
１０款 教育費   １項 教育総務費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

1 教育委員会 4,158 4,647       △ 489 4,158 1 報酬 3,360 1 給与費 3,360

費 教育委員　４人 3,360(1)

8 報償費 440 2 教育委員会費 798

教育委員会運営事業費 694(1)

9 旅費 167 教育委員会運営（定例会・臨時会）

小中連携・一貫教育検討委員会

費用弁償 県市町教育委員会連絡協議会負担金167 77

　会議、研修会出席者負担金 86

11 需用費 28 教育委員会外部評価検討会事業費 104(2)

有識者による外部評価

消耗品費 8

食糧費 20

19 負担金、補助 163

及び交付金

負担金 163

2 事務局費 695,109 621,120 73,989 4,659 690,450 2 給料 190,909 1 給与費 473,374

特別職　１人 14,858(1)

3 職員手当等 221,087 一般職　４１人 458,516(2)

2 管理事務局費 38,617

管理職手当 事務局運営事業費 3,397(1)4,726

扶養手当 事務局運営費　ほか5,989

地域手当 各種団体負担金5,747 110

住居手当 会議、研修会出席者負担金1,008 119

通勤手当 臨時職員管理事業費 22,631(2)4,162

時間外勤務手 教育委員会臨時職員の21,439

当 　　労災保険料、雇用保険料　ほか

休日勤務手当 学校災害賠償補償事業費 2,214(3)50

期末手当 　全国市長会学校災害賠償補償保険48,892

勤勉手当 　（小学校、中学校、高校　計21,764人）28,624

退職手当 学校用地管理事業費 10,375(4)88,300

児童手当 　教育施設用地借上12,150

１０款  教育費

446 447



１０款 教育費   １項 教育総務費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

4 共済費 80,446 　（今泉小、吉原一中、元吉原中、須津中）

3 学校事務局費 179,866

7 賃金 14,514 学校事務局運営事業費 6,425(1)

事務局運営費

8 報償費 247 保健室（養護教諭）サポート員 1人

教職員表彰事業費 294(2)

9 旅費 1,027 教職員表彰　　　　 　　3人

　退職教職員感謝状贈呈　45人

普通旅費 学校ＯＡ化推進事業費 166,113(3)725

特別旅費 　校務用パソコン　　 1,280台302

　学校給食システム

11 需用費 3,098 学籍管理事業費 3,324(4)

　運営事務費

消耗品費 教育研修センター運営管理事業費 587(5)1,218

印刷製本費 　運営事務費1,650

修繕料 特別支援教育センター運営管理事業費 3,123(6)230

　運営事務費

12 役務費 4,082 4 教育振興助成費 3,038

私立学校等教育振興助成費 430(1)

通信運搬費 富士調理技術専門学校私学振興補助金50 150

手数料 外国人学校振興補助金1,790 280

筆耕翻訳料 学校区管理事業費 188(2)28

保険料 遠距離通学者補助金2,214 188

(対象者 通学距離小学校4km･中学校6km以上)

13 委託料 1,726 その他教育振興助成費 2,420(3)

小中学校単位ＰＴＡ活動事業補助金 2,420

14 使用料及び賃 174,345 5 大村教育施設等整備基金積立費 214

借料 大村教育施設等整備基金積立事業費 214(1)

大村教育施設等整備基金積立金

18 備品購入費 147

19 負担金、補助 3,267

及び交付金

負担金 229

１０款  教育費

448 449



１０款 教育費   １項 教育総務費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

補助金 3,038

25 積立金 214

3 学校教育指 186,321 174,579 11,742 4,118 4,681 177,522 1 報酬 350 1 給与費 350

導費 いじめ問題対策推進委員　５人 350(1)

4 共済費 9,368 2 教育研究費 141,324

教育研究事業費 3,273(1)

7 賃金 122,949 「特色ある教育」等の教育研究

教育研究教員海外派遣

8 報償費 14,334 　実践的安全教育総合支援事業

英語教育推進事業費 62,567(2)

9 旅費 1,447 　英語指導スーパーバイザー　 1人

　外国人英語指導助手　　　　14人

費用弁償 学校図書館教育推進事業費 59,350(3)240

普通旅費 　学校図書館司書　　43人387

特別旅費 　学校図書システム　43校820

教育指導管理事業費 13,471(4)

11 需用費 8,533 嘱託指導主事　　　 3人

学校指導訪問　ほか

消耗品費 会議、研修会出席者負担金4,990 10

燃料費 社会科副読本等作成事業費 2,663(5)20

食糧費 小中学校社会科副読本等作成21

印刷製本費 3 教職員研修費 1,5973,502

教職員研修事業費 1,597(1)

