
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　　　　　　　　　　 ７４千円
＊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　　　　５９,００１千円　　　一般職７人

○事務局費 　　　   　　　　 　６３，３０５千円
＊報酬・賃金等 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）

＊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
特殊建物定期点検調査委託料

＊借上料 赤碕中学校区教職員パソコン借上料
＊負担金 ３５人学級協力金負担金

複式解消加配負担金
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

＊貸付金 林原育英奨学金貸付金
＊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

＊公課費 自動車重量税
「成果」

「課題」

非構造部材調査委託料
通学支援業務委託料

２４，７９１，０５０円

－14－1－

　　６，０００円

１０，８９１，９００円

４８０，０００円

　　１００，０００円

４，８０３，４３５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。

９，０００円

188,326千円

６４，６００円

　　９６４，７２８円

　　３８７，７７７円
１，２５８，３３４円

1 教育総務費

目

　統合初年度においては、統合によって生じる新たな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。

188,326千円

　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、開校に向けた取組みを進めることができました。

185,795千円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。

185,795千円

決　　算　　額

１９，６２１，０４２円

9 教育費
項

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 最終予算額 決　　算　　額

1,998千円

担当課決算額 2,014千円 1,998千円

2,014千円目 1 教育委員会費



一般会計

○語学指導外国青年招致事業 　　　　　　　　８，８８７千円
＊報酬 語学指導外国青年2人 （東伯中・赤碕中各１人）
＊旅費・需用費
＊役務費・備品購入費
＊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」 　保育園や小学校での活動拡充を図る必要があります。

○地域で育む学校支援ボランティア事業　　 １，７５７千円
＊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」

○スクールソーシャルワーカー活用事業　　２，１３３千円
＊人件費 スクールソーシャルワーカー報償金

「成果」

「課題」

○小学校統合整備事業　　５０，３１８千円
＊報償金

＊工事請負費
＊備品購入費
＊補助金

「成果」 　新校の開校に向け、環境整備等の充実を図りました。

○少人数学級を活かす学びと指導の創造事業　　３９４千円
＊報酬
＊その他経費 旅費・需用費

「成果」

「課題」

統合準備委員報償費ほか
校旗等作成、学校施設修繕、学校備品移転業務等

スクールバス購入費、机･椅子購入費等
閉校記念事業費補助、体操服購入補助

７，２８６，１４１円
１，２４４，０００円

３４，９７０，２７７円
３，７７２，６７５円

３，０４５，０００円 統合小学校施設整備工事等

＊需用費･役務費･委託料

２，１３３，０００円

児童生徒の問題行動や不登校・虐待等の諸問題に対し、スクールソーシャルワーカーがコー
ディネーター役となり、教育と福祉に関係する諸機関と連携して支援を行うことが出来ました。

　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。
　また、町内各小学校や地域にＡＬＴが出向き国際交流を図りました。

１，２００，０００円

関係機関への事業の周知浸透を図る必要があります。

　　８４４，７７６円
１８０，７２０円

－14－2－

１００，０００円
２９４，４０９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、事業の充実を進める必要があります。

　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、情報提供を継続的に行う必要があります。

６，９３６，７１８円

　　４５６，３５６円

　　４６８，０００円

【　教育総務課　】

５５６，５６９円

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　　　　　　　　６７，１３０千円 小学校８校分

平成２５年度　各小学校　学級数及び児童数 （平成２５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

＊工事請負費 八橋小学校法面崩壊復旧工事

＊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 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」

３，０３０，４４６円

１，０３９，０３０円

１，２８８，１４６円

　小学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。

１，２３９，０００円

－14－3－

３０，９０７，３６８円

７，３３５，９６４円

４，３３６，２９０円

３１８，５３６円

パソコン・コピー機等リース料

１７，６３５，１４４円

8 8 71

202 197 37児童数 223 101 38 60 94789

安田小 合計

学級数 11 8 7 10 12 7

八橋小 赤碕小 以西小 成美小浦安小 東伯小 古布庄小

担当課決算額 69,137千円 67,130千円

目 1 学校管理費 69,137千円

【　教育総務課　】

款 9 教育費
項 2 小学校費 最終予算額 決　　算　　額

67,130千円



一般会計

○一般教育振興費 　　　　　　３３，１９２千円 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 学習問題データベース使用料

