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款 10 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 教育総務費 01 教育委員会費 所属 0103010100-0000 教育総務課

事　　業

0001 教育委員報酬費 (簡略番号：005292) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,020

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 1,020

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞
 地方教育行政の組織運営に関する法律に基づき組織される教育委員会において、教育委員
 の中立、公正な職務を確保を図る。

＜事業の概要＞
 教育委員の中立、公正な職務を確保を図るために報酬を支給する。

05 災害補償費 20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金

＜令和２年度実施内容＞
 ・教育長職務代理者、教育委員（３名）の報酬

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 1,020 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費

09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 1,020

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 01項 01目 000100000事業 教育委員報酬費
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款 10 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 教育総務費 01 教育委員会費 所属 0103010100-0000 教育総務課

事　　業

0002 教育委員会総務費 (簡略番号：005297) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 409

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

 ・教育委員費用弁償、交際費、需用費及び各種協議会・研修会への負担金

地方債
その他

一般財源 409

05 災害補償費 20 貸付金

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞
 教育委員の資質向上を図る。

＜事業の概要＞
 教育委員の資質向上を図るための教育委員会の運営に要する費用

＜令和２年度実施内容＞

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 204
04 共済費 19 扶助費

償還金､利子及び割引料

08 旅費 168 23 投資及び出資金
09 交際費 30 24 積立金
10 需用費 7 25 寄附金
11 役務費 26 公課費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22

12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 409

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 01項 01目 000200000事業 教育委員会総務費
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款 10 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 教育総務費 02 事務局費 所属 0103010100-0000 教育総務課

事　　業

0006 一部事務組合費（教育費・牧之原学校組合） (簡略番号：005415) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 17,224

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 17,224

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞
 牧之原市菊川市学校組合規則に基づき、設置している牧之原小・中学校の学校運営に関す
 る事務の経費を負担する。

＜事業の概要＞
 牧之原小・中学校を運営する牧之原菊川市学校組合への教育費分担金

＜令和２年度実施内容＞
 小学校及び中学校の設置及び運営に関する事務に係る分担金
 【分担金の算出】
 ・基本割：教育費計×50％×1/3
 ・児童生徒数割：教育費計×50％×児童生徒数割合

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 17,224
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 17,224

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 01項 02目 000600000事業 一部事務組合費（教育費・牧之原学校組合）
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款 10 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 教育総務費 02 事務局費 所属 0103010100-0000 教育総務課

事　　業

0007 事務局総務費(教育総務課） (簡略番号：005419) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 33,340

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 1,109

一般財源 32,231

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞
 菊川市教育委員会事務局職員の資質向上を図る。

＜事業の概要＞
 教育委員会事務局業務に要する会計年度任用職員給与等事務的経費

＜令和２年度実施内容＞
 ・会計年度任用職員賃金等事務的経費、旅費、需用費、委託料及び公立学校施設整備期成
 会負担金

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 386 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 3,288 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 713 18 負担金､補助及び交付金 2
04 共済費 24,989 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 1,140 25 寄附金
11 役務費 50 26 公課費
12 委託料 2,772 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 賃金
15 原材料費 合　計 33,340

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
寄附金 19010401001 スクールバス利用者指定寄附金 613
諸収入 22050208022 雇用保険料被保険者負担金 496

10款 01項 02目 000700000事業 事務局総務費(教育総務課）
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款 10 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 教育総務費 02 事務局費 所属 0103010100-0000 教育総務課

事　　業

0008 公用車管理費(教育総務課) (簡略番号：005403) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 792

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 792

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20

 適正な公用車の維持管理を行い、教育委員会と各学校等が連携した円滑な教育活動を支援
 する。

＜事業の概要＞
 教育総務課所管の公用車(４台)とスクールバス(１台)に係る維持管理費

＜令和２年度実施内容＞
 ・公用車（４台）とスクールバス（１台）の車検整備及び点検代

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

640

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 95 26 公課費 57
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 792

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 01項 02目 000800000事業 公用車管理費(教育総務課)
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款 10 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 小学校費 01 学校管理費 所属 0103010100-0000 教育総務課

事　　業

0010 市単独小学校施設整備事業費 (簡略番号：005829) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 22,800

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 20,000

一般財源 2,800

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 01 学校施設を適正に維持管理し耐震化や長寿命化に努めます

＜事業の目的＞
 小学校９校の小規模な施設整備工事や営繕工事を計画的かつ効率的に実施し、安全・安心
 な学校づくりを推進する。

＜事業の概要＞
 学校要望や施設の状況により、年度ごとの事業実施計画を作成し、効率的な工事発注を行
 う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・小笠東小学校 校舎屋上防水改修工事
 ・小笠南小学校 給食用エレベータ修繕工事他２件 
 ・小笠北小学校 プール循環ろ過装置ろ材入替工事他１件 
 ・六郷小学校 校舎窓手摺設置工事他２件 
 ・内田小学校 管理棟屋上防水改修工事 

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 ・横地小学校 遊具取替、修繕工事 
 ・加茂小学校 水路蓋設置工事他２件 
 ・堀之内小学校 保健室エアコン取替工事 
 ・河城小学校 プール滅菌ポンプ取替工事他１件 
 ・９小学校留守番電話機能追加工事他２件

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 22,800
15 原材料費 合　計 22,800

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
寄附金 19010201001 「子どもがいきいき育つまち」寄附金 20,000

10款 02項 01目 001000000事業 市単独小学校施設整備事業費
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款 10 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 小学校費 01 学校管理費 所属 0103010100-0000 教育総務課

事　　業

0011 県費補助小学校施設整備事業費 (簡略番号：005836) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 2,550

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 833
地方債
その他 277

一般財源 1,440

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 01 学校施設を適正に維持管理し耐震化や長寿命化に努めます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20

 避難所となる小学校施設の地震災害等に備え県費補助を活用し、経年劣化したガラス飛散
 フィルムの張替工事を推進する。

＜事業の概要＞
 ガラス飛散フィルムの経年劣化箇所を県費補助を活用し、計画的に張替えを行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・張替予定校 小笠南小学校、堀之内小学校

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 2,550

合　計 2,550

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020801003 地震・津波対策等減災交付金（投資活動） 833

諸収入 22050207024 静岡県市町村振興協会地震・津波対策等減災交付金 277

10款 02項 01目 001100000事業 県費補助小学校施設整備事業費
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款 10 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 小学校費 01 学校管理費 所属 0103010100-0000 教育総務課

事　　業

0012 国庫補助小学校施設整備事業費 (簡略番号：005840) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 460,847

財
源
内
訳

国庫支出金 83,660
県支出金
地方債 340,100
その他

一般財源 37,087

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 01 学校施設を適正に維持管理し耐震化や長寿命化に努めます

＜事業の目的＞
 小学校施設・設備の延命化及び安全性の確保を図るため、計画的に改修や更新を行い、安
 全で快適な教育環境の確保を図る。

＜事業の概要＞
 国庫補助金を活用し、小学校施設・設備の改修や更新を計画的に実施する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・小笠南小学校耐震補強、大規模改造実施設計業務委託
 ・加茂小学校校舎耐震補強、大規模改造工事設計監理委託業務
 ・加茂小学校校舎耐震補強、大規模改造工事
 ・加茂小学校校舎改造に伴う備品購入
 ・加茂小学校下水道接続加入負担金

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費 1,503
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 160
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 41,509 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 417,675
15 原材料費 合　計 460,847

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16020501003 小学校施設整備費補助金 83,660
地方債 23010401001 小学校施設整備事業債 15,700
地方債 23010501005 合併特例債【教育総務課】 324,400

10款 02項 01目 001200000事業 国庫補助小学校施設整備事業費
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款 10 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 小学校費 01 学校管理費 所属 0103010100-0000 教育総務課

事　　業

0013 公用車管理費（小学校） (簡略番号：005864) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 892

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 892

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20

 円滑な教育活動を支援するため各小学校に公用車を配備する。

＜事業の概要＞
 各小学校に配備した公用車(９台)の維持管理費

＜令和２年度実施内容＞
 ・公用車（９台）の車検整備及び点検代

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

582

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 260 26 公課費 50
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 892

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 02項 01目 001300000事業 公用車管理費（小学校）
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款 10 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 小学校費 01 学校管理費 所属 0103010100-0000 教育総務課

事　　業

0014 小学校管理総務費（教育総務課） (簡略番号：005876) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 70,007

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 1,971

一般財源 68,036

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞
 小学校施設・設備の延命化及び安全性の確保を図るため、適切な維持管理を行い、安全で
 快適な教育環境の確保を図る。

＜事業の概要＞
 小学校施設・設備の維持管理及び予算確保に努め、法令に基づく点検業務や修繕等により
 、適切な維持管理を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・光熱水費、修繕料、学校施設点検業務、校用備品購入費等

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費 6,051
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 41,764 25 寄附金
11 役務費 3,519 26 公課費
12 委託料 17,249 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 1,424 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 70,007

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
使用料 15010603002 小中学校体育館グラウンド使用料 1,798
使用料 15010604002 学校用地使用料【教育総務課】 108
諸収入 22050208035 太陽光発電電力代 65

10款 02項 01目 001400000事業 小学校管理総務費（教育総務課）
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款 10 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 小学校費 02 教育振興費 所属 0103010100-0000 教育総務課

事　　業

0011 就学援助費(小学校費） (簡略番号：006093) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 6,364

財
源
内
訳

国庫支出金 10
県支出金
地方債
その他

一般財源 6,354

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費 6,364
20

 経済的な理由により、就学が困難となっている児童の保護者に対し、就学に必要な費用の
 一部を援助し、保護者の負担軽減及び円滑な就学を図る。

＜事業の概要＞
 準要保護認定者に対し、学用品費、郊外活動費、修学旅行費、給食費など就学に必要な費
 用の一部を支給する。

＜令和２年度実施内容＞
 【対象項目】
 ①学用品費（全学年対象）          11,520円×73人     840,960円
 ②通学用品費（新１年生以外対象）      2,250円×61人     137,250円
 ③校外活動費（泊なし・全学年対象）     1,580円×73人     115,340円
 ④校外活動費（泊あり・５年生対象）      3,650円×８人          29,200円
 ⑤新入学児童生徒学用品費（新１年生対象）  50,600円×11人     556,600円
 ⑥修学旅行費（６年生対象）         21,670円×15人     325,050円
 ⑦給食費（全学年対象）            261円×73人×190回 3,620,070円
 ⑧医療費                  5,000円×５人      25,000円
 ⑨年度途中の新規認定者見込み数       71,448円×10人     714,480円
 計                                6,363,980円

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 6,364

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16020501004 要保護児童生徒援助費補助金 10

10款 02項 02目 001100000事業 就学援助費(小学校費）
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款 10 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 小学校費 02 教育振興費 所属 0103010100-0000 教育総務課

事　　業

0012 小学校特別支援教育就学奨励費 (簡略番号：006097) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 2,167

財
源
内
訳

国庫支出金 1,083
県支出金
地方債
その他

一般財源 1,084

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞
 特別支援学級に在籍する児童の保護者に対し、就学に必要な費用の一部を支援し、保護者
 の負担軽減を図るとともに、特別支援教育の普及奨励を図ります。

＜事業の概要＞
 国の基準により対象となる保護者に対し、学用品費、校外活動費、修学旅行費、給食費な
 ど就学に必要な費用の一部を支給する。

＜令和２年度実施内容＞
 奨励費の支給金額は、就学援助費の1/2
 【対象項目】
 ①学用品等購入費（全学年対象）     5,760円×59人        339,840円
 ②校外活動費（泊なし・全学年対象）    790円×59人        46,610円
 ③校外活動費（泊あり・５年年対象）   1,825円×８人        14,600円

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 ④修学旅行費（６年生対象）      10,680円×７人        74,760円
 ⑤新入学児童通学用品費（１年生対象） 25,300円×９人           227,700円
 ⑥給食費（全学年対象）          261円×59人×190回／２ 1,462,905円
 計                                2,166,415円

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費 2,167
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 2,167

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16020501001 特別支援教育就学奨励費補助金 1,083

10款 02項 02目 001200000事業 小学校特別支援教育就学奨励費
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款 10 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 小学校費 02 教育振興費 所属 0103010100-0000 教育総務課

事　　業

0013 小学校教育振興総務費（教育総務課） (簡略番号：006112) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 17,924

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 17,924

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20

 小学校９校の教育環境を良好に保ち、学校教育が円滑に行われるために要する教育振興費
 用の確保を図る。

＜事業の概要＞
 高度情報化社会の進展に対応し、ITC機器等に慣れ親しむことができる環境整備を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・委託料、使用料及び賃借料

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 7,630 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 10,294 予備費
14 工事請負費

合　計 17,924

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 02項 02目 001300000事業 小学校教育振興総務費（教育総務課）
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款 10 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 中学校費 01 学校管理費 所属 0103010100-0000 教育総務課

事　　業

0004 市単独中学校施設整備事業費 (簡略番号：006242) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 25,667

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 20,000

一般財源 5,667

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 01 学校施設を適正に維持管理し耐震化や長寿命化に努めます

＜事業の目的＞
 中学校３校の小規模な施設整備工事や営繕工事を計画的かつ効率的に実施し、安全・安心
 な学校づくりを推進する。

＜事業の概要＞
 学校要望や施設の状況により、年度ごとの事業実施計画を作成し、効率的な工事発注を行
 う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・岳洋中学校  プールろ過器修繕工事他３件
 ・菊川西中学校 校舎屋上防水改修工事他２件
 ・菊川東中学校 体育館西側屋上防水改修工事他２件
 ・３中学校留守番電話機能追加工事

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 25,667
15 原材料費 合　計 25,667

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
寄附金 19010201001 「子どもがいきいき育つまち」寄附金 20,000

10款 03項 01目 000400000事業 市単独中学校施設整備事業費

14



款 10 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 中学校費 01 学校管理費 所属 0103010100-0000 教育総務課

事　　業

0005 県費補助中学校施設整備事業費 (簡略番号：006246) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,850

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 600
地方債
その他 200

一般財源 1,050

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 01 学校施設を適正に維持管理し耐震化や長寿命化に努めます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20

 避難所となる中学校施設の地震災害等に備え県費補助を活用し、経年劣化したガラス飛散
 フィルムの張替工事を推進する。

＜事業の概要＞
 ガラス飛散フィルムの経年劣化箇所を県費補助を活用し、計画的に張替えを行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・張替予定校 菊川西中学校

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 1,850

合　計 1,850

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020801003 地震・津波対策等減災交付金（投資活動） 600

諸収入 22050207024 静岡県市町村振興協会地震・津波対策等減災交付金 200

10款 03項 01目 000500000事業 県費補助中学校施設整備事業費
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款 10 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 中学校費 01 学校管理費 所属 0103010100-0000 教育総務課

事　　業

0006 公用車管理費（中学校） (簡略番号：006250) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 305

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 305

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞
 円滑な教育活動を支援するため各中学校に公用車を配備する。

＜事業の概要＞
 各中学校に配備した公用車(３台)の維持管理費

＜令和２年度実施内容＞
 ・公用車（３台）の車検整備及び点検代

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 214 25 寄附金
11 役務費 76 26 公課費 15
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 305

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 03項 01目 000600000事業 公用車管理費（中学校）
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款 10 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 中学校費 01 学校管理費 所属 0103010100-0000 教育総務課

事　　業

0007 中学校管理総務費（教育総務課） (簡略番号：006262) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 31,611

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 588

一般財源 31,023

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費 2,617
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20

 中学校施設・設備の延命化及び安全性の確保を図るため、適切な維持管理を行い、安全で
 快適な教育環境の確保を図る。

＜事業の概要＞
 中学校施設・設備の維持管理及び予算確保に努め、法令に基づく点検業務や修繕等により
 、適切な維持管理を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・光熱水費、修繕料、学校施設点検業務、校用備品購入費等

