
令和２年度 中川⻄⼩学校 学校配当予算決算報告
配当費⽬ 予算額（円） 執⾏額（円） 備考

0 ボランティア謝⾦ 0
0 重点研究 0

印刷⽤紙 26.9 コピー⽤紙、⾊上質紙

画⽤紙 35.8 画⽤紙、⾊画⽤紙

原稿⽤紙 0.9 作⽂原稿⽤紙、FAX原稿⽤紙

模造紙 1.5 模造紙

拡⼤ロール紙 16.2 拡⼤機⽤ロール紙

書道⽤紙 5.5 半紙、書初⽤紙

その他の紙 1.2 板⽬表紙、⼯作⽤紙など

コピー機 50.7 コピー機保守・消耗品

印刷機 41.6 マスター、インクボトル

プリンター 11.6 インクカートリッジなど

学年学級 2.4 学年学級 2.4 学年や学級単位で使⽤する材料など

理科・⽣活科 17.6 園芸⽤品、実験材料、薬品など

図⼯ 6.7 絵の具、版画⽤紙など

家庭科 1.6 調味料、ミシン⽷など

体育 6.5 ⽯灰、塩素、ボールなど

⾳楽 3 楽譜、CDなど

国語 0.8 ⽂集表紙

図書 1.5 バーコードリーダー、バインダー

特活 6.1 委員会活動やクラブ活動で必要なもの

外国語 0.4 外国語教材など

教科書等 6 教師⽤教科書

⾏事 8.8 ⾏事 8.8 ⼊学式・卒業式など

⽂具 61.7 ペン類、テープ類、封筒など

OA系 24.3 メディア類、電⼦⽂具消耗品など

教室系 3.9 掛時計、チョークなど

発⾏物 10.8 新聞、掲⽰⽤ニュースなど

消耗品 7.2 ビニール袋、⼿袋など

調理器具 3.4 まな板、油受

配膳器具 7.2 わん型ボール、飯べら

教室 7.3 ⽩⾐など

消耗品 30 蛍光灯、洗剤など

道具 3.6 モップ、掃除機など

保健 10.4 薬品、⽯鹸、絆創膏など

清掃 2.5 児童⽤ほうきなど

ペーパー 13.6 トイレットペーパー、ティッシュなど

ワックス 5.6 床⽤ワックス

7.3 材料 7.3 物品、施設の修繕⽤部品

カーテン更新 97.9 教室⽤カーテン

新規購⼊ 43 イベント⽴て看板、パーランク、ホワイトボード

新学習指導要領への対応 44.4 プログラミング教材、⽔書教材

指導書 20.4 教師⽤指導書

GIGAスクール 18.3 タブレットフィルム

⾷料費 0 0 0 来客接遇⽤茶葉 0 執⾏なし

印刷費 0 0 0 0 執⾏なし

修繕料 16,390 16,390 1.6 物品修繕 1.6 ミシン修理

郵券など 8.5 切⼿

携帯電話使⽤料 2.7
図書装備 4.5 購⼊図書へのバーコード、分類シールの貼付など

刃とぎ 0.7 包丁とぎ

ピアノ調律 1.2 第⼀⾳楽室

筆耕 3.6 卒業証書記名

廃棄物 24.6 学校契約処理廃棄物

ワックス掛け 8.5 教室ワックス

体験学習バス代 0 往復バス借り上げ（中⽌）

モップレンタル 5.7 体育館、廊下⽤モップ

児童緊急時タクシー代 0.4 児童病院搬送

システム使⽤料 7.5 図書館、学納⾦

施設⼊場料 0.2 校外学習引率者⼊場料

更新 34.7 配膳台 34.7 両袖ロングタイプ

新規購⼊ 48.8 各教科分掌 48.8 書庫、ホワイトボード、昇降テーブル、⽷鋸など

教材作成環境改善 84.8 コピー機、プリンター、紙折り機

校務ICT化 14.6 ノートPC、NAS

図書費 491,545 491,545 49.2 図書 49.2 図書室⽤図書

負担⾦ 4,400 4,400 0.4 経常経費 0.4 学校警察連絡協議会負担⾦など

施設修繕 670,340 670,340 67 校舎⼩破修繕 67 施設の修繕

施設⼿数料 43,186 43,186 4.3 校舎修繕⼿数料 4.3 部品交換を伴わない施設の修繕

校地修繕 0 0 0 校地⼩破修繕 0 校地の修繕

計 10,513,700 10,498,559 1049.8 1049.6

執⾏残額 15,141
執⾏率 99.9% ※執⾏内訳の数字は四捨五⼊しているため、合計が⼀致しない場合があります。

修繕経費
修繕経費

学⽤器具費