小学校児童用パソコン賃借料

＊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

給食補助金

修学旅行引率者補助金

＊扶助費 就学援助費

「成果」

「課題」

４０６，３５０円

３，２７１，８１７円

９，４５３，７８０円

－14－4－

４，８０３，６８７円

７，８１１，４７６円

　小学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。

　計画的に備品・教材整備を進める必要があります。

33,192千円
款 9 教育費

項

目

2

【　教育総務課　】

担当課決算額 33,964千円 33,192千円

６３２，３６８円

４，７０７，９２８円

２，１０４，５９０円

小学校費 最終予算額 決　　算　　額

2 教育振興費 33,964千円



一般会計

○一般経常経費　　　　　　　　３２，３０２千円 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

＊使用料及び賃借料 借上料・テレビ受信料

＊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」

２，８７６，６７５円

１，１６７，７８２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。

32,302千円
款

32,302千円

８８３，８１６円

１６，８４０，４７９円

２，０２５，２２９円

【　教育総務課　】

６，８２７，１５０円

中学校費 最終予算額 決　　算　　額

1 学校管理費

－14－5－

１１９，８３２円

５９４，３２２円

９６６，７２３円

担当課決算額 33,327千円

33,327千円
9 教育費

項

目

3



一般会計

○一般教育振興費　　　　　　　　２１，０８８千円 中学校２校分

＊報酬費 いじめ問題講演会講師謝金等

＊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 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

赤碕中学校生徒用パソコン賃借料

＊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

給食補助金

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」

－14－6－

２，６０９，５０２円

４，４６２，４０５円

５，６５０，４２１円

２，５５５，２９４円

１，７７７，１５０円

21,088千円

担当課決算額

9 教育費
項 3 中学校費 最終予算額 決　　算　　額

　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。

５６８，９６０円

21,682千円 21,088千円

目 2 教育振興費 21,682千円

【　教育総務課　】

款

　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。

３，４６４，５８０円



一般会計

○一般経常経費（繰越明許）　　　　　　　　８９，９５３千円

＊需用費 成美小学校給食車出入口舗装改修工事

＊委託料

＊工事請負費 浦安小学校大規模改修工事

浦安小学校旧給食センター庇等改修工事

「成果」

「課題」

○小学校環境整備事業　　　　　　　　７，０７３千円

＊工事請負費 八橋小学校洗眼場改修工事

八橋小学校通路舗装修繕工事

八橋小学校バックネット撤去工事

浦安小学校フェンス改修工事

赤碕小学校校内放送設備修繕工事

○中学校環境整備事業　　　　　　　１８，６９６千円

＊工事請負費 東伯中学校部室屋根改修工事

東伯中学校体育館屋根改修工事

「成果」

「課題」

　小学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。

－14－7－

１８，６９６，３００円

　小学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。

浦安小学校大規模改修工事設計監理委託料

款 2 総務費
項 7

地域経済活性化・雇用創出
臨時交付金事業費 最終予算額 決　　算　　額

目
地域の元気臨時交付金事業
費（繰越明許）

３５０，７００円

７，９０６，５００円

８１，６９５，９００円

1３９,５０６千円 １３４,１０８千円

担当課決算額 ２７,８０２千円 ２５,７６９千円

７，０７２，８００円

【　教育総務課　】

款 9 教育費
項 2 小学校費 最終予算額 決　　算　　額

目 1 学校管理費（繰越明許） 1２１,６９８千円 ８９,９５３千円

1

担当課決算額 1２１,６９８千円 ８９,９５３千円