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

22,353

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 1,628 26 公課費
12 委託料 4,428 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 585 予備費
14 工事請負費

合　計 31,611

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
使用料 15010603002 小中学校体育館グラウンド使用料 489
使用料 15010604002 学校用地使用料【教育総務課】 99

10款 03項 01目 000700000事業 中学校管理総務費（教育総務課）
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款 10 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 中学校費 02 教育振興費 所属 0103010100-0000 教育総務課

事　　業

0004 就学援助費(中学校費） (簡略番号：006396) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 8,258

財
源
内
訳

国庫支出金 30
県支出金
地方債
その他

一般財源 8,228

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞
 経済的な理由により、就学が困難となっている生徒の保護者に対し、就学に必要な費用の
 一部を援助し、保護者の負担軽減及び円滑な就学を図る。

＜事業の概要＞
 準要保護認定者に対し、学用品費、郊外活動費、修学旅行費、給食費など就学に必要な費
 用の一部を支給する。

＜令和２年度実施内容＞
 【対象項目】
 ①学用品費（全学年対象）         22,510円×62人     1,395,620円
 ②通学用品費（新１年生以外対象）      2,250円×43人      96,750円
 ③校外活動費（泊なし・全学年対象）     2,290円×62人      141,980円
 ④校外活動費（泊あり・２年生対象）     6,150円×21人      129,150円

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 ⑤新入学児童生徒学用品費（新１年生対象） 57,400円×18人       1,033,200円
 ⑥修学旅行費（３年生対象）        60,300円×22人       1,326,600円
 ⑦給食費（全学年対象）            299円×62人×187回  3,466,606円
 ⑧医療費                  6,000円×５人      30,000円
 ⑨年度途中の新規認定者見込み数        106,281円×６人      637,686円
 計                                8,257,592円

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費 8,258
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 8,258

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16020502004 要保護児童生徒援助費補助金 30

10款 03項 02目 000400000事業 就学援助費(中学校費）
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款 10 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 中学校費 02 教育振興費 所属 0103010100-0000 教育総務課

事　　業

0005 中学校特別支援教育就学奨励費 (簡略番号：006400) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,350

財
源
内
訳

国庫支出金 674
県支出金
地方債
その他

一般財源 676

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費 1,350
20

 特別支援学級に在籍する生徒の保護者に対し、就学に必要な費用の一部を支援し、保護者
 の負担軽減を図るとともに、特別支援教育の普及奨励を図ります。

＜事業の概要＞
 国の基準により対象となる保護者に対し、学用品費、校外活動費、修学旅行費、給食費な
 ど就学に必要な費用の一部を支給する。

＜令和２年度実施内容＞
 奨励費の支給金額は、就学援助費の1/2
 【対象項目】

  ①学用品等購入費（全学年対象）     11,255円×24人         270,120円
  ②校外活動費（泊なし・全学年対象）    1,145円×24人           27,480円
  ③校外活動費（泊あり・２年年対象）    3,075円×12人           36,900円

 ④修学旅行費（３年生対象）       28,570円×４人        114,280円
  ⑤新入学児童通学用品費（１年生対象）  28,700円×８人       229,600円

 ⑥給食費（全学年対象）           299円×24人×187回／２  670,956円
 計                                 1,349,336円

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 1,350

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16020502001 特別支援教育就学奨励費補助金 674

10款 03項 02目 000500000事業 中学校特別支援教育就学奨励費
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款 10 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 中学校費 02 教育振興費 所属 0103010100-0000 教育総務課

事　　業

0006 中学校教育振興総務費（教育総務課） (簡略番号：006412) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 6,428

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 6,428

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞
 中学校３校の教育環境を良好に保ち、学校教育が円滑に行われるために要する教育振興費
 用の確保を図る。

＜事業の概要＞
 高度情報化社会の進展に対応し、ITC機器等に慣れ親しむことができる環境整備を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・委託料、使用料及び賃借料

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 2,758 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 3,670 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 6,428

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 03項 02目 000600000事業 中学校教育振興総務費（教育総務課）
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款 10 06 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 保健体育費 04 共同調理場費 所属 0103010100-0000 教育総務課

事　　業

0001 給食センター管理費 (簡略番号：007257) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 40,476

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 24

一般財源 40,452

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 03 安全でおいしい給食を安定的に提供します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20

 安心安全な給食作りを進めるため、衛生面に十分配慮した給食施設設備の維持管理に努め
 る。

＜事業の概要＞
 ３中学校・９小学校・４園に学校給食を安定的に供給するため、施設・設備の維持管理及
 び予算確保に努め、点検業務や修繕等により、適切な維持管理を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 学校給食の充実を図るための学校給食センターに係る費用
 
 ・需用費 消耗品費、光熱水費、修繕料、 
 ・役務費 手数料、保険料
 ・委託料 給食センター施設設備保守点検委託料

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

32,229

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 726 26 公課費
12 委託料 7,521 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 40,476

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22050102002 学校給食費負担金滞納繰越分 1
諸収入 22050208028 給食センター廃油売払代 22
諸収入 22050208035 太陽光発電電力代 1

10款 06項 04目 000100000事業 給食センター管理費
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款 10 06 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 保健体育費 04 共同調理場費 所属 0103010100-0000 教育総務課

事　　業

0002 給食運営費 (簡略番号：007273) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 327,288

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 243,337

一般財源 83,951

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 03 安全でおいしい給食を安定的に提供します

＜事業の目的＞
 子供たちに安全で安心なおいしい給食の安定的な供給に努める。

＜事業の概要＞
 安全で安心なおいしい学校給食を供給するため、栄養バランスの取れた献立作成に努め、
 ３中学校・９小学校・４園に安定的な提供をする。

＜令和２年度実施内容＞
 3中学校・9小学校・４園に給食を提供するための費用
 
 ・需用費 3中学校・9小学校・４園約4,900人、平均183回の学校給食のための賄材料費
 ・委託料 残菜処理委託料、給食調理等委託料
 ・備品購入費 給食用食器、配送用コンテナなど

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費 3,980
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 245,960 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 77,348 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 327,288

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22050102001 学校給食費負担金現年度分 243,337

10款 06項 04目 000200000事業 給食運営費
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款 10 06 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 保健体育費 04 共同調理場費 所属 0103010100-0000 教育総務課

事　　業

0003 公用車管理費（給食センター） (簡略番号：007284) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 221

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 221

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 03 安全でおいしい給食を安定的に提供します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20

 適正な公用車の維持管理を行い、給食センターと学校等が連携した円滑な給食提供活動を
 支援する。

＜事業の概要＞
 給食センター所管の公用車(１台)に係る維持管理費

＜令和２年度実施内容＞
 給食センター所管の公用車(１台)に係る維持管理費
 
 ・需用費 燃料費、修繕料
 ・役務費 手数料、保険料
 ・公課費 重量税

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

175

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 39 26 公課費 7
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 221

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 06項 04目 000300000事業 公用車管理費（給食センター）
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款 10 06 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 保健体育費 04 共同調理場費 所属 0103010100-0000 教育総務課

事　　業

0004 配送車管理費 (簡略番号：007289) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 2,542

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 2,542

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 03 安全でおいしい給食を安定的に提供します

＜事業の目的＞
 適正な配送車の維持管理を行い、給食センターと学校等が連携した円滑な給食提供活動を
 支援する。

＜事業の概要＞
 市内の小・中学校及び幼稚園など16個所に給食を配送する配送車４台の維持管理費

＜令和２年度実施内容＞
 市内の小学校、中学校及び園の16個所に給食を配送する配送車４台の維持管理費
 
 ・需用費 消耗品費、修繕料、
 ・役務費 手数料、保険料、
 ・使用料及び賃借料 配送車リース料
 ・公課費 重量税

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 305 25 寄附金
11 役務費 37 26 公課費 35
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 2,165 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 2,542

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 06項 04目 000400000事業 配送車管理費
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款 10 06 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 保健体育費 04 共同調理場費 所属 0103010100-0000 教育総務課

事　　業

0005 共同調理場総務費 (簡略番号：007304) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 660

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 660

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 03 安全でおいしい給食を安定的に提供します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金 21
19 扶助費
20

 給食センター職員の資質向上を図る。

＜事業の概要＞
 給食センター業務に要する事務的経費

＜令和２年度実施内容＞
 給食センター管理運営に係る費用
 
 ・旅費 普通旅費、費用弁償
 ・需用費 消耗品費、食糧費
 ・役務費 通信運搬費
 ・使用料及び賃借料 コピー機リース料、テレビ受信料
 ・負担金、補助及び交付金 県学校給食運営協議会負担金

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

179

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 116 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 205 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 139 予備費
14 工事請負費

合　計 660

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 06項 04目 000500000事業 共同調理場総務費
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款 10 06 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 保健体育費 04 共同調理場費 所属 0103010100-0000 教育総務課

事　　業

0007 給食センター施設整備費 (簡略番号：010712) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 3,407

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 3,407

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 03 安全でおいしい給食を安定的に提供します

＜事業の目的＞
 安心安全な給食作りを進めるため、衛生面に十分配慮した給食施設設備の維持管理に努め
 、経年老朽化した設備の計画的な更新を図る。

＜事業の概要＞
 給食センターの施設・設備の状況により、事業実施計画を作成し、効率的な工事発注を行
 う。

＜令和２年度実施内容＞
 工事請負費
 
 工事名 プレハブ恒温高湿庫改修工事

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 3,407
15 原材料費 合　計 3,407

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 06項 04目 000700000事業 給食センター施設整備費
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款 10 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 小学校費 01 学校管理費 所属 0103010101-0000 教育総務課（六小）

事　　業

0001 六郷小学校管理費 (簡略番号：005531) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 3,686

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 3,686

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費 689
18 負担金､補助及び交付金 201
19 扶助費
20

 六郷小学校の適切な学校運営の確保をするため、学校運営に要する維持管理費用の確保を
 図る。

＜事業の概要＞
 六郷小学校の運営に要する経費

＜令和２年度実施内容＞
 ・需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、負担金補助金及
 び交付金等

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

2,001

40

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 497 26 公課費
12 委託料 87 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 171 予備費
14 工事請負費

合　計 3,686

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 02項 01目 000100000事業 六郷小学校管理費
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款 10 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 小学校費 02 教育振興費 所属 0103010101-0000 教育総務課（六小）

事　　業

0001 六郷小学校教育振興費 (簡略番号：005941) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,031

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 1,031

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞
 六郷小学校児童の教育指導、教育振興に要する教育振興費用の確保を図る。

＜事業の概要＞
 六郷小学校の教育振興に要する経費

＜令和２年度実施内容＞
 ・報償費、需用費、原材料費、負担金補助及び交付金

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 10 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 7
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 964 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 50 合　計 1,031

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 02項 02目 000100000事業 六郷小学校教育振興費
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款 10 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 小学校費 01 学校管理費 所属 0103010102-0000 教育総務課（内小）

事　　業

0002 内田小学校管理費 (簡略番号：005563) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 2,669

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 2,669

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費 350
18 負担金､補助及び交付金 170
19 扶助費
20

 内田小学校の適切な学校運営の確保をするため、学校運営に要する維持管理費用の確保を
 図る。

＜事業の概要＞
 内田小学校の運営に要する経費

＜令和２年度実施内容＞
 ・需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、負担金補助金及
 び交付金等

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

1,428

49

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 372 26 公課費
12 委託料 72 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 228 予備費
14 工事請負費

合　計 2,669

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 02項 01目 000200000事業 内田小学校管理費
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款 10 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 小学校費 02 教育振興費 所属 0103010102-0000 教育総務課（内小）

事　　業

0002 内田小学校教育振興費 (簡略番号：005957) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 691

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 691

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞
 内田小学校児童の教育指導、教育振興に要する教育振興費用の確保を図る。

＜事業の概要＞
 内田小学校の教育振興に要する経費

＜令和２年度実施内容＞
 ・報償費、需用費、原材料費、負担金補助及び交付金

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 25 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 1
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 655 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 10 合　計 691

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 02項 02目 000200000事業 内田小学校教育振興費
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款 10 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 小学校費 01 学校管理費 所属 0103010103-0000 教育総務課（横小）

事　　業

0003 横地小学校管理費 (簡略番号：005595) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 2,208

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 2,208

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費 246
18 負担金､補助及び交付金 162
19 扶助費
20

 横地小学校の適切な学校運営の確保をするため、学校運営に要する維持管理費用の確保を
 図る。

＜事業の概要＞
 横地小学校の運営に要する経費

＜令和２年度実施内容＞
 ・需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、負担金補助金及
 び交付金等

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

1,300

46

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 334 26 公課費
12 委託料 28 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 92 予備費
14 工事請負費

合　計 2,208

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 02項 01目 000300000事業 横地小学校管理費
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款 10 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 小学校費 02 教育振興費 所属 0103010103-0000 教育総務課（横小）

事　　業

0003 横地小学校教育振興費 (簡略番号：005973) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 573

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 573

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞
 横地小学校児童の教育指導、教育振興に要する教育振興費用の確保を図る。

＜事業の概要＞
 横地小学校の教育振興に要する経費

＜令和２年度実施内容＞
 ・報償費、需用費、原材料費等

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 30 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 530 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 13 合　計 573

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 02項 02目 000300000事業 横地小学校教育振興費
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款 10 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 小学校費 01 学校管理費 所属 0103010104-0000 教育総務課（加小）

事　　業

0004 加茂小学校管理費 (簡略番号：005626) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 3,609

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 3,609

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費 730
18 負担金､補助及び交付金 195
19 扶助費
20

 加茂小学校の適切な学校運営の確保をするため、学校運営に要する維持管理費用の確保を
 図る。

＜事業の概要＞
 加茂小学校の運営に要する経費

＜令和２年度実施内容＞
 ・需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、負担金補助金及
 び交付金等

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

1,866

52

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 473 26 公課費
12 委託料 61 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 232 予備費
14 工事請負費

合　計 3,609

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 02項 01目 000400000事業 加茂小学校管理費
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款 10 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 小学校費 02 教育振興費 所属 0103010104-0000 教育総務課（加小）

事　　業

0004 加茂小学校教育振興費 (簡略番号：005986) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,063

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 1,063

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞
 加茂小学校児童の教育指導、教育振興に要する教育振興費用の確保を図る。

＜事業の概要＞
 加茂小学校の教育振興に要する経費

＜令和２年度実施内容＞
 ・報償費、需用費、原材料費、負担金補助及び交付金

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 20 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 1
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 992 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 50 合　計 1,063

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 02項 02目 000400000事業 加茂小学校教育振興費
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款 10 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 小学校費 01 学校管理費 所属 0103010105-0000 教育総務課（堀小）

事　　業

0005 堀之内小学校管理費 (簡略番号：005658) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 3,286

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 3,286

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費 555
18 負担金､補助及び交付金 189
19 扶助費
20

 堀之内小学校の適切な学校運営の確保をするため、学校運営に要する維持管理費用の確保
 を図る。

＜事業の概要＞
 堀之内小学校の運営に要する経費

＜令和２年度実施内容＞
 ・需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、負担金補助金及
 び交付金等

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

1,757

40

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 462 26 公課費
12 委託料 66 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 217 予備費
14 工事請負費

合　計 3,286

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 02項 01目 000500000事業 堀之内小学校管理費
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款 10 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 小学校費 02 教育振興費 所属 0103010105-0000 教育総務課（堀小）

事　　業

0005 堀之内小学校教育振興費 (簡略番号：006002) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,138

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 1,138

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞
 堀之内小学校児童の教育指導、教育振興に要する教育振興費用の確保を図る。

＜事業の概要＞
 堀之内小学校の教育振興に要する経費

＜令和２年度実施内容＞
 ・報償費、需用費、原材料費、負担金補助及び交付金

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 30 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 10
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 879 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 181 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 38 合　計 1,138

