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南あわじ市・ 洲本市小中学校祖合告示第 １号

令和４年第１ 回南あわじ市 ・洲本市ノ」 ヽ中学校組合議会定例会を次の とお り招集する。

令和４年２万 １０日

記

１　 期　　日　　 令和４年２１ ２４ 日（木） 午前１０時

２　 場　 所　 南あわじ市役所　本館 ４階議場





令和４年第１ 回南あわじ市 ・かト１ 本市小中学校組合議会定例会付議事件一覧

令和４年２牡Ｏ日 現在

番号

議案

售案

件 名

１

２

令和 ３年度南あわ じ市 ・庶本市 ／」 ヽ中 学校組合一攷価計補工予算 （第 １号）

令うＦ口４年度南あわじ市うト｜本市／ｊヽ中学枚組合一般会計予算





令うＦ口 ４年第１ 回南あわ じ市 ・翁本市／」 ヽ中学校組合議会定例会議事日 程（第１ 号）

日程第１　　会議録署名議員の指名

日程第２　 会期の決定

令和 ４年 ２ナｊ２ ４日 （本）

午前 １０ 時　閣議

日程第３　 議案第　 １倚　　令和 ３年度南あわ じ市 ・かト＼本市ノ」 ヽ中学校組合一般会計

補モ予算 （第 １号）

日程第４　 議案第　２号　　令和４年度南あわじ市 ・かト＼本市小中学校組合一般会計

予算

日程第５　 一般質毀
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令和 ３年度

″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″１

計補 ‾八ミ予 算書

（第 １号）

南あわじ市・ ミきト＼本市小中学校組合





售案 第１倚

令和 ３年度南 あわ じ市 ・洲 本市小中 学校祖合一般会計補ｌＥ予算（ 第１ 昜）

令和 ３年度南 あわ じ市 ・洲 本市小中 学校組合 の一般会計補 ｊＥ 予算 （第 １号）は 、次 に定 める とこ ろに よる。

（歳 入歳 芭予算の 補ｉＥ）

第１ 条　 歳入歳芭予算 の総額か ら歳入歳 芭それぞれ１ ，９ ４５ 千ＦＩ］ を減額し 、歳入歳 芭予算の総額 を歳入歳芭

それぞれ １　６　５， ３４ ７千 ド］ とす る。
ｌ

２　 歳入歳芭予算 の補 ｌＥ の款項の ［Ｘ 分攷び葹 該［Ｘ分 ごと の金額並びに補ｉＥ後 の歳入歳 芭予算のを額 は、 「第 １表

歳入歳范予算 補工Ｅ」 によ る。

（繰 越明 許費）

第２ 条　 地方 自治法第 ２１ ３条第１ 項の規定によ り、 翌年度に繰り 越して使鴇す るこ とができ る経費は、「第２表

繰越 扇許 費」 によ る。

令和 ４年 ２１ ２４ 日　 提芭

－１－

南あわじ市・ 翁本市／Ｊヽ 中学校組合

管ミ者　守　本　憲　私



歳　入

２

第１ 表　 歳入歳ｍ予算補ｊＥ

ａタＱ　 ノＸ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位： 千Ｒ）

款 項 補ｊＥ前の額 補　 ｉＥ　額 計

１． 分担金八び負担金 １４６， ７５２ △１ ２， ７３９ １３４， ０１３

１． 分担金 １４６， ７５２ ム１２， ７３９ １３４， ０１３

３． 国庫支芭金 １， ５０４ △７８７ ７１７

１． 国庫補助金 １， ５０４ △７８７ ７１７

４． 県支 芭金 ２， ３２９ △２０４ ２， １２５

１． 県補助を １， ５６９ ム２０４ １， ３６５

６． 繰越金 １ １１ ，７８５ １１ ，７ ８６

１． 繰越金 １ １１ ，７ ８５ ｎ， ７８６

歳　　　　 入　　　　 合　　　　計 １６７， ２９２ △１ ，９４５ １６５， ３４７

歳　ｍ匹　 はｊ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位： 千Ｐヨ）

款 項 補ｉＥ前の額 補ｍ額 計

３． 教育費 １５ ０， ９０５ △１，９４５ １４ ８， ９６０

１． 教育総務費 ７９ ，３ ４１ △１，４９６ ７７ ，８ ４５

２． 小学校費 ３６，０ １３ △９８９ ３５，０２４

３． 中学校費 ３５，５５１ ５４０ ３６，０９１

歳　　　　 出　　　　 合　　　　計 １６ ７， ２９２ △１ ，９４５ １６ ５， ３４７



第２ 表　繰越明許費

款 項 事　　　 業　　　名 金　　　　　額

３． 敦　　　　　 育　　　　　費 ２． 小　　　 学　　　 校　　　費 学校 保健 特ＳＩ」 対策 事業 ６３ ０千Ｆ９

３． 教　　　　　　育　　　　　　費 ３． 中　　　 学　　　 校　　　費 学校 保健 特鬚 筒策 事業 ５４ ０千円

－３一



１

歳

総

入

括

４

歳入歳芭補モ予算事項別明細書

（単位： 千Ｐヨ）

款 柚子Ｅ前の額 補　 ｊＥ　額 計

１． 分　 担　 金　 ‾瓦　 び　 負　 担　金 １４６， ７５２ ム１ ２， ７３９ １３４， ０１３

３． 国　　　 庫　　　 支　　　 芭　　　金 １， ５０４ △７８７ ７１７

４． 県　　　　　 支　　　　　 芭　　　　　金 ２， ３２９ ム２０４ ２， １２５

６． 繰　　　　　　　　 越　　　　　　　　金 １ １１ ，７８５ １１ ，７８６

歳　　　　 人　　　　 合　　　　計 １６ ７， ２９２ ム１ ，９ ４５ １６ ５， ３４７

Ｚｍ

款 補工Ｅ前の額 補　 ｊＥ　額 計

補　 ｊミ　 額　 の　 財　 源　 鸚　訳

特　　　 定　　　 財　　　源
一般 財源

国県 支出金 地　 方　債 そ　 の　他

３． 教　　　 育　　　費 １５ ０， ９０５ △１，９４５ １４８， ９６０ △９ ９１ △９５４

歳　　 芭　　 合　　計 １６ ７， ２９２ △１ ，９４５ １６ ５， ３４７ △９ ９１ ム９５４



２。 歳　人

（款）　 １． 分担金及び負担金

（項 ）　 １． 分担金（項）　 １． 分祖金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位： 千ト９）

目 補工前の額 補　 ｊミ　額 計
節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分 を　　額

１． 分担金 １４６， ７５２ △１ ２， ７３９ １３ ４， ０１３ １． 分担金 △１ ２， ７３９ 南あわじ市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム８，９６４

洲本「ｌｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ム３，７７５

計 １４６， ７５２ △１ ２， ７３９ １３４， ０１３

（款 ）　 ３． 国庫支莖金

（項）　 １． 国庫補助金（項 ）　 １． 国庫補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位： 千［１‾へ）

