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総額裁量制予算

事業名 費目 当初配当額 流用額 特別配当額 執行額 主な執行内容

学校運営振興費 消耗品費 ¥6,316,000 ¥242,106 ¥0 ¥6,552,763 印刷用紙・インク・事務用品・

印刷製本費 ¥114,000 -¥64,212 ¥0 ¥49,788 封筒印刷

修繕料 ¥108,000 ¥103,140 ¥0 ¥211,140 防球ﾈｯﾄ・ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ・石油

学用器具費 ¥2,010,000 -¥553,269 ¥0 ¥1,456,731 別紙参照

図書費 ¥792,000 -¥196,960 ¥0 ¥595,040 図書室用図書

報償費 ¥280,000 -¥275,000 ¥0 ¥0

食糧費 ¥50,000 -¥17,320 ¥0 ¥32,680 入学式・体育祭・卒業式来賓

通信運搬費 ¥121,000 -¥27,932 ¥0 ¥93,068 携帯電話・生徒交通費・切手

手数料 ¥80,736 ¥138,343 ¥0 ¥219,079 図書装備・ﾋﾟｱﾉ調律・ﾊﾞｽｹｺﾞ

委託料 ¥137,000 ¥54,160 ¥0 ¥191,160 大型ゴミ処理・機密書類ｼｭﾚ

使用料及び賃借料(費 ¥370,400 ¥300,692 ¥0 ¥666,092 自然教室ﾊﾞｽ借上・体育祭ﾃ

負担金及び交付金(費 ¥24,000 -¥20,600 ¥0 ¥3,400

教育施設課校地係小 小破修繕料 ¥64,500 ¥2,460 ¥0 ¥66,960 別紙参照

教育施設課手数料 手数料 ¥30,000 -¥30,000 ¥0 ¥0

教育施設課小破修繕 小破修繕料 ¥800,300 ¥344,392 ¥0 ¥1,144,692 別紙参照

¥11,297,936 ¥0 ¥0 ¥11,282,593合計

その他予算

事業名 費目 当初配当額 流用額 特別配当額 執行額 主な執行内容

よこはま子ども国際平和 消耗品費 ¥8,000 ¥0 ¥0 ¥0

学校特別営繕費 工事請負費（費用） ¥235,440 ¥0 ¥450,144 ¥685,584 体育館雨漏り修繕・防犯ｶﾒﾗ

学校用地費 工事請負費(費用） ¥0 ¥0 ¥464,400 ¥464,400 スプリンクラー配管修理

管理用燃料費 燃料費白灯油 ¥136,000 ¥0 ¥0 ¥45,522 特別教室ストーブ用灯油

教職員旅費 普通旅費 ¥1,442,798 ¥0 ¥0 ¥1,124,773 学校行事・部活動引率・研修

費用弁済（非常勤） ¥20,000 -¥11,909 ¥0 ¥3,384 非常勤校外学習引率

タクシー借り上げ料 ¥23,000 -¥23,000 ¥0 ¥0

手数料 ¥1,000 ¥34,909 ¥0 ¥35,909 修学旅行教員手数料

教職員労務課労務掛 旅費（用務） ¥1,500 ¥0 ¥0 ¥2,160 研修・健康診断

固定式踏切板消耗品 消耗品費 ¥18,000 ¥0 ¥0 ¥16,848 固定式踏切板

施設管理係学校巡回 学校巡回員報償費 ¥200,000 ¥0 ¥0 ¥199,000

体力向上研究校 消耗品費（体力向上） ¥20,000 ¥0 ¥0 ¥19,997 電子ﾎｲｯｽﾙ・ﾘﾝｸﾞﾈｯﾄ

中学校教育用コンピュ 学用器具費 ¥400,000 ¥0 ¥0 ¥399,999 タブレット端末
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¥2,505,738 ¥0 ¥914,544 ¥2,997,576合計

その他予算

事業名 費目 当初配当額 流用額 特別配当額 執行額 主な執行内容

光熱水費 電気 ¥2,219,000 ¥0 ¥0 ¥2,353,358

ガス ¥400,000 ¥0 ¥0 ¥345,518

ガス空調用 ¥0 ¥0 ¥0 ¥229,107

水道 ¥508,000 ¥0 ¥0 ¥471,293

水道（プール） ¥1,358,000 ¥0 ¥0 ¥2,315,631

¥4,485,000 ¥0 ¥0 ¥5,714,907合計
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購入備品一覧

品名 規格 数 単価 金額 備品番号 納入日教科領域

６１０－３２７ 34,200ＤＶＤストレス全3巻 1 34,200 10908体育科 2018/06/29

６１０－３２３ 67,900ＤＶＤ保健6巻ｾｯﾄ 1 67,900 109082018/06/29

６１０－３３９ 20,620DVD月経のしくみと身体の変化 1 20,620 109082018/07/02

ｴﾊﾞｰﾏｯﾄ200*300*30ｴｽ
ﾃﾙ4号帆布

95,750器械運動マット室内用 1 95,750 308082018/07/19

ＰＥ－ｗ６１ＳＣＤＢ６０７
－７７９　

84,550ポータブルワイヤレスアンプ 1 84,550 107142018/06/28

MD512 42,000蛇の目ミシン 1 42,000 30732個別支援学級 2018/07/06

日医ー74370（セパレー
ト型）DP－7900PW－S

37,400デジタル体重計 2 74,800 10311保健指導係 2018/07/03

TOS-1875T 57,900天板センター折り畳みテーブル 4 231,600 10103生徒指導 2019/03/19

片面傾斜3段　ｷﾊﾗ
46677-Ｉ

55,000スチールブックトラック小型 1 55,000 10110図書室備品 2018/07/13

32*180*52　 14,800職員ロッカー 1 14,800 10114事務係 2018/07/13

Appｌe ipad　MRJN2J/A 34,000タブレット型コンピュータ 10 340,000 10743情報管理委員 2018/09/21

EKA605 28,250ラインカースーパーライン引4WT　 5 141,250 30822体育祭 2018/05/10

16JAB11000 51,300固定ベース 1 51,300 30890野球 2019/01/28

ＢＭ５５９Ａ 37,350得点板 1 37,350 308042018/06/28

Q8062840085 356,600ノートパソコン　 1 356,600 10743情報科学 2018/07/27
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小破修繕執行一覧

執行内容 費目金額備考

防犯カメラ用ハードディスクレコーダー他更新工事 235,440 工事請負費（費用）

ワイヤレスアンテナ/チューナー取り換え修繕 236,520 小破修繕料

上下スライド式ホワイトボード板面張替 177,660 小破修繕料

職員室網戸新設 156,600 小破修繕料

スプリンクラー修理 66,960 小破修繕料

湯沸かし器修理 30,240 小破修繕料

3階東側男子トイレドア修理 32,400 小破修繕料

被服室インターホン改修工事 99,360 小破修繕料

体育館雨漏り修繕 450,144 工事請負費（費用）

蛍光灯安定器取り換え修繕 20,520 小破修繕料

非常放送設備修繕 83,160 小破修繕料

スプリンクラー修繕 464,400 工事請負費(費用）

1－1教室ドア修理 44,820 小破修繕料

階段踊り場雨漏れ補修 52,164 小破修繕料

体育館雨漏れ部分修繕 99,792 小破修繕料

1-1教室後ろドア修理 37,476 小破修繕料

2,287,656総合計※消費税は含まれていません。
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