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 02項 02目 000500000事業 堀之内小学校教育振興費
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款 10 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 小学校費 01 学校管理費 所属 0103010106-0000 教育総務課（河小）

事　　業

0006 河城小学校管理費 (簡略番号：005690) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 3,032

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 3,032

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費 473
18 負担金､補助及び交付金 179
19 扶助費
20

 河城小学校の適切な学校運営の確保をするため、学校運営に要する維持管理費用の確保を
 図る。

＜事業の概要＞
 河城小学校の運営に要する経費

＜令和２年度実施内容＞
 ・需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、負担金補助金及
 び交付金等

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

1,621

49

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 424 26 公課費
12 委託料 66 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 220 予備費
14 工事請負費

合　計 3,032

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 02項 01目 000600000事業 河城小学校管理費
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款 10 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 小学校費 02 教育振興費 所属 0103010106-0000 教育総務課（河小）

事　　業

0006 河城小学校教育振興費 (簡略番号：006021) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 790

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 790

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞
 河城小学校児童の教育指導、教育振興に要する教育振興費用の確保を図る。

＜事業の概要＞
 河城小学校の教育振興に要する経費

＜令和２年度実施内容＞
 ・報償費、需用費、原材料費、負担金補助及び交付金

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 15 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 1
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 743 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 31 合　計 790

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 02項 02目 000600000事業 河城小学校教育振興費
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款 10 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 小学校費 01 学校管理費 所属 0103010107-0000 教育総務課（東小）

事　　業

0007 東小学校管理費 (簡略番号：005722) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 2,903

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 2,903

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費 402
18 負担金､補助及び交付金 181
19 扶助費
20

 小笠東小学校の適切な学校運営の確保をするため、学校運営に要する維持管理費用の確保
 を図る。

＜事業の概要＞
 小笠東小学校の運営に要する経費

＜令和２年度実施内容＞
 ・需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、負担金補助金及
 び交付金等

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

1,530

30

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 521 26 公課費
12 委託料 78 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 161 予備費
14 工事請負費

合　計 2,903

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 02項 01目 000700000事業 東小学校管理費
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款 10 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 小学校費 02 教育振興費 所属 0103010107-0000 教育総務課（東小）

事　　業

0007 東小学校教育振興費 (簡略番号：006037) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 735

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 735

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞
 小笠東小学校児童の教育指導、教育振興に要する教育振興費用の確保を図る。

＜事業の概要＞
 小笠東小学校の教育振興に要する経費

＜令和２年度実施内容＞
 ・報償費、需用費、原材料費、負担金補助及び交付金

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 15 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 1
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 687 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 32 合　計 735

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 02項 02目 000700000事業 東小学校教育振興費
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款 10 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 小学校費 01 学校管理費 所属 0103010108-0000 教育総務課（南小）

事　　業

0008 南小学校管理費 (簡略番号：005755) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 2,517

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 2,517

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費 268
18 負担金､補助及び交付金 166
19 扶助費
20

 小笠南小学校の適切な学校運営の確保をするため、学校運営に要する維持管理費用の確保
 を図る。

＜事業の概要＞
 小笠南小学校の運営に要する経費

＜令和２年度実施内容＞
 ・需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、負担金補助金及
 び交付金等

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

1,394

50

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 400 26 公課費
12 委託料 92 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 147 予備費
14 工事請負費

合　計 2,517

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 02項 01目 000800000事業 南小学校管理費
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款 10 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 小学校費 02 教育振興費 所属 0103010108-0000 教育総務課（南小）

事　　業

0008 南小学校教育振興費 (簡略番号：006053) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 628

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 628

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞
 小笠南小学校児童の教育指導、教育振興に要する教育振興費用の確保を図る。

＜事業の概要＞
 小笠南小学校の教育振興に要する経費

＜令和２年度実施内容＞
 ・報償費、需用費、原材料費、負担金補助及び交付金

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 30 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 1
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 579 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 18 合　計 628

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 02項 02目 000800000事業 南小学校教育振興費
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款 10 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 小学校費 01 学校管理費 所属 0103010109-0000 教育総務課（北小）

事　　業

0009 北小学校管理費 (簡略番号：005787) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 3,554

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 3,554

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費 555
18 負担金､補助及び交付金 187
19 扶助費
20

 小笠北小学校の適切な学校運営の確保をするため、学校運営に要する維持管理費用の確保
 を図る。

＜事業の概要＞
 小笠北小学校の運営に要する経費

＜令和２年度実施内容＞
 ・需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、負担金補助金及
 び交付金等

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

1,831

45

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 520 26 公課費
12 委託料 139 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 277 予備費
14 工事請負費

合　計 3,554

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 02項 01目 000900000事業 北小学校管理費

43



款 10 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 小学校費 02 教育振興費 所属 0103010109-0000 教育総務課（北小）

事　　業

0009 北小学校教育振興費 (簡略番号：006069) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 924

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 924

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞
 小笠北小学校児童の教育指導、教育振興に要する教育振興費用の確保を図る。

＜事業の概要＞
 小笠北小学校の教育振興に要する経費

＜令和２年度実施内容＞
 ・報償費、需用費、原材料費、負担金補助及び交付金

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 25 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 10
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 859 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 30 合　計 924

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 02項 02目 000900000事業 北小学校教育振興費
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款 10 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 中学校費 01 学校管理費 所属 0103010110-0000 教育総務課（西中）

事　　業

0001 菊川西中学校管理費 (簡略番号：006133) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 6,070

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 6,070

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費 1,194
18 負担金､補助及び交付金 210
19 扶助費
20

 菊川西中学校の適切な学校運営の確保をするため、学校運営に要する維持管理費用の確保
 を図る。

＜事業の概要＞
 菊川西中学校の運営に要する経費

＜令和２年度実施内容＞
 ・需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、負担金補助金及
 び交付金等

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

3,370

164

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 611 26 公課費
12 委託料 238 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 283 予備費
14 工事請負費

合　計 6,070

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 03項 01目 000100000事業 菊川西中学校管理費
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款 10 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 中学校費 02 教育振興費 所属 0103010110-0000 教育総務課（西中）

事　　業

0001 菊川西中学校教育振興費 (簡略番号：006325) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 5,725

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 5,725

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞
 菊川西中学校生徒の教育指導、教育振興に要する教育振興費用の確保を図る。

＜事業の概要＞
 菊川西中学校の教育振興に要する経費

＜令和２年度実施内容＞
 ・報償費、需用費、原材料費、負担金補助及び交付金

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 50 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 621
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 1,382 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 3,552 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 120 合　計 5,725

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 03項 02目 000100000事業 菊川西中学校教育振興費
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款 10 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 中学校費 01 学校管理費 所属 0103010111-0000 教育総務課（東中）

事　　業

0002 菊川東中学校管理費 (簡略番号：006168) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 5,381

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 5,381

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費 834
18 負担金､補助及び交付金 194
19 扶助費
20

 菊川東中学校の適切な学校運営の確保をするため、学校運営に要する維持管理費用の確保
 を図る。

＜事業の概要＞
 菊川東中学校の運営に要する経費

＜令和２年度実施内容＞
 ・需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、負担金補助金及
 び交付金等

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

2,968

152

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 638 26 公課費
12 委託料 275 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 320 予備費
14 工事請負費

合　計 5,381

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 03項 01目 000200000事業 菊川東中学校管理費
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款 10 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 中学校費 02 教育振興費 所属 0103010111-0000 教育総務課（東中）

事　　業

0002 菊川東中学校教育振興費 (簡略番号：006346) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 3,604

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 3,604

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞
 菊川東中学校生徒の教育指導、教育振興に要する教育振興費用の確保を図る。

＜事業の概要＞
 菊川東中学校の教育振興に要する経費

＜令和２年度実施内容＞
 ・報償費、需用費、原材料費、負担金補助及び交付金

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 27 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 399
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 1,172 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 1,924 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 82 合　計 3,604

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 03項 02目 000200000事業 菊川東中学校教育振興費
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款 10 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 中学校費 01 学校管理費 所属 0103010112-0000 教育総務課（岳洋中）

事　　業

0003 岳洋中学校管理費 (簡略番号：006203) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 5,502

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 5,502

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費 999
18 負担金､補助及び交付金 208
19 扶助費
20

 岳洋中学校の適切な学校運営の確保をするため、学校運営に要する維持管理費用の確保を
 図る。

＜事業の概要＞
 岳洋中学校の運営に要する経費

＜令和２年度実施内容＞
 ・需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、負担金補助金及
 び交付金等

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

3,067

180

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 608 26 公課費
12 委託料 172 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 268 予備費
14 工事請負費

合　計 5,502

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 03項 01目 000300000事業 岳洋中学校管理費
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款 10 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 中学校費 02 教育振興費 所属 0103010112-0000 教育総務課（岳洋中）

事　　業

0003 岳洋中学校教育振興費 (簡略番号：006367) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 3,912

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 3,912

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 03 安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
 施  策 02 安全で安心して教育が受けられる環境づくりに努めます

＜事業の目的＞
 岳洋中学校生徒の教育指導、教育振興に要する教育振興費用の確保を図る。

＜事業の概要＞
 岳洋中学校の教育振興に要する経費

＜令和２年度実施内容＞
 ・報償費、需用費、原材料費、負担金補助及び交付金

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 6 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 464
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 1,244 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 2,109 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 89 合　計 3,912

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 03項 02目 000300000事業 岳洋中学校教育振興費
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款 10 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 教育総務費 02 事務局費 所属 0103010200-0000 学校教育課

事　　業

0001 事務局総務費(学校教育課) (簡略番号：005444) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 83,727

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 13,341

一般財源 70,386

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 04 子どもの「生きる力」を育むまちづくり
 施  策 02 「一人ひとりが生きる教育」を推進します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
2,137 16 公有財産購入費

17 備品購入費
447 18 負担金､補助及び交付金 6,169

19 扶助費
20

 各小中学校の円滑な運営に資するため、学校教育課事務局として適切な対応を行う。

＜事業の概要＞
 各小中学校の円滑な運営に資するため、学校教育課事務局として適切な対応を行う。
 また、校務支援システムの導入により、教職員の働き方改革の推進を図る。

＜令和２年度実施内容＞
 【Ｒ２ 学校教育課】
 ・校務支援システムの導入
 ・小・中学校教職員健康管理事業の実施
 ・各種連絡協議会・保健会等への負担金支出
 ・学校教育課事務補佐員の配置(1名)
 ・その他、学校運営に係る総務的業務

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

125

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 166 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 66,229 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 8,454 予備費
14 工事請負費 賃金

合　計 83,727

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22050208001 県市町村振興協会市町村交付金【学校教育課】 13,341

10款 01項 02目 000100000事業 事務局総務費(学校教育課)
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款 10 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 教育総務費 02 事務局費 所属 0103010200-0000 学校教育課

事　　業

0002 小中一貫・連携教育推進費 (簡略番号：005363) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 6,054

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 2,025
地方債
その他

一般財源 4,029

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 04 子どもの「生きる力」を育むまちづくり
 施  策 03 中学校区等を核とした学びの環境づくりを推進します

＜事業の目的＞
 岳洋中学校区をモデル地区とし、小・中学校の「たての接続」と学校・地域社会の「よこ
 の連携」、「地域の財を生かした教育」を基本理念とした「学びの庭」構想を推進する。

＜事業の概要＞
 岳洋学舎運営協議会と中心としながら、地域学校共同活動推進員によるコーディネートの
 もと、様々な小中合同授業・行事や学校・地域間行事等を実施する。

＜令和２年度実施内容＞
 【Ｒ２ 学校教育課】
 ・岳洋学舎運営協議会の開催
 ・地域学校共同活動推進員の配置(２名)
 ・小中合同授業・行事の実施
 ・学校・地域間連携行事の実施

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 2,366 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 61 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 ・「学びの庭」構想 英語力向上事業の実施(３小学校)
 ・モデル地区成果発表会の開催

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 2,244 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 257 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 365 25 寄附金
11 役務費 310 26 公課費
12 委託料 451 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 賃金
15 原材料費 合　計 6,054

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020701002 学校支援地域本部事業費補助金【学校教育課】 2,025

10款 01項 02目 000200000事業 小中一貫・連携教育推進費
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款 10 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 教育総務費 02 事務局費 所属 0103010200-0000 学校教育課

事　　業

0003 魅力ある学校づくり調査研究事業費 (簡略番号：005379) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 405

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 405
地方債
その他

一般財源

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 04 子どもの「生きる力」を育むまちづくり
 施  策 02 「一人ひとりが生きる教育」を推進します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20

 不登校対策の充実を図るために教育員会が果たすべき役割について、国からの委託事業と
 して調査研究を行う。

＜事業の概要＞
 菊川市３中学校区において、子供の意識調査を効果指標としたＰＤＣＡサイクルによる不
 登校未然防止の取組を行い、新規不登校者数の減少を目指す。

＜令和２年度実施内容＞
 【Ｒ２ 学校教育課】
 ・子供の意識調査を基にしたＰＤＣＡサイクルの実施（３回）
 ・生徒指導月例報告等による各校の児童生徒の欠席状況の把握（毎月１回）
 ・市生徒指導連絡協議会における今後の方向性の共有（３回）
 ・事業担当者代表連絡会議の実施（５回）
 ・成果報告会の開催（令和２年12月）

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

113

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 60 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 222 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 10 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 405

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020702003 魅力ある学校づくり調査研究事業費補助金 405

10款 01項 02目 000300000事業 魅力ある学校づくり調査研究事業費
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款 10 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 教育総務費 02 事務局費 所属 0103010200-0000 学校教育課

事　　業

0004 土曜教育活動推進費 (簡略番号：005393) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 529

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 250
地方債
その他 100

一般財源 179

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 04 子どもの「生きる力」を育むまちづくり
 施  策 02 「一人ひとりが生きる教育」を推進します

＜事業の目的＞
 土曜日の教育活動を豊かにするため、質の高い教育体制の構築を図り、土曜日の有効活用
 を進める。

＜事業の概要＞
 小学生については、公益財団法人日本英語検定協会が行う英語検定５級の取得を目指す。
 中学生については、対話など発展的内容を学び、実践力のを目指す。

＜令和２年度実施内容＞
 【Ｒ２ 学校教育課】
 ・小学６年生を対象とした講座の実施（10回）
 ・中学生を対象とした講座の実施（５回）
 ・英語検定試験の実施（１回）

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 353 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 76 25 寄附金
11 役務費 100 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 529

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020703002 土曜教育活動事業費補助金 250

諸収入 22050208055 英語検定試験検定料 100

10款 01項 02目 000400000事業 土曜教育活動推進費
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款 10 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 教育総務費 02 事務局費 所属 0103010200-0000 学校教育課

事　　業

0005 教育活動推進費 (簡略番号：012938) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 34,810

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 34,810

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 04 子どもの「生きる力」を育むまちづくり
 施  策 02 「一人ひとりが生きる教育」を推進します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
30,461 16 公有財産購入費

17 備品購入費
1,875 18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20

 小・中学校の英語活動の推進、教育相談、特別な教育的支援を必要とする児童･生徒への
 対応等を行うとともに、市内小中学生の親睦を図るための行事を実施する。

＜事業の概要＞
 英語活動の推進や各種支援体制の構築のため、適切かつ計画的な人員配置を実施しながら
 、児童・生徒に対してきめ細やかなサポート体制を築く。

＜令和２年度実施内容＞
 【Ｒ２ 学校教育課】
 ・小・中学校英語支援講師の配置(小：６名 中：１名)
 ・教育相談室の運営、相談員の配置(４名)
 ・学級学校支援員の配置(小：12名 中：３名)
 ・就学支援委員会の開催(第５回)
 ・巡回相談員・教育相談員への謝礼
 ・小中学校特別支援学級児童生徒交流会の開催(３中学校)
 ・小学校演劇鑑賞会の開催

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

143

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 100 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 1,402 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 4 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 825 予備費
14 工事請負費

