
平成30年度の決算についてお知らせいたします。

分類 費目 当初予算額 追加配当額 流用額 最終配当額 決算額

報償費 ¥200,000 ¥0 ¥-67,342 ¥132,658 ¥132,658

消耗品費

学用器具費

食糧費 ¥50,000 ¥0 ¥-23,798 ¥26,202 ¥26,202

印刷製本費 ¥100,000 ¥0 ¥-18,905 ¥81,095 ¥81,095

修繕料 ¥263,000 ¥0 ¥80,656 ¥343,656 ¥343,656

通信運搬費 ¥119,000 ¥0 ¥-28,010 ¥90,990 ¥90,990

手数料 ¥170,000 ¥0 ¥22,041 ¥192,041 ¥192,041

委託料 ¥100,000 ¥0 ¥-640 ¥99,360 ¥99,360

使用料及び賃借料 ¥350,000 ¥0 ¥2,190 ¥352,190 ¥352,190

図書費 ¥534,000 ¥0 ¥1,185 ¥535,185 ¥535,185

負担金補助及び交付金 ¥2,400 ¥0 ¥0 ¥2,400 ¥2,400

施設小破 ¥694,547 ¥0 ¥632,233 ¥1,326,780 ¥1,326,780

手数料（施設小破） ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

校地小破 ¥64,500 ¥0 ¥24,060 ¥88,560 ¥88,560

委託料 ¥0 ¥0 ¥52,920 ¥52,920 ¥52,920

学校管理費 燃料費 ¥8,000 ¥7,681 流用不可 ¥15,681 ¥15,681

¥11,036,847 ¥40,081 ¥0 ¥11,076,928 ¥11,075,737

〈　特別配当　〉

分類 費目 配当額 追加配当額 流用額 最終配当額 決算額

報償費 ¥10,000 ¥0 ¥-10,000 ¥0 ¥0

消耗品費 ¥10,000 ¥0 ¥10,000 ¥20,000 ¥19,997

ＯＪＴ推進事業 報償費 ¥33,063 ¥348 ¥0 ¥33,411 ¥33,411 ＯＪＴ推進事業にかかわる特別配当

学校体育費 消耗品費 ¥20,000 ¥0 ¥0 ¥20,000 ¥20,000 体力向上研究校にかかわる特別配当

備品購入費 学用器具費 ¥400,000 ¥0 ¥0 ¥400,000 ¥399,654 タブレット保管庫等の整備にかかわる特別配当

学校保健費 消耗品費 ¥10,800 ¥0 ¥0 ¥10,800 ¥10,800 ＡＥＤ用物品の購入にかかわる特別配当

生涯学習推進費 消耗品費 ¥50,000 ¥0 ¥0 ¥50,000 ¥50,000 よこはま学援隊の助成経費

修繕料 ¥41,256 ¥0 ¥0 ¥41,256 ¥41,256 スロープの高所部のガラス修繕

¥228,960 ¥0 ¥0 ¥228,960 ¥228,960 スプリンクラー修繕

¥263,520 ¥0 ¥0 ¥263,520 ¥263,520 百葉箱修繕

¥50,760 ¥0 ¥0 ¥50,760 ¥50,760 校庭のバスケットゴール板交換工事

¥25,380 ¥0 ¥0 ¥25,380 ¥25,380 校庭のバスケットゴール板交換工事

¥413,640 ¥0 ¥0 ¥413,640 ¥413,640 体育館のバスケットゴールねじ取付および調整工事

¥155,520 ¥0 ¥0 ¥155,520 ¥155,520 正門多連門扉修繕工事

¥516,240 ¥0 ¥0 ¥516,240 ¥516,240 職員玄関両開き扉修繕工事

¥99,360 ¥0 ¥0 ¥99,360 ¥99,360 消防用設備不良箇所改修工事

¥339,120 ¥0 ¥0 ¥339,120 ¥339,120 給食機械室送風機異音他修繕工事

¥297,000 ¥0 ¥0 ¥297,000 ¥297,000 給食機械室排風機修繕工事

¥2,964,619 ¥0 ¥0 ¥2,964,967 ¥2,964,618

〈　光熱水費　〉

分類 費目 配当額 追加配当額 流用額 最終配当額 決算額

電気 ¥3,751,000 ¥0 流用不可 ¥3,751,000 ¥3,969,965

水道 ¥5,151,000 ¥0 流用不可 ¥5,151,000 ¥5,637,397

水道（プール） ¥1,383,000 ¥0 流用不可 ¥1,383,000 ¥1,219,550

ガス ¥1,905,000 ¥0 流用不可 ¥1,905,000 ¥2,372,568

¥12,190,000 ¥0 ¥0 ¥12,190,000 ¥13,199,480

＊追加配当額・・・年度途中に学校に配当された金額

光熱水費

＊配当額・・・学校に配当された金額　　　　　　　　　　                  　　　　　　　　　　　　 　　 　　 ＊最終配当額・・・追加配当や流用処理を行った後の確定金額

¥8,381,400 ¥7,737,210

＊当初予算額・・・年度始めに学校に配当された金額を都筑小独自に組み替えた予算額　     ＊流用額・・・－は他費目へ流用した額、＋は他費目より流用を受けた金額

ミシンや楽器の修繕等

学校施設水道代　

合計

¥7,736,019

会費

校庭の体育倉庫修繕

階段や廊下のワックスがけ委託

学校運営費

¥-676,590

工事請負費

事務局費

ジェットストーブ用白灯油の購入

合計

学校施設ガス代　

プール水道代　

合計

学校用地費
工事請負費

学校施設営繕費

学校施設電気代　

主な執行内容

主な執行内容

宿泊体験学習の教育ボランティア謝礼等

各教科の教材や紙類、文具等の購入

カラー拡大機や電子ピアノ、コースロープ等の購入

学校行事来賓接待用

あゆみの表紙や封筒の印刷

なし

市体育大会の児童交通費や切手代や宅配便代等

学校自主企画事業にかかわる特別配当

平成30年度　学校配当予算決算報告

図書装備やピアノ調律、給食室回転釜の修理等

大型ゴミの処分等

宿泊体験学習の貸切バス代補助や図書館用ソフト使用料等

児童用図書

教室用間仕切り吊レール取付や家庭科室排水管破損修繕等

横浜市立都筑小学校

主な執行内容

¥32,400