12 役務費 16 教職員研修

教育研究実践集録作成　ほか

筆耕翻訳料 4 教育研究助成費 3,17216

教育研究団体助成費 2,768(1)

13 委託料 4,887 教育研究実践会補助金 180

校長会教育研究補助金 1,635

14 使用料及び賃 19,215 教頭会教育研究補助金 853

借料 　富士地区教育研究協議会負担金 100

１０款  教育費

450 451



１０款 教育費   １項 教育総務費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

19 負担金、補助 5,124 教育研究指定校事業費 404(2)

及び交付金 教育研究指定校　7校

交流教育実践校　2校

負担金 5 教育振興基金積立費 982,456

補助金 教育振興基金積立事業費 98(1)2,668

教育振興基金積立金

25 積立金 98 6 学習支援事業費 39,780

学習成果発表事業費 5,150(1)

読書感想文コンクール、音楽発表会、

　英語弁論大会、中学校総合体育大会　ほか

　英語検定料負担金 2,346

生き方支援事業費 34,630(2)

　生徒指導支援員　　　 　　　　3人

　生徒指導サポート員　　　　　11人

　スクールソーシャルワーカー　 3人

　学級集団アセスメント（Ｑ－Ｕ検査）

　知能検査（小学校3年生・中学校1年生・30年

度就学児）

中学生リーダー研修会

放課後学習支援ボランティア事業

中学校部活動リーダー講習会

いじめ問題対策推進委員会運営

4 特別支援教 119,957 115,993 3,964 119,957 4 共済費 3,897 1 特別支援教育振興費 110,106

育指導費 特別支援教育事業費 110,106(1)

7 賃金 99,774 嘱託指導主事　　 　　　　　　1人

就学支援専門相談員　　 　　　1人

8 報償費 10,744 ことばの相談員　　　　　 　　1人

社会福祉相談員　　　 　　　　1人

9 旅費 163 特別支援教育サポート員　　　39人

　特別支援学級サポート員 　　 27人

特別旅費 　特別支援学級(肢体)サポート員 3人163

　全日本特別支援教育連盟等負担金 17

11 需用費 1,377 　全国特別支援学級設置学校長協会負担金 25

　その他各種団体負担金 21

１０款  教育費

452 453



１０款 教育費   １項 教育総務費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

消耗品費 会議、研修会出席者負担金1,353 50

食糧費 2 特別支援教育活動費 9,85124

中央病院内教室事業費 2,582(1)

12 役務費 36 中央病院内教室開設

外国人児童生徒支援事業費 7,269(2)

通信運搬費 就学支援及び日本語・母国語指導教室の運営36

国際教室専任指導員　　　　1人

14 使用料及び賃 2,283 　外国人児童生徒指導員　　　1人

借料 外国人児童生徒支援員　　　3人

18 備品購入費 1,570

19 負担金、補助 113

及び交付金

負担金 113

5 育英奨学費 10,772 11,670       △ 898 5,312 5,460 1 報酬 20 1 給与費 20

育英奨学生選考委員　２人 20(1)

19 負担金、補助 10,440 2 育英奨学資金事業費 10,440

及び交付金 育英奨学資金事業費 10,440(1)

育英奨学金　奨学生　87人 10,440

補助金 3 育英奨学基金積立費 31210,440

育英奨学基金積立事業費 312(1)

25 積立金 312 育英奨学基金積立金

6 教育プラザ 12,246 63,638    △ 51,392 474 11,772 11 需用費 4,338 1 教育プラザ管理費 12,246

費 教育プラザ運営管理事業費 6,418(1)

消耗品費 施設光熱水費　ほか408

光熱水費 教育プラザ施設管理事業費 5,828(2)3,630

修繕料 　各種設備保守点検　ほか300

12 役務費 873

通信運搬費 720

１０款  教育費

454 455



１０款 教育費   １項 教育総務費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

手数料 153

13 委託料 6,784

14 使用料及び賃 151

借料

18 備品購入費 100

1,028,563 991,647 36,916 4,118 15,126 1,009,319計

１０款 教育費   ２項 小学校費

1 小学校管理 752,262 693,131 59,131 1,800 58,200 11,058 681,204 4 共済費 22,043 1 小学校運営管理費 469,204

費 小学校運営管理事業費 26,778(1)

7 賃金 147,607 メール等による緊急連絡網

卒業記念品、教材備品等修繕、

8 報償費 3,270 　　　生ごみ処理委託、印刷機借上　ほか

小学校臨時職員管理事業費 158,882(2)

9 旅費 655 事務職員 27人、用務員 27人

小学校臨時教員管理事業費 10,843(3)

普通旅費 大淵第二小学校635

特別旅費 　複式学級解消のための加配教員　2人20

小学校管理備品整備事業費 25,816(4)