合　計 34,810

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 01項 02目 000500000事業 教育活動推進費
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款 10 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 小学校費 01 学校管理費 所属 0103010200-0000 学校教育課

事　　業

0015 小学校管理総務費（学校教育課） (簡略番号：005912) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 50,777

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 50,777

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 04 子どもの「生きる力」を育むまちづくり
 施  策 02 「一人ひとりが生きる教育」を推進します

＜事業の目的＞
 学校保健安全法に基づく児童の健康管理を適切に実施するとともに、円滑な学校運営のた
 めの体制を構築する。

＜事業の概要＞
 学校保健安全法に基づき、児童の健康管理行うための健康診断を委託するとともに、学校
 運営の円滑化を図るため、学校事務員・校務員の適切な配置を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 【Ｒ２ 学校教育課】
 ・就学時健康診断の実施
 ・児童健康診断の実施
 ・学校事務員・校務員の配置(18名)

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 528 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 39,552 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 6,315 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 80 25 寄附金
11 役務費 786 26 公課費
12 委託料 3,023 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 493 予備費
14 工事請負費 賃金
15 原材料費 合　計 50,777

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 02項 01目 001500000事業 小学校管理総務費（学校教育課）
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款 10 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 小学校費 01 学校管理費 所属 0103010200-0000 学校教育課

事　　業

0016 外国人児童指導費 (簡略番号：005819) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 23,392

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 23,392

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 04 子どもの「生きる力」を育むまちづくり
 施  策 02 「一人ひとりが生きる教育」を推進します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
13,022 16 公有財産購入費

17 備品購入費
1,655 18 負担金､補助及び交付金 8,057

19 扶助費
20

 外国人の比率が他市に比べて高い当市において、義務教育を要する年代の子供達の不就学
 を無くし、学校に慣れ、日本に定住できることを目指した各種支援を行う。

＜事業の概要＞
 日本語指導講師を配置し、日本語による学習に支障がある外国籍児童への指導や学校生活
 指導を行う。
 外国人の不就学児童・生徒が公立学校へスムーズに転入できるよう、小笠地区定住外国人
 児童生徒就学促進連絡協議会への負担金支出を通して就学支援を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 【Ｒ２ 学校教育課】
 ・日本語指導講師(２名)・外国人支援相談員(５名)の配置
 ・小笠地区定住外国人児童生徒就学促進連絡協議会への負担金支出

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 658 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 賃金

合　計 23,392

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 02項 01目 001600000事業 外国人児童指導費
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款 10 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 小学校費 01 学校管理費 所属 0103010200-0000 学校教育課

事　　業

0017 通級指導教室運営費（学校管理費） (簡略番号：005854) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 241

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 241

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 04 子どもの「生きる力」を育むまちづくり
 施  策 02 「一人ひとりが生きる教育」を推進します

＜事業の目的＞
 言葉の遅れなどの言語の改善や、発達の特性に応じた指導を要する児童に対し、支援を行
 う。

＜事業の概要＞
 言葉の遅れなど、言語の改善指導を要する児童のため、通級指導教室「ことばの教室」を
 運営する。
 また、発達の特性に応じた指導を要する児童のため、通級指導教室「ポプラ」を運営する
 。

＜令和２年度実施内容＞
 【Ｒ２ 学校教育課】
 ・通級指導教室「ことばの教室」の運営（小笠北小・堀之内小）
 ・通級指導教室「ポプラ」の運営（六郷小）

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費 43
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 192 25 寄附金
11 役務費 6 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 241

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 02項 01目 001700000事業 通級指導教室運営費（学校管理費）
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款 10 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 小学校費 02 教育振興費 所属 0103010200-0000 学校教育課

事　　業

0010 小学校教育振興費 (簡略番号：006085) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 15,732

財
源
内
訳

国庫支出金 1,350
県支出金
地方債
その他

一般財源 14,382

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 04 子どもの「生きる力」を育むまちづくり
 施  策 01 ＩＣＴ環境を生かした魅力ある授業づくりを推進します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費 12,318
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20

 学力の向上を目指し、児童の主体的、意欲的な学習活動環境の充実を図る。

＜事業の概要＞
 小学校児童の教育指導、教育振興に資する各種教材備品の購入や、新たに始まるキャリア
 ・パスポート、５年に１回の社会科副読本改定への対応を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 【Ｒ２ 学校教育課】
 ・ICT活用研究及び授業改善の推進
 ・ICT教材備品の購入（プログラミング教材・iPad用有線キーボード）
 ・キャリア・パスポートの導入
 ・小学生社会科副読本・教材用地図の印刷製本
 ・小学校食育体験事業の実施（河城小・小笠北小）
 ・国庫補助による小学校理科振興備品の購入
 ・国庫補助による小学校算数振興備品の購入
 ・教育振興に要する小学校教材備品の購入
 ・小学校特別支援学級の備品の購入

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

2,939

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 40 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 435 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 15,732

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16020501002 学校教育設備整備費補助金 1,350

10款 02項 02目 001000000事業 小学校教育振興費
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款 10 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 中学校費 01 学校管理費 所属 0103010200-0000 学校教育課

事　　業

0008 中学校管理総務費（学校教育課） (簡略番号：006297) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 19,338

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 19,338

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 04 子どもの「生きる力」を育むまちづくり
 施  策 02 「一人ひとりが生きる教育」を推進します

＜事業の目的＞
 学校保健安全法に基づく生徒の健康管理を適切に実施するとともに、円滑な学校運営のた
 めの体制を構築する。

＜事業の概要＞
 学校保健安全法に基づき、生徒の健康管理行うための健康診断を委託するとともに、学校
 運営の円滑化を図るため、学校事務員・校務員の適切な配置を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 【Ｒ２ 学校教育課】
 ・生徒健康診断の実施
 ・学校事務員・校務員の配置(６名)

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 389 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 13,731 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 2,351 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 265 25 寄附金
11 役務費 368 26 公課費
12 委託料 1,923 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 311 予備費
14 工事請負費 賃金
15 原材料費 合　計 19,338

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 03項 01目 000800000事業 中学校管理総務費（学校教育課）
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款 10 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 中学校費 01 学校管理費 所属 0103010200-0000 学校教育課

事　　業

0009 外国人生徒指導費 (簡略番号：006238) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 6,368

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 6,368

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 04 子どもの「生きる力」を育むまちづくり
 施  策 02 「一人ひとりが生きる教育」を推進します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
5,104 16 公有財産購入費

17 備品購入費
1,093 18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20

 外国人の比率が他市に比べて高い当市において、義務教育を要する年代の子供達の不就学
 を無くし、学校に慣れ、日本に定住できることを目指した支援を行う。

＜事業の概要＞
 日本語指導講師を配置し、日本語による学習に支障がある外国籍生徒への指導や学校生活
 指導を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 【Ｒ２ 学校教育課】
 ・日本語指導講師の配置(２名)

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 171 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 賃金

合　計 6,368

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 03項 01目 000900000事業 外国人生徒指導費
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款 10 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 中学校費 02 教育振興費 所属 0103010200-0000 学校教育課

事　　業

0007 中学校教育振興費 (簡略番号：006388) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 3,657

財
源
内
訳

国庫支出金 526
県支出金
地方債
その他

一般財源 3,131

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 04 子どもの「生きる力」を育むまちづくり
 施  策 01 ＩＣＴ環境を生かした魅力ある授業づくりを推進します

＜事業の目的＞
 学力の向上を目指し、生徒の主体的、意欲的な学習活動環境の充実を図る。

＜事業の概要＞
 中学校生徒の教育指導、教育振興に資する各種教材備品の購入や、新たに始まるキャリア
 ・パスポートの導入への対応を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 【Ｒ２ 学校教育課】
 ・キャリア・パスポートの導入
 ・国庫補助による中学校理科振興備品の購入
 ・国庫補助による中学校数学振興備品の購入
 ・教育振興に要する中学校教材備品の購入
 ・中学校特別支援学級の備品の購入

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費 3,425
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 232 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 3,657

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16020502002 学校教育設備整備費補助金 526

10款 03項 02目 000700000事業 中学校教育振興費
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款 10 03 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 中学校費 02 教育振興費 所属 0103010200-0000 学校教育課

事　　業

0008 心の教室運営費 (簡略番号：006404) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 4,083

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 4,083

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 04 子どもの「生きる力」を育むまちづくり
 施  策 02 「一人ひとりが生きる教育」を推進します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
3,693 16 公有財産購入費

17 備品購入費
328 18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20

 生徒が悩みを気軽に話せ、不安を和らげ心にゆとりを持てるよう支援する。

＜事業の概要＞
 生徒が悩みを気軽に話せ、不安を和らげ心にゆとりを持てるよう支援するため、心の教室
 相談員を配置する。

＜令和２年度実施内容＞
 【Ｒ２ 学校教育課】
 ・心の教室相談員の配置(３名)

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 62 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 賃金

合　計 4,083

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 03項 02目 000800000事業 心の教室運営費
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款 10 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 社会教育費 01 社会教育総務費 所属 0103010300-0000 社会教育課

事　　業

0001 社会教育委員活動費 (簡略番号：006551) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 407

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 407

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 05 人を育み、若者を育てるまちづくり
 施  策 01 地域で子どもを守り育てる取り組みを進めます

＜事業の目的＞
  社会教育及び学校教育等の関係者並びに学識経験のある者の中から委員を委嘱し、社会
 教育事業に関する意見を求める会議を開催する。

＜事業の概要＞
  社会教育法に基づき社会教育委員会を設置し、市の事業進捗や諸計画について意見を求
 める。

＜令和２年度実施内容＞
 ○報酬
  社会教育委員への報酬
 ○旅費
  静岡県社教連及び関東甲信越静社会教育研究大会に係る旅費（社会教育委員分）
 ○負担金

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 42 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

  関東甲信越静社会教育研究大会参加負担金（社会教育委員分）

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 342 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 23
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 407

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 05項 01目 000100000事業 社会教育委員活動費
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款 10 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 社会教育費 01 社会教育総務費 所属 0103010300-0000 社会教育課

事　　業

0002 公用車管理費(社会教育課) (簡略番号：006561) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 638

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 638

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 60 円滑な行政運営を図るため、安全で快適な庁舎機能の保全を行う
 概  要  02 適正な公用車管理
 事  務  01 公用車管理業務

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20

 社会教育課が管理する公用車の管理を行う。

＜事業の概要＞
 燃料費や緊急修繕といった日常経費のほか、法定点検等に伴う経費を支払う。

＜令和２年度実施内容＞
 社会教育課で所管する公用車５台分の維持管理費等。
 ○需用費
  燃料費、修繕料
 ○役務費
  車検代行手数料（１台分）、自動車損害保険料（１台分）
 ○公課費
  自動車重量税（１台分）

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

592

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 39 26 公課費 7
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 638

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 05項 01目 000200000事業 公用車管理費(社会教育課)
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款 10 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 社会教育費 01 社会教育総務費 所属 0103010300-0000 社会教育課

事　　業

0003 社会教育総務費 (簡略番号：006573) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 13,941

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 13,941

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 05 人を育み、若者を育てるまちづくり
 施  策 01 地域で子どもを守り育てる取り組みを進めます

＜事業の目的＞
 社会教育課事業を行うための一般経費等。

＜事業の概要＞
 会計年度任用職員の配置や課事業に係る出張や研修会参加のほか、仲島倉庫の解体を
 行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ○報酬
  会計年度任用職員報酬（４人分）
 ○職員手当等
  会計年度任用職員期末手当（４人分）
 
 ○旅費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 199 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

  職員旅費、会計年度任用職員旅費及び通勤手当
 ○需用費
  事務用消耗品
 ○委託料
  仲島倉庫除草作業
 ○工事請負費
  仲島倉庫解体工事（軽量鉄骨倉庫３棟 272㎡）
 ○負担金、補助及び交付金
  関東甲信越静社会教育研究大会参加負担金（職員分）
  静岡県社会教育委員連絡協議会負担金
  中部地区社会教育委員連絡協議会負担金
  小笠地区社会教育委員連絡協議会負担金

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 8,367 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 1,617 18 負担金､補助及び交付金 198
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 10 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 30 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 3,520 賃金
15 原材料費 合　計 13,941

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 05項 01目 000300000事業 社会教育総務費
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款 10 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 社会教育費 02 社会教育振興費 所属 0103010300-0000 社会教育課

事　　業

0001 生涯学習まちづくり費 (簡略番号：006611) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 2,011

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 930

一般財源 1,081

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政  策 06 生涯にわたり学べるまちづくり
 施  策 01 生涯学習活動を推進します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費

  生涯学習のまちづくりを実現するため、生涯学習に関する情報収集や情報提供とともに
 学習機会を設けることで生涯学習の推進を図る。

＜事業の概要＞
  生涯学習推進員への研修会を行い地区・自治会における活動の推進を図る。市民の自主
 企画講座を支援し学習活動がより活発になるよう生涯学習だよりを発行する。「ステップ
 アップ講座」においては市民目線のニーズを配慮することで市民の学習意欲を促す。また
 、「ことぶき講座」では高齢者特有の課題も含めた内容を学習に組み込む。

＜令和２年度実施内容＞
 ・生涯学習推進員研修会（年１回） 
 ・ステップアップ講座（1講座あたり年10回、全20講座、中央公民館、アエルで開講）
 ・ことぶき講座（１会場あたり年５回、六郷地区センター、中央公民館で開講）
 ・生涯学習だよりの発行（年１回）
 
 ○報酬費
  講師謝礼（生涯学習推進員研修会、ステップアップ講座、ことぶき講座）
 ○需用費
  講座運営に要する事務消耗品、生涯学習だより印刷製本費
 ○役務費
  ベビーシッター利用に伴う託児手数料
 ○使用料及び賃借料
  ステップアップ講座会場使用料（アエル使用料）
  バス借上料（ことぶき講座市外視察研修）

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

389

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 1,266 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 117 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 239 予備費
14 工事請負費

合　計 2,011

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22050208006 成人講座受講料 915
諸収入 22050208009 ベビーシッター利用料 15

10款 05項 02目 000100000事業 生涯学習まちづくり費
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款 10 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 社会教育費 02 社会教育振興費 所属 0103010300-0000 社会教育課

事　　業

0002 家庭教育推進費 (簡略番号：006642) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,318

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 1,318

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 05 人を育み、若者を育てるまちづくり
 施  策 02 家庭の教育力向上に取り組みます

＜事業の目的＞
  保護者が子育てやしつけについて学び、保護者同士が悩みを話し合い、子どもの健全な
 身体と人格の発達を助長するために家庭教育のあり方を学ぶ機会を提供する。

＜事業の概要＞
  家庭教育に関わる大人が家庭教育の知識や子どもの心の理解・親の役割など、正しい知
 識や実践していく力を身につけるため、各園、各校と連携して家庭教育学級を開設し、家
 庭教育の推進を図る。また、保護者が子育てについての悩みや不安を話し合う場でファシ
 リテーターとして活動する家庭教育支援員活動を推進する。

＜令和２年度実施内容＞
          ○報償費

   家庭教育支援員の活動に対する謝礼
 ○旅費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 24 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 24 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

  静岡県が主催する家庭教育支援員研修会参加に対する日当
 ○需用費
  家庭教育学級事業報告書作成等に係る事務消耗品
 ○委託料
  幼保・小中学校対象家庭教育学級開設業務委託（25学級）

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 20 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 1,250 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 1,318

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 05項 02目 000200000事業 家庭教育推進費
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款 10 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 社会教育費 02 社会教育振興費 所属 0103010300-0000 社会教育課

事　　業

0003 成人式費 (簡略番号：006655) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,308

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 1,308

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 05 人を育み、若者を育てるまちづくり
 施  策 01 地域で子どもを守り育てる取り組みを進めます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20

