
令和3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
又は引上額

流用額 最終配当額 執行額 残額

報償費 ¥50,000 ¥0 ¥-40,000 ¥10,000 ¥0 ¥10,000

消耗品費 ¥11,248,569 ¥0 ¥-873,564 ¥10,375,005 ¥10,374,887 ¥118

食糧費 ¥25,000 ¥0 ¥-25,000 ¥0 ¥0 ¥0

印刷製本費 ¥0 ¥0 ¥29,700 ¥29,700 ¥29,700 ¥0

修繕料 ¥896,990 ¥0 ¥-349,355 ¥547,635 ¥547,635 ¥0

通信運搬費 ¥100,000 ¥26,380 ¥-8,988 ¥117,392 ¥117,392 ¥0

手数料 ¥340,000 ¥0 ¥-47,521 ¥292,479 ¥292,281 ¥198

委託料 ¥500,500 ¥0 ¥-1,100 ¥499,400 ¥499,400 ¥0

使用料及び賃借料 ¥473,200 ¥0 ¥-5,780 ¥467,420 ¥467,420 ¥0

学用器具費 ¥4,326,157 ¥-18,045 ¥676,923 ¥4,985,035 ¥4,985,035 ¥0

図書費 ¥1,067,000 ¥0 ¥2,687 ¥1,069,687 ¥1,069,687 ¥0

負担金補助及び交付金 ¥2,400 ¥-4,400 ¥2,000 ¥0 ¥0 ¥0

施設小破 ¥1,000,000 ¥31,220 ¥303,265 ¥1,334,485 ¥1,334,485 ¥0

手数料（施設小破） ¥30,000 ¥0 ¥194,400 ¥224,400 ¥224,400 ¥0

校地小破 ¥87,215 ¥0 ¥142,333 ¥229,548 ¥229,548 ¥0

¥20,147,031 ¥35,155 ¥0 ¥20,182,186 ¥20,171,870 ¥10,316

分類 費目 配当額 追加配当額 流用額 最終配当額 執行額 残額

燃料費 ¥245,000 ¥0 流用不可 ¥245,000 ¥182,911 ¥62,089

報償費 ¥200,000 ¥0 流用不可 ¥200,000 ¥195,000 ¥5,000

¥445,000 ¥70,310 ¥0 ¥40,809,372 ¥40,721,651 ¥87,721

〈　特別配当　〉

分類 費目 配当額 追加配当額 流用額 最終配当額 執行額 残額

生涯学習推進費 報償費 ¥130,000 ¥0 ¥0 ¥130,000 ¥79,000 ¥51,000

備品購入費 理科教育教材費 ¥776,000 ¥0 ¥0 ¥776,000 ¥774,800 ¥1,200

教育指導振興費 庁内備品費 ¥108,240 ¥0 ¥0 ¥108,240 ¥108,240 ¥0

教育指導振興費 消耗品費 ¥40,000 ¥0 ¥0 ¥40,000 ¥39,424 ¥576

教育指導振興費 消耗品費 ¥10,000 ¥0 ¥0 ¥10,000 ¥9,977 ¥23

¥198,000 ¥0 ¥0 ¥198,000 ¥198,000 ¥0

¥467,500 ¥0 ¥0 ¥467,500 ¥467,500 ¥0

¥132,000 ¥0 ¥0 ¥132,000 ¥132,000 ¥0

¥509,300 ¥0 ¥0 ¥509,300 ¥509,300 ¥0

¥56,573 ¥0 ¥0 ¥56,573 ¥56,573 ¥0

¥223,300 ¥0 ¥0 ¥223,300 ¥223,300 ¥0

¥418,000 ¥0 ¥0 ¥418,000 ¥418,000 ¥0

¥205,040 ¥0 ¥0 ¥205,040 ¥205,040 ¥0

¥517,000 ¥0 ¥0 ¥517,000 ¥517,000 ¥0

¥162,800 ¥0 ¥0 ¥162,800 ¥162,800 ¥0

¥3,953,753 ¥0 ¥0 ¥3,953,753 ¥3,900,954 ¥52,799

〈　光熱水費　〉 ＜　旅費　＞

分類 費目 使用量 執行額 費目 配当予算額 流用額 最終配当額 執行額 残額 執行内容

電気 215,342ｋWｈ ¥4,233,792 旅費（教職員） 3,474,000¥   -387,000¥    3,087,000¥   834,104¥      2,252,896¥   教職員旅費

水道 5,716㎥ ¥4,134,735 旅費（非常勤） 4,000¥         ¥0 4,000¥         3,290¥         710¥           会計年度任用職員旅費

水道（プール） 6,745㎥ ¥5,549,993 旅費（企画料） 53,000¥       350,000¥      403,000¥      365,098¥      ¥37,902 行事の教職員分企画料

ガス 26,411㎥ ¥2,378,920 旅費（タクシー借上料） 15,000¥       37,000¥       52,000¥       52,000¥       ¥0 修学旅行下見時タクシー
借上料

¥16,297,440 3,546,000¥   ¥0 3,546,000¥   1,254,492¥   2,291,508¥   

4号館3階生徒指導内改修工事

学校施設営繕費

＊追加配当額・・・年度途中に学校に配当された金額や引き上げられた金額

光熱水費

学校管理費

合計

★その他に市教委が直接工事を行った「プール改修」も行いました。

＊当初予算額・・・年度始めに学校に配当された金額を寺尾中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

＊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

主な執行内容

工事請負費

合計

合計

放課後学び場事業にかかわる特別配当

理科教育教材の購入にかかわる特別配当

生徒用図書

学校運営費

進路用切手代や宅配便代等

図書装備やピアノ調律、保健室シーツ等の洗濯等

大型ゴミの処分、校庭廊下ワックスがけや機密文書処理

合計

学校用地費 工事請負費

特別教室暖房用白灯油

巡回員報酬

グランドスピーカーポール腐食に伴う改修工事

被服準備室瞬間湯沸器交換工事

給食配膳台の購入にかかわる特別配当

自分づくり教育実践推進校にかかわる特別配当
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モップクリーニングやソフト使用料等

教室用ロッカー、教室用テレビや楽器等の購入

主な執行内容

各教科の教材や紙類、文具等の購入

学校名入封筒の印刷

移動式防球ネットやロイター版、楽器の修理等

会費や分担金

消防設備修繕や保健室給湯器交換修繕等

体育館ドア開閉調整や職員室手洗器排水詰り直し等

グランド倉庫修繕や第2グランドフェンス修繕等

主な執行内容

4号館3階生徒指導室窓修繕工事

受水槽揚水ポンプ水漏れ他修繕

横浜市立寺尾中学校

防球ネット補修工事

通路脇支障物撤去工事

国際教室担当教員配置校にかかわる特別配当

ゴムチップ補修修繕工事

体育館バレーボール床支柱金具工事

グランドスピーカー修繕工事
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