11 需用費 242,065 教室用机・椅子、遊具等

　　　　　　　　　大型管理備品整備

消耗品費 小学校教材整備事業費 7,730(5)43,390

燃料費 大型教材、理科教育振興法による教材整備2,724

食糧費 各小学校運営費 239,155(6)250

印刷製本費 　小学校27校への配当運営費14,934

光熱水費 　　(電気、水道、電話料、図書購入費　ほか)113,286

修繕料 2 小学校施設管理費 283,05867,481

小学校施設管理事業費 72,177(1)

12 役務費 24,140 　各種設備保守点検

１０款  教育費

456 457



１０款 教育費   ２項 小学校費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

小学校緊急補修事業費 126,331(2)

通信運搬費 不特定緊急維持補修14,822

手数料 受変電設備修繕　2校9,318

今泉小学校給水管布設替

13 委託料 42,464 天間小学校プールろ過装置更新

鷹岡小学校給食室床等改修　ほか

14 使用料及び賃 33,335 小学校バリアフリー施設設置事業費 3,850(3)

借料 　手すり・スロープ設置　ほか

小学校トイレ洋式化事業費 42,700(4)

15 工事請負費 190,025 　トイレ洋式化 257器

須津小学校維持補修事業費 38,000(5)

18 備品購入費 46,658 　南校舎・渡り廊下外壁防水

2 小学校教育 152,453 224,054    △ 71,601 3,706 148,747 4 共済費 520 1 小学校教育振興費 144,431

振興費 小学校教科書整備事業費 495(1)

7 賃金 4,739 　教師用教科書・指導書

小学校パソコン情報教育推進事業費 89,821(2)

8 報償費 2,194 情報教育指導員　　　　　1人

情報教育サポート員　　　2人

9 旅費 24 学習用パソコン等　計1,655台

小学校就学援助事業費 52,495(3)

費用弁償 学用品費・給食費等の援助24

小学校ふれあい協力員推進事業費 1,620(4)

11 需用費 2,397 ふれあい協力員　　　 　27校

2 小学校特別支援学級振興費 5,682

消耗品費 小学校特別支援学級就学奨励事業費 5,682(1)2,000

食糧費 学用品費・給食費等の就学奨励302

修繕料 3 小学校コミュニティスクール推進費 2,34095

小学校学校運営協議会運営事業費 2,340(1)

12 役務費 20 富士川第二小学校

　吉原小学校、伝法小学校、富士第二小学校

通信運搬費 20

14 使用料及び賃 84,382

借料

１０款  教育費

458 459



１０款 教育費   ２項 小学校費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

20 扶助費 58,177

3 小学校建設 90,208 133,120    △ 42,912 41,200 49,008 13 委託料 35,208 1 小学校施設整備費 90,208

費 小学校屋内運動場リニューアル事業費 56,728(1)

15 工事請負費 55,000 耐力度調査　 1校

田子浦小学校屋内運動場改修

小学校校舎耐力度調査事業費 33,480(2)

　耐力度調査　31棟

994,923 1,050,305    △ 55,382 5,506 99,400 11,058 878,959計

１０款 教育費   ３項 中学校費

1 中学校管理 407,653 450,051    △ 42,398 1,250 6,000 5,416 394,987 4 共済費 12,373 1 中学校運営管理費 304,355

費 中学校運営管理事業費 19,620(1)

7 賃金 81,631 メール等による緊急連絡網

卒業記念品、教材備品等修繕、

8 報償費 1,921 　　　生ごみ処理委託、印刷機借上　ほか

中学校臨時職員管理事業費 94,004(2)

9 旅費 374 事務職員 16人、用務員 16人

中学校管理備品整備事業費 21,061(3)

普通旅費 教室用机・椅子、体育器具等374

　　　　　　　　　大型管理備品整備

11 需用費 145,733 中学校教材整備事業費 8,535(4)

大型教材（吹奏楽用楽器　ほか）、

消耗品費 　　　　理科教育振興法による教材整備26,944

燃料費 各中学校運営費 161,135(5)1,865

印刷製本費 中学校16校への配当運営費8,992

光熱水費 　　(電気、水道、電話料、図書購入費　ほか)74,730

修繕料 2 中学校施設管理費 103,29833,202

中学校施設管理事業費 43,197(1)

12 役務費 14,446 　各種設備保守点検

中学校緊急補修事業費 55,301(2)

通信運搬費 　不特定緊急維持補修9,465

１０款  教育費
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１０款 教育費   ３項 中学校費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

手数料 受変電設備修繕　1校4,981

揚水ポンプ取替　3校　ほか

13 委託料 27,253 中学校バリアフリー施設設置事業費 4,800(3)