  将来の菊川市を担う新成人の門出を祝福するために成人式を挙行する。

＜事業の概要＞
  文化会館アエルを会場に、成人の日の前日（１月第２週の日曜日）に成人式を実施し、
 大人として自立していこうとする新成人を祝い励ます。

＜令和２年度実施内容＞
 式典開催予定日 令和３年１月10日（日）
 
 ○報償費
  式司会者や着物着付け協力団体への謝礼
 ○需用費
  成人者への記念品、生花等の消耗品
  成人式案内用封筒、しおり等の印刷製本費
 ○役務費
  アトラクション機材運搬手数料、駐車場管理業務手数料
 ○委託料
  写真等撮影業務委託
 ○使用料及び賃借料
  アエル会場使用料

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

617

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 40 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 52 26 公課費
12 委託料 412 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 187 予備費
14 工事請負費

合　計 1,308

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 05項 02目 000300000事業 成人式費

69



款 10 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 社会教育費 03 学級費 所属 0103010300-0000 社会教育課

事　　業

0001 青少年学習費 (簡略番号：006701) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,650

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 15

一般財源 1,635

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 05 人を育み、若者を育てるまちづくり
 施  策 01 地域で子どもを守り育てる取り組みを進めます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20 貸付金

  次世代を担う子どもたちが、豊かな人間性とたくましさを備えるため、規律ある集団生
 活や様々な体験活動を通して人間形成を成すよう事業を推進する。

＜事業の概要＞
  小中学生や高校生を対象として、地域の人々に協力をいただきながら、人を大切に思う
 気持ちの醸成や、郷土をより深く知る機会を設けることで、将来を担う人材の育成を支援
 する事業を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ○報償費
  中学生ふるさと未来塾追加事業に係る講師謝礼、焼きびな作り講師謝礼
 ○旅費
  小谷村小学生スキー体験教室2泊3日 同行職員分 （教育長1名・市職員7名）
 ○需用費
  ボランティア体験活動等消耗品
  中学生ふるさと未来塾資料、ボランティア体験活動リーフレット印刷製本（3,000部）

   ○役務費
  ボランティアクラブ登録者等の活動傷害保険料（850人）
 ○委託料
  小谷村小学生スキー体験教室に係る業務委託（大型バス貸し切り、高速道路料金等）

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

449

06 恩給及び退職年金

11 役務費 298

財源 科目コード

21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 120 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 237 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 546 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 1,650

科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22050208010 どきどきフェスティバル参加料 15

10款 05項 03目 000100000事業 青少年学習費
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款 10 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 社会教育費 03 学級費 所属 0103010300-0000 社会教育課

事　　業

0002 青少年対策費 (簡略番号：006718) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 536

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 30

一般財源 506

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 05 人を育み、若者を育てるまちづくり
 施  策 01 地域で子どもを守り育てる取り組みを進めます

＜事業の目的＞
  次世代を担う子どもたちが、豊かな人間性とたくましさを備えるべき健全な環境づくり
 を地域全体で推進する。

＜事業の概要＞
  青少年が健やかに育つ環境づくりや非行防止のために各地区や関係団体の参加や協力を
 求め、共に地域における青少年健全育成活動を推進する。また、個別の青少年関係団体を
 支援・強化することで、自主的な活動を推進していくことを狙いとする。

＜令和２年度実施内容＞
 ○報償費
  安全安心ひとづくり市民大会司会者への謝礼及び健全育成表彰者記念品代
 ○旅費
  青少年健全育成市民会議常任委員に対する会議及び研修参加の費用弁償

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 20 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 72 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 41 25 寄附金
11 役務費 23

 ○需用費
  安全安心ひとづくり市民大会及び青少年健全育成啓発に係る消耗品費
 ○役務費
  安全安心ひとづくり市民大会時の託児手数料
  青少年街頭生活指導等に係る参加者傷害保険料
 ○使用料及び賃借料
  安全安心ひとづくり市民大会・高校生祭典参加説明会開催に伴うアエル使用料
 ○負担金、補助及び交付金
  負担金
   県補導センター負担金、西部補導センター負担金、県青少年育成会議負担金
  補助金（青少年団体活動費補助金）
   菊川少年少女合唱団、くちなしの会、ボーイスカウト菊川第１団、市子ども会連合会

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 291
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 89 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 536

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22050208043 県民運動推進事業費補助金 30

10款 05項 03目 000200000事業 青少年対策費
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款 10 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 社会教育費 03 学級費 所属 0103010300-0000 社会教育課

事　　業

0003 放課後子ども教室推進事業費 (簡略番号：006740) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 4,244

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 2,592
地方債
その他 232

一般財源 1,420

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 05 人を育み、若者を育てるまちづくり
 施  策 01 地域で子どもを守り育てる取り組みを進めます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費 80
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20 貸付金

  放課後などに小学校の余裕教室などを活用して、地域の方々の参画を得て、児童が友達
 や異学年とともに勉強やスポーツ・文化活動に取り組むことで、児童が地域社会の中で、
 心豊かで健やかに育まれる環境づくりに取り組む。

＜事業の概要＞
  放課後に児童が安全安心して活動できる居場所づくりのため、市内全小学校９校を会場
 に、地域の方々の指導のもと、勉強やスポーツ・文化活動に取り組む。また、放課後児童
 クラブ事業との連携・調整を併せて図っていく。

＜令和２年度実施内容＞
 (1) 報償費
  ①地域学校協働活動推進員謝礼 890円×120時間×９校＝961,200円
  ②協働活動サポーター謝礼 740円×280時間×９校＝1,864,800円
  ③新放課後子ども総合プラン運営委員謝礼 3,000円×2回×8人＝48,000円

 (2) 需要費
  放課後子ども教室に係る消耗品費及び印刷製本費
 (3) 役務費
  放課後子ども教室に係る郵送費
  傷害保険料（地域学校協働活動推進員、協働活動サポーター、子ども教室参加児童）
 (4) 備品購入費
  放課後子ども教室各教室の必要備品や更新備品の購入

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

815

06 恩給及び退職年金

11 役務費 475

財源 科目コード

21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 2,874 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 4,244

科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020701001 放課後子ども教室推進事業補助金 2,592

諸収入 22050208005 放課後子ども教室参加児童傷害保険料 232

10款 05項 03目 000300000事業 放課後子ども教室推進事業費
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款 10 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 社会教育費 04 芸術文化振興費 所属 0103010300-0000 社会教育課

事　　業

0001 芸術文化事業振興費 (簡略番号：006756) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 3,525

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 30

一般財源 3,495

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政  策 07 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり
 施  策 02 市民の文化・芸術活動を支援します

＜事業の目的＞
  市民が広く芸術や文化に親しむ機会及び発表の場の提供を行う。また、文化振興
 計画に基づき、関連事業を含めた進捗管理を図る。

＜事業の概要＞
  現文化振興計画が令和３年度をもって計画期間が終了することから、文化振興計画策定
 委員を委嘱し、第２次菊川市文化振興計画の策定に取り組む。
  市民が文化芸術活動に参加・発表する機会として市文化祭等を開催する。
  芸術文化全般の振興のため、文化協会活動を支援する。
  創作活動の振興として文芸作品（小説、短歌、随筆等）を募集し、編集委員による選考
 を行い文芸誌「文苑きくがわ」を刊行する。

＜令和２年度実施内容＞
 ○報償費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 168 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 96 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 396 25 寄附金
11 役務費

  文苑きくがわ編集委員謝礼（7人×8回）
 ○旅費
  文化振興計画策定委員費用弁償（8人×4回）
 ○需用費
  文苑きくがわ15号印刷製本費
 ○委託料
  文化祭委託料、展示発表会委託料（写生大会、書き初め展）
 ○負担金、補助金及び交付金
  文化協会活動費補助金

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 1,550
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

26 公課費
12 委託料 1,315 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 3,525

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22050208014 文芸誌売上代 30

10款 05項 04目 000100000事業 芸術文化事業振興費
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款 10 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 社会教育費 04 芸術文化振興費 所属 0103010300-0000 社会教育課

事　　業

0002 文化財保護費 (簡略番号：006767) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 2,824

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 5

一般財源 2,819

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政  策 07 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり
 施  策 03 文化財の保存・周知・活用を推進します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金 654
19 扶助費
20 貸付金

  国・県・市指定の文化財を適切に保護・管理するとともに文化財保護の意識と郷土の歴
 史への理解を深める。

＜事業の概要＞
  文化財を保護・継承し積極的な公開・活用に努めるため、文化財保護審議会の開催およ
 び国・県指定史跡等の保全、維持管理を図る。指定有形・無形民俗文化財の伝承及び活用
 に対する団体を補助する。
  

＜令和２年度実施内容＞
 旅費（文化財保護審議委員の費用弁償）
 需用費（印刷製本費、市内文化財看板修繕）
 委託料（高田大屋敷遺跡等の除草作業委託料、横地城跡管理委託料）
 使用料及び賃借料（舟久保古墳土地借地料）
 負担金補助及び交付金（静岡県文化財保存協会負担金、潮海寺文化財保存会補助金、黒田
 家管理費補助金、虚空蔵山節分祭補助金）

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

451

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 42 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 1,528 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 149 予備費
14 工事請負費

合　計 2,824

科目名称 本年度当初 前年度当初
使用料 15010602006 社会教育施設用地使用料 5

10款 05項 04目 000200000事業 文化財保護費
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款 10 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 社会教育費 04 芸術文化振興費 所属 0103010300-0000 社会教育課

事　　業

0003 文化・顕彰活動支援費 (簡略番号：006789) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 489

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 489

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政  策 07 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり
 施  策 03 文化財の保存・周知・活用を推進します

＜事業の目的＞
  地域の長い歴史の中で生まれ、育まれ、今日の世代に守り伝えられてきた貴重な文化遺
 産を永く後世に伝えるため、文化・顕彰事業を行う。

＜事業の概要＞
  郷土ゆかりの偉人関口隆吉顕彰事業及び、地域文化財の継承活動などを行っている団体
 を支援する。芸術文化大会における全国大会等への出場者・団体に奨励金により活動を支
 援する。

＜令和２年度実施内容＞
 報償費（芸術文化大会出場奨励金）
 旅費（小谷村との20周年記念における街道画展示の出張旅費）
 需用費（関口隆吉顕彰事業における消耗品費、修繕料）
 役務費（関口隆吉顕彰事業における文化財ウォーキングの保険料）

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 50 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 31 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 90 25 寄附金
11 役務費 3

 委託料（関口隆吉遺徳顕彰碑内の除草作業管理委託料）
 負担金補助及び交付金（栗田土満翁顕彰会、大頭龍神楽保存会、内田郷土資料館、山西郷
 土資料館）

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 252
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

26 公課費
12 委託料 63 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 489

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 05項 04目 000300000事業 文化・顕彰活動支援費
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款 10 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 社会教育費 05 遺跡発掘調査費 所属 0103010300-0000 社会教育課

事　　業

0001 市文化財保存管理整備事業費 (簡略番号：006818) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 20,587

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 5,018

一般財源 15,569

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政  策 07 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり
 施  策 03 文化財の保存・周知・活用を推進します

＜事業の目的＞
  開発に伴い、埋蔵文化財包蔵地内の試掘・確認調査及び本発掘調査を実施し、埋蔵文化
 財の保護を図る。

＜事業の概要＞
  市内の埋蔵文化財包蔵地内の開発に伴い、必要に応じて試掘・確認調査を実施し、開発
 者等への指導のため、埋蔵文化財に関するデータを収集する。
  開発に伴い、埋蔵文化財が破壊されてしまう場合は、記録保存により発掘調査の結果を
 報告書として刊行し、埋蔵文化財の保護を図る。

＜令和２年度実施内容＞
 報酬（会計年度任用職員、遺跡発掘作業員）
 職員手当等（期末手当）
 共済費（発掘作業員労災保険料）

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 12 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 411 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 896 25 寄附金

 報償費（土器作り体験講座の講師謝礼）
 旅費（会計年度職員通勤手当分）
 需用費（整理作業に伴う消耗品及び報告書作成に伴う印刷製本費）
 役務費（発掘調査に伴う仮設トイレ汲み取り手数料）
 委託料（出土遺物測量業務委託料及び高田ヶ原遺跡発掘調査測量業務委託料）
 使用料及び賃借料（発掘調査に伴う重機借上及び機材借上）

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 8,899 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 1,634 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 5 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

11 役務費 9 26 公課費
12 委託料 5,876 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 2,845 予備費
14 工事請負費 賃金
15 原材料費 合　計 20,587

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22040301001 埋蔵文化財調査受託事業収入 5,015
諸収入 22050208010 どきどきフェスティバル参加料 3

10款 05項 05目 000100000事業 市文化財保存管理整備事業費
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款 10 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 社会教育費 05 遺跡発掘調査費 所属 0103010300-0000 社会教育課

事　　業

0002 埋蔵文化財センター管理費 (簡略番号：006842) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,515

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 1,515

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政  策 07 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり
 施  策 02 市民の文化・芸術活動を支援します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20 貸付金

  菊川市埋蔵文化財センターを適切に管理し、埋蔵文化財の調査研究、資料の収集・整理
 及び保存管理、資料の展示及び知識の普及に関する事業を行い、広く市民に埋蔵文化財に
 触れ合っていただく機会を提供する。

＜事業の概要＞
  埋蔵文化財センターの管理及び、埋蔵文化財の調査研究、資料の収集・整理及び保存管
 理、資料の展示及び知識の普及に関する事業を行う。
  

＜令和２年度実施内容＞
 ・埋蔵文化財センターの維持管理
 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料）
 役務費（浄化槽法定点検手数料、建物共済分担金）
 委託料（浄化槽点検、床清掃業務、警備保障、消防設備点検、樹木等管理）

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

1,106

06 恩給及び退職年金

11 役務費 44

財源 科目コード

21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 365 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 1,515

科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 05項 05目 000200000事業 埋蔵文化財センター管理費
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款 10 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 社会教育費 05 遺跡発掘調査費 所属 0103010300-0000 社会教育課

事　　業

0003 菊川城館遺跡群整備事業費 (簡略番号：006859) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 4,916

財
源
内
訳

国庫支出金 2,404
県支出金 801
地方債
その他

一般財源 1,711

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政  策 07 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり
 施  策 03 文化財の保存・周知・活用を推進します

＜事業の目的＞
  国指定史跡菊川城館遺跡群（高田大屋敷遺跡、横地氏城館跡）の整備をとおして、その
 保存と活用を図る。

＜事業の概要＞
  菊川城館遺跡群（高田大屋敷遺跡、横地氏城館跡）の整備基本構想に基づき、整備基本
 計画策定の委託及び整備委員会を開催する。

＜令和２年度実施内容＞
 報償費（整備委員会委員の報償費）
 旅費（整備委員会委員の費用弁償、職員及び指導機関の出張旅費）
 需用費（横地氏城館跡探訪マップの印刷製本費）
 委託料（菊川城館遺跡群整備基本計画策定業務）       
 負担金、補助及び交付金（全国史跡整備市町村協議会東海地区協議会負担金）

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 246 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 333 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 35 25 寄附金
11 役務費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 10
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

26 公課費
12 委託料 4,292 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 4,916

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16020504001 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業費補助金 2,404

都道府県支出金 17020701004 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業費補助金 801

10款 05項 05目 000300000事業 菊川城館遺跡群整備事業費
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款 10 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 社会教育費 05 遺跡発掘調査費 所属 0103010300-0000 社会教育課

事　　業

0004 遺跡発掘調査総務費 (簡略番号：006873) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 889

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 889

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政  策 07 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり
 施  策 03 文化財の保存・周知・活用を推進します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20 貸付金

  遺跡発掘調査事業の円滑な推進を図る。

＜事業の概要＞
  埋蔵文化財の遺跡発掘調査に関わる研修会の参加及び文化財マップ、文化財の広報紙ど
 きどき通信等を発行する。

＜令和２年度実施内容＞
 旅費（文化財行政担当者会議、補助金ヒアリング等の職員出張旅費、県職員の派遣旅費）
 需用費（文化財年報、どきどき通信、文化財マップの印刷製本費）
 役務費（埋蔵文化財センターの通信運搬費）
 使用料及び賃借料（埋蔵文化財センターの複写機パフォーマンスチャージ料）

