教育振興のため、教材・図書等の整備を行い学力向上を図る。
（船上小） 　　　【予定児童数・予定学級数】児童数143人・8学級

　　　・報償費　報償金　講師謝金96千円
　　　・旅費　講師旅費16千円
　　　・需用費　消耗品費　教材用消耗品等647千円
　　　・　 〃　　 修繕料　備品・遊具等修理59千円
　　　・役務費　手数料　ハイパーQU・学力検査等345千円
　　　・備品購入費　教材備品　一般教材備品437千円
　　　・　 　　〃　　　 図書　児童用図書・職員用図書303千円

継続 通級指導教室 114 114 　○個々の学習適応障がいの種類・程度に応じたきめ細やかな教育を行う通級指導を
　　実施する。
　　　【通級指導予定児童数】20人
　　　・需用費　消耗品費　通級指導教材用消耗品47千円
　　　・備品購入費　教材備品　通級指導教材備品62千円
　　　・負担金、補助及び交付金　補助金　診断書料補助金5千円



9.教育費 継続 一般経常経費 28,249 28,249 　○中学校2校の運営を円滑に行うため、管理的経費及び生徒の安全・教育のための
3.中学校費 （配分外） 　　環境整備や施設の維持管理を行う。
1.学校管理費 　　　【校医等検診対象予定校数・予定生徒数】中学校2校・生徒514人

　　　【学校に関わる臨時職員等】臨時職員4人
　　　【各中学校修繕等予定箇所】東伯中学校　修繕3箇所・赤碕中学校　修繕3箇所、工事1
　　　・報酬　その他報酬　校医等嘱託医893千円
　　　・賃金　臨時職員　臨時職員7,328千円
　　　・需用費　消耗品費　感染症対策用品等32千円
　　　・　 〃　　 光熱水費　電気代（2校分）7,345千円
　　　・　 〃　　 修繕料　網戸・照明･エアコン等1,680千円
　　　・役務費　手数料　卒業証書筆耕料等68千円
　　　・　 〃　　 火災保険料　学校施設火災保険料497千円
　　　・委託料　委託料　学校施設設備保守委託料等2,657千円
　　　・使用料及び賃借料　借上料　印刷機・コピー機リース等462千円
　　　・工事請負費　赤碕中学校屋内運動場床等修繕工事5,681千円
　　　・備品購入費　庁用備品　生徒用机椅子454千円
　　　　　　 〃　　　　施設備品　赤碕中学校電話機545千円
　　　・負担金、補助及び交付金　負担金　スポーツ振興センター共済負担金等607千円

継続 一般経常経費 4,512 4,512 　○東伯中学校の運営を円滑にするために施設維持及び整備、生徒の健康管理を行う。
（東伯中） 　　　【予定生徒数・予定学級数】生徒数305人・11学級

　　　・賃金　運転手　マイクロバス運転手32千円
　　　・需用費　消耗品費　コピー代・事務用品等716千円
　　　・　 〃　　 燃料費　灯油・LPガス等664千円
　　　・　 〃　　 印刷製本費　共同印刷・家庭通信票等86千円
　　　・　 〃　　 光熱水費　水道・ＬＰガス代793千円
　　　・　 〃　　 修繕料　ガラス等修繕25千円
　　　・役務費　通信運搬費　電話代等403千円
　　　・　 〃　　 手数料　心電図検査等408千円
　　　・使用料及び賃借料　使用料　下水道料金636千円
　　　・原材料費　原材料費　ワックス・真砂土等100千円
　　　・備品購入費　庁用備品
　                 特別支援学級用備品、職員用事務椅子649千円
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9.教育費 継続 一般経常経費 2,926 2,926 　○赤碕中学校の運営を円滑にするために施設維持及び整備、生徒の健康管理を行う。
3.中学校費 （赤碕中） 　　　【予定生徒数・予定学級数・予定教職員数】生徒数203人・10学級
1.学校管理費 　　　・賃金　運転手　マイクロバス運転手56千円

