
一般会計

○教育委員報酬　　　　　　　　　１，９２５千円 教育委員長　　　１人
教育委員　　　　 ３人

○教育委員会事業　　　　　　　　　　 ７３千円
＊旅費 普通旅費
＊需用費 消耗品費
＊負担金 市町村教育委員会研究協議会負担金

東伯地区教育委員会連絡協議会負担金
町村教育長会負担金

「成果」

「課題」

担当課決算額

○人件費　　　　　　　　　　　　 ６６，４７５千円 教育相談員　２人（東伯中・赤碕中　各１人）
嘱託職員 　　５人（町講師）
臨時職員 　　１人（事務局）
一般職　　　　6人

○事務局費 　　　　　　　　　 　２３，０６７千円
＊旅費・交際費
＊需用費・役務費
＊委託料 教育ネットワーク保守委託料

校務用パソコン保守委託料
特殊建物定期点検調査委託料

＊負担金 ３０人学級協力金負担金
複式解消加配負担金
県へき地教育振興会負担金
就学指導推進協議会負担金
中部適応指導教室運営負担金
郡小・中学校負担金
中部地区教科書採択協議会負担金

＊貸付金 林原育英奨学資金貸付金
＊積立金 東伯小学校門脇教育図書購入基金利子積立金

林原育英奨学基金積立金
林原育英奨学基金利子積立金
高等特別支援学校啓発事業基金積立金

＊公課費 自動車重量税
「成果」

「課題」

　保護者も含め、保・幼・小・中学校の連携強化を図り、地域に根ざした教育活動を推進しな
がら、子どもたち一人一人に確かな学力を身につけさせるとともに、地域に開かれた学校づ
くりを推進しました。

　小・中の児童生徒数の減により、生じてくる諸課題に向けて取り組む必要があります。

５５，８００円

　１，８０７，５６９円

　　　　７，６００円

　　１６１，５１０円
１，１７７，５９３円
４，５３６，０００円

　　　９６０，０００円

１４，４１６，５３３円

　学校教育についての実態把握と比較して、社会教育や生涯学習、就学前教育（保育園）につ
いての実態把握を行う機会を増やす必要があります。

101,994千円

決　　算　　額1 教育総務費

目
9 教育費

項

【　教育総務課　】

款 9 教育費
項 1 教育総務費

目 1 教育委員会費

－13－1－

102,865千円 101,994千円2
款

事務局費

最終予算額

102,865千円

　計画訪問や教育懇談会、学校・地域の行事に出向き、学校・地域現場の実情や課題の的確
な把握に努めることができました。
　統合プランについて住民や保護者説明会を開催し、統合に向けた取組みを進めることができ
ました。