手すり・スロープ設置　ほか

14 使用料及び賃 25,115

借料

15 工事請負費 56,640

18 備品購入費 42,167

2 中学校教育 199,857 203,907     △ 4,050 3,245 196,612 4 共済費 450 1 中学校教育振興費 193,687

振興費 中学校教科書整備事業費 189(1)

7 賃金 2,549 　教師用教科書・指導書

中学校パソコン情報教育推進事業費 133,185(2)

8 報償費 1,092 　情報教育指導員　 　　 1人

　学習用パソコン等　計901台

9 旅費 12 中学校就学援助事業費 57,513(3)

学用品費・給食費等の援助

費用弁償 中学校ふれあい協力員推進事業費 800(4)12

ふれあい協力員　　 　16校

11 需用費 1,330 中学校体育推進助成費 2,000(5)

中学校体育連盟大会開催等補助金

消耗品費 2 中学校特別支援学級振興費 5,000954

食糧費 中学校特別支援学級就学奨励事業費 5,000(1)176

修繕料 学用品費・給食費等の就学奨励200

3 中学校コミュニティスクール推進費 1,170

12 役務費 10 中学校学校運営協議会運営事業費 1,170(1)

吉原第一中学校、富士川第二中学校

通信運搬費 10

14 使用料及び賃 129,901

借料

１０款  教育費
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１０款 教育費   ３項 中学校費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

19 負担金、補助 2,000

及び交付金

補助金 2,000

20 扶助費 62,513

3 中学校建設 168,000 1,316,299 △ 1,148,299 3,250 112,800 1,083 50,867 11 需用費 30,500 1 中学校施設整備費 168,000

費 富士川第一中学校校舎改修事業費 83,500(1)

修繕料 　南校舎改修30,500

　　内壁補修、サッシ改修

13 委託料 10,800 　　外壁防水

富士川第二中学校校舎改修事業費 73,700(2)

15 工事請負費 126,700 　西校舎改修

　　内壁補修、給水管布設替

　　屋上・外壁防水　ほか

中学校校舎耐力度調査事業費 10,800(3)

耐力度調査　10棟

775,510 1,970,257 △ 1,194,747 7,745 118,800 6,499 642,466計

１０款 教育費   ４項 高等学校費

1 高等学校総 809,953 733,241 76,712 100 22,900 124,330 662,623 2 給料 278,763 1 給与費 533,805

務費 一般職　５８人 533,805(1)

3 職員手当等 162,814 2 高等学校運営管理費 188,794

高等学校運営管理事業費 41,750(1)

管理職手当 光熱水費、消耗品、その他運営管理費3,178

扶養手当 　理科教育振興法による教材整備7,604

地域手当 　海外探究研修教員分負担金8,672 3,600

住居手当 　その他各種団体負担金等4,746 209

通勤手当 　会議、研修会出席者負担金8,908 93

特殊勤務手当 高等学校臨時教職員管理事業費 116,301(2)10,000

１０款  教育費
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１０款 教育費   ４項 高等学校費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

時間外勤務手 常勤講師　　　　 　11人2,530

当 非常勤講師　　 　　10人

休日勤務手当 部活動指導者　　 　 7人50

期末手当 臨時職員　　　 　　 8人68,800

勤勉手当 外国人英語指導助手　1人43,937

単身赴任手当 特別講師　　　　　　2人360

教員特別手当 高等学校ＩＣＴ教育推進事業費 30,743(3)4,029

　職員室・情報処理室機器借上

4 共済費 105,016 　パソコン249台　ほか

　総合実践室ＩＣＴシステム借上

7 賃金 103,513 　　パソコン 43台　ほか

パソコンシステム保守管理

8 報償費 626 3 高等学校施設管理費 83,879

高等学校施設管理事業費 83,879(1)

9 旅費 5,017 　各種設備保守点検、施設修繕・工事　ほか

　テニスコート改修

費用弁償 　人工芝コート4面、照明設備12

普通旅費 4 高等学校教育推進費 3,4751,544

特別旅費 高等学校教育推進事業費 3,475(1)3,461

学校運営協議会運営

11 需用費 33,237 教員研修及び授業評価

情報発信広報誌作成

消耗品費 ラジオ番組制作・放送4,088

燃料費 教科別研修会出席者負担金2,981 190

食糧費 10

印刷製本費 655

光熱水費 17,903

修繕料 7,600

12 役務費 1,720

通信運搬費 856

広告料 396

手数料 444

保険料 24

１０款  教育費
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１０款 教育費   ４項 高等学校費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