　　　・需用費　消耗品費　コピー代・プール用薬剤等663千円
　　　・　 〃　　 燃料費　灯油・混合油等232千円
　　　・　 〃　　 印刷製本費　共同印刷・家庭通信票等92千円
　　　・　 〃　　 光熱水費　水道・ＬＰガス代430千円
　　　・　 〃　　 修繕料　ガラス等修繕25千円
　　　・役務費　通信運搬費　電話代等388千円
　　　・　 〃　　 手数料　心電図検査等385千円
　　　・使用料及び賃借料　使用料　下水道料金278千円
　　　・原材料費　原材料費　ワックス・真砂土等63千円
　　　・備品購入費　庁用備品　液晶テレビ等314千円

9.教育費 継続 一般教育振興費 26,865 250 26,615 　○中学校の教育振興のため生徒の心身の発達、教育水準の向上を図る。 国庫支出金

3.中学校費 （配分外） 　　　【学校数・予定生徒数】中学校2校・生徒514人 100千円

2.教育振興費 　　　・報償費　報償金　運動部活動外部指導者報償金等351千円 就学奨励費

　　　・旅費　普通旅費　運動部活動外部指導者研修旅費6千円
　　　・役務費　保険料　運動部活動外部指導者スポーツ保険10千円 県支出金
　　　・委託料　スクールバス運行管理業務委託料130千円 150千円
　　　・使用料及び賃借料　借上料　バス借上料、生徒用パソコンリース等9,844千円 外部指導者

　　　・備品購入費　教材備品　教師用指導書等4,056千円 補助金

　　　・負担金、補助及び交付金　負担金　県中学校体育連盟負担金等230千円
　　　・　　　　　　　〃　　　　　　　　 補助金　遠距離通学・給食費補助金等4,228千円
　　　・　　　　　　　〃　　　　　　　　 交付金　各種大会等生徒派遣交付金900千円
　　　・扶助費　就学扶助費　給食費・学用品費等7,110千円

継続 一般教育振興費 4,396 4,396 　○東伯中学校の教育振興のため、教材・図書等の整備を行い学力向上を図る。
（東伯中） 　　　【予定生徒数・予定学級数】生徒数305人・11学級

　　　【卒業予定生徒数】卒業する生徒数111人
　　　・報償費　報償金　性教育講演会講師謝金12千円
　　　・　 〃　　 記念品　卒業記念品167千円
　　　・需用費　消耗品費　教材用消耗品等1,241千円
　　　・　 〃　　 修繕料　機器・楽器等修理192千円
　　　・役務費　手数料　ハイパーQU・学力検査等1,133千円
　　　・使用料及び賃借料　借上料　教室専用ノートパソコン78千円
　　　・備品購入費　教材備品　剣道防具一式等576千円
　　　・　　　〃　　　　図書　生徒用図書・職員用図書997千円



9.教育費 継続 総合的な学習 308 308 　○各学校が事情に応じ、創意工夫しながら、自然や社会に直接触れる学習活動を行う。
3.中学校費 　　　・報償費　報償金　社会人インタビュー、そば栽培体験講師謝金等66千円

2.教育振興費 　　　・需用費　消耗品費　総合的な学習発表用消耗品等89千円
　　　・役務費　保険料　わくわく東伯の保険等86千円
　　　・借上料　そば栽培体験土地機械等借上67千円

継続 一般教育振興費 3,213 3,213

（赤碕中） 　○赤碕中学校の教育振興のため、教材・図書等の整備を行い学力向上を図る。
　　　【予定生徒数・予定学級数・予定教職員数】生徒数203人・10学級
　　　【卒業予定生徒数】卒業する生徒数73人
　　　・報償費　報償金　性教育講演会講師謝金12千円
　　　・　 〃　　 記念品　卒業記念品110千円
　　　・需用費　消耗品費　教材用消耗品等1,083千円
　　　・　 〃　　 修繕料　教材備品・楽器等修理163千円
　　　・役務費　手数料　ハイパーQU・学力検査等779千円
　　　・備品購入費　教材備品　マット･ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ･マイク・理科備品等364千円
　　　・　　　〃　　　　図書　生徒用図書・職員用図書702千円

継続 通級指導教室 37 37 　○個々の学習適応障がいの種類・程度に応じたきめ細やかな教育を行う通級指導を
　　実施する。
　　　【通級指導予定生徒数】10人
　　　・需用費　消耗品費　通級指導教材用消耗品32千円
　　　・負担金、補助及び交付金　補助金　診断書料補助金5千円

266,323 7,462 0 24,723 234,138
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