目 補‾八こ前の額 補　 ‾ＶＥ　額 計
節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

１． 教育費目庫補助

金

１， ５０４ ム７８７ ７１７ １． 教育総務費補助

金

△７ ８７ 新型 コロ ナウ イルス感染症対策のた めの スク ール ・サ ポート

・ス タッ フ追加配置事業補助金　　　　　　　　　　　　　　 ム１ ，３ ７２

学校保健特鬚対策事業費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　 ５８５

計 １， ５０４ ム７ ８７ ７１７

（款 ）　 ４． 県支 白金

（項 ）　 １． 県補助金（項）　 １． 県補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位： 千Ｆｌｊ）

目 補‾を前の額 補　 ｊミ　額 計
節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
［Ｘ　　分 金　　額

１． 教育費県補助金 １， ５６９ △２ ０４ １， ３６５ ２． 中学校費補助金 ム２０４ 中学校卸活動指導員配置事業補助金　　　　　　　　　　　　　 ム２ ０４

計 １， ５６９ ム２ ０４ １， ３６５

（款 ）　 ６． 繰越奈

（項 ）　 １． 繰越金（項）　 １． 繰越金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位： 千Ｎェｊ）

目 補‾χＥ前の額 補　 ｊＥ　額 計
節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

１． 繰越奈 １ １１ ，７８５ １１ ，７８６ １． 繰越奈 １１ ，７８５ 前年度繰越を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１ ，７８５
計 １ １１ ，７８５ １１ ，７８６

５



３。 歳　出

（款）　 ３． 教育費

（雍）　 １． 教育

６

（項 ）　 １． 教育総務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位： 千「气）

目 補正 前の額 補　 ｊＥ　額 計

補　 足Ｅ　額　 の　 財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　明特　　　 定　　　 財　　　源
一般財源 鴇　　分 金　　額

国県支出金 Ｊｔ　 方　債 そ　 の　他

２． 莓務局費 ２２，６５６ １２５ ２２ ，７ ８１ １２５ １８．負担を補助蓼、

び交 付金

１２５ 負祖を　　　　　　　　　　　　　　　　　 １２５

事務笥職員人件費負祖奈　　　　　　　　 １２５

３． 教育振興費 ５５ ，９０２ △１ ，６ ２１ ５４，２８１ △１ ，５ ７６ △４５ １． 報　　　　酬 △２ ６４ 会計年度任篦職報酬　　　　　　　　　　 ム２６４

１９．扶　 助　戮 △１ ，３ ５７ ／」 ヽ中 倅校就学援あ 費　　　　　　　　　 ムｔ ，１ ７５

／ｊ ヽ中 学校特Ｓ ｉ」 支援教育就学奨励費　　　 ム１ ８２

計 ７９ ，３ ４１ △１ ，４９６ ７７ ，８４５ △１ ，５ ７６ ８０

（款）　 ３． 教育費

（項）　 ２． ／」ヽ学校費 （単位： 千［ＩミＸ］

目 補そ蝠の額 補　 ｉＥ　額 計

補　 止　 額　 の　 財　源　 内　獸 節

説　　　　　　　　　明特　　　 定　　　 財　　　源
一般財源 区　　分 金　　額

国県 支出金 地　 方　價 そ　 の　他

１． 学校管ミ費 ２６ ，６ ０３ △３ ７０ ２６ ，２ ３３ ３１５ ム６８５ １０．需　 ｍ　費 ５３０ 消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　 ６３０

修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　 ム１００

１２．委　 託　料 ム９００ 特定嵬築物等定期点検報告娶荒料　　　 ム１ ００

鼈計監ミ倭おＥ料　　　　　　　　　　　　 ム８００

２． 教育振獸費 ９， ４１０ △６ １９ ８， ７９１ △６ １９ １８．負担金補あ八

び交 付金

△６ １９ 負担 金　　　　　　　　　　　　　　　　　 ム６ １９

小学校ズイヒ関係負担金　　　　　　　　 ム２２５

外国人講師招致事業負担を　　　　　　ム３９４

計 ３６，０ １３ △９ ８９ ３５，０２４ ３１５ △１ ，３０４

（款）　 ３． 教育費

（羅）　 ３． 中学校費（穣 ｊ　 ３． 「Ｐ 学校費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位： 千ト９）

目 補‾巡前の額 補　ｉＥ　額 計

補　ｉＥ　額　 の　 財　源　 内　訳 節

説　　　　　　　　　明特　　　 定　　　 財　　　源
一般財源 ７。　　分 を　　額

［荵県支 皀金 地　 方　債 そ　 の　他

１． 学校 管ミ費 ２５ ，２ ４９ ５４０ ２５ ，７ ８９ ２７０ ２７０ １０．需　 篦　　費 ５４０ ？肖 耗品 費　　　　　　　　　　　　　　　　 ５４０