（3万円以上の物品）

1,829,036 1,829,036
重点経費

経常経費

99.4

⼀般経費

通信運搬費 112,000 111,866 経常経費

使⽤料及び
賃借料

147,590 137,590 経常経費

⼿数料 99,670 99,670 経常経費

委託料 331,320 331,320

6,763,216

経常経費

修繕経費

⼀般経費

修繕経費

11.2

13.8

修繕経費

経常経費 33.1

10

共⽤⽂具 100.7

重点経費 83.2

経常経費

給⾷調理 25.1

施設環境 33.6

学校保健 32.2

⼀般経費 140.9

執⾏内訳（単位︓万円）

報償費 5,000 0
経常経費
重点経費

消耗品費

（3万円未満
の物品）

6,763,223

紙類 88

印刷 103.9

教科領域 50.2



経費分類 ⾦額（単位︓万円）

経常経費 513
⼀般経費 273.6

重点経費 182.6

修繕経費 80.6
計 1050.2

燃料費
配当額 計画額 執⾏額 執⾏残額 執⾏率 備考

燃料費 116,820 116,820 116,820 0 100.0% ⽩灯油

給⾷費
配当額 計画額 執⾏額 執⾏残額 執⾏率 備考

基準献⽴分 22,784,616 23,165,082
独⾃献⽴分 1,368,907 433,462

教職員旅費
配当額 計画額 執⾏額 執⾏残 執⾏率

教職員旅費 967,000 175,380
⾮常勤・嘱
託員旅費

6,000 0

⼿数料 5,000 1,320
タクシー借
上げ料

6,000

特別配当予算等
配当額 執⾏額 執⾏残 執⾏率

使⽤料及び
賃借料

132,550 132,550 0 100.0%

修繕料 66,000 66,000 0 100.0%

理科教育教
材費

700,000 700,000 0 100.0%

消耗品費 50,000 50,000 0 100.0%

⼯事請負費 2,324,300 2,324,300 0 100.0%

PC修理⽤特別配当

理科教育教材費
電気実験器具等

屋外防犯カメラ交換⼯事
通⽤⾨⾨扉補修⼯事
体育館フローリング修繕⼯事
２階⼥⼦トイレ床ドライ化改修⼯事
職員室プログラムタイマー交換⼯事

デジタル教科書

学援隊消耗品

備考

新規購⼊、更新など
重点的な取り組みにかかる経費
 ・新学習指導要領への対応
 ・指導書整備
 ・GIGAスクール構想の推進

修繕を⾏う経費

給⾷⾷材費97.7%

備考
教職員の出張、校外学習交通費
⾮常勤講師等の出張、校外学習
交通費
企画型旅⾏の取扱⼿数料など
校外学習下検分時のタクシー借
上げ料

807,300984,000 18.0%

24,153,523 554,979

経常的な経費
備考

経常経費

49%

一般経費

26%

重点経費

17%

修繕経費

8%



令和３年５月

令和３年度 中川⻄⼩学校予算編成⽅針

学校教育⽬標「ともに学び ともに⾼め合い ともにかがやく」

学校教育⽬標を具現化するための⽅針

１．学校教育⽬標を実現するために予算等の計画⽴案をします。
※学校教育⽬標に沿った計画⽴案をします。
「すすんで学び合い、考えを深める⼦」（知）（開）

・新学習指導要領の実施において新たに必要な教材を中⼼に、各教科の教材を整備します。
・主体的・対話的で深い学びを実現するため、教育⽤ICT機器などを積極的に整備します。
・情報センター機能を向上させるため、学校図書館及びPCルームをさらに充実させます。
・「SDGｓ（持続可能な開発⽬標）」の達成を⽬指し、環境などへの意識を⾼める⼯夫をします。

「⾃分も友達も⼤切にし、集団の中で⾃分らしさを発揮できる⼦」（徳）（公）
・「たて割り活動（異学年活動）」に必要な物品を整備します。
・地域や地域の⼈と関わる学習を進めやすくする予算措置を⾏います。
・創⽴30周年を迎えた学校を地域、保護者とともに祝い、絆と感謝を感じる事業を実施します。

