
令和2年度 決算報告 横浜市立並木第一小学校

本年度決算◆

費目 費目ごとの主な使い道について
報償費 68,705 教育活動協力者への謝礼など
消耗品費 5,680,357 教育活動および学校運営上必要となる物品の購入
学用器具費 1,005,659 教育活動および学校運営上必要となる物品の購入
食糧費 0 来賓接遇用赤飯代ほか
印刷製本費 0 印刷物委託など
修繕料 165,143 教材教具、事務機器給食室備品などの修理
通信運搬費 138,884 切手代、体育大会等児童交通費
手数料 151,327 図書装備、ピアノ調律など
委託料 363,880 大型ごみ処理、教室ワックスがけ委託など
使用料及び賃借料 479,875 体験学習バス代（感染症対策）、各種ソフトウェアライセンス料ほか

図書費 409,312 学校図書購入（図書室蔵書）
負担金 3,400 学校団体登録費用
施設修繕料 557,077 学校施設修繕、補修
校地修繕料 55,000 校地施設修繕、補修

用途別内訳◆

主な用途 決算額 費目ごとの主な使い道について
各種物品購入 7,095,328 消耗品費・学用器具費、図書費・指導書購入費用
管理運営 1,202,671 報償費、食糧費、通信運搬費、手数料、委託料、使用料及び賃借料

修繕 777,220 修繕料、施設小破、校地修繕料

特別配当◆

費目 決算額 費目ごとの主な使い道について
コロナ対策予算 2,168,494
理科振興（国費） 700,000 デジタル顕微鏡など
工事請負費 831,600 職員玄関、体育館屋根、エキスパンションジョイント修繕
工事請負費（コミュニティハウス） 1,079,100 空調、自動ドア修繕
その他 231,176 国際教室・日本語教室・給食備品修繕など

決算額

消毒用エタノールほか感染症対策、エアコン清掃、修学旅行看護師随行費用ほか



　物品購入費内訳 横浜市立並木第一小学校

今年度の物品購入状況◆

分類 今年度 前年度 前前年度 用途
経常経費 2,686,652 2,580,183 2,425,630 印刷用紙、トナー、コピー代など
指導用経費 756,471 760,151 836,565 各教科教材、授業使用物品
管理用経費 3,092,592 1,535,494 983,226 保健室や給食、校内環境整備

経常経費◆

今年度 前年度 前前年度 備考
印刷関係消耗 297,880 257,000 376,000 印刷機インク・マスタ代
コピー料金 293,886 450,889 892,222 コピー費用、プリンタの従量契約
トナー 683,463 504,941 57,884 プリンタトナーなど
文具他 605,377 719,627 420,372 事務用品や各種消耗品
紙類 806,045 647,726 679,152 印刷用紙・画用紙など

指導用経費◆

今年度 前年度 前前年度 備考
国語 42,530 17,088 40,213 仮巻など
算数 9,831 0 0
理科 130,251 43,994 98,746 気体検知管や各種消耗品
社会 8,415 4,389 0
音楽 0 37,544 0 楽譜や音源など
図工 89,926 88,613 58,116 共用絵の具、教材など
家庭 10,269 63,261 44,220 調理実習食材ほか各種消耗品
体育 16,500 237,218 115,550 石灰、各種消耗品
英語 0 0 0 名札など
生活 33,146 44,364 0 チューリップ球根など
行事 0 7,559 104,031 縦割り活動、不織布など
視聴覚 296,506 157,240 375,689 ハブやケーブル、パソコンなど
飼育 0 0 0
園芸 119,097 58,880 0 土、プランターなど



　物品購入費内訳 横浜市立並木第一小学校

管理用経費◆

分類 今年度 前年度 前前年度 用途
給食 928,541 392,544 215,055 食器や調理器具、ビニールなど
環境 1,791,859 1,065,535 560,338 洗剤や工具、掃除用具など
保健 184,605 48,070 141,583 保健室で使用する物品
雑費 116,985 21,138 66,250 檀上花や分類の難しい消耗品
その他 70,602 8,208 0 その他消耗品

備品購入状況◆
※単価30000円以上

物品 納入業者 金額
湘南スタンス 197,450
八雲堂 67,980
むとう 112,200
八雲堂 297,000
TMスポーツ 264,000
相模厨房 36,300
エムエデュケーション 30,729

光熱水費について

今年度 前年度
電気料金 3,142,187 3,541,718
水道料金 2,960,353 3,241,445
ガス料金 1,540,593 1,685,342
プール水道 258,458 1,168,174 今年度はプール清掃のみ

ルームエアコン
ノートパソコン
絵画作品収納棚
電動裁断機

2つ。運動会用

PTA会議室エアコン、故障により更新
図書室蔵書管理用PC

故障により更新
ワンタッチテント
秤用移動台車
模造紙ラック



　管理運営・修繕費内訳 横浜市立並木第一小学校

コロナ対策予算
主な支出について◆

【委託料】エアコン清掃 550,000 夏に行われる授業対策として
【使用料及び賃借料】日光修学旅行バス借り上げ料 266,070 修学旅行感染症対策費用
【学用器具費】各種備品 207,625 動画編集用PC、スポットクーラー、折り畳み補助ベッド
【消耗品費】各種消耗品 1,086,304 感染症対策、課題プリント製作費など
【修学旅行等支援事業】看護師派遣費用 58,495 日光修学旅行

修繕費用
主な支出について◆

壁掛け扇風機コンセント設置工事 97,900 夏の授業対策として
変電室内エアコン盤ブレーカー取替修繕 70,400 接触不良によりブレーカーが故障
体育館シーリング打替修繕 319,000 劣化による
給食返却カウンター前流し排水トラップ水漏れ修繕 28,600

　本年度の予算執行は、コロナウイルス感染症対策により例年とは大きく異なるものと
なった。具体的には消毒処理に係る経費の増大、また行事における感染症対策費用の
拡大である。多くは特別配当で賄うことができたが、従来予算の一部はこれに回ったため
プログラミング授業等の教具を揃える費用に影響が及んだ。これらの問題については
次年度以降で対応する必要があると考えている。
　さらに授業の遅れを取り戻すために行われた、夏休みの短縮並びに春休みの短縮により
校内環境を整える必要があり、エアコンの清掃、教室ワックスがけ委託を稼業日でない日に
行うこととした。これら取り組みもこの緊急事態での学校運営に寄与できたかと考えている。
　また、本年度より、並木３小学校、２中学校で、備品の共有を進めていく計画を進める
こととなった。本年度は運動会でのテントの共有を図るため、富岡東中学校と同規格の
ワンタッチテントを購入している。
　次年度もこの状況が続くことが予想され、ますます公費の予算運営についても考えるべき
ことが増えていくかと捉えている。状況を注視しながら、令和３年度の並木第一小学校の
学校経営に、微力ながら携わっていきたい。
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