計 ３５，５５１ ５４０ ３６，０９１ ２７０ ２７０



１、 一　般

（１ ）　総

職
括

ア、 会計年度任鴇職員

給 与 費 明 細 圭
ｒ二二１

区　　　分
職　 員　数

（人）

給　　　　　　 与　　　　　　費
共　 済　費

（ニＴニ・円）

合　　　計

（千円）

備　　　　考報　　　酬

（千鴇）

給　　　料

（千円）

職員 手肖等

（千円）

計

（千円）

補　モ　後 ９ １４，３５８ ２， ４３３ １６ ，７ ９１ ２， ４２８ １９ ，２ １９

袖　 子　前 ９ １４ ，６ ２２ ２， ４３３ １７ ，０ ５５ ２， ４２８ １９ ，４ ８３

Ｊニヒ　　　較 ０ ム２６４ ０ ム２６４ ０ ム２ ６４

（２ ）　 給料八び職員手八等の増減額の明細

ア、 会計年度任ｍ職員

区　　　分
増　減　額

（千 「Ｉへ）

増　滅　事　 張１　 別　 内　訳

（千 ［ｌｊ）
説　　明 備　　考

給　　　料

及び 報酬
△２６４

給与改定に伴 う増減分

普通昇給に伴 う増減分

その他の増減分 ム２６４ 中学校部迅勣指導員の勤務 日数の減等に よる

－７－





－

令和 ４年度

般会 計予 算書

南あわじ市・ 璢ヽ＼本市小中学校組合





議案第２号

令ね ４年度南あわ じ市 ・むヽト＼本 市／ｊヽ 中学校組合一般会計予算

令和 ４年度南 あわ じ市 ・かト＼ 本市 ／」 ヽ中 学校組合 の一牡氛牡の 予算 は、 次に 定め ると ころ によ る。

（歳 入歳 芭予 算）

第１ 条　 歳入 歳芭 予算 の総 額は 、歳 入歳 芭そ れぞ れ１　５　０， ３２ ９下 目と 定め る。

２　 歳入 歳芭予算 の款 項の ［叉分‾反び 萢該 ［叉分ご との 奈額 は、 「第 １表　 歳入 歳芭予算 」に よる。

（麑　方　 債）

第２ 粂　 丿也 方自 治缶第２ ３０ 条第 １項 の規 定に より 起こ すこ とが でき る地方債 の起 債の 目白ＩＪ 、限度額 、記 載の方

法、 利率蓼、び償還の方法は、 「第 ２表　地方債」 によ る。

（一慨借入金）

第３ 条　地方 自治法第 ２３ ５条の３ 第２ 項の規定によ る一時借入をの借入れの鏝高額は、 １　０　０， ００ ０千Ｒと
定め る。

令和 ４年 ２ｙｘ２ ４日　 提出

１

南あわじ市・ むヽト＼本市小中学校組合

管ミ考　守　本　を　觚



歳　入

一２－

第１ 表　 歳入歳ｍ予算

（単 位： 千口）

款 項 金　　　　　額

１． 分担金‾反び負担金 １４０， ４０７

１． 分担金 １４０， ４０７

２． 使用料八び手数料 ３２０

１． 使用料 ３２０

３． 国庫支出金 １６６

１． 国庫補助金 １６６

４． 県支出金 ２， ５３５

１． 県補助金 １， ３５１

２． 県委託金 １， １８４

５． 寄附金 １

１． 寄附金 １

６． 繰越奈 １

１． 繰越金 １

７． 諸収入 ２９９

１． 雑人 ２９９

８． 組合債 ６， ６００

１． 組合債 ６， ６００

歳　　　　　　 入　　　　　　 合　　　　　　計 １５０， ３２９



歳　芭 （単位： 千円）

款 項 金　　　　　額

１． 議会費 ８１０

１． 議会費 ８１０

２． 総務費 ８６５

１． 総務管ミ費 ７９５

２、ぢ覬委員費 ７０

３． 教育費 １３ ０， １４３

１． 教育総務費 ７０，７ １７

２／ｊヽ学校費 ２９，３３６

３． 中学校費 ３０，０９０

４． 価債費 １７，５ １１

１． 価饋費 １７ ，５ １１

５． 予備費 １， ０００

１． 予備費 １， ０００

歳　　　　　　　出　　　　　　　合　　　　　　　計 １５ ０， ３２９

３



第２表

４

逖　方　債

起　債　 の　 目　的 限　 度　額

（千日）

起債の方法 利　　　率 償還期限

（年社内）

据置期間

（年髣、内）

償　 還　 の　 方　法

義務 教育 施設 整備 事業 ６， ６００

証書信大ますこ
は証券発行

年５．０ ％ぶ 内（ ただ
し、 利率乳直 し方式で

借り 入れる悵的貴台に
つい て、 利率の見直し
を行 った 後に おいて
は、 萢該見直 し後の利
率）

１０ ２

価的 資金 につ いて は、 その融資条
件に より 、銀行そ の他 の場合には

その債権者と 協定する もの によ
る。 ただ し、 組合財政の都合によ
り据置期間八び償還期ｍを短縮
し、 またはたｊｊ］‘ 等に より 繰上値ぷ
もし くは低利 に借換えする ことが
でき る。



１

歳

雍

人

括

歳入歳芭予算事項別獸細書

（単位： 千ト［ｊ］

款 本年 度予 算額 前年 度予 算額 Ｊニヒ　　　　　較

１． 分　　担　　金　　 蓼、　　び　　 負　　 担　　金 １４ ０， ４０７ １４ ６， ７５２ ム６，３４５

２． 使　　用　　 料　　及　　 び　　 手　　数　　料 ３２０ ３９０ ム７０

３． 国　　　　 庫　　　　 支　　　　 出　　　　金 １６６ １， ５０４ ム１，３３８

４． 県　　　　　　 支　　　　　　 出　　　　　　金 ２， ５３５ ２， ３２９ ２０６

５． 寄　　　　　　　　　 附　　　　　　　　　金 １ １ ０

６． 繰　　　　　　　　　　 越　　　　　　　　　　金 １ １ ０

７． 諸　　　　　　　　　　 収　　　　　　　　　　人 ２９９ ３１５ ム１６

８． 組　　　　　　　　　 合　　　　　　　　　饋 ６， ６００ １６，０００ △９，４００

歳　　　　 入　　　　 合　　　　計 １５０， ３２９ １６７， ２９２ ム１６， ９６３

－５－



歳　出

－６－

／

款 本年度予算額 前年度予算額 Ｊニヒ　　　較

本　年　度　予　 算　額　 の　 財　源　 内　訳

特　　　 定　　　 財　　　源
一般 財源

目茶 支芭金 麑　方　債 そ　 の　他

１． 議　　　　会　　　　費 ８１０ ８１０ ０ ８１０

２． 総　　　 務　　　費 ８６５ ６４５ ２２０ ８６５

３． 教　　　 育　　　費 １３ ０， １４３ １５０， ９０５ ム２０， ７６２ ２， ７０１ ６， ６００ ６１９ １２０， ２２３

４． 公　　　 債　　　費 １７，５ １１ １３，９３２ ３， ５７９ １７，５ １１

５． 予　　　 備　　　費 １， ０００ １， ０００ ０ １， ０００

歳　　 芭　　 合　　計 １５０， ３２９ １６ ７， ２９２ ム１ ６， ９６３ ２， ７０１ ６， ６００ ６１９ １４０， ４０９



２。 歳入

（款）　 １． 分担金及び戮担金

（項）　 １． 分担金 （単位： 千『９』

目 本　 年　度 前　 年　度 Ｊ：ヒ　　　較
節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分 奈　　額

１． 分担金 １４ ０， ４０７ １４ ６， ７５２ ム６，３４５ １． 分担金 １４ ０， ４０７ 南あわじ市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２ ８， ４０９

洲本市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １１ ，９９８

計 １４ ０， ４０７ １４ ６， ７５２ ム６，３４５

（款 ）　 ２． 使用 料‾Ｍｚ、び手数料

（項）　 １． 使只］料（項）　 １． 使只］料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位： 千円）

目 本　年　度 前　年　度 號　　　較
節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　獸
区　　分 金　　額

１． 教育使用料 ３２０ ３９０ ム７０ １． 教育施ミ使鴇料 ３２０ 学校体育施鼈使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３２０

小学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ８０

中学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４０

計 ３２０ ３９０ △７０

（款 ）　 ３． 国庫支出金

（項 ）　 １． 国庫補助金（項 ）　 １． 国庫補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位： 千口）

目 本　 年　度 前　 年　度 Ｊニヒ　　　較
節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

１． 教育費目庫補助

金

１６６ １， ５０４ △１ ，３ ３８ ２． ／」 ヽ学校費補助金 １３２ 特別支援教育就学奨励費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　 １３２

３． 中学校費補助を ３４ 特別支援教育就学奨励費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　 ３４

計 １６６ １， ５０４ △１ ，３ ３８

－７－



（款）　 ４． 県友鴇金

（項 ）　 １． 県補め金

８

（単位： 千日）

目 本　 年　度 前　 年　度 瓦　　　較
節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分 奈　　額

１． 教育費県補笥金 １， ３５１ １， ５６９ △２ １８ １． ／ｊヽ学校費補助を ４１３ ／ｊヽ学校体験ほ勣事業補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　４１３

