
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　　　　　　　　　　 ６５千円
＊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　　　　　　　　　　　　７８,１０７千円 教育相談員　２人（東伯中・赤碕中　各１人）
嘱託職員 　　７人（町講師）
臨時職員 　　１人（事務局）
一般職職員

○事務局費 　　　   　　　　 　３３，１９１千円
＊報償費
＊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
全国学力・学習状況調査採点集計業務委託料
シルバー人材センター委託料

＊備品購入費 図書（成美婦人会・井木組100周年記念-寄贈）
＊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

＊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
高等特別支援学校開校を契機とした人権の
まちづくり基金利子積立金

「成果」

「課題」

９，０００円

　小・中の児童生徒数の減少により生じてくる複式学級設置運営など、諸課題の解決に向けて
引き続き取り組む必要があります。

123,783千円

　計画訪問や学校・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。
　小学校統合準備委員会を設置し、統合に向けた取組みを進めることができました。

65,641千円2

　学校教育に加えて、社会教育や就学前教育（保育園）について教育活動の実態把握と連携を深
める必要があります。

123,309千円

決　　算　　額

最終予算額 決　　算　　額

1,990千円

担当課決算額 2,006千円 1,990千円

2,006千円目 1 教育委員会費

款
事務局費

最終予算額

【　教育総務課　】

款 9 教育費
項 1 教育総務費

1 教育総務費

目
9 教育費

項

123,783千円

５６，６００円

　　６０７，３４２円

　　１７６，１１０円
１，５３７，２４５円

　　９２８，０００円

５５０，１３２円

　保護者、保育園（こども園）、小・中学校の連携強化を図り、子どもたち一人一人に確かな学力
を身につけさせる働きかけに取り組むとともに、地域に開かれた学校づくりを推進しました。

２４，８３５，２８８円

－14－1－

４，５５７，０００円



一般会計

○語学指導外国青年招致事業 　　　　　　　　８，７２４千円
＊報酬 語学指導外国青年2人東伯中・赤碕中各１人
＊旅費・役務費
＊役務費・賃借料
＊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）
県中間研修負担金（語学指導）
新規ALT来日渡航負担金

＊補助金 語学指導者家賃補助金
「成果」

「課題」

○地域で育む学校支援ボランティア事業　　 １，７７１千円
＊報償金
＊その他経費 消耗品費・燃料費・食糧費・保険料

「成果」

「課題」

○琴の浦高等特別支援学校開校準備事業　　 １，１０４千円
＊賃金 パート職員賃金
＊その他経費 視察旅費・借上料

「成果」

「課題」

○少人数学級を活かす学びと指導の創造事業　　 ４１２千円
＊報酬
＊その他経費 旅費・需用費

「成果」

「課題」

【　教育総務課　】

　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進みました。

　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。

７，５００，４５４円

　　３０２，１４４円

　　５８４，０００円

５７１，３２３円

　児童、生徒が生きた外国語を習得するために、英語指導助手（ＡＬＴ）を東伯中学校、赤碕中
学校に
配置しました。

１，２００，０００円

　保育園や小学校での活動拡充を図る必要があります。

－14－2－

　　２９４，２３５円
　　４２，６００円

８５４，４４０円
２４９，８７０円

　町民の方へ琴の浦高等支援学校の紹介と障がい者に対しての理解・支援について啓発を行
いました。また地域住民や企業の方と視察に行き、支援学校生徒の受入れ方や実習支援や技
術指導支援について理解を深めました。

　支援学校のカリキュラムに沿った実習、実技指導を受入れられるよう町内企業をはじめ、中部
地区･県内の企業へと、広範にわたる理解・支援の啓発をする必要があります。

２００，０００円
２１１，７５４円

　児童生徒の学力向上をめざし、教職員の指導力の向上や授業改善に取組むことができまし
た。

　小・中連携を推進し、事業の充実を図る必要があります。

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　　　　　　　　９２，３３５千円 小学校８校分

平成２４年度　各小学校　学級数及び児童数 （平成２４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 シルバー人材センター委託料

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

＊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 八橋小学校オイルタンク設置工事

浦安小学校屋根防水等修繕工事
浦安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
＊備品購入費 庁用備品
＊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
「成果」

「課題」

【　教育総務課　】

款 9 教育費
項 2 小学校費 最終予算額 決　　算　　額

92,335千円

担当課決算額 216,898千円 92,335千円

目 1 学校管理費 216,898千円

赤碕小 以西小 成美小浦安小 東伯小 古布庄小 安田小 合計
学級数 11 8 7 8 10 7

八橋小

児童数 228 119 42 69 947

１８，３７７，６３６円

8 8 67
194 176 37

３５，５９３，３０９円

７，３５７，０２９円
４，１９１，２９２円

82

１８，５１１，９００円

３９６，５８９円

１，２９２，８５２円
２，８３６，５３８円

　小学校８校の教育環境整備に取り組み、円滑な学校運営ができるよう努めました。

　施設等の老朽化に伴い、維持管理費（校舎・建具・水周り等）の修繕、補修が増加しています。

－14－3－

３，７７７，８２８円



一般会計

○一般教育振興費 　　　　　　２２，９９２千円 小学校８校分

＊報償費・旅費 講師謝金・入学卒業記念品・旅費等
＊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 手数料
＊委託料 青少年劇場巡回公演委託料
＊使用料 問題データベース使用料
＊備品購入費 教材備品・図書
＊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

＊扶助費 就学援助費
「成果」

「課題」

【　教育総務課　】

款 9 教育費
項

目

2 小学校費 最終予算額 決　　算　　額

2 教育振興費 23,508千円 22,992千円

担当課決算額 23,508千円 22,992千円

５３４，９６０円
４，４１０，０２１円

１，５３１，８１０円
４０６，３５０円

３，３９９，９７０円

３３４，２７１円

－14－4－

５，２１５，６８６円

７，１５８，４７５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。

　統合を見据えた備品・教材整備を進める必要があります。



一般会計

○一般経常経費　　　　　　　　１８６，８８６千円 中学校２校分

＊報酬 学校医・薬剤師報酬
＊賃金・旅費 嘱託職員、臨時職員賃金、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
＊委託料 シルバー人材センター委託料

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
赤碕中学校プール建築工事設計監理
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 赤碕中学校プール建築工事
＊原材料費 真砂土等学校整備材料
＊備品購入費 庁用備品
＊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

「成果」

「課題」

【　教育総務課　】

７，８９６，６９０円

款 9 教育費
項

目

3 中学校費 最終予算額 決　　算　　額

1 学校管理費 187,615千円 186,886千円

担当課決算額 187,615千円 186,886千円

８９７，１０８円

１５，６８６，４０６円

２，０５４，２２２円

１０，１９７，４９６円

１，１０２，４２６円

　中学校２校の教育環境整備に取り組み、円滑な学校運営ができるよう努めました。

　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。

１４７，６３６，３００円
６６，０００円

６１１，６７５円
７３７，６１４円

－14－5－



一般会計

○一般教育振興費　　　　　　　　２０，２６０千円 中学校２校分

*賃金・報酬費 運転手賃金
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」

【　教育総務課　】

款 9 教育費
項 3 中学校費 最終予算額 決　　算　　額

20,617千円 20,203千円

目 2 教育振興費 20,617千円

－14－6－

３，１２３，７２４円
４，２７７，２５９円

６，７２５，８９３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。

１，３４９，２００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。

９８，８００円

３，８００円
２，３１９，５７２円

１，５８２，０６０円

７２２，５００円

20,203千円

担当課決算額