最終予算額 決　　算　　額

1,998千円

担当課決算額 2,022千円 1,998千円

2,022千円

１７，０００円
８，０００円



一般会計

○語学指導外国青年招致事業 　　　　　　　　８，５３３千円

＊報酬 語学指導外国青年2人東伯中・赤碕中各１人
＊負担金 自治体国際化協会負担金（語学指導）

傷害保険負担金（語学指導）
＊補助金 語学指導者家賃補助金

「成果」

「課題」

○とっとり学力向上支援プロジェクト事業　　　１，４９５千円
＊報償金
＊旅費 特別旅費
＊その他経費 印刷製本費・手数料・借上料・教材備品

「成果」

「課題」

○学校のグラウンド芝生化の効果検証事業　 　　２９０千円

「成果」

「課題」

○地域で育む学校支援ボランティア事業　　 ２，１３４千円
＊報償金
＊庁用備品
＊その他経費 消耗品費・燃料費・食糧費・保険料

「成果」

「課題」

　一部、芝生化にして、外で遊ぶ子どもが増え、異学年との交流も深まりました。また怪我を
する子どもが減少しました。

　芝生の水はけが悪く、晴れても、すぐに芝生で遊ぶことができない課題も有ります。

　今後も地域の方々に学校支援ボランティア事業に対する理解を深め協力してもらうために、
情報発信、情報提供を積極的に行う必要があります。

－13－2－

８７０，０００円
６７７，３８８円
５８６，１５１円

　学校支援ボランティア事業に取組み、地域人材の活用と地域教育資源の掘り起こしと、家
庭や地域との協力体制の構築ができました。

　８５２，８６３円

　学校に地域連携の窓口担当者を置くことにより、地域（公民館）との連携を図りました。
　第５回「１０秒の愛講演会・シンポジウム」の開催や啓発用ステッカーや缶バッジを作成する
など、全家庭・地域が一体となって子どもにかかわるキャンペーンを展開し、取り組みの輪を
広げることができました。

　とっとり学力向上支援プロジェクト事業が２３年度で終了したため、必要なものについては継
続して取り組む必要があります。

　生きた外国語を習得するために、英語指導助手を東伯中学校、赤碕中学校に配置しました。
　また、町内各小学校や地域と外国語活動で国際交流を図りました。

　　４４２，０００円
　　２００，０００円

７，５９０，０００円
　　１８６，８２０円

　　７５６，０００円

【　教育総務課　】

東伯小学校グラウン

琴浦町は１０秒の愛を実践しています



一般会計

○一般経常経費　　　　　　　　６９，４０８千円 小学校８校分

平成２３年度　各小学校　学級数及び児童数 （平成２３年５月１日現在）

＊報酬・賃金等 学校医・薬剤師報酬
嘱託賃金・臨時賃金・運転手

＊需用費 消耗品費・燃料費・印刷製本費・
光熱水費・修繕料

＊役務費 通信運搬費・手数料・火災保険料
＊委託料 小学校警備委託料

消防設備保守委託料
浄化槽維持管理委託料
電気設備保守委託料
地下タンク法定検査委託料
昇降機保守委託料
東伯小学校芝管理委託料
安田小学校大規模改修設計委託料

＊使用料及び賃借料 パソコン・コピー機等リース料・
＊工事請負費 安田小学校大規模改修工事
＊原材料費 各学校へ真砂土等学校整備材料
＊負担金 学校給食検食負担金

スポーツ振興センター共済負担金
下水道接続負担金

＊備品購入費 庁用備品
「成果」

「課題」
　小学校８校の教育環境整備に取り組み、円滑な学校運営を図ることができました。

　施設等の老朽化に伴い、維持管理費（校舎・建具・水周り等）の増加が課題となっています。

－13－3－

５，１７９，６５０円
４９５，９６８円

１，４００，６１３円

１，４５９，０３８円

２６，２１３，４７０円

７，３７８，７９２円
４，３６０，５２７円

４，８５７，４９１円

81 74 987

１８，０６２，４５０円

8 8 70
児童数 242 115 44 207 181 43

成美小 安田小 合計
学級数 13 8 6 9 11 7

担当課決算額 70,593千円 69,408千円

浦安小 東伯小 古布庄小 八橋小 赤碕小 以西小

決　　算　　額

目 1 学校管理費 70,593千円 69,408千円

【　教育総務課　】

款 9 教育費
項 2 小学校費 最終予算額



一般会計

○一般教育振興費 　　　　　　２３，１６４千円 小学校８校分

＊報償費 講師謝金・入学卒業記念品等
＊需用費
＊役務費
＊委託料 青少年劇場巡回公演委託料
＊負担金、補助 県図書館協議会負担金
　及び交付金 中部特別支援教育研究会負担金

中部小学校体育連盟負担金
遠距離通学補助金
小・中学校教育研究会補助金
生乳補助金
修学旅行引率者補助金

＊備品購入費 教材備品・図書
＊扶助費 就学援助費

「成果」

「課題」

○一般教育振興費 　　　　　　１１，６９９千円

＊需用費 消耗品費
「成果」

「課題」
　指導力の向上、教材研究に役立て、指導の仕方が工夫することが出来ました。

　学習指導方法が変わることにより、指導方法の工夫も必要になってきます。

－13－4－

担当課決算額 11,700千円 11,699千円

１１，６９９，２３５円

2 教育振興費（繰越明許） 11,700千円 11,699千円

2 小学校費 最終予算額 決　　算　　額
款 9 教育費

項

目

５，６０９，５４５円
７，７６８，９４８円

　小学校８校の教育振興のため、児童の教材等の整備を行い、基礎学力の定着と教育水準
の向上に努めるとともに、人的配置によるきめ細やかな指導の充実と特別支援教育の充実を
図ることができました。