２． 中学校費補觜金 ９３８ トラ イやる・ ウィ ーク 推進事業補あを　　　　　　　　　　　　　３００

わく わく オーケス トラ教市バス利鴇補助事業補あ奈　　　　　　　 ７７

スクールソーシャルワーカ一髱置事業補助を　　　　　　　　　　２４８

中学校部俎勣指導員ＫＸ事業補嶌金　　　　　　　　　　　　　　３１３

計 １， ３５１ １， ５６９ △２ １８

（款）　 ４． 県支出金

（項）　 ２． 県委託金ｙ

目 本　 年　度 前　年　度 Ｊニヒ　　　較
節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

１． 教育費県委託を １， １８４ ７６０ ４２４ １． 教育総務費委貌

金

１， １８４ ひよ うごがんばり タイ ム事業委託金　　　　　　　　　　　　　　 ８４

プロ から学ぶ創迄力育成事業委貌金　　　　　　　　　　　　　　 ５０

スク ールサポート スタ ッフ 事業娶託金　　　　　　　　　　　　１， ０５０
計 １， １８４ ７６０ ４２４

（款）　 ５． 寄附金

（項）　 １． 寄附金 （単位： 干ト［ｊ］

目 本　年　度 前　年　度 Ｊニヒ　　　較
節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　獸
区　　分 金　　額

１． 寄附金 １ １ ０ １． 一般寄附金 １ 一般寄附を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

計 １ １ ０



（靠）　 ６． 繰越金

（雍）　 １． 繰越を （単位： 手口）

目 本　年　度 前　 年　度 瓦　　　較
節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分 奈　　額

１． 繰越金 １ １ ０ １． 繰越金 １ 前年度繰越金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

計 １ １ ０

（款）７ ．請収入

（項 ）　 １． 雑人（項）　 １． 雑人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位： 千円）

目 本　年　度 前　年　度 瓦　　　較
節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殞
区　　分 金　　額

１． 雑人 ２９９ ３１５ △１６ １． 雑人 ２９９ 日本スポーツ振興センター保護者負担金 （ノ」ヽ）　　　　　　　　 １０６

日本スポーツ振興センター保護者負担金 （中）　　　　　　　　　 ５６

わく わく オーケス トラ保護者負加奈　　　　　　　　　　　　　　 ４０

雇只］保険個人負担分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４２

電ｔ使用 料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５

太陽光発電売電代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５０

計 ２９９ ３１５ ム１６

（款 ）　 ８． 組合債

（項 ）　 １． 組合債 （単位： 千円）

づ 本　年　度 前　年　度 Ｊ七　　　較
節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分 を　　額

１． 教育債 ６， ６００ １６ ，０００ △９ ，４ ００ １． 学校教育債 ６， ６００ 義務教育施設整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６， ６００

計 ６， ６００ １６，０００ ム９，４００

９



３。 歳　 けｊ

（款 ）　 １． 議会費

（叛）　 １． 議会費

１０

ｋ

目 本　 年　度 前　 年　度 瓦　　　較

本　 年　 度　 の　 財　 源　 内　訳 節

説　　　　　　　　明特　　　 定　　　 財　　　源
一般財源 区　　分 金　　額

国県支出金 地　 方　債 そ　 の　他

１． 議会費 ８１０ ８１０ ０ ８１０ １． 報　　　　酬 ７１５ 議員 報帳　　　　　　　　　　　　　　　　 ７１５

９． 夕　 際　　費 ２０ 議長な賢費　　　　　　　　　　　　　　　 ２０

１０ ．需　 ｍ　　費 １０ 消耗 脆費　　　　　　　　　　　　　　　　　 １０

１１ ．役　 務　　費 ６５ 蕘信ぞ瞰費　　　　　　　　　　　　　　　　２

議事録作成手数料　　　　　　　　　　　　 ６３

計 ８１０ ８１０ ０ ８１０

（款）　 ２． 聡務費

（

目 本　 年　度 前　 年　度 Ｌヒ　　　較

本　年　度　 の　 只オ　源　 内　 蓉、 節

説　　　　　　　　　明特　　　 定　　　 財　　　源
‘般財源 迅　　分 金　　額

Ｌ日 県支ｍ金 ｔ　 方　債 そ　 の　他

１． ・靫管ミ費 ７９５ ５７５ ２２０ ７９５ １． 報　　　　酬 ３０１ 委員 報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　 ８６

ぬ務 泉害補償審査委員八び認定委員　　　 ８６

非常勤職員報愼　　　　　　　　　　　　　２１５

４． 共　 済　費 １３ 地力公務ｎ災害補償費　　　　　　　　　　 １３

地方価務員災害補ぬあ金負祖金　　　　　 １３

５． Ｘ害 補償費 １ 委員な務Ｘ害損害補償金　　　　　　　　　　１

９． を　 際　費 ２０ 慨ミｔ交際費　　　　　　　　　　　　　　 ２０

１１ ．役　 務　費 ２０ 瓏信運聡澂　　　　　　　　　　　　　　　 ２０

１２ ．委　 ま｛Ｅ　料 ４４０ 例規デー タペース ぞ新委貌料　　　　　　 ４４０

計 ７９５ ５７５ ２２０ ７９５



（款 ）　 ２． 総務費

（項 ）　 ２． 監査委員費（墳 ）　 ２． Ｗ惶委員費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位： 千口）

目 本　 年　度 前　 年　度 瓦　　　較

本　年　度　の　 靹　源　内　獸 節

説　　　　　　　　　明特　　　 定　　　 財　　　源
－・般財源 ［左　　分 金　　額

国県支出金 ま　 方　債 そ　 の　他

１． ｔを娶員費 ７０ ７０ ０ ７０ １． 報　　酬 ７０ 委員報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　 ７０

監査 委員　　　　　　　　　　　　　　　　 ７０

計 ７０ ７０ ０ ７０

（款）　 ３． 教育費

（項）　 １． 教育（項）　 １． 教育総務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位： 千口）

目 本　 年　度 前　年　度 瓦　　　較

本　 年　 度　 の　 財　 源　 ら　獸 節

説　　　　　　　　明特　　　 定　　　 財　　　源
－般財源 区　　分 奈　　額

国県支出金 地　 方　債 そ　 の　他

１． 教育委員会費 ７８３ ７８３ ０ ７８３ １． 報　　　酬 ６９９ 委員 報惟　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６９９

教育 委員　　　　　　　　　　　　　　　 ６９９

８． 旅　　　費 １０ 費箆弁償　　　　　　　　　　　　　　　　　 １０

９． ろニど　 賢　費 ４０ 教育 長交 際費　　　　　　　　　　　　　　 ４０

１０ ．需　 篦　　費 ２ 食禄費　　　　　　　　　　　　　　　　　　２

１１ ．役　 務　　費 ３ 通を篷農費　　　　　　　　　　　　　　　　３

１８．負祖奈補助八

び交 付金

２９ 負担 金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２９

叺庫県市ぢ村教育委員会連合会負祖金　　２９

２． 事務局費 ２２，０７０ ２２，６５６ △５ ８６ ２２ ，０７０ １８．負担奈補助八

び交 付金

２２，０７０ 負担を　　　　　　　　　　　　　　　　２２，０７０

‾琴務費負担金　　　　　　　　　　　　　 ７７８

事務局職員人件費負担金　　　　　　 ２１ ，２９２

３． 教育振獸費 ４７，８６４ ５５ ，９ ０２ ム８，０３８ １， ９１１ ４７ ４５，９０６ １． 報　　　酬 ９， ４８８ 会計年度イモＨＩ職報惟　　　　　　　　　　９， ４８８