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

442

06 恩給及び退職年金

11 役務費 174

財源 科目コード

21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 84 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 189 予備費
14 工事請負費

合　計 889

科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 05項 05目 000400000事業 遺跡発掘調査総務費
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款 10 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 社会教育費 07 文化会館費 所属 0103010300-0000 社会教育課

事　　業

0001 文化会館管理費 (簡略番号：006984) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 67,495

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 67,495

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政  策 07 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり
 施  策 02 市民の文化・芸術活動を支援します

＜事業の目的＞
  菊川文化会館アエルの運営管理について、指定管理者と連携し、多様化する市民や活動
 団体のニーズに対応する。また市の文化発信の拠点とするべく、市民の視点や利用団体か
 らの意見、有識者からの評価を受けるべく、運営委員会を組織し指定管理者の運営に対し
 て調査・審議を行う。

＜事業の概要＞
  アエル運営委員会を開催し、指定管理や利用状況等に関する幅広い意見を聴取する。ま
 た、指定管理制度に基づく指定管理料の支払いのほか、緊急修繕や機器類の借上げ等市が
 担うこととした各種事業を実施する。

＜令和２年度実施内容＞
 ○報酬
  菊川文化会館アエル運営委員報酬（12人）

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 1,000 25 寄附金
11 役務費 112

 ○需用費
  機械設備等機器修繕料 （300,000円を超える設備機械機器修繕が対象）
 ○役務費
  建物災害共済分担金
 ○委託料
  菊川文化会館アエル指定管理料
 ○使用料及び賃借料
  アエル施設・チケット管理システムリース料、ＡＥＤ借上料
 ○備品購入費
  貸与備品緊急購入更新対応他

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 108 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費 302
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

26 公課費
12 委託料 64,493 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 1,480 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 67,495

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 05項 07目 000100000事業 文化会館管理費

80



款 10 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 社会教育費 07 文化会館費 所属 0103010300-0000 社会教育課

事　　業

0002 文化会館事業振興費 (簡略番号：007004) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 2,000

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 2,000

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政  策 07 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり
 施  策 01 鑑賞機会の提供に努めます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20 貸付金

  指定管理者では実施が困難な事業（収益が見込めない事業やアエルを利用する地域の芸
 術文化活動団体への支援)を委託し、より多くの市民に芸術文化に接する機会を提供する。

＜事業の概要＞
  市と指定管理者で事業を計画し、アエル運営委員会で企画内容等を審議し、「菊川文化
 会館アエル芸術文化振興事業委託」として各事業を実施する。

＜令和２年度実施内容＞
 ○委託料
  文化会館アエル芸術文化振興事業委託料
   ４月 珠玉の音楽シリーズ「ＴＳＵＫＥＭＥＮコンサート」
   ５月 芸術文化活動団体の交流「Ael Enjoy Live ～ふれ愛 FES 2020～」
   ６月 アエルお茶クラシック
   ７月 ミュージカル「白雪姫」
   ８月 アエル子ども劇場上映
   ９月 すずむしコンサートSPECIAL「KIKUGAWA第九コンサート」
   12月～１月  おんかつ事業アウトリーチ＆コンサート

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 2,000 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 2,000

科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 05項 07目 000200000事業 文化会館事業振興費
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款 10 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 社会教育費 07 文化会館費 所属 0103010300-0000 社会教育課

事　　業

0003 文化会館整備事業費 (簡略番号：007008) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 8,248

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 1,069
地方債
その他 356

一般財源 6,823

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政  策 07 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり
 施  策 02 市民の文化・芸術活動を支援します

＜事業の目的＞
  菊川文化会館アエルは平成４年３月に開館し随所に経年劣化が見られることから、安全
 かつ円滑な管理運営のため、施設及び各種設備などの計画的な営繕を実施する。

＜事業の概要＞
  施設等の不備により各種公演や貸館事業に支障を来すことのないよう、指定管理者と協
 議・調整をし補修及び設備更新工事、工事に伴う設計業務委託を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ○委託料
  アエル施設整備設計業務委託、大ホール壁面改修工事設計委託他
 ○工事請負費
  設備更新工事
   大ホールトイレ洋式化工事

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費

   非常放送設備更新工事
   楽屋３空調設備更新工事

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

26 公課費
12 委託料 3,413 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 4,835
15 原材料費 合　計 8,248

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020801002 地震・津波対策等減災交付金（業務活動） 1,069

諸収入 22050207024 静岡県市町村振興協会地震・津波対策等減災交付金 356

10款 05項 07目 000300000事業 文化会館整備事業費
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款 10 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 社会教育費 08 公民館費 所属 0103010300-0000 社会教育課

事　　業

0001 公民館管理費 (簡略番号：007024) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 25,271

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 1,636

一般財源 23,635

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政  策 07 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり
 施  策 02 市民の文化・芸術活動を支援します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費 175
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20 貸付金

  社会教育法に基づき公民館を設置運営することにより、文化的及び社会的な学習ができ
 る環境を整え、利用者に提供する。

＜事業の概要＞
  公民館の適切な管理を行うため、維持管理及び運営に係る事務を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ○需用費
  施設消耗品、光熱水費、修繕料
 ○役務費
  通信運搬費、浄化槽法定点検手数料、ピアノ調律手数料、日常清掃業務手数料、日常事
  務管理手数料、公民館総合保障保険料、建物共済分担金
 ○委託料
  公民館機械設備保守点検、印刷機保守点検、舞台照明音響操作、浄化槽保守点検、機械
  警備業務、電気工作物保守点検、樹木管理業務等の業務委託
 ○使用料及び賃借料
  リース料
   AED、複写機（２台）、印刷機（２台）の借上
  レンタル料及び使用料
   清掃用モップ及びマットレンタル、NHKテレビ受信料
 ○備品購入費
  公民館備品購入

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

諸収入 22050208040

8,337

06 恩給及び退職年金

11 役務費 4,901

財源 科目コード

21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 10,772 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 1,086 予備費
14 工事請負費

合　計 25,271

科目名称 本年度当初 前年度当初
使用料 15010602001 公民館使用料 863
使用料 15010602004 陶芸施設使用料 6
使用料 15010602006 社会教育施設用地使用料 1
諸収入 22050208036 中央公民館電気料等使用者負担金 240
諸収入 22050208038 中央公民館自販機等設置手数料 408

中央公民館コピー・印刷代 118

10款 05項 08目 000100000事業 公民館管理費
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款 10 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 社会教育費 09 代官屋敷資料館運営費 所属 0103010300-0000 社会教育課

事　　業

0001 代官屋敷資料館管理費 (簡略番号：007074) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 5,179

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 160

一般財源 5,019

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政  策 07 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり
 施  策 02 市民の文化・芸術活動を支援します

＜事業の目的＞
  黒田家所蔵の歴史的資料の保存及び一般公開を図り、市民の郷土史及び文化に対する知
 識と理解を深め、文化財に触れ合っていただく機会を提供する。

＜事業の概要＞
  年間を通して、代官屋敷資料館の維持管理及び黒田家所蔵及び黒田家と関わりの深い歴
 史・民俗資料を展示する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・代官屋敷資料館の維持管理
 需用費（消耗品費、光熱水費、修繕料）
 役務費（通信運搬費、浄化槽点検手数料、管理業務手数料、火災保険料、公有建物
 分担金）
 委託料（浄化槽点検、清掃業務、警備保障、樹木等管理、消防設備点検、資料陳列）

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 710 25 寄附金
11 役務費 2,006

 使用料及び賃借料（モップ等借上料）

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

26 公課費
12 委託料 2,445 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 18 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 5,179

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
使用料 15010602002 代官屋敷資料館入館料 144
諸収入 22050208026 絵はがき売上代 16

10款 05項 09目 000100000事業 代官屋敷資料館管理費
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款 10 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 社会教育費 10 塩の道公園費 所属 0103010300-0000 社会教育課

事　　業

0001 塩の道公園管理費 (簡略番号：007099) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 3,175

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 3,175

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政  策 07 芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり
 施  策 03 文化財の保存・周知・活用を推進します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20 貸付金

  塩の道公園を安全に利用していただくため適切に管理を行う。

＜事業の概要＞
  塩の道公園を安全に利用していただくため、樹木の剪定、緑地の除草作業等の管理及び
 施設の点検を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 塩の道公園の維持管理費
 需用費（塩の道公園の光熱水費、修繕料）
 役務費（浄化槽点検手数料、公有建物共済分担金）
 委託料（浄化槽点検料、公園の樹木・緑地管理及び遊具保守点検委託料）

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

295

06 恩給及び退職年金

11 役務費 15

財源 科目コード

21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 2,865 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 3,175

科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 05項 10目 000100000事業 塩の道公園管理費
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款 10 06 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 保健体育費 01 保健体育総務費 所属 0103010300-0000 社会教育課

事　　業

0001 保健体育総務費 (簡略番号：007114) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 893

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 893

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政  策 08 スポーツが盛んなまちづくり
 施  策 01 誰もがスポーツに触れ合う機会を創出します

＜事業の目的＞
  
  市のスポーツ推進計画をはじめ施設整備、スポーツ事業等に関する事項の調整・審議を
 目的に市スポーツ推進審議会を置く。
  2020東京オリンピック・パラリンピックの機運醸成を図る。

＜事業の概要＞
  
  スポーツ事業に関する諮問機関として、スポーツ推進審議会を置き、審議会を開催す
 る。
  2020東京オリンピック・パラリンピックの開催に合わせ、ホストタウン交流を図るほ
 か、パラリンピックの採火式及び聖火リレーを執り行う。

＜令和２年度実施内容＞

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 110 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 142 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 230 25 寄附金
11 役務費

 １報酬
 ・スポーツ推進審議会委員報酬（年３回開催18人）(2.1)
 ７報償費
 ・講師謝礼（ホストタウン経費）(1.1)
 ８旅費
 ・普通旅費（スポーツ担当者会議、研修会、ホストタウン経費）(1.1)
 10需用費
 ・消耗品費（採火式用品他）(1.1)
 ・食糧費（ホストタウン経費）(5.1)
 13使用料及び賃借料
 ・会場使用料料（ホストタウン経費）(3.1)
 ・バス借上料（ホストタウン経費）(3.2)
 18負担金、補助及び交付金
 ・職員研修負担金（東海四県スポーツ推進委員研究大会負担金）(1.1)
 
 
 

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 162 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 29
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 220 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 893

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 06項 01目 000100000事業 保健体育総務費

86



款 10 06 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 保健体育費 02 体育振興費 所属 0103010300-0000 社会教育課

事　　業

0001 スポーツ推進委員活動費 (簡略番号：007144) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 3,391

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 3,391

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政  策 08 スポーツが盛んなまちづくり
 施  策 01 誰もがスポーツに触れ合う機会を創出します

＜事業の目的＞
  
  市民に生涯スポーツの推進を図ることを目的に、スポーツ推進委員と連携し、教育委員
 会が主催する各種スポーツ事業を進める。また、地域スポーツ活動の展開につなげてい
 く。
 

＜事業の概要＞
  
  スポーツ基本法の規定に基づき、スポーツ推進委員を委嘱し、委員との連携のもと、教
 育委員会が計画する各種スポーツ事業（教室や大会）を実施する。また、研修等により推
 進委員の資質向上と活動の充実を図る。

＜令和２年度実施内容＞

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 2,436 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 229 25 寄附金

 ８旅費
 ・スポーツ推進委員費用弁償（スポーツ推進委員30名）(2.1)
 10需用費
 ・消耗品費（スポーツ推進委員ユニフォーム代他）(1.1)
 11役務費
 ・スポーツ傷害保険料（スポーツ推進委員30名分）(3.1)
 13使用料及び賃借料
 ・バス借上料 （東海四県スポーツ推進委員研究大会（三重県））(3.1)
 18負担金、補助及び交付金
 ・スポーツ推進委員協議会負担金（県連絡協議会、東海四県研究大会他）(1.1)

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 248
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

11 役務費 56 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 422 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 3,391

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 06項 02目 000100000事業 スポーツ推進委員活動費
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款 10 06 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 保健体育費 02 体育振興費 所属 0103010300-0000 社会教育課

事　　業

0003 生涯スポーツ推進費 (簡略番号：007167) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 2,549

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 50

一般財源 2,499

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政  策 08 スポーツが盛んなまちづくり
 施  策 01 誰もがスポーツに触れ合う機会を創出します

＜事業の目的＞
  
  市民一人ひとりが健康で心豊かな生活を送ることができるよう、誰もがいつでも気軽に
 取り組むことのできる軽スポーツや体操を主としたスポーツ教室を開催し、市民の健康、
 体力づくりや生きがいづくりにつながる一人１スポーツを奨励する。

＜事業の概要＞
  
  親子スポーツ教室やシニア健康体操教室の開催のほか、スポーツ委員の活動を通じて生
 涯スポーツの推進を図る。

＜令和２年度実施内容＞
 ７報償費
 ・スポーツ委員謝礼（委員157名）(1.1)

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 2,475 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 ・スポーツ指導者講師謝礼（夏休み親子スポーツ教室、シニア健康体操教室）(1.2)
 10需用費
 ・消耗品費（スポーツ教室開催時に必要となる用具代他）(1.1)
 11役務費
 ・スポーツ傷害保険料（夏休み親子スポーツ教室、シニア健康体操教室）(3.1)
 13使用料及び賃借料
 ・会場使用料（夏休み親子スポーツ教室、シニア健康体操教室）(3.1)

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 26 25 寄附金
11 役務費 27 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 21 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 2,549

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22050208007 スポーツ教室参加料 50

10款 06項 02目 000300000事業 生涯スポーツ推進費
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款 10 06 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 保健体育費 02 体育振興費 所属 0103010300-0000 社会教育課

事　　業

0004 スポーツ大会推進費 (簡略番号：007181) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 3,879

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 50

一般財源 3,829

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政  策 08 スポーツが盛んなまちづくり
 施  策 01 誰もがスポーツに触れ合う機会を創出します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金 190
19 扶助費
20

  
  子どもから高齢者まで幅広い年齢層を対象に、市民が気軽に参加できる軽スポーツを中
 心に市主催大会を開催し、スポーツをとおして多世代間の交流を促進すると共に、健康で
 心豊かな人づくりに寄与する。
  

＜事業の概要＞
  
  市民健康駅伝競走大会、スポーツレクリェーションフェスティバル、陸上選手権大会、
 静岡県市町対抗駅伝大会、各種スポーツ大会の運営を進める。

＜令和２年度実施内容＞
 10需用費
 ・消耗品費（市主催大会事務費他）(1.1)
 ・各種大会賞品代（市主催大会賞品代）(1.2)
 ・食糧費（市主催大会時のお茶、弁当代）(5.2)
 11役務費
 ・保険料（各種大会参加者のスポーツ傷害保険料）(3.1)
 12委託料
 ・市民健康駅伝競走大会（交通警備委託料・交通標識規制解除復帰作業委託料）(5.1)
 ・陸上選手権大会委託料(5.2)
 ・シニアゲートボール大会委託料(5.3)
 ・県市町対抗駅伝競走大会委託料(5.4)
 ・スポーツ少年団交流会委託料(5.5)
 13使用料及び賃借料
 ・会場使用料（市主催大会会場使用料）(3.1)
 ・バス借上料（市民健康駅伝競走大会バス借上料）(3.2)
 ・機材借上料（市民健康駅伝競走大会仮設トイレ一式）(3.3)
 18負担金、補助及び交付金
 ・スポーツ少年団補助金（スポーツ少年団大会補助金）(2.1)

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

589

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 64 26 公課費
12 委託料 2,753 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 283 予備費
14 工事請負費