13 委託料 12,935

14 使用料及び賃 36,634

借料

15 工事請負費 62,700

16 原材料費 686

18 備品購入費 2,200

19 負担金、補助 4,092

及び交付金

負担金 4,092

809,953 733,241 76,712 100 22,900 124,330 662,623計

１０款 教育費   ５項 幼稚園費

1 幼稚園管理 395,303 486,169    △ 90,866 16 60,254 335,033 1 報酬 2,551 1 給与費 230,902

費 嘱託医　２９人 2,551(1)

2 給料 127,910 一般職　４４人 228,351(2)

2 幼稚園運営管理費 154,057

3 職員手当等 62,710 幼稚園運営管理事業費 9,338(1)

公立幼稚園　　10園

管理職手当 公立教育・保育施設再配置計画策定739

扶養手当 遊具等修繕　ほか390

地域手当 　日本スポーツ振興センター災害共済掛金3,861 175

住居手当 幼稚園臨時教員等管理事業費 131,891(2)648

通勤手当 　臨時教諭7人、パート臨時教諭4人4,289

時間外勤務手 　嘱託園長8人、用務員8人4,604

当 　特別教育サポート員16人　ほか

休日勤務手当 幼稚園備品整備事業費 1,500(3)50

１０款  教育費
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１０款 教育費   ５項 幼稚園費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

期末手当 園児用机・椅子など管理備品等整備29,248

勤勉手当 各幼稚園運営費 11,186(4)18,881

幼稚園10園への配当運営費

4 共済費 54,693 　（電気料、水道料、消耗品費　ほか）

メール等による緊急連絡網

7 賃金 114,929 教職員健康対策事業費 142(5)

指定年齢健診

8 報償費 660 　人間ドック負担金 62

3 幼稚園施設管理費 10,344

11 需用費 13,064 幼稚園施設管理事業費 4,944(1)

　各種設備保守点検

消耗品費 　　（浄化槽維持管理、機械警備　ほか）3,274

燃料費 幼稚園維持補修事業費 5,400(2)607

食糧費 　防犯対策強化事業14

印刷製本費 　　防犯カメラ整備　　1園400

光熱水費 　緊急維持補修5,065

修繕料 3,704

12 役務費 2,490

通信運搬費 1,268

手数料 1,155

保険料 67

13 委託料 7,095

14 使用料及び賃 1,429

借料

15 工事請負費 5,400

16 原材料費 135

18 備品購入費 1,500

１０款  教育費
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１０款 教育費   ５項 幼稚園費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

19 負担金、補助 237

及び交付金

負担金 237

22 補償、補填及 500

び賠償金

補償金及び補 500

填金

2 幼稚園教育 225,068 270,103    △ 45,035 57,436 80 167,552 8 報償費 90 1 幼稚園教育振興費 2,556

振興費 幼稚園教育振興事業費 1,649(1)

9 旅費 1,367 　県国公立幼稚園長会負担金 347

　その他各種団体負担金等 172

普通旅費 　会議、研修会出席者負担金967 5

特別旅費 幼稚園教育研究事業費 517(2)400

教育講演会、保育研修会開催　ほか

11 需用費 337 言語教育事業費 390(3)

ことばの教室運営　　　4園

消耗品費 県言語聴覚発達障害教育研究会負担金259 24

燃料費 その他各種団体負担金等78 4

2 幼稚園教育振興助成費 222,512

14 使用料及び賃 3 私立幼稚園教育振興助成費 6,825(1)

借料 私立幼稚園振興補助金

私立幼稚園就園奨励助成費 215,387(2)

18 備品購入費 207 私立幼稚園就園奨励費補助金

その他教育振興助成費 300(3)

19 負担金、補助 223,064 公立幼稚園ＰＴＡ連絡協議会活動事業補助金 100

及び交付金 公立幼稚園単位ＰＴＡ活動事業補助金 200

負担金 552

補助金 222,512

620,371 756,272   △ 135,901 57,452 60,334 502,585計

１０款  教育費

472 473



１０款 教育費   ６項 社会教育費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

1 社会教育総 83,799 183,003    △ 99,204 304 3,050 80,445 1 報酬 560 1 給与費 74,388

務費 社会教育委員　１４人 560(1)

2 給料 35,039 一般職　９人 73,828(2)

2 社会教育管理費 4,849

3 職員手当等 26,662 社会教育管理事業費 4,849(1)

県東部社会教育振興協議会負担金 373

管理職手当 県社会教育委員連絡協議会負担金797 432

扶養手当 　会議、研修会出席者負担金841 11

地域手当 3 社会教育推進事業費 4561,095

通勤手当 子育て学習推進事業費 456(1)1,017

時間外勤務手 　子育て講演会開催（市内全小中学校）8,645

当 4 市民大学事業費 4,106

休日勤務手当 市民大学前期ミニカレッジ事業費 1,131(1)189

期末手当 　講座　6科目　6～9回8,581

勤勉手当 市民大学後期講演会事業費 2,975(2)5,497

　講演会　6回　募集人数　700人

4 共済費 12,555

7 賃金 2,809

8 報償費 4,185

9 旅費 250

費用弁償 68

普通旅費 138

特別旅費 44

11 需用費 725

消耗品費 92

食糧費 32

印刷製本費 601

13 委託料 52

１０款  教育費
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１０款 教育費   ６項 社会教育費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