　統合を見据えた教材整備を進める必要があります。

４，１２０，６１３円
１，５０６，３１０円

４０６，３５０円
３，４７３，４２３円

担当課決算額 23,660千円 23,257千円

３７２，０００円

2 教育振興費 23,660千円 23,257千円

2 小学校費 最終予算額 決　　算　　額
款 9 教育費

項

目

【　教育総務課　】



一般会計

○人件費　　　　　　　５,５５３千円
　 一般職1名

○一般経常経費　　　　　　　　２６，９７８千円 中学校２校分
＊報酬・賃金等 学校医・薬剤師報酬
＊需用費 消耗品費・燃料費・印刷製本費・

光熱水費・修繕料
＊役務費 通信運搬費・手数料・火災保険料・

自動車保険料
＊委託料 消防用設備保守委託料

中学校警備委託料
エレベーター保守委託料
電気設備保守委託料
生徒用パソコン保守委託料
地下タンク法定検査委託料　　

＊使用料及び賃借料 借上料・テレビ受信料
＊工事請負費 赤碕中学校転落防止柵設置工事
＊原材料費
＊負担金、補助 学校給食検食負担金
　及び交付金 スポーツ振興センター共済負担金
＊備品購入費 庁用備品
＊公課費 自動車重量税

「成果」

「課題」

○東伯中学校プール改築事業　　　　　　　　２９，２６４千円

＊委託料 東伯中学校プール改築工事設計監理
委託料

＊工事請負費 東伯中学校テニスコート移転工事
東伯中学校プール改築工事

「成果」

「課題」
　一人一人を大切にし、水泳能力を培っていく工夫も必要です。

２７，１７７，９５０円

担当課決算額 29,343千円 29,264千円

２，０８６，３５０円

－13－5－

決　　算　　額

目 1 学校管理費（繰越明許） 29,343千円 29,264千円

２５，０００円

　中学校２校の教育環境整備に取り組み、円滑な学校運営を図ることができました。

　施設等の老朽化により、建物・施設等の修繕費が増大しています。

款 9 教育費
項 3 中学校費 最終予算額

１，４５８，４５０円
１６５，２０３円
６２２，８０３円

７００，９２０円

１１，０５９，７４０円

２，１８９，３６３円

２，６２２，８９０円

１，０５７，６３５円

担当課決算額 27,350千円 26,978千円

７，０７６，０００円

1 学校管理費 32,972千円 32,531千円

3 中学校費 最終予算額 決　　算　　額
款 9 教育費

項

目

【　教育総務課　】

　プールとテニスコートを整備することにより、生徒の体力増進と学校教育におけるスポーツ振
興を図りました。



一般会計

○一般教育振興費　　　　　　　　２０，５１６千円 中学校２校分

*報酬費 運動部活動外部指導者報償金等
＊旅費 普通旅費
＊需用費 消耗品費・燃料費・印刷製本費・

光熱水費・修繕料
＊役務費 通信運搬費・手数料・火災保険料・

自動車保険料
＊使用料及び賃借料 借上料・テレビ受信料
＊備品購入費 教材備品・図書
＊負担金、補助 学校図書館協議会負担金
　及び交付金 県中学校体育連盟負担金

県生徒指導連盟負担金
県中学校文化連盟負担金
特別支援教育研究会負担金
遠距離通学補助金
生乳補助金
個を生かす学校づくり補助金
芸術鑑賞補助金
生徒部活動強化補助金
修学旅行引率補助金　　
JRCトレセン生徒派遣補助金
各種大会等生徒派遣交付金