合　計 3,879

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22050208008 スポーツ大会参加料 50

10款 06項 02目 000400000事業 スポーツ大会推進費
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款 10 06 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 保健体育費 02 体育振興費 所属 0103010300-0000 社会教育課

事　　業

0005 指導者養成費 (簡略番号：007203) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 93

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 15

一般財源 78

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政  策 08 スポーツが盛んなまちづくり
 施  策 01 誰もがスポーツに触れ合う機会を創出します

＜事業の目的＞
  
  スポーツ分野の情報について、座学や実技を交えた講座を開講し、スポーツへの知識を
 深め、健康づくりの推進やスポーツ場面で知識を生かす事を目的とする。

＜事業の概要＞
  スポーツ講座の開講、スポーツ講演会の開催。

＜令和２年度実施内容＞
 ７報償費
 ・スポーツ指導者講師謝礼（スポーツ講座、スポーツ講演会）(1.1)
 10需用費
 ・消耗品費（スポーツ講座事務費）(1.1)
 13使用料及び賃借料

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 80 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 ・会場使用料（スポーツ講座会場使用料小笠体育館）(3.1)

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 10 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 3 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 93

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22050208007 スポーツ教室参加料 15

10款 06項 02目 000500000事業 指導者養成費
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款 10 06 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 保健体育費 02 体育振興費 所属 0103010300-0000 社会教育課

事　　業

0006 スポーツ大会出場支援費 (簡略番号：007213) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 312

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 312

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政  策 08 スポーツが盛んなまちづくり
 施  策 03 スポーツ団体・スポーツ活動を支援します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20

  
  各種スポーツにおける全国・県大会等に出場する選手または団体に、奨励金を支給する
 ことにより、更なる活躍につなげ、市のスポーツ競技力の向上を図る。

＜事業の概要＞
  全国や県大会等へのスポーツ大会出場選手または団体に対し、菊川市教育委員会奨励金
 の支給及び表敬訪問を開催する。

＜令和２年度実施内容＞
 ７報償費
 ・国県等大会出場選手報償費（奨励金支給）(2.1)
 10需用費
 ・消耗品費（奨励金支給に必要な事務用品）(1.1)

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

4

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 308 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 312

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 06項 02目 000600000事業 スポーツ大会出場支援費
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款 10 06 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 保健体育費 03 体育施設費 所属 0103010300-0000 社会教育課

事　　業

0001 公園体育施設管理費 (簡略番号：007221) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 808

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 808

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政  策 08 スポーツが盛んなまちづくり
 施  策 02 スポーツ活動の場を提供します

＜事業の目的＞
  
  公共スポーツ施設を市民に安心、安全に利用していただくため、スポーツ活動の拠点と
 なる屋内外体育施設施設の整備を行い、スポーツ活動の場の提供に努める。

＜事業の概要＞
  屋内外体育施設の維持管理。

＜令和２年度実施内容＞
 10需用費
 ・消耗品費（グラウンド管理用具他）(1.1)
 ・光熱水費（丹野集会所、棚草運動場、防災ステーション）(4.2)
 11役務費
 ・手数料（棚草グラウンド簡易トイレ汲取り手数料）(2.1)

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 ・火災保険料（市内スポーツ施設５箇所）(3.2)
 12委託料
 ・樹木伐採等作業委託料（尾花運動公園、棚草運動場）(5.1)
 15原材料費
 ・砂・材料代（グラウンド補充土）(5.1)

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 84 25 寄附金
11 役務費 25 26 公課費
12 委託料 647 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 52 合　計 808

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 06項 03目 000100000事業 公園体育施設管理費
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款 10 06 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 保健体育費 03 体育施設費 所属 0103010300-0000 社会教育課

事　　業

0002 グラウンド体育館管理費 (簡略番号：007236) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 93,715

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債 16,600
その他 2,810

一般財源 74,305

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政  策 08 スポーツが盛んなまちづくり
 施  策 02 スポーツ活動の場を提供します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費 155
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20

  
  公共スポーツ施設を市民に安心、安全に利用していただくため、スポーツ活動の拠点と
 なる屋内外体育施設の整備及び管理運営を適切に行う。

＜事業の概要＞
  
  指定管理者による市立体育館３施設及び、体育施設を附帯する都市公園・公園の運営管
 理。

＜令和２年度実施内容＞
 10需用費
 ・消耗品費（小中学校体育館等で使用するスポーツ用具他）(1.1)
 ・修繕料（体育施設一般修繕料）(6.2)
 11役務費
 ・火災保険料（市立３体育館建物災害共済分担金）(3.1)
 12委託料
 ・建築物定期調査報告委託料（市民総合体育館）(5.1)
 ・小中学校体育施設受付委託料(5.2)
 ・指定管理料（菊川市体育館、体育施設を付帯する都市公園等）(5.4)
 ・防災ステーショングラウンド・トイレ管理委託料(5.5)
 13使用料及び賃借料
 ・ＡＥＤ借上料（市立３体育館、菊川運動公園野球場）(3.1)
 14工事請負費
 ・改良整備事業費（防災ステーションダスト舗装工事・市民総合体育館室内照明灯ＬＥ 
  Ｄ化工事）(2.1)
 ・維持補修費（小笠体育館雨漏り修繕(3.1)、和田公園プール塗装修繕(3.2)）
 17備品購入費
 ・体育用備品購入費(1.1)

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

390

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 271 26 公課費
12 委託料 60,953 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 188 予備費
14 工事請負費 31,758

合　計 93,715

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
使用料 15010603004 保健体育施設占用料 6
繰入金 20020201001 発電用施設周辺地域施設維持基金繰入金 2,354
諸収入 22050208053 体育施設命名権料 450
地方債 23010402001 体育施設整備事業債 16,600

10款 06項 03目 000200000事業 グラウンド体育館管理費
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款 10 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 社会教育費 06 図書館費 所属 0103010400-0000 図書館

事　　業

0001 図書館管理費 (簡略番号：006887) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 7,041

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 7,041

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政  策 06 生涯にわたり学べるまちづくり
 施  策 02 読書環境の整備に努めます

＜事業の目的＞
 図書館施設の維持管理。

＜事業の概要＞
 館内施設の適正な維持管理及び清掃。

＜令和２年度実施内容＞
 ・館内清掃（日常清掃、特別清掃）
 ・施設の維持管理及び修繕（空調、非常用設備等）
 
 (1) 需用費 1,944千円
    ①消耗品費（蛍光灯、清掃用品、書架整理用品等） 420千円
    ②修繕料（館内設備の修繕、雨漏り対策等） 1,524千円
 (2) 役務費 1,926千円

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

    ①手数料 日常清掃手数料（両館） 1,888千円
    ②保険料 建物共済分担金（両館） 38千円
 (3) 委託料 1,994千円
    ①保守点検 館内設備（空調設備、エレベーター、自動ドア等）の保守点検 
          1,265千円
    ②清掃業務 床・窓の特別清掃（年２回）（両館） 511千円
    ③警備保障 警備保障業務委託（小笠図書館） 218千円
          ※菊川文庫は本庁と一括
 (4) 使用料及び賃借料 99千円
    ①リース料 ＡＥＤ借上料（両館） 37千円
    ②使用料及びレンタル料 玄関マット借上料（両館） 62千円
 (5) 工事請負費 1,078千円
    維持補修費 菊川文庫研究室の消火設備の更新
 

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 1,944 25 寄附金
11 役務費 1,926 26 公課費
12 委託料 1,994 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 99 予備費
14 工事請負費 1,078
15 原材料費 合　計 7,041

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 05項 06目 000100000事業 図書館管理費
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款 10 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 社会教育費 06 図書館費 所属 0103010400-0000 図書館

事　　業

0002 読書活動推進費 (簡略番号：006904) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,664

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 1,664

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
 政  策 05 人を育み、若者を育てるまちづくり
 施  策 03 子どもの読書活動を推進します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20

 子どもを対象としたイベントや講座、大人を対象とした講座を開催し、市民への読書活動
 の啓発や図書館の利用促進を図る。
 第三次菊川市子ども読書活動推進計画（平成30年～令和４年）に基づく事業を展開し、次
 世代を担う子どもたちに読書の大切さや楽しさを伝え、子どもたちの成長を支えていく。

＜事業の概要＞
 読書活動推進のためのイベントや講座、おはなし会等の開催。

＜令和２年度実施内容＞
 ・ブックスタート事業
 ・文学講座（古典文学講座、歴史探訪講座、変体仮名講座）
 ・菊川市子ども司書養成講座
 ・おはなしステーション（７月）
 ・夏のお楽しみ教室（７、８月）
 ・菊川市こども図書館（８月）
 ・おはなし会（すいよう、０１２、日曜） 等
 
 ○子どもの読書活動の推進 1,424千円
  (1)講師謝礼（夏のお楽しみ教室、日曜おはなし会、こども図書館講師、子ども司書養
        成講座） 324千円
  (2)協力団体謝礼（子ども向けイベント等） 164千円
  (3)消耗品費 806千円
   ①ブックスタートパック(絵本、ﾊﾞｯｸﾞ等)購入費 ※７か月児相談で配布 645千円
   ②子どもの読書活動に係る消耗品代 161千円
  (4)交通整理手数料（シルバー人材センター） 6千円
  (5)展示資料借用保険料 20千円
  (6)おはなしステーション会場使用料 104千円
 
 
 

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

806

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 728 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 26 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 104 予備費
14 工事請負費

合　計 1,664

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 05項 06目 000200000事業 読書活動推進費
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款 10 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 社会教育費 06 図書館費 所属 0103010400-0000 図書館

事　　業

0002 読書活動推進費 (簡略番号：006904) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源

 ○市民の読書活動の推進 240千円
  (1)講師謝礼（歴史探訪講座、古典文学講座、変体仮名講座、手作り絵本講座、ボラン
        ティア講座） 192千円
  (2)協力団体謝礼（図書館活動団体） 48千円
     

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初

合　計

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 05項 06目 000200000事業 読書活動推進費

96



款 10 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 社会教育費 06 図書館費 所属 0103010400-0000 図書館

事　　業

0003 公用車管理費（図書館） (簡略番号：006921) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 538

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 538

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政  策 06 生涯にわたり学べるまちづくり
 施  策 02 読書環境の整備に努めます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20

 公用車の適切な運用。

＜事業の概要＞
 図書館が管理する公用車３台の適正な運用及び管理。
 

＜令和２年度実施内容＞
 ・公用車の車検、法定点検及び修繕
 ・公用車の燃料費
 
 (1) 需用費 434千円
    ①燃料費 240千円
    ②修繕料（車検・法定点検整備代） 194千円
 (2) 役務費 74千円
    ①手数料 車検代行手数料 24千円
    ②保険料 自動車保険料 50千円
 (3) 公課費 30千円
    自動車重量税

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

434

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 74 26 公課費 30
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 538

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 05項 06目 000300000事業 公用車管理費（図書館）
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款 10 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 社会教育費 06 図書館費 所属 0103010400-0000 図書館

事　　業

0004 図書館総務費 (簡略番号：006933) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 64,411

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 64

一般財源 64,347

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政  策 06 生涯にわたり学べるまちづくり
 施  策 02 読書環境の整備に努めます

＜事業の目的＞
 すべての市民の利用に応えるため、広い領域にわたる資料を収集し、時期に応じた資料や
 情報を提供できる環境整備に努める。
 また、だれでも気軽に利用できる「快適な図書館」、「憩いの図書館」を目指し、市民の
 交流・情報拠点である生涯学習施設の役割を担っていく。

＜事業の概要＞
 図書館資料を幅広く収集し、図書館システムで書誌データを管理する。
 また、図書館協議会等で図書館運営や図書館の事業計画について協議する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・図書館資料の購入（図書、ＣＤ、ＤＶＤ）
 ・図書用備品、消耗品の購入
 ・図書館システムの運用、保守

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 332 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 ・図書館協議会、子ども読書活動推進協議会
 
 (1) 報酬 3,506千円
    会計年度任用職員（パートタイム）報酬（菊川文庫2名、小笠図書館１名）
 (2) 給料 24,264千円
    会計年度任用職員（フルタイム）給与（菊川文庫6名、小笠図書館5名）
 (3) 職員手当等 7,028千円
    会計年度任用職員（フルタイム・パートタイム）通勤手当、期末手当、時間外手当
 (4) 旅費 332千円
    図書館協議会・子ども読書活動推進協議会委員の費用弁償、職員の研修参加旅費
 (5) 需用費 3,579千円
    ①消耗品費（閲覧用新聞・雑誌、資料装備用ﾌｨﾙﾑ、利用者ｶｰﾄﾞ台紙購入費等）
     3,528千円
    ②修繕料（視聴覚資料、録音機器等の修理代）51千円
 (6) 役務費 122千円
    通信運搬費（電話・インターネット回線代）
 

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 3,506 16 公有財産購入費
02 給料 24,264 17 備品購入費 14,252
03 職員手当等 7,028 18 負担金､補助及び交付金 83
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 3,579 25 寄附金
11 役務費 122 26 公課費
12 委託料 4,304 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 6,941 予備費
14 工事請負費 賃金
15 原材料費 合　計 64,411

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
財産収入 18020201001 書籍売払代金 20
諸収入 22050208015 図書館利用カード再発行代 20
諸収入 22050208041 図書館コピー・印刷代 24

10款 05項 06目 000400000事業 図書館総務費
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款 10 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 社会教育費 06 図書館費 所属 0103010400-0000 図書館

事　　業

0004 図書館総務費 (簡略番号：006933) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源

 (7) 委託料 4,304千円
    図書館システム保守業務、ＴＲＣマークの作成・管理業務、視聴覚資料装備業務の
    委託料
 (8) 使用料及び賃借料 6,941千円
    図書館システムの借上料及び使用料、複写機借上料及び使用料、テレビ受信料等
 (9) 備品購入費 14,252千円

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初

    ①図書購入費 14,000千円
    ②図書用備品購入費（ブックカート、ブックトラック） 252千円
 (10) 負担金、補助及び交付金 83千円
    静岡県図書館協会、静岡県市立図書館協議会、日本図書館協会の負担金
 

節

合　計

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 05項 06目 000400000事業 図書館総務費
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款 10 05 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 社会教育費 06 図書館費 所属 0103010400-0000 図書館

事　　業

0006 図書館サービス事業費（図書館） (簡略番号：010655) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,254

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 1,254

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政  策 06 生涯にわたり学べるまちづくり
 施  策 03 読書機会の提供・読書活動の啓発に努めます

＜事業の目的＞
 図書館のインターネット環境を整備し、多様な図書館サービスを提供する。

＜事業の概要＞
 インターネット回線や館内Wi－Fi、新聞データベースなどの図書館の通信環境を整えると
 ともに、インターネットブースを利用者向けに開放する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・図書館のインターネット回線等の整備及び維持
 ・新聞データベースの利用
 ・一般開放用インターネットブースの運用
 
 (1) 役務費 418千円
    通信運搬費（Wi-Fi維持管理、一般開放端末用ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ、新聞ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ）

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

 (2) 委託料 836千円
    委託料（一般開放端末、視聴覚ブースの保守等のＩＣＴ環境の整備）
 

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 418 26 公課費
12 委託料 836 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 1,254

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 05項 06目 000600000事業 図書館サービス事業費（図書館）
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歳入 （単位：千円）

R2 R1

15 1 6 2 社会教育使用料 社教課 社教課 1,019 1,183 ▲ 164

●公民館使用料　863千円
「特財（その他）」
　公民館の使用料
　＜充当先＞10.5.8.0001（公民館管理費）　863千円
●代官屋敷資料館入館料　144千円
　「特財（その他）」
　代官屋敷資料館の入館料
　＜充当先＞10.5.9.0001（代官屋敷資料館管理費）　144千円
●陶芸施設使用料　6千円
「特財（その他）」
　堀之内陶芸施設電気窯の使用料
　＜充当先＞10.5.8.0001（公民館管理費）　6千円
●社会教育施設用地使用料　6千円
　「特財（その他）」
　行政財産の目的外使用に係る使用料
　高田大屋敷遺跡、中央公民館内の電柱
　＜充当先＞10.5.4.0002（文化財保護費）　5千円
　　　　　　10.5.8.0001（公民館管理費）　1千円

