
¥2,220 消毒用品　清掃用品　体調管理関係用品

修繕費（追加配当） ¥33,000

通信運搬費（追加配当） ¥35,000 ¥0 ¥0 ¥0

学用器具費（追加配当） ¥33,000 ¥0

¥0 ¥0 ¥0

¥0 ¥0

使用料及び賃借料（追加配
当） ¥33,000 ¥0 ¥0 ¥0

¥33,000 ¥0 ¥0 ¥0委託料（追加配当）

¥2,830合計 ¥1,800,000 ¥1,800,000 ¥1,797,170

学用器具費 ¥240,000 ¥0 ¥0 ¥0

使用料及び賃借料 ¥240,000 ¥0 ¥0 ¥0

消耗品費（追加配当） ¥33,000 ¥200,000 ¥197,780

委託料 ¥240,000 ¥400,400 ¥400,400 エアコン清掃

通信運搬費 ¥240,000 ¥0 ¥0 ¥0

¥0

消毒用品　清掃用品　体調管理関係用品

修繕費 ¥240,000 ¥132,880 ¥132,880 網戸取付修理

消耗品費 ¥400,000 ¥1,066,720 ¥1,066,110 ¥610

¥0

配当予算③（学校施設における感染症対策教育環境向上費）

費目 配当金額 流用後予算額 決算額 執行内容

¥390,960合計 ¥653,860 ¥262,900

残額（戻入）

刈払機用ガソリン・ストーブ用白灯油

学校機械警備費 ¥200,000 ¥0 校内巡回員謝金（本校では未実施）

¥190,960

¥200,000

燃料費 ¥453,860 ¥262,900

配当予算②（費目外流用不可）

費目 配当金額 ※流用不可 決算額 執行内容残額（戻入）

合計 ¥18,097,331 ¥18,097,331 ¥17,994,458 執行率　99.5%¥102,873

校内施設修繕（部品交換無）

校地小破修繕料 ¥87,215 ¥99,000 ¥99,000 校庭施設修繕

¥0

¥0

施設小破手数料 ¥30,000 ¥53,900 ¥53,900

研究会負担金等

施設小破修繕料 ¥824,416 ¥1,211,416 ¥1,181,208 校内施設修繕

¥0

¥30,208

負担金補助及び交付金 ¥24,000 ¥4,400 ¥4,400

ふるさと納税（学校指定寄付\7,500）含

図書費 ¥1,457,000 ¥1,421,041 ¥1,400,330 図書室（消耗品等購入のため一部流用）

¥709

¥20,711

学用器具費 ¥2,957,500 ¥2,867,500 ¥2,866,791

粗大ごみ処理・機密文書シュレッダー

使用料及び賃借料 ¥1,627,200 ¥294,850 ¥289,850 モップレンタル　ソフトウェア使用料¥5,000

委託料 ¥137,000 ¥319,000 ¥319,000 ¥0

携帯電話通信料・郵券等購入

手数料 ¥100,000 ¥267,000 ¥241,566 生徒向け講演会等講師（団体）謝礼・クリーニング・ピアノ調律・卒業証書筆耕　ほか

通信運搬費 ¥127,000 ¥208,750 ¥208,750 ¥0

¥25,434

教材教具修繕料 ¥184,000 ¥432,000 ¥431,222 備品修繕

印刷製本費 ¥152,000 ¥0 ¥0 ¥0

¥778

教材・文具・コピーカウンター代　ほか

食糧費 ¥50,000 ¥0 ¥0

消耗品費 ¥10,060,000 ¥10,883,474 ¥10,878,441 ¥5,033

¥0

執行内容（例）

報償費 ¥280,000 ¥35,000 ¥20,000 生徒向け講演会等講師（個人）謝礼
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配当予算①（費目間流用可）

費目 配当金額 流用後予算額 決算額 残額（戻入）

¥15,000



ＳＤＧｓ達成の担い手育成
事業（消耗品費）

¥50,000 ¥49,698 ¥302 紙・クリップ

残額（戻入）

¥22,770

¥1,312

¥12,710

小中学校整備費 ¥300,300 ¥300,300

性教育講師謝礼

¥4,000

¥0

小工事費特別配当③

中学校教育用コンピュータ
（ＧＩＧＡ）

¥400,000 ¥396,000 充電保管庫（一般教室用2台）

給食配膳台（1800×900サイズ4台）中学校給食事業 ¥220,660 ¥220,660

¥594,000 ¥594,000 受水槽高架水槽修繕工事

¥0

¥0

小工事費特別配当② ¥434,390 ¥434,390

小工事費特別配当①

¥0

¥0

地域交流室設置推進事業 ¥495,000

¥447,480 ¥447,480 防火シャッター修繕工事¥0

ゴミ捨て場扉設置修繕工事

¥495,000 地域交流室（会議室）エアコン取替工事¥0

個別支援学級エアコン増設工事

ＳＤＧｓ達成の担い手育成
事業（報償費）

¥45,000 ¥0 ¥45,000

健康安全教育推進費 ¥45,000 ¥45,000

理科教育教材費 ¥776,000 ¥763,290 顕微鏡ほか

英語教育推進事業費 ¥30,000 ¥28,688 5ラウンド（指導用教科書　タイマー　クリップ）

新設個別支援学級教材費 ¥259,270 ¥236,500 テレビ設置　STB増設

配当金額 ※流用不可 決算額 執行内容

配当予算④（特別配当ほか）

費目

¥13,393,820

¥0 のぼり旗用ポール

光熱水費

費目 前年度使用料金 使用料金 執行内容

¥86,094合計 ¥4,097,100 ¥4,011,006

いじめ防止対策推進事業 ¥704 ¥704

水道 ¥4,757,546 ¥5,111,105

ガス ¥4,847,045 ¥1,479,243

プール水道 ¥1,634,526 ¥1,121,080

¥2,519,110 ¥713,112 ¥1,805,998

電気 ¥575,278 ¥5,682,392

教職員旅費

費目 配当金額 流用後予算額 決算額 残額（戻入） 執行内容

会計年度任用職員旅費 ¥4,000 ¥14,000 ¥4,632 ¥9,368

合計 ¥11,814,395

決算額合計 ¥38,278,988

※活動量は前年度比96.8％

合計 ¥26,263,790 ¥0 ¥819,634 ¥1,815,366

企画手数料 ¥53,000 ¥75,310 ¥75,310 ¥0 修学旅行企画料

使用料及び賃借料
下見タクシー借上げ料

¥15,000 ¥26,580 ¥26,580 ¥0 修学旅行下見タクシー借上げ料

教職員旅費 ¥2,563,000
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