
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　　　　５8,861千円　　　一般職７人

○事務局費 　　　   　　　　 　50，159千円
＊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 　　8人（町講師）
臨時職員 　　１人（事務局）

＊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
非構造部材調査委託料

＊借上料

＊負担金 少人数学級協力金負担金
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、利子積立金
「成果」

「課題」

13，815，900円 赤碕中学校区教職員パソコン借上料

7，738，435円

－14－1－

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

９，０００円

123,266千円

６４，５００円

　いじめ防止に関する条例の制定を図り、児童生徒の健全な育成に努めることができました。
　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、教
育ビジョン形成に役立てました。

　生涯教育を見据えて、社会教育や就学前教育（保育園）についての実態把握と連携を深める必
要があります。

121,753千円

決　　算　　額

１7，895，543円

9

7，051，300円

特別支援学校通学支援業務委託料

教育費
項

　　370，482円
1，302，297円

1 教育総務費

目

123,266千円

121,753千円2

東伯中学校区教職員パソコン借上料

1，020，000円
　　964，886円

　ICT（情報機器)整備を図り、時代に適応した授業展開を働きかけました。
　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することが出来
ました。

　特別支援教育の更なる充実と、今日的教育課題の解決に向けて引き続き取り組む必要があり
ます。



一般会計

○語学指導外国青年招致事業 　　　　　　　　7，705千円
＊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
＊負担金 自治体国際化協会負担金（語学指導）

＊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　　1，610千円
＊報償費
＊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　　2，176千円
＊報償費 スクールソーシャルワーカー報償金
＊その他経費

「成果」

「課題」

○鳥取県特別支援教育総合推進事業　　888千円
＊報償費

「成果」

「課題」

○授業改革ステップアップ事業　　331千円
＊報償費
＊その他経費 旅費・消耗品費

「成果」

「課題」

○麟蹄郡中学校交流事業　　24千円
＊食糧費

「成果」

「課題」

1，460円

関係機関へ事業の周知浸透を図る必要があります。

県研修負担金、傷害保険負担金（語学指導）

　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を進めることが出来ました。

　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、情報提供を今後も継続的に行っていく必要があります。

消耗品費33，500円
854，500円

＊需用費

　　468，000円

409，932円

2，100，600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をコー
ディネーターとして、教育と福祉に関係する諸機関と連携し支援を行うことが出来ました。

1，200，000円

7，040，702円

　　194,360円

【　教育総務課　】

　保育園や小学校での活動の更なる拡充を図る必要があります。

　児童、生徒が生きた外国語を習得するために、英語指導助手を東伯中学校、赤碕中学校に配
置するとともに、町内各小学校や地域にＡＬＴが出向き国際交流を図ることが出来ました。

75，200円 費用弁償・消耗品費

－14－2－

今後、事業実施に当たり、より生徒にとって有意義なものとなるよう研究する必要があります。

特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

　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出来ました。

30，000円
301，462円

23,640円

交流についての共通理解を図る事が出来ました。

　特別支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの訪問・支援相談時間に制約される面があります。
　発達障がいに対する保護者への理解の啓発活動を進める必要があります。

　特別支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰによる学校・保育園への支援や相談活動を定期的に実施し、継続支援
に繋がりました。また、連携協議会を開催し、支援・連携マップ、引継ぎ方法等で情報提供し、実
践化に繋げることが出来ました。

　小・中連携を推進し、継続して事業の実施を進め
ていく必要があります。



一般会計

○一般経常経費　　　　　　　　81，427千円 小学校5校分

平成２６年度　各小学校　学級数及び児童数

＊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

スクールバス運行管理業務委託料

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

聖郷小学校芝管理委託料

＊使用料及び賃借料

＊工事請負費 八橋小学校更衣室設置工事ほか

＊備品購入費 児童用机椅子購入

＊原材料費 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

「成果」

「課題」

－14－3－

学級数 11 8

8,094,600円

4,421,081円

児童数 209 131

12

10，919，674円

254,720円

1,109,396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。

八橋小

1 学校管理費 84,113千円

【　教育総務課　】

聖郷小

担当課決算額

款
目

9 教育費
項 2 小学校費

81,427千円

浦安小 赤碕小 船上小 合計

209 194

パソコン・コピー機等借上料・下水道使用料2,557,418円

（平成２６年５月２日現在）

30,642,793円

6,140,457円

17，287，115円

909

最終予算額 決　　算　　額

84,113千円 81,427千円

166

5010 9



一般会計

○一般教育振興費 　　　　　　34，680千円 小学校５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 通信運搬費・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等

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

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」

417,960円

2,226,128円

13,420,244円

－14－4－

款 9
項

35,245千円

373,800円

4,393,585円

2,078,730円

7,655,963円

【　教育総務課　】

担当課決算額 35,245千円 34,680千円

教育費
34,680千円目

2 決　　算　　額

2 教育振興費

小学校費 最終予算額

4,113,506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りまし
た。

　計画的に備品・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　　　　　　　　37,751千円 中学校２校分

平成２６年度　各中学校　学級数及び生徒数（平成２６年５月１日現在）

＊報酬 学校医・薬剤師報酬

＊賃金 嘱託職員、臨時職員賃金

＊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

＊使用料及び賃借料 下水道使用料・コピー機等借上料

＊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」

56,371円

598,285円

1,647,540円

担当課決算額

14

316

赤碕中学校

10

生徒数

24

9 教育費
項

目

学級数

東伯中学校 合計

3
款

中学校費 最終予算額 決　　算　　額

37,751千円

195 511

2,732,871円

1,210,115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・施設等の修繕費の増大が見込まれます。

1 学校管理費

－14－5－

37,751千円

886,168円

21,579,093円

2,235,358円

【　教育総務課　】

6,804,755円

38,905千円

38,905千円



一般会計

○一般教育振興費　　　　　　　　28,707千円 中学校２校分

＊報償費 卒業記念品等

＊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

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」

8,517,136円

29,378千円

3,931,311円

4,760,865円

1,861,020円

2,692,974円

款

328,257円

3 中学校費 最終予算額 決　　算　　額

教育振興費 29,378千円

6,615,197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。

－14－6－

　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出来ました。

28,707千円

目 2

【　教育総務課　】

28,707千円

担当課決算額

9 教育費
項