15 1 6 3 保健体育使用料 教総課 教総課 2,287 2,245 42

小中学校体育館グラウンド使用料　2,287千円
「特財（その他）」
　市内小・中学校12校の体育館、内田小学校グラウンド及び小笠北小学校グラウンドの施
設使用料
　＜充当先＞10.2.1.16　小学校管理総務費（教育総務課）1,798千円
　　　　　　10.3.1.8　中学校管理総務費（教育総務課）　489千円

15 1 6 3 保健体育使用料 社教課 社教課 6 11 ▲ 5

保健体育施設占用料　6千円
「特財（その他）」
　行政財産の目的外使用に係る使用料
　菊川運動公園北グラウンド内の電柱
　＜充当先＞10.6.3.0002（グラウンド体育館管理費）　6千円

15 1 6 4 学校施設使用料 教総課 教総課 207 204 3

学校用地使用料【教育総務課】　207千円
「特財（その他）」
　学校用地内電柱等施設使用料（1,500円/１本）
　＜充当先＞10.2.1.16（小学校管理総務費）　108千円
　　　　　　10.3.1.8（中学校管理総務費）　99千円

16 2 5 1 小学校費補助金 教総課 教総課 84,753 152,847 ▲ 68,094

●特別支援教育就学奨励費補助金　1,083千円
「特財（国）」（補助率1/2以内）
　小学校特別支援教育就学奨励費に対する補助金
　＜充当先＞10.2.2.13（小学校特別支援教育就学奨励費）　1,083千円
●要保護児童生徒援助費補助金　10千円
「特財（国）」（補助率1/2以内）
　要保護児童生徒の修学旅行費に対する補助金
　＜充当先＞10.2.2.12（就学援助費(小学校費)）　10千円
●小学校施設整備費補助金　83,660千円
「特財（国）」（補助率　国が定める㎡単価の1/3が補助される）
 加茂小学校校舎耐震補強・大規模改修工事に対する補助金
　＜充当先＞10.2.1.13（国庫補助小学校施設整備事業費）　83,660千円

款 項 説　　　　　　　　明節 節名称
所属名称 当　初

予算額
前年度
予算額

差　額目
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R2 R1
款 項 説　　　　　　　　明節 節名称

所属名称 当　初
予算額

前年度
予算額

差　額目

16 2 5 1 小学校費補助金 学教課 学教課 1,350 1,350 0

学校教育設備整備費補助金　1,350千円
「特財(国)」（補助率1/2）
　小学校理科及び算数教育振興備品購入に対する補助金
　＜充当先＞10.2.2.10（小学校理科教育振興費）　1,080千円
　＜充当先＞10.2.2.11（算数教育振興費）　270千円

16 2 5 2 中学校費補助金 教総課 教総課 704 523 181

●特別支援教育就学奨励費補助金　674千円
「特財（国）」（補助率1/2）
　中学校特別支援教育就学奨励費に対する補助金
　＜充当先＞10.3.2.7（中学校特別支援教育就学奨励費）　674千円
●要保護児童生徒援助費補助金　30千円
「特財（国）」（補助率1/2以内）
　要保護児童生徒の修学旅行費に対する補助金
　＜充当先＞10.3.2.6（就学援助費(中学校費)）　30千円

16 2 5 2 中学校費補助金 学教課 学教課 526 560 ▲ 34

学校教育設備整備費補助金　526千円
「特財(国)」（補助率1/2）
　中学校理科及び数学教育振興備品購入に対する補助金
　＜充当先＞10.3.2.4（中学校理科教育振興費）　517千円
　＜充当先＞10.3.2.5（数学教育振興費）　17千円

16 2 5 4 社会教育費補助金 社教課 ― 2,404 0 2,404

歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業費補助金　2,404千円
「特財（国）」（補助率1/2）
　史跡菊川城館遺跡群整備基本計画の策定事業に係る補助金
　＜充当先＞10.5.5.3（菊川城館遺跡群整備事業費）　2,404千円

17 2 7 1 社会教育費補助金 社教課 社教課 3,393 3,705 ▲ 312

●放課後子ども教室推進事業補助金 　2,592千円
「特財（県）」（補助率2/3）
　放課後や週末等に全ての子どもを対象として、安全・安心な子どもの活動拠点を設け、
様々な体験活動や交流活動等の推進を目的に交付される補助金。
　＜充当先＞10.5.3.3（放課後子ども教室推進事業費）　2,592千円
●歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業費補助金　801千円
「特財（県）」（補助率1/3）
　史跡菊川城館遺跡群整備基本計画の策定事業に係る補助金
　＜充当先＞10.5.5.3（菊川城館遺跡群整備事業費）　801千円

17 2 7 1 社会教育費補助金 学教課 学教課 2,025 34 1,991

学校支援地域本部事業費補助金【学校教育課】　2,025千円
「特財(県)」（補助率2/3）※うち1/3国間接補助
　地域学校協働活動（小中一貫教育｢学びの庭｣構想）に対する補助金
　＜充当先＞10.1.2.7(小中一貫・連携教育推進費)　2,025千円

17 2 7 2 教育振興費補助金 学教課 学教課 405 700 ▲ 295

魅力ある学校づくり調査研究事業費補助金　405千円
「特財(県)」（補助率10/10）※うち10/10国間接補助
　魅力ある学校づくり調査研究事業に対する補助金
　＜充当先＞10.1.2.8（魅力ある学校づくり調査研究事業費）　405千円

17 2 7 3
教育総務費県補助
金

学教課 学教課 250 250 0

土曜教育活動事業費補助金　250千円
「特財(県)」（補助率2/3）※うち1/3国間接補助
　土曜日の教育支援体制等構築事業に対する補助金
　＜充当先＞10.1.2.9（土曜教育活動推進費）　250千円

17 3 1 8 教育費事務委託金 社教課 社教課 440 440 0

文化財保護法事務交付金　440千円
「特財（県）」
　文化財保護法に係る権限移譲事務に対する交付金
　＜充当先＞10.5.1.4職員給与費（社会教育課・社会教育総務費）　440千円
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R2 R1
款 項 説　　　　　　　　明節 節名称

所属名称 当　初
予算額

前年度
予算額

差　額目

18 2 2 1 物品売払代金 図書館 図書館 20 20 0

書籍売払代金　20千円
「特財（その他）」
　書籍の売払い代金　20,000円
　＜充当先＞10.5.6.4（図書館総務費）　20千円

19 1 4 1 教育総務費寄附金 教総課 教総課 613 622 ▲ 9

スクールバス利用者指定寄附金　613千円
「特財（その他）」（補助率　※下記のとおり）
　小笠東小学校及び岳洋中学校のスクールバス利用者からの寄附金
　（小学校：1,540円×18人×10回、中学校：1,980円×17人×10回）
　＜充当先＞10.1.2.12（事務局総務費(教育総務課)）　613千円

22 4 3 1
社会教育費受託事
業収入

社教課 社教課 5,015 13,622 ▲ 8,607

埋蔵文化財調査受託事業収入
「特財（その他）」
　文化財保護法により必要とされる発掘調査を原因者（開発事業者）から市が受託するこ
とによる事業収入。
　＜充当先＞10.5.5.1（市文化財保存管理整備事業費）　5,015千円

22 5 1 2 学校給食納付金 教総課 教総課 243,338 238,747 4,591

●学校給食費負担金現年度分　243,337千円
「特財（その他）」
　4幼稚園、9小学校、3中学校、約4,900人、平均183回の学校給食における給食費負担金
　＜充当先＞10.6.4..2（給食運営費）　243,337千円
●学校給食費負担金滞納繰越分　1千円
「特財（その他）」
　4幼稚園、9小学校、3中学校における過年度未収金
　＜充当先＞10.6.4.2（給食運営費）　1千円

22 5 2 8 教育費雑入 学教課 学教課 13,441 104 13,337

●県市町村振興協会市町村交付金【学校教育課】　13,341千円
「特財(その他)」（補助率2/3）※１広域団体に対し上限30,000千円
　校務支援システム導入事業に対する交付金
　＜充当先＞10.1.2.13（事務局総務費(学校教育課)）　13,341千円
●英語検定試験検定料　100千円
「特財(その他)」
　土曜英語教室において実施する英語検定試験検定料
　＜充当先＞10.1.2.9（土曜教育活動推進）　100千円

22 5 2 8 教育費雑入 社教課 社教課 2,587 3,083 ▲ 496

●放課後子ども教室参加児童傷害保険料　232千円
「特財（その他）」
　放課後子ども教室参加児童の傷害保険料（対象校6校、800円/人）
　＜充当先＞10.5.3.3（放課後子ども教室推進事業費）　232千円
●成人講座受講料　915千円
「特財（その他）」
　ステップアップ講座受講料（市内在住者3,000円、市外在住者5,000円）、ことぶき講座
受講料（1,000円/人）
　＜充当先＞10.5.2.1（生涯学習まちづくり費）　915千円
●スポーツ教室参加料　65千円
「特財（その他）」
　夏休み親子スポーツ教室参加料（1,000円/人）、スポーツ講座参加料（1,000円/人）
　＜充当先＞10.6.2.3（生涯スポーツ推進費）　50千円
　　　　　　10.6.2.5（指導者育成費）　15千円
●スポーツ大会参加料　50千円
「特財（その他）」
　市民健康駅伝競走大会参加料（1,000円/チーム）、ペタボード交流会参加料（500円/
チーム）ビーチボール交流会参加料（500円/チーム）
　＜充当先＞10.6.2.4（スポーツ大会推進費）　50千円
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R2 R1
款 項 説　　　　　　　　明節 節名称

所属名称 当　初
予算額

前年度
予算額

差　額目

22 5 2 8 教育費雑入 社教課 社教課

●ベビーシッター利用料　15千円
「特財（その他）」
　ステップアップ講座託児料（5,000円/人）
　＜充当先＞10.5.2.1（生涯学習まちづくり費）　15千円
●どきどきフェスティバル参加料　18千円
「特財（その他）」
　焼き雛づくり参加料（1,000円/人）土器づくり参加料（200円/人）
　＜充当先＞10.5.3.1（青少年学習費）　15千円
　　　　　　10.5.5.1（市文化財保存管理整備事業費）　3千円

22 5 2 8 教育費雑入 社教課 社教課

●文芸誌売上代　30千円
「特財（その他）」
　文芸誌「文苑きくがわ」の売上料
　＜充当先＞10. 5. 4.1（芸術文化事業振興費）　30千円
●絵はがき売上代　16千円
「特財（その他）」
　街道画絵はがきの売上料
　＜充当先＞10.5.9.1（代官屋敷資料館管理費）　16千円
●中央公民館電気料等使用者負担金　240千円
「特財（その他）」
　自販機設置事業者との協定に基づき事業者に負担していただく電気料
　＜充当先＞10.5.8.1（公民館管理費）　240千円
●中央公民館自販機等設置手数料　408千円
「特財（その他）」
　自販機設置事業者との協定に基づき１本あたりの売上に対する販売手数料
　＜充当先＞10.5.8.1（公民館管理費）　408千円

22 5 2 8 教育費雑入 社教課 社教課

●県民運動推進事業費補助金　30千円
「特財（その他）」
　安全安心ひとづくり市民大会事業に対する静岡県青少年健全育成会議からの補助金
　＜充当先＞10.5.3.2（青少年対策費）　30千円
●中央公民館コピー・印刷代　118千円
「特財（その他）」
　中央公民館でのコピー・印刷機の使用料
　＜充当先＞10.5.8.1（公民館管理費）　118千円
●体育施設命名権料　450千円
「特財（その他）」
　菊川運動公園人工芝多目的グラウンドの命名権料
　＜充当先＞10.6.3.2（グラウンド体育館管理費）　450千円

22 5 2 8 教育費雑入 図書館 図書館 44 45 ▲ 1

●図書館利用カード再発行代　20千円
「特財（その他）」
　利用者カード再発行代（カード台紙代金として充当）
　・菊川文庫　40円×350枚＝14,000円
　・小笠図書館　40円×150枚＝6,000円　計20,000円
　＜充当先＞10.5.6.4（図書館総務費）　20千円
●図書館印刷コピー・印刷代　24千円
「特財（その他）」
　館内資料の複写サービスのコピー代　24,000円
　・菊川文庫　10円×1,600枚＝16,000円
　・小笠図書館　10円×800枚＝8,000円　　計24,000円
　＜充当先＞10.5.6.4（図書館総務費）　24千円
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R2 R1
款 項 説　　　　　　　　明節 節名称

所属名称 当　初
予算額

前年度
予算額

差　額目

22 5 2 8 教育費雑入 教総課 教総課 584 780 ▲ 196

●雇用保険料被保険者負担金　496千円
「特財（その他）」
　教育委員会臨時・嘱託職員の雇用保険被保険者負担分
　＜充当先＞10.1.2.12（事務局総務費(教育総務課)）　496千円
●給食センター廃油売払代　22千円
「特財（その他）」
　給食調理により廃油となる天ぷら油の売払い代金
　＜充当先＞10.6.4.1（給食センター管理費）　22千円
●太陽光発電電力代　66千円
「特財（その他）」
　小笠南小学校、堀之内小学校、給食センターの太陽光発電売電収入
　＜充当先＞10.2.1.16（小学校管理総務費）　65千円
　　　　　　10.6.4.1（給食センター管理費）　1千円

23 1 4 1
義務教育施設整備
事業債

教総課 教総課 15,700 15,000 700

小学校施設整備事業債　15,700千円
「特財（市債）」（充当率75％）
　小笠南小学校校舎耐震補強・大規模改修工事実施設計業務に係る起債
　＜充当先＞10.2.1.13（国庫補助小学校施設整備事業費）　15,700千円

23 1 4 2
体育施設整備事業
債

社教課 ― 16,600 0 16,600

体育施設整備事業債　16,600千円
「特財（市債）」（充当率90％）
　市民総合体育館室内照明灯ＬＥＤ化工事に係る起債
　＜充当先＞10.6.3.2（グラウンド体育館管理費）　16,600千円

23 1 5 1 合併特例債 教総課 教総課 324,400 378,700 ▲ 54,300

合併特例債【教育総務課】　324,400千円
「特財（市債）」（充当率95％）
　・加茂小学校校舎耐震補強・大規模改修工事設計監理業務に係る起債
　・加茂小学校校舎耐震補強・大規模改修工事に係る起債
　＜充当先＞10.2.1.13（国庫補助小学校施設整備事業費）　324,400千円

722,111 814,775 ▲ 92,664歳入合計
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※担当課の省略表記は以下のとおり

部名
総務部 健康福祉部 教育文化部

秘広課 ･･･　秘書広報課 長介課 ･･･　長寿介護課 教総課 ･･･　教育総務課
地支課 ･･･　地域支援課 健づ課 ･･･　健康づくり課 学教課 ･･･　学校教育課

危機管理部 こども未来部 社教課 ･･･　社会教育課
危管課 ･･･　危機管理課 こ政課 ･･･　こども政策課 消防本部

企画財政部 子応課 ･･･　子育て応援課 消本部 ･･･　消防本部
企政課 ･･･　企画政策課 建設経済部 議会事務局

生活環境部 都計課 ･･･　都市計画課 議事局 ･･･　議会事務局
環推課 ･･･　環境推進課 商観課 ･･･　商工観光課 監査委員事務局
下水課 ･･･　下水道課 茶振課 ･･･　茶業振興課 監委事 ･･･　監査委員事務局
小市課 ･･･　小笠市民課
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