*扶助費 就学援助費
「成果」

「課題」

１，０９６，０５０円

　生徒自らの学習意欲や将来への目的意識を高める必要があります。

－13－6－

３，６８２，８３１円
４，５７１，６３７円

６，５６６，３８０円

　中学校２校の教育振興のため、生徒の教材等の整備を行い、基礎学力の定着と教育水準
の向上を図り、学力向上に努めることができました。

７１３，５００円
３，２００円

２，３２３，９６８円

１，５５８，４８０円

20,516千円

担当課決算額 20,651千円 20,516千円

目 2 教育振興費 20,651千円

【　教育総務課　】

款 9 教育費
項 3 中学校費 最終予算額 決　　算　　額



一般会計

○人件費　　２４,７１２千円　　一般職４人

○一般教育振興費　　　　　　　　　９，３４９千円 八橋幼稚園分

＊報酬費 嘱託医・報償金
＊賃金 嘱託職員・臨時賃金・パート職員
＊報償金 報償金・記念品
＊需用費 消耗品費・燃料費・印刷製本費・

光熱水費・修繕料
＊役務費 通信運搬費・手数料
＊委託料 火災報知器点検委託料

浄化槽維持管理委託料
＊使用料及び賃借料 借上料
＊原材料費 原材料費
＊負担金、補助 学校給食検食負担金
　及び交付金 県解放保育研究会負担金

スポーツ振興センター負担金
全国国公立幼稚園教育研究会負担金
県国公立幼稚園教育研究会負担金
県中部幼稚園協会負担金
中部学校保健会負担金

*扶助費 就学援助費
「成果」

「課題」

１８３，８２０円

　発達段階にあった環境を整えることができました。

　こども園と統合することにより、廃園となった園舎の有効利用が課題です。

－13－7－

１１９，４９０円

７，５６０円
４，８７２円

７２，１０３円

７，７３４，２３７円
７９，８００円

６１１，９８６円

４２３，６７２円

担当課決算額 34,684千円 34,061千円

１１１，１６０円

1 幼稚園費 34,684千円 34,061千円

【　教育総務課　】

款 9 教育費
項 4 幼稚園費 最終予算額 決　　算　　額

目



一般会計

○小・中学校教育環境整備事業費　　　２５，４５５千円

＊委託料 小学校教室サーキュレータ設置工事設計
監理委託料

＊工事請負費 小学校教室サーキュレータ設置工事
＊備品購入費 庁用備品

「成果」

「課題」

○高等特別支援学校開校を契機とした人権のまちづくり事業費　　　６５０千円

＊旅費 特別旅費
＊需用費 消耗品費
＊役務費 通信運搬費
＊使用料及び賃借料 借上料
＊備品購入費 庁用器具

「成果」

「課題」

【　教育総務課　】

款 2 総務費
項 11 地域活性化交付金事業費 最終予算額 決　　算　　額

目 1
きめ細かな交付金事業費
（繰越明許）

26,186千円 25,455千円

担当課決算額 26,186千円 25,455千円

１，８９０，０００円

２０，１９４，６５０円
３，３７０，３９５円

　サーキュレータを天井に設置することにより、小・中学校の児童・生徒の教育環境を整えるこ
とができました。

　今後も教育環境の整備と維持管理が必要であります。

款 2 総務費
項

目

11 地域活性化交付金事業費 最終予算額 決　　算　　額

1
きめ細かな交付金事業費
（繰越明許）

2,000千円 650千円

担当課決算額 2,000千円 650千円

１４９，０００円

　琴の浦高等特別支援学校開校に向けて、町民と議会などが大阪、岡山へ視察に行き、高等
特別支援学校の取組みや生徒の実態などを理解することができました。また町の取組む方向
性を明らかにすることができました。

　琴の浦高等特別支援学校開校に向けた町民や企業など、町としての受け入れ体制作りが
必要であります。

－13－8－

１３６，１３６円
１０，０００円

２５６，９６８円
９８，２８０円