３． 職長 手ち等 １， ４０３ 会計年度任用職手当　　　　　　　　　　 １， ４０３

期末 手售　　　　　　　　　　　　　　 １， ４０３

４． すｔＪ　 済　費 １， ５１３ 共済 組合 費　　　　　　　　　　　　　　　 ２８９

会計年度任篦職　翫鐵組合費　　　　　 ２８９

会計年度任鴇職大鐵戮　　　　　　　　 １， ２２４

会計年度任用職　社会保険料　　　　 １， ０９５

１１



（ま）　 ３． 教育費

（羝）　 １． 教育総務費

１２

ｋ

目 本　 年　度 前　 年　度 瓦　　　較

本　年　 度　 の　 財　源　 内　訳 節

説　　　　　　　　　明特　　　 定　　　 財　　　源
一般財源 ［旡　　分 金　　額

ｍ県 支皀金 Ｊ七　 方　債 そ　 の　他

会計年度任万１職　労薑、保険れ　　　　　　 ３７

会計年度任用職　雇用保険料　　　　　　 ９２

７． 報　 儂　費 ４４０ 講師 等謝 礼　　　　　　　　　　　　　　　 ４４０

８． 旅　　　費 ６１０ 費ｎｌ弁 償　　　　　　　　　　　　　　　　 ６１０

１０ ．需　 ｍ　　９ ６７３ 消耗 ａ費　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３３

修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６４０

１１ ．役　 務　費 ２４０ 害虫 駆除 手数 料　　　　　　　　　　　　　 １００

薬脆処分手数料　　　　　　　　　　　　　 １４０

１２ ．委　 だ　料 １４ ，１ １５ 情報端末ミ鴇管珂ｌｙぶ務委だれ　　　　 １１ ，０８９

小中学校教職員せ康卷を委託れ　　　　　 ４３９

小中学校児童生徒尿検査委貌料　　　　　　１３８

小中学校 １年生心臓検診委託料　　　　　　２７５

小学校就学前幼児健康診觜委貌料　　　　 １０６

児童生徒結核二次健診委だ料　　　　　　　 １０

教育鴇コ ンピ ュー タ保守管ミ委貌料　　 ２， ０５８

１３ ．使 用料 八び賃

借　　　　料

２， ８２６ 施鼈使ｍ 料戮、び入場料　　　　　　　　　　　 １２

電子黒板借上料　　　　　　　　　　　　２， ７４４

著作権使 用料　　　　　　　　　　　　　　　 ７０

１７．嘱砿購入費 ２， １００ 施鼈用備乳購入費　　　　　　　　　　　２， １００

１８．負担奈補助八

び交 付金

６， ５４４ 負担金　　　　　　　　　　　　　　　　 ６， １４７

市学校保健会負担金　　　　　　　　　　 ２３

／」 ヽ中学校衛生推進者講厖会負担金　　　　 １８

ニＦ を校 対策 事業負担蜃　　　　　　　　１， ８９２

教育指導員人件費負担金　　　　　　　　５６１

学校ミ営ま援対策本業負担奈　　　　　 ６０７

学校支援システム管Ｊｌ事業負担金　　 １， ７１５

健康診肴・ス トレス調を負担を　　　　　 ４２



（款 ）　 ３． 教育費

（項 ）　 １． 教育総務費（墳）　 １． な育総務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位： 千Ｆｊ）

目 本　 年　度 前　 年　度 瓦　　　較

本　年　度　 の　 財　源　内　笊 節

説　　　　　　　　回特　　　 定　　　 財　　　果
一般財源 区　　分 金　　額

国県支巴金 地　 方　債 そ　 の　他

学校 給食 鳬場 食材 禾「 ｊ万１拡 大事 業負 担金　 １３５

防災 ジュ ニア リーダー養成事業負担奈　 ３０２

学校徴収金システ ム負担金　　　　　　　１５２

スク ール サポ ート スタ ッフ 髱置 事業負

粗金　　　　　　　　　　　　　　　　　 ７００

補Ｊｊ力 金　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３９７

／」 ヽ中学校研究事業等補助金　　　　　　　 ９７

スクールチャ レンジ事キ補Ｂ力を　　　　　３００

１９ ．扶　 肋　費 ７， ９１２ 手中学校就学援勁費　　　　　　　　　　７， ５７５

／ｊ ヽ中 学校 特緊うし援教 育就 学奨励費　　　　 ３３７

計 ７０ ，７ １７ ７９ ，３ ４１ ム８，６２４ １， ９１１ ４７ ６８ ，７ ５９

（款）　 ３． 教育費

（瘴、）　 ２． 小学校費（瘴、）　 ２． 小学校費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位： 千日）

目 本　 年　度 前　年　度 瓦　　　較

本　 年　 度　 の　 財　 源　 内　 蓉、 節

説　　　　　　　　　明特　　　 定　　　財　　　源
－般財源 区　　分 金　　額

国県支鴇金 ま　 方　債 そ　 の　他

１． 倅校管ミ費 ２０ ，１ ４９ ２６ ，６ ０３ △６，４５４ ３， ０００ １３０ １７，０ １９ １． 報　　　　酬 ２， ８９７ 非常勤職員報酬　　　　　　　　　　　　　 ６４６