14 使用料及び賃 31

借料

18 備品購入費 115

19 負担金、補助 816

及び交付金

負担金 816

2 生涯学習費 35,166 36,393     △ 1,227 1,196 6,179 27,791 8 報償費 24,729 1 生涯学習推進事業費 5,681

生涯学習推進事業費 94(1)

9 旅費 379 　会議、研修会出席者負担金 20

生涯学習振興助成費 5,587(2)

費用弁償 　生涯学習推進会活動事業補助金3 5,119

普通旅費 　生涯学習推進会会長研修補助金308 468

特別旅費 2 地区生涯学習事業費 29,48568

地区生涯学習活動推進事業費 29,485(1)

11 需用費 3,262 まちづくりセンター主催事業　　 計448講座

　家庭教育　　59講座、少年教育　　64講座

消耗品費 　青年教育　　15講座、成人教育　 236講座1,480

燃料費 　高齢者教育　74講座26

食糧費 施設利用団体説明会参加者負担金654 1

印刷製本費 960

賄材料費 142

12 役務費 179

通信運搬費 179

13 委託料 60

14 使用料及び賃 907

借料

１０款  教育費
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１０款 教育費   ６項 社会教育費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

18 備品購入費 42

19 負担金、補助 5,608

及び交付金

負担金 21

補助金 5,587

3 青少年教育 25,125 26,052       △ 927 540 4,280 20,305 1 報酬 50 1 給与費 50

費 青少年問題協議会委員　５人 50(1)

4 共済費 469 2 青少年社会活動推進事業費 185

勤労者学習援助事業費 185(1)

7 賃金 3,091 　勤労通信学園（3科目、10か月）

3 成人式典事業費 2,867

8 報償費 2,997 成人式典事業費 2,867(1)

　式典行事　期　日　平成30年1月7日

9 旅費 239 　　　　　該当者　約2,800人

4 雫石町少年交流事業費 1,030

普通旅費 雫石町少年交流事業費 1,030(1)62

特別旅費 雫石町からの訪問受入れ177

期　間　平成29年7月28日～7月31日

11 需用費 3,878 訪問者　雫石町小学校5・6年生　36人

5 青少年体験交流事業費 9,775

消耗品費 青少年体験交流事業費 9,775(1)2,866

燃料費 期　間　平成29年8月10日～8月15日25

食糧費 研修生　中学生・高校生・青年　136人234

印刷製本費 研修先　宮城県気仙沼市大島613

賄材料費 6 青少年指導者養成事業費 733140

青少年リーダー育成事業費 733(1)

12 役務費 55 宿泊研修会　年3回

　青少年指導者養成講座開催

通信運搬費 　会議、研修会出席者負担金17 10

手数料 7 青少年活動助成費 3,5408

保険料 青少年団体助成費 3,540(1)30

１０款  教育費
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１０款 教育費   ６項 社会教育費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

13 委託料 9,931 子ども会活動事業補助金 2,100

ボーイスカウト活動事業補助金 300

14 使用料及び賃 865 冒険遊び場づくり事業補助金 500

借料 まちなか保健室事業補助金 340

コミュニティスペースりぼん補助金 300

19 負担金、補助 3,550 8 放課後子ども教室推進事業費 811

及び交付金 放課後子ども教室推進事業費 811(1)

　放課後子ども教室実施（全26地区）

負担金 9 青少年教育センター事業費 6,13410

補助金 青少年教育センター運営管理事業費 3,758(1)3,540

　運営事務費

青年教養講座事業費 2,376(2)

　教養講座開催　33講座

4 青少年対策 54,259 49,078 5,181 7,458 91 46,710 1 報酬 180 1 給与費 180

費 青少年相談センター運営協議会委員　９人 180(1)

4 共済費 4,059 2 青少年相談センター管理費 8,746

青少年相談センター運営管理事業費 8,746(1)

7 賃金 28,511 学校サポート支援員　2人　ほか

3 青少年対策事業費 25,168

8 報償費 9,173 青少年相談事業費 25,168(1)

青少年相談員　7人

9 旅費 215 適応指導教室活動

電話相談

普通旅費 初級・中級カウンセリング講座197

特別旅費 県電話相談機関連絡協議会負担金18 3

4 青少年非行防止事業費 8,922

11 需用費 964 青少年指導委員活動事業費 8,857(1)