「健康に関⼼をもち、⼼⾝共に成⻑する⼦」（体）
・体育の授業で使⽤する備品の整備をします。
・おいしくて安全な給⾷を提供します。（独⾃献⽴の実施、給⾷設備の改善など）
・宿泊体験学習の交通費を公費負担します。

2．学校・保護者・まちの⽅々と連携して、共に⼦どもたちの成⻑を⽀援します。
※保護者の経済的負担をできるだけ軽減します。

・児童が使⽤するファイルや観察⽤植物を公費で負担します。
・家庭科や図⼯科の実習材料で共同使⽤するものは、可能な限り公費で⽤意します。

※地域と連携して⼦どもたちの成⻑を⽀援します。
・ボランティア活動をサポートするために必要な物品などを⽤意します。

3．⼦どもが安⼼して活動でき、全職員が⼒を発揮できる学校を創ります。
※児童がより安⼼安全に⽣活できる学校を⽬指します。

・新型感染症対策を実施します。
・経年劣化した備品（児童⽤イス、給⾷⾷器など）を適切に修理、更新します。
・各種点検での指摘事項は速やかに改善できるよう予算措置を⾏います。

※教員の⼒が最⼤限発揮できる職務環境を創ります。
・教員の働き⽅改⾰を進めます。（教員間コミュニケーションの活性化など）



令和３年度 重点事業

・新学習指導要領への対応
  重点研究（プログラミング教育）に有効な教材の整備をします。
  各教科において指導上有効な教材の整備をします。

・新型感染症への対応
  児童が安⼼して安全に登校できる学校を⽬指し、適切に対応します。
  GIGAスクール構想が着実に実施できるように環境を整備します。

・個に応じたきめ細やかな指導体制の構築
  児童の個性に応じたきめ細やかな指導体制を構築するための環境を整備します。

・教職員の働き⽅改⾰の推進
  職員室等の設備を効率化し、教職員がより円滑に業務を遂⾏できるようにします。

・創⽴30周年記念事業の実施
  地域とともにある学校が30周年を迎えたことを祝い、絆や感謝を感じる事業を実施します。



令和３年度 中川⻄⼩学校 学校配当予算執⾏計画
配当費⽬ 予算額（円） 執⾏額（円） 備考
報償費 19,600 2 ボランティア謝⾦ 2 宿泊体験学習ボランティア