内科 Ｅ　　　　　　　　　　　　　　　　 １９９

歯科 医　　　　　　　　　　　　　　　　　 １９９

鐚、科［Ｅ　　　　　　　　　　　　　　　　 ９９

薬剤師　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５０

耳鼻 科医　　　　　　　　　　　　　　　　 ９９

会計 年度任用 職報 惟　　　　　　　　　 ２， ２５１

３． 職員 手售等 ４５１ 会計年度任ｙ目職手萢　　　　　　　　　　　４５１

期末手葹　　　　　　　　　　　　　　　 ４５１

４． 共　 済　費 ４８８ 翫済組合費　　　　　　　　　　　　　　　 ９５

１３



（款 ）　 ３． 教育費

（項）　 ２． ／」ヽ学校費

１４

い貝／　 ゛乙．牛子ｔｙＷ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単イガ ・千匹

目 本　 年　度 前　年　度 瓦　　　較

本　年　度　 の　 財　源　内　獸 節

説　　　　　　　　　明特　　　 定　　　財　　　源
－般財源 区　　分 金　　額

国県支鴇金 逖　方　債 そ　 の　他

会計年度任用職　 共済組合費　　　　　　 ９５

会計年度任ｍ職共済費　　　　　　　　　　３９３

会計年度任ＨＩ職　 社会 保険 料　　　　　 ３５８

会計 年度 任用 職　 労薑、保 険料　　　　　　　９

会計年度任ｍ職　雇ルｊ保険料　　　　　　 ２６

８． 哀　　　　費 １３０ 費ｍ 弁償　　　　　　　　　　　　　　　　　 １３０

１０ ．需　 只］　戮 ７， ６４３ 僞耗晶費　　　　　　　　　　　　　　　 １， ６４３

燃料 費　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２２

食糧費　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３４

印刷製本戮　　　　　　　　　　　　　　　 ９４

光熱水費　　　　　　　　　　　　　　　 ４， ０７４

修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　 １， ７７６

１１ ．そ　 務　費 ６８９ ミ信ミ搬費　　　　　　　　　　　　　　　 ３６６

水質検を手数料　　　　　　　　　　　　　 ２１

特定計量器也定検査手数れ　　　　　　　　 ３０

廃棄処分手数料　　　　　　　　　　　　　 ６０

振込手数料　　　　　　　　　　　　　　　　１

クリ ーニ ング代　　　　　　　　　　　　　　 ４１

建物 損害 保険 料　　　　　　　　　　　　　　 ８０

植木剪定手数れ　　　　　　　　　　　　　 ９０

１２ ．委　 貌　料 ４， １３７ 内科検卷委託料　　　　　　　　　　　　　 １０１

歯科検診委貌料　　　　　　　　　　　　　 ！０１

瑜、科検 診委 託料　　　　　　　　　　　　　 ９３

耳鼻科検卷委貎黔　　　　　　　　　　　　　３４

？肖防鼈備等イ宋守鰥検委貎叭　　　　　　　　１６５

貯水槽イＲ守鴕検‾玖、び清掃娶貌黔　　　　　　３１

エレベーター保守点検委たれ　　　　　　 ５０５



（款 ）　 ３． 教育費

（項 ）　 ２． ／」 ヽ学校費（項）　 ２． ／」 ヽ学校費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位： 千［］二ｊ）

目 本　 年　度 前　 年　度 瓦　　　較

本　 年　 度　 の　 財　 源　 内　訳 節

説　　　　　　　　　明特　　　 定　　　 財　　　源
一般財源 区　　分 金　　額

国県支芭金 地　 方　債 そ　 の　他

電気ぼ安 業務 委託 料　　　　　　　　　　　 １７９

警イ戛ぼ障委託れ　　　　　　　　　　　　　２８１

コピー機保守管理娶怒こ料　　　　　　　　 １０７

特定 建築 物等 定期 点検 報告 委託 料　　　　 ３５０

特殊 嵬築 物及 び非構迄部材 鰥検 委だ れ　 １， ２６０

デマンド・視業務委だれ　　　　　　　　　 ８２

プー ル施 戮保 守管 具娶託料　　　　　　　　 ６６

屋外 遊具 点検 委託 料　　　　　　　　　　　 ３２

℡計監ミ委託料　　　　　　　　　　　　　 ７５０

１３ ．使ｍ料攷び賃

借　　　　料

２５０ 土地借上将　　　　　　　　　　　　　　　　 ４５

車借上将　　　　　　　　　　　　　　　　　　６

テレ ビ受信料　　　　　　　　　　　　　　 ２８

ガス警報器蜃上れ　　　　　　　　　　　　 １９

緑ｔ園使用料　　　　　　　　　　　　　　 １５２

１４．工 事請 負費 ２， ８００ 校舎墫售繕工事費　　　　　　　　　　　 ２， ８００

１５．原 材料費 ９９ ミ勤場等整備鴇材料費　　　　　　　　　　 ９６

倅校管皿臨製ィャガ１材れ費　　　　　　　　３

１７ ．備 ａ購 入費 ４５０ 施鼈川備 脆購 入費　　　　　　　　　　　　 ４５０

１８．負担金補助八

び交 付金

１１５ 負担 奈　　　　　　　　　　　　　　　　　 １１５

／ｊ ヽ学校校 長会 負担 金　　　　　　　　　　 ５０

／」 ヽ学校教頭会 負担 金　　　　　　　　　　 ２２

／ｊ ヽ学校教祖等研究 会負 担金　　　　　　　 ３７

／ｊ ヽ学校亶置校Ｍ係負担金　　　　　　　　　６

２． 教育振興費 ９， １８７ ９， ４１０ ム２２３ ４１３ １０６ ８， ６６８ ７． 報　 儒　　費 ９３ 講師等謝礼　　　　　　　　　　　　　　　　 ９３