青少年指導委員　26地区 230人

消耗品費 県青少年補導ｾﾝﾀｰ連絡協議会負担金493 6

食糧費 　県東部地区青少年補導ｾﾝﾀｰ連絡協議会負担金9 5

印刷製本費 青少年非行防止対策助成費 65(2)433

賄材料費 　学校警察連絡協議会活動補助金29 65

5 子ども・若者育成支援事業費 11,243

12 役務費 18 子ども・若者育成支援事業費 11,243(1)
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１０款 教育費   ６項 社会教育費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

子ども・若者支援協議会開催

通信運搬費 若者相談窓口運営2

手数料 16

13 委託料 11,045

14 使用料及び賃 15

借料

19 負担金、補助 79

及び交付金

負担金 14

補助金 65

5 少年自然の 58,766 56,123 2,643 5,200 53,566 13 委託料 48,766 1 少年自然の家管理費 58,766

家費 少年自然の家運営管理事業費 48,766(1)

15 工事請負費 7,000 施設運営管理（指定管理）

少年自然の家施設管理事業費 10,000(2)

18 備品購入費 3,000 本館西棟屋上防水

自動食器洗浄機更新　ほか

6 文化振興費 131,708 77,265 54,443 6,800 5,767 119,141 1 報酬 60 1 給与費 95,436

教育文化スポーツ奨励賞選考委員　６人 60(1)

2 給料 47,496 一般職　１２人 95,376(2)

2 文化振興管理費 3,192

3 職員手当等 32,231 文化振興管理費 3,192(1)

（仮称）文化芸術懇話会開催

管理職手当 3 文化振興事業費 21,888797

扶養手当 教育文化スポーツ奨励賞事業費 212(1)1,542

地域手当 　表彰式開催1,489

住居手当 市展事業費 2,601(2)308

通勤手当 　審査、展示及び表彰1,536

時間外勤務手 市民芸術文化振興事業費 1,850(3)7,365

当 　第51回　市総合文化祭開催
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１０款 教育費   ６項 社会教育費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

休日勤務手当 第11回　芸術祭開催161

期末手当 （地方創生推進交付金事業）11,647

勤勉手当 　第9回　紙のアートフェスティバル開催7,386

市民文芸事業費 1,170(4)

4 共済費 16,010 ふじ市民文芸第54号発刊、入賞者表彰

各種普及啓発事業費 630(5)

7 賃金 2,412 中学生芸術講座、少年少女合唱講座開催

　文芸講座、文芸フォーラム開催

8 報償費 2,645 芸術村施設管理費 1,886(6)

　光熱水費、施設維持管理　ほか

9 旅費 169 紙のアートミュージアム事業費 13,539(7)

　（地方創生推進交付金事業）

費用弁償 　　運営委託（市民協働事業提案制度）116

普通旅費 4 文化振興基金積立費 2,41253

文化振興基金積立事業費 2,412(1)

11 需用費 1,923 　文化振興基金積立金

5 文化振興助成費 8,780

消耗品費 芸術文化推進助成費 1,600(1)250

燃料費 文化連盟活動費補助金32 900

食糧費 高齢者演劇集団演劇公演補助金57 200

印刷製本費 富士山少年俳句大会開催補助金1,204 50

光熱水費 富士芸術村芸術・文化振興事業補助金80 100

修繕料 富士子ども劇場事業費補助金300 100

するがのくにの芸術祭 250

12 役務費 300 　　富士の山ビエンナーレ開催補助金

地区文化祭助成費 4,680(2)

通信運搬費 地区文化祭補助金 (180,000円×26地区)52

手数料 文化振興基金助成費 2,500(3)164

筆耕翻訳料 文化振興基金補助金74

保険料 10

13 委託料 17,026

14 使用料及び賃 229

借料

１０款  教育費

484 485



１０款 教育費   ６項 社会教育費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

18 備品購入費 15

19 負担金、補助 8,780

及び交付金

補助金 8,780

25 積立金 2,412

7 文化会館費 556,799 539,796 17,003 556,799 9 旅費 23 1 文化会館管理費 402,799

文化会館運営管理費 302,481(1)

普通旅費 　施設運営管理（指定管理）23

文化会館施設管理費 100,318(2)

11 需用費 18,679 　会館用地・駐車場用地借上

　トイレ改修

印刷製本費 　北東出入口庇設置10

修繕料 　長期修繕計画策定18,669

2 文化会館自主事業助成費 154,000

13 委託料 319,740 文化会館自主事業助成費 154,000(1)

文化振興財団自主事業費補助金

14 使用料及び賃 62,963

借料

15 工事請負費 1,394

19 負担金、補助 154,000

及び交付金

補助金 154,000

8 文化財保護 36,787 17,747 19,040 1,736 22,237 12,814 1 報酬 300 1 給与費 300

費 文化財保護審議会委員　１０人 300(1)

