
平成31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 50,000 教育活動協力者への謝礼など
消耗品費 6,713,008 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 788,907 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 189,209 教材教具、事務機器給食室備品などの修理
通信運搬費 120,623 切手代、体育大会等児童交通費
手数料 159,842 図書装備、ピアノ調律など
委託料 532,260 大型ごみ処理、学校メール配信委託など
使用料及び賃借料 290,204 横浜市体育大会児童輸送バス費用、緊急時タクシー借り上げなど

図書費 421,461 学校図書購入（図書室蔵書）
負担金 2,400 学校団体登録費用
施設修繕料 719,643 学校施設修繕、補修
校地修繕料 62,160 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 7,923,376 消耗品費・学用器具費、図書費・指導書購入費用
管理運営 1,152,929 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 971,012 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
学校施設営繕費 1,814,839 トイレ改修工事・飼育小屋屋根復旧工事・エアコン清掃

地域交流室設置 486,000 地域交流室整備工事費用
給食備品整備費 217,690 食器熱風消毒保管庫・食器洗浄機修繕
タブレット端末整備費用 644,348 iPad、アクセスポイント、ＯＡタップなど
その他 147,355 国際教室・日本語教室・いじめ防止推進予算など

決算額



　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 2,580,183 2,425,630 2,661,644 印刷用紙、トナー、コピー代など
指導用経費 760,151 836,565 897,066 各教科教材、授業使用物品
管理用経費 1,535,494 983,226 1,281,480 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 257,000 376,000 485,352 印刷機インク・マスタ代
コピー料金 450,889 892,222 570,279 コピー費用、プリンタの従量契約
トナー 504,941 57,884 69,189 プリンタトナーなど
文具他 719,627 420,372 764,048 事務用品や各種消耗品
紙類 647,726 679,152 772,776 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 17,088 40,213 47,413 仮巻など
算数 0 0 0
理科 43,994 98,746 80,150 気体検知管や各種消耗品
社会 4,389 0 0
音楽 37,544 0 0 楽譜や音源など
図工 88,613 58,116 34,121 教養絵の具、教材など
家庭 63,261 44,220 15,448 調理実習食材ほか各種消耗品
体育 237,218 115,550 172,333 石灰、各種消耗品
英語 0 0 0 名札など
生活 44,364 0 0
行事 7,559 104,031 209,045 縦割り活動、不織布など
視聴覚 157,240 375,689 338,556 ハブやケーブル、パソコンなど
飼育 0 0 0 ウサギの餌など
園芸 58,880 0 0 土、プランターなど

※ 指導書購入費用：970,090円



　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 392,544 215,055 462,748 食器や調理器具、ビニールなど
環境 1,065,535 560,338 616,100 洗剤や工具、掃除用具など
保健 48,070 141,583 146,148 保健室で使用する物品
雑費 21,138 66,250 56,484 檀上花や分類の難しい消耗品
その他 8,208 0 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
八雲堂 235,872
八雲堂 46,440
八雲堂 154,440
エムエデュケーション 50,112
日本屋楽器 231,552
湘南スタンス 34,959
エムエデュケーション 35,532

光熱水費について

今年度 前年度
電気料金 3,541,718 3,468,421
水道料金 3,241,445 4,820,298
ガス料金 1,685,342 1,915,756
プール水道 1,168,174 1,014,814

故障により更新
音楽室各種備品更新

職員室書棚追加

横浜市ネットワーク用端末、3台
故障により更新
職員室印刷環境改善
職員室印刷環境改善

オルガンなど
チェーンソー
コンビ書庫

ノートパソコン
冷蔵庫
カラーレーザープリンタ
インクジェットプリンタ



　管理運営・修繕費内訳 横浜市立並木第一小学校

管理運営費用
主な支出について◆

横浜市体育大会児童輸送バス費用 109,689 使用料及び賃借料
屋外プール清掃作業委託 97,200 プール全体の清掃作業
校舎内各教室表面洗浄およびワックス掛け作業 316,800 各教室の床のワックスがけ
大型ゴミ搬出及び処分費用 100,980 産業廃棄物他

修繕費用
主な支出について◆

防犯カメラ配線取替修繕 175,672 配線劣化により画像不良
雨漏り修繕 136,080 シーリング打替えなど
正門門扉修繕 62,160 鍵受け、キャスタなど交換修繕
雨漏り対策費用 66,000 体育館雨どいの清掃作業など

　本年度の予算執行は、教員の負担軽減、本来業務への注力を果たすべく、外部への業務委託を
計画的に行った。また、地域交流室の設置を行い、施設改修を一部行っている。
　また、本決算報告では触れていないが、多目的トイレ工事の作業委託、プール塗装工事の
委託も行われ、これらに関しては教育委員会主導で修繕が行われている。
　また今年度は教科書の改訂年度となり、教科書指導書の購入費用が別途配当され、それの
費用が予算規模を押し上げている。

　本年を総括すると、台風被害対応に追われ、施設の修繕、及び環境維持のための費用に
増加が見られたほか、新型ウイルス対応への費用等にも予算の一部を回すなど、想定外の
状況への対応が多く、かなり難しい予算運営となった１年だったと言える。
　そんな中でも、昇降口マットの更新やＰハートルームの設置など、環境面の改善に
取り組んだほか、職員室印刷環境の改善を行い、印刷費用の縮減等、徐々に効果が
現れてきている状況である。次年度以降も取り組みを続けていきたい。


	決算報告