印刷⽤紙 30 コピー⽤紙、⾊上質紙

画⽤紙 37 画⽤紙、⾊画⽤紙

原稿⽤紙 3 作⽂原稿⽤紙、FAX原稿⽤紙

模造紙 3 模造紙

拡⼤ロール紙 16 拡⼤機⽤ロール紙

書道⽤紙 6 半紙、書初⽤紙

その他の紙 5 板⽬表紙、⼯作⽤紙など

コピー機 55 コピー機保守・消耗品

印刷機 40 マスター、インクボトル

プリンター 15 インクカートリッジほか

学年学級 12 学年学級 12 学年や学級単位で使⽤するシール、材料など

理科・⽣活科 18 園芸⽤品、実験材料、薬品など

図⼯ 16 絵の具、版画⽤紙など

家庭科 10 調味料、ミシン⽷など

体育 13 ⽯灰、塩素、ボールなど

⾳楽 5 楽譜、CDなど

国語 1 ⽂集表紙

図書 5 図書管理⽤品など

特活 8 委員会活動やクラブ活動で必要なもの

外国語 1 外国語教材など

教科書等 3 教師⽤教科書

⾏事 9 ⾏事 9 ⼊学式・卒業式など

⽂具 65.2 ペン類、テープ類、封筒など

OA系 10 メディア類、電⼦⽂具消耗品など

教室系 6 掛時計、チョークなど

発⾏物 11 新聞、掲⽰⽤ニュースなど

消耗品 8 ビニール袋、⼿袋など

調理器具 10 調理器具類

配膳器具 12 配膳器具類

教室 8 ⽩⾐など

消耗品 30 蛍光灯、洗剤など

道具 10 モップ、掃除機など

保健 15 薬品、⽯鹸、絆創膏など

清掃 5 児童⽤ほうきなど

ペーパー 15 トイレットペーパー、ティッシュなど

ワックス 5 床⽤ワックス

20 材料 20 物品、施設の修繕⽤部品

36 新規購⼊ 36 新規購⼊教材

新学習指導要領への対応 15 プログラミング教育等

新型感染症への対応 15 GIGAスクール対応等

働き⽅改⾰ 5
個に応じた指導体制 23

50 50
⾷料費 0 0 来客接遇⽤茶葉 0
印刷費 0 0 0
修繕料 247,000 25 物品修繕 25 ミシン修理、⽷鋸修理など

郵券など 8.7 切⼿

携帯電話使⽤料 0.3 通話料

図書装備 5 購⼊図書へのバーコード、分類シールの貼付など

刃とぎ 1 包丁とぎ

ピアノ調律 3 体育館、⾳楽室

筆耕 2 卒業証書記名

廃棄物 16 学校契約処理廃棄物

ワックス掛け 9 教室ワックス

体験学習バス代 50 往復バス借り上げ

モップレンタル 6 体育館、廊下⽤モップ

児童緊急時タクシー代 1 児童病院搬送

システム使⽤料 7 図書館

施設⼊場料 1 校外学習引率者⼊場料

更新 32 配膳台・移動調理台 32
新規購⼊ 17.2 各教科分掌 17.2

個に応じた指導体制 4
30周年記念事業 5

図書費 632,000 63 図書 63 図書室⽤図書

負担⾦ 4,400 0.4 経常経費 0.4 学校警察連絡協議会負担⾦など

施設修繕 710,853 71 校舎⼩破修繕 71 施設の修繕

施設⼿数料 30,000 3 校舎修繕⼿数料 3 部品交換を伴わない施設の修繕

校地修繕 39,520 4 校地⼩破修繕 4 校地の修繕

計 10,218,373 0 1021.8 1021.8

※執⾏内訳の数字は四捨五⼊しているため、合計が⼀致しない場合があります。

執⾏内訳（単位︓万円）
経常経費

消耗品費

（3万円未満
の物品）

6,853,000

経常経費

紙類 100

印刷 110

教科領域 80

共⽤⽂具 92.2

給⾷調理 38

修繕経費

施設環境 40

学校保健 40

修繕経費
⼀般経費

重点経費 58

予備費
経常経費

⼿数料 110,000 経常経費 11

通信運搬費 90,000 経常経費 9

9

委託料 250,000 経常経費 25

使⽤料及び
賃借料

650,000 経常経費 65

学⽤器具費
（3万円以上の物品）

582,000
⼀般経費

重点経費

⼀般経費
経常経費
修繕経費
修繕経費
修繕経費



経費分類 ⾦額（単位︓万円）

経常経費 634
⼀般経費 148.2

重点経費 67

修繕経費 123
予備費 50

計 1021.8

燃料費
配当額 計画額 備考

燃料費 6,000 6,000 混合ガソリン、⽩灯油

給⾷費
配当額 計画額 備考

基準献⽴分 28,024,126
独⾃献⽴分 1,320,508

教職員旅費
配当額 計画額

教職員旅費 874,000
⾮常勤・嘱
託員旅費

6,000

⼿数料 11,000
タクシー借
上げ料

0

特別配当予算等
配当額 計画額

感染症対策
消耗品費

600,000

感染症対策
修繕料

0

感染症対策
通信運搬費

0

感染症対策
委託料

300,000

感染症対策使⽤
料及び賃借料

400,000

感染症対策
学⽤器具費

300,000

備考
経常的な経費
新規購⼊、更新など
重点的な取り組みにかかる経費
・新学習指導要領への対応
    プログラミング教育
  新たに必要な教材の整備
・新型感染症への対応
  GIGAスクール構想の着実な推進
・個に応じたきめ細やかな指導体制の構築
  児童の個性に応じた学習環境整備
・教職員の働き⽅改⾰
   指導しやすい環境の整備
・30周年記念事業

修繕を⾏う経費

29,344,634

予備費

給⾷⾷材費

891,000

教職員の出張、校外学習交通費

⾮常勤講師等の出張、校外学習交通費

企画型旅⾏の取扱⼿数料など

校外学習下検分時のタクシー借上げ料

備考

備考

1,600,000

消毒薬等

換気対策等

宿泊⾏事バス追加借り上げ代

換気対策等

経常経費

62%

一般経費

14%

重点経費

7%

修繕経費

12%

予備費

5%