１０．需　 ｍ　費 １， ４２１ 消耗６戮　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ， ３３１

修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　　　９０

１１ ．役　 務　費 ４４８ ピア ノ等 調律 手数料　　　　　　　　　　　 １７

１５－



（款 ）　 ３． 教育費

－１６－

（項 ）　 ２． ／ｊ ヽ学校費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単ィか ・こＦ口）

目 本　 年　度 前　年　度 Ｊ：ヒ　　　較

本　 年　度　 の　 只オ　懾　鸚　訳 節

説　　　　　　　　　明特　　　 定　　　財　　　源
一般財源 区　　分 金　　額

鴇県支莖金 地　方　債 そ　 の　他

児童災害共済保険料　　　　　　　　　　　２６２

楽器点検手数料　　　　　　　　　　　　　 ９９

ｊｊ途次テス ト手数料　　　　　　　　　　　　７０

１３ ．使 ＪＩ 料八 び賃

借　　　　料

６９８ 車借上料　　　　　　　　　　　　　　　　 ２９７

シス テム使用 料　　　　　　　　　　　　　 ４０１

１７ ．備 品購 入費 １， ２６２ 教材 鴇備 阨購 入費　　　　　　　　　　　　 ６２３

回書購入 費　　　　　　　　　　　　　　　 ４１０

吹奏楽備品購入費　　　　　　　　　　　　２２９

１８．負担金補助及

び交 付金

５， ２６５ 負担金　　　　　　　　　　　　　　　　 ４， ２１７

／ｊ ヽネ校体育回係負祖金　　　　　　　　　３５４

／ｊ ヽ学校力こ化 関係 負担金　　　　　　　　　 １７４

夕１ヽ国人講師招致事業負担金　　　　　　２， ６００

淡路吹奏楽連盟負担金　　　　　　　　　　５

兵庫 県吹 奏楽 巡回 負担 金　　　　　　　　　７

兵庫県吹奏楽コンクール参加負担金　　　６

夕１ヽｍ語恬動支援員人件費負祖金　　　 １， ０７１

捕吏Ｊ金　　　　　　　　　　　　　　　　 １， ０４８

島夕Ｖ慝手派遣費補助金　　　　　　　　　２２２

小学校体験恬動事業補助奈　　　　　　 ８２６

計 ２９ ，３ ３６ ３６ ，０ １３ ム６，６７７ ４１３ ３， ０００ ２３６ ２５ ，６ ８７



（靠）　 ３． 教育費

（項 ）　 ３． 中学校費 （単位： 千円）

目 本　 年　度 前　 年　度 瓦　　　較

本　年　度　 の　 財　源　 内　訳 節

説　　　　　　　　　明特　　　 定　　　 財　　　源
一般財源 区　　分 金　　額

ｍ県支鴇金 ｔ　方　債 そ　 の　他

１、陽校管ミ費 ２２，２９５

ご

２５，２４９ △２，９ ５４ ３， ６００ ２４０ １８ ，４ ５５ １． 報　　　　酬 ２， ８９７ 非常勤職員報惟　　　　　　　　　　　　　６４６

内科 ［タミ　　　　　　　　　　　　　　　　　 １９９

歯科［卮　　　　　　　　　　　　　　　　 １９９

覧科 Ｅ　　　　　　　　　　　　　　　　　 ９９

薬剤師　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５０

耳鼻 れＫ　　　　　　　　　　　　　　　　 ９９

会計年度任只］職報殞　　　　　　　　　　２， ２５１

３． 職員 手当等 ４５１ 会計年度任用 繊手 售　　　　　　　　　　　 ４５１

期末手售　　　　　　　　　　　　　　　 ４５１

４． 共　 済　費 ４８８ 共済組合費　　　　　　　　　　　　　　　　９５

会計年度そ只４職　傴済組合費　　　　　　 ９５

会牡年度任篦職族済費　　　　　　　　　 ３９３

会計年度任篦職　社会保険料　　　　　 ３５８

会計年度任鴇職　労災保険料　　　　　　９

会計年度任鴇職　雇鴇保険料　　　　　　 ２６

８． 旅　　　　費 １０４ 費Ｊ≡目 弗償　　　　　　　　　　　　　　　　　１０４

１０ ．需　 鴇　費 ８， ４６６ 消耗乱費　　　　　　　　　　　　　　　 １， ８１１

撚れ費　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１

食禄 費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２８

にｐ 刷製本勢　　　　　　　　　　　　　　　 １０１

光熱水勢　　　　　　　　　　　　　　　 ４， ２８９

修繕 料　　　　　　　　　　　　　　　　 ２， ２１６

１１ ．役　 務　　戮 ７８４ 通信回掀費　　　　　　　　　　　　　　　 ４１６

水質検‾鴕手数料　　　　　　　　　　　　　 ２１

特定計嵬器法 定検 査手数料　　　　　　　　 ２０

廃棄処分 手数料　　　　　　　　　　　　　 ６０

クリ ーニ ング 代　　　　　　　　　　　　　　 ７０

１７



（款 ）　 ３． 教育費

－１ ８－

（項 ）　 ３． 中学校費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（胝ィなヅ、千［ｍ

目 本　 年　度 前　 年　度 瓦　　　較

本　年　度　 の　 財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　明特　　　 定　　　 財　　　源
－般 財源 ［‾瓦　　分 金　　額

ロ１ 県支出金 鳬　方　債 そ　 の　他

建物損害保険料　　　　　　　　　　　　　 ５５

自動車損害４険料　　　　　　　　　　　　 ２２

植木剪定手数料　　　　　　　　　　　　　 １２０

１２ ．委　 託　料 ３， ８７１ 鸚科検か委篏れ　　　　　　　　　　　　　　５４

歯科検診委貌料　　　　　　　　　　　　　　５４

眼科検診委貎料　　　　　　　　　　　　　 ５０

耳鼻 れ検 診委 貌料　　　　　　　　　　　　　 ２８

消防鼈備等保守点検委だ料　　　　　　　　１１８

貯水槽保守飮検八び清掃娶託れ　　　　　　 ３７

エレベーター保守点検委託料　　　　　　 ５６６

電気 保安 業務 委託 料　　　　　　　　　　　 １５１

丶嘱保障娶託料　　　　　　　　　　　　　３１５

コピー機保守管理委貌料　　　　　　　　　１１０

特殊建築物定期点検報告委託料　　　　　 ４９０

デマンドｔ視業務委託れ　　　　　　　　　 ８２

特殊せ染物戮、び非構造部材点検委託料　　 ８５０

プール施鼈Ｗ守喩え委託翳　　　　　　　　６６

戮計 監理 委託料　　　　　　　　　　　　　 ９００

１３ ．イ吏只１料 Ｒび賃

借　　　　料

４１ 車借 上料　　　　　　　　　　　　　　　　　　３

テレ ビ受 信料　　　　　　　　　　　　　　 ２２

ガス 警報 器借 上料　　　　　　　　　　　　 １６

１４ ．工 事請 負費 ３， ５００ 校舎等営繕工事費　　　　　　　　　　　３， ５００

１５ ．原 材料費 １０８ ミ動場等整備ｍ材料費　　　　　　　　　　１０８

１７．イ戛砿購入費 １， ３３０ 施鼈用備品購入費　　　　　　　　　　　１， ３３０

１８ ．負 担金 補助八

び交 付金

２５５ 負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２５５

中学 校校 長会 負担 金　　　　　　　　　　 ５８

中学校教頭会負担金　　　　　　　　　　 ２０



（款 ）　 ３． 教育費

（項 ）　 ３．に １学校費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位： 千Ｒ）

目 本　 年　度 前　 年　度 Ｌヒ　　　較

本　年　度　 の　 財　源　 内　訳 節

説　　　　　　　　　明特　　　 定　　　 財　　　源
一般財源 区　　分 な　　額

国県 支芭金 地　 方　債 そ　 の　他

中学校教科等研究会負 担金　　　　　　　 ３０

中学校鼈置校 関係 負担 金　　　　　　　　　５

生徒関イ奉負担金　　　　　　　　　　　　１２２

叺囃県中 学校総合 うこ化祭淡路地区大会

負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　 １０

日］ 圭割 負担を　　　　　　　　　　　　　 １０

２． 教育 振獸費 ７， ７９５ １０ ，３ ０２ ム２ ，５ ０７ ３７７ ９６ ７， ３２２ ７． 報　 償　費 ３２ 講師等謝礼　　　　　　　　　　　　　　　　 ３２

８． 旅　　　　費 ３ 費鳬弁償　　　　　　　　　　　　　　　　　　３

１０．需　 篦　費 １， １０７ 僞耗脆費　　　　　　　　　　　　　　　 １， ０５７

修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０

１１ ．役　 務　費 ４１７ ピア ノ等 調律 手数料　　　　　　　　　　　 １７

講師 等手 数料　　　　　　　　　　　　　　 １３０

クリ ーニ ング 代　　　　　　　　　　　　　　 ３０

生徒 泉害 傴済保険 料　　　　　　　　　　　 １４１

楽器点検手数料　　　　　　　　　　　　　 ９９

１３ ．使 万］ 料攷び賃

借　　　　翦

１， ５２２ 車借 上料　　　　　　　　　　　　　　　　 １， ４４１

ライ セン スイ吏Ｈｊ料　　　　　　　　　　　　　 ８１

１７ ．備 ぬ購 入費 １， １３０ 教材ｍ備 ら購 入費　　　　　　　　　　　 ５２０

回書購入 費　　　　　　　　　　　　　　　　 ２６６

吹奏楽備品購入費　　　　　　　　　　　　３４４

１８．負担金補助八

び交 付金

３， ５８４ 負担金　　　　　　　　　　　　　　　　 ２， ５２５

外国人講師招致事業負担金　　　　　 ２， ５２４

中学校万ヒ緊係負担金　　　　　　　　　　１

補助金　　　　　　　　　　　　　　　　 １， ０５９

トライやる・ ウィ ーク推九事業補嶌金　 ６００

‰外き手囂散補加 奈　　　　　　　　　　 ４５９

計 ３０，０９０ ３５，５５１ △５，４６１ ３７７ ３， ６００ ３３６ ２５，７７７

－１ ９－



（ま ）　 ４． ぬ債費

（項）　 １． な債

－２０

（項）　 １． 俵債費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単な： 千ド］）

目 本　 年　度 前　 年　度 」ニヒ　　　較

本　 年　 度　 の　 Ｗ四京　 内　獸 節

説　　　　　　　　　明特　　　 定　　　 財　　　源
・般財源 区　　分 金　　額

国県 支出金 地　 方　債 そ　 の　他

１パ元金 １６ ，８ １６ １３ ，３ ２２ ３， ４９４ １６ ，８ １６ ２２ ．償 ミ金 利子 蝕、

び割 ち＼料

１６，８ １６ 組合債償を元金　　　　　　　　　　　 １６ ，８ １６

２． 利子 ６９５ ６１０ ８５ ６９５ ２２ ．償 ミ金 利子八

び割 ら＼料

６９５ 祖合債償ぷ利子　　　　　　　　　　　　　 ６９５

計 １７ ，５ １１ １３ ，９ ３２ ３， ５７９ １７ ，５ １１

（ま ）　 ５． 予備費

（項）　 １． 予備（項）　 １． 予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位ニ ：千円）

目 本　 年　度 前　 年　度 瓦　　　較

本　 年　 度　 の　 財　 源　 内　 響、 節

説　　　　　　　　　明特　　　 定　　　 財　　　源
一般財源 ［先　　分 金　　額

国県 支ｉ金 地　 方　債 そ　 の　他

１． 予備費 １， ０００ １， ０００ ０ １， ０００

計 １， ０００ １， ０００ ０ １， ０００



１ 特　 別　職

給 与 費 明 紬 圭
に＝１

［Ｘ　　　　　　分
職員数

（人）

給　　　　　　　　　　　 与　　　　　　　　　　　費
共済費

（千 ドＪ）

合　計

（千 円）

備考
報酬

（千 口）

給料

（千 円）

期末手当

（千 「Ｉ］）

年間 支給率

（ヂ］分）

調整手范

（千 トＩ‾へ）

その他の手当

（千 円）

計

（千 円）

本年度

長　　　　　等
＿＿＿＿＿　　　　　 ＿＿＿＿＿

議　　　　　員
－　　　　　　　　　－

その他の特緊職

３

一一　　 一一一

１０

２１５

７１５

２， １４７

－　 －　　 一一一一

一　‥一

一

‥一

一

２１５

一一一　　　　 一一一

７１５

２， １４７
一一一一　　　　 ‥－一一

３， ０７７

一一　　一一

‥－一一

２１５

㎜　　　 ㎜　 ㎜㎜

７１５

２， １４７

３， ０７７

一一一一一一一一　－

・一一一一一一

－　 －　一

一一一　　　 一一一

２５

一一一一一

３８計 ３， ０７７

前年度

長　　　　　等
－一一一一‥‥‥‥－一一一

議　　　　　員
㎜　　　 ｊ　　＝

その他の特ＳＩ」職

３

一一一一一

１０

一一一一‥

２５

２１５

‥‥‥一一一一一

一一　一一一

一一一　　　 ……－一一

２１５

－…　　　 一一一

７１５

一一‥　　一一一

２， １４７
一一一一一　　　－

３， ０７７

一一一　 一一

一一一一　　　 一一一一

２１５

７１５

一一

２， １４７

一一一一一

‥－

７１５

２， １４７
一一‥　　‥一一一一 一一一　　　　　 －‥－一一

計 ３８ ３， ０７７ ３， ０７７

Ｊニヒ較

長　　　　　等 ０ ０

一一　　　 －一一一一

－㎜　　 ｒ＝「㎜㎜

Ｊ－

１

・・－・　－‥－一一

・－　一一一一一一一一 ・・

－　 ㎜㎜ ㎜　　 ㎜㎜

‥－一一一一・－

０

０

一一　　　 －－一一一一

０

一一一一‥一一　－

０

一一一一一

議　　　　　員
＿＿＿＿

その他の 特別職

計

０ ０

００ ０

－‥一一一一

０

０

００ ０

－２１



２、 一　 般　職

（１ ）　 総　　括

ア、 会計年度任箆職員

給 与 費

２２

明 紬 圭
ｒ二二１

［Ｘ　　　分
職　 員　数

（人）

給　　　　　　 与　　　　　　　費
共　 済　費

（ニ下－ 円）

合　　　計

（ニＴＩ 円）

備　　　　考報　　酬

（千 日）

給　　　料

（千 円）

職員 手佶等

（千 円）

計

（下 目）

本　 年　度 ９ １３ ，９９０ ２， ３０５ １６ ，２ ９５ ２， ４８９ １８ ，７ ８４

前　年　度 ９ １４ ，６ ２２ ２， ４３３ １７ ，０ ５５ ２， ４２８ １９ ，４ ８３

Ｊニヒ　　　較 ０ △６３２ △１２８ △７６０ ６１ ム６９９

職員 手当

等の 内訳

［先　分
瘋　勤

手　熬

特殊勤務

手　ち

時鴇外
勤　　務

手　　当

期　来

手　当

本年度 ２， ３０５

前年度 ２， ４３３

Ｊニヒ　　較 ム１ ２８

（２ ）　 給料攷び職員手售等の増減額の扇紬

ア、 会計年度任用職員

区　　　分
増　減　額

（千 ［ｌｊ）

増　減　事「ｈ　 ＳＩ」内　訳

（千 鴇）
説　　明 備　　考

給　　　料

及び 報酬
ム６ ３２

給与改定に伴 う増減分

普途昇給に伴 う増減分

その他の増減分 ム６ ３２ 勤務毀間 の懴によ る減額

職員 手售等 ム１ ２８

給与改定に伴 う増減分

制度改止に伴 う増減分

その他の増減分 ム１ ２８ 期末 手当 支給額変 更に よる 減額



債務負担行為で翌年度八降にわたる ものについての前年度末までの支芭額
又は支出額の見迅み攷び范該年度社降の支出予定額等 に関する 調書

（単位： 千Ｒ）

事　　　　　　　項 肇　 度　額

前年 度末 までの
支出 （見 巫）額

售該 年度 眥懾の
支　 出　 予　 定　額

た　 の　 財　源　 内　訳

特　 定　 財　源

一般只オ源期　間 金　額 期　間 金　額 国県支出を 地方債 その他

情報端末運Ｙ↑］ 管ミ等業務委託料 ５２ ，７ ００ 令和 ３年度 １１ ，０８９

令和４年度
べ

令和７年度
４１ ，５ ８４ ４１ ，５ ８４

電　 子　 黒　 板　 導　入　 事　業 １３，０００

令和４年度
ぺ

令和８年度
１０ ，９ ４５ １０ ，９ ４５

－２ ３－



２４

七＝Ｔｉ債の前々 年度末におけ る現在高並びに前年度末‾ｋび
当該年度末におけ る現在高凭込みに関する調書

［単位： 千ド］）

区　　　　分 令和 ２年度末現在高 令和 ３年度末現在高見迅額
令ｊＦ日 ４年度中増減見込額

令れ ４年度末現在高見迅額
令皋］４ 年度中借入屁え額 令和 ４年度中ニ比金償遠見込額

義務 教育 施八整備 事業 １６ ２， ５１８ １６ ４， ７９６ ６， ６００ １６ ，８ １６ １５ ４， ５８０