8 報償費 1,438 2 文化財保護管理費 33,000

文化財保護管理費 10,878(1)

9 旅費 546 　指定等天然記念物消毒防除　8か所
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１０款 教育費   ６項 社会教育費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

指定等史跡除草清掃　　　　7か所

費用弁償 指定文化財管理報償金 　　　40件244

普通旅費 市指定候補文化財等調査206

特別旅費 富士塚文化財調査96

千人塚古墳用地調査

11 需用費 20,742 文化財保存事業費補助金 641

　（木島のナゲダイマツ保存活動、大北の

消耗品費 　　カワカンジー保存活動、鵜無ケ淵神明宮の154

食糧費 　御神楽保存活動、曽我寺のシイ樹勢回復）31

印刷製本費 　県文化財保存協会負担金1,314 5

修繕料 　大宮・村山口登山道調査負担金19,243 450

六所家建造物保存事業費 151(2)

12 役務費 6 　旧東泉院宝蔵管理

富士川民俗資料館整備事業費 21,971(3)

手数料 　稲葉家住宅耐震修繕6

3 文化財保護事業費 3,487

13 委託料 10,561 文化財保護啓発事業費 996(1)

市民歴史講座開催（市民大学前期ﾐﾆｶﾚｯｼﾞ）

15 工事請負費 294 発掘展開催

石造物紹介パンフレット作成

18 備品購入費 526 中原第4号墳出土遺物

　　　　　　　市指定記念シンポジウム開催

19 負担金、補助 2,374 ふるさと芸能祭事業費 750(2)

及び交付金 第34回ふるさと芸能祭開催

古谿荘保護管理事業費 1,741(3)

負担金 古谿荘庭園公開455

補助金 文化財保存事業費補助金1,919 1,128

田中光顕伯爵顕彰事業補助金 150

9 文化財発掘 45,235 43,882 1,353 5,250 8,245 31,740 4 共済費 2,876 1 緊急学術発掘調査費 25,573

調査費 緊急発掘調査事業費 20,907(1)

7 賃金 22,816 　開発等に伴う埋蔵文化財確認調査

民間開発事業発掘調査事業費 4,666(2)

8 報償費 110 　民間開発に伴う埋蔵文化財受託本発掘調査
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１０款 教育費   ６項 社会教育費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

9 旅費 194 2 埋蔵文化財整理費 19,662

基礎整理事業費 12,865(1)

費用弁償 発掘調査出土品等基礎整理作業126

普通旅費 埋蔵文化財調査室維持管理68

埋蔵文化財報告書作成事業費 6,797(2)

11 需用費 5,496 平成28年度発掘調査報告書作成

東平遺跡第41地区発掘調査報告書作成

消耗品費 　東平第1号墳発掘調査報告書作成836

燃料費 93

食糧費 13

印刷製本費 3,686

光熱水費 687

修繕料 181

12 役務費 147

通信運搬費 120

手数料 27

13 委託料 11,469

14 使用料及び賃 1,902

借料

16 原材料費 90

18 備品購入費 135

10 博物館費 121,386 114,530 6,856 1,798 3,447 116,141 1 報酬 192 1 給与費 54,106

博物館協議会委員　７人 192(1)

2 給料 27,133 一般職　７人 53,914(2)

2 博物館管理費 54,328

3 職員手当等 17,734 博物館運営管理事業費 28,787(1)

　施設光熱水費　ほか

管理職手当 　各種団体負担金614 61
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１０款 教育費   ６項 社会教育費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

扶養手当 博物館施設管理事業費 25,541(2)625

地域手当 各種設備保守点検、維持補修　ほか848

住居手当 3 博物館事業費 5,663954

通勤手当 企画展事業費 2,979(1)730

時間外勤務手 第54回企画展開催　ほか3,468

当 富士・沼津・三島博物館連絡協議会負担金 50

休日勤務手当 各種講座等教育普及事業費 2,684(2)50

期末手当 　博物館まつり開催6,478

勤勉手当 手すき和紙体験講座等の開催3,967

　富士山ネットワーク推進委員会負担金 30

4 共済費 11,333 4 博物館調査費 7,289

資料調査研究事業費 454(1)

7 賃金 15,314 　資料収集調査

資料購入事業費 400(2)

8 報償費 773 　富士山、かぐや姫に関する資料等購入

資料保存整備事業費 1,232(3)

9 旅費 484 　資料データベース保守 ほか

六所家総合調査事業費 5,203(4)

費用弁償 富士山信仰、郷土資料調査182

普通旅費 六所家総合調査だより刊行302

報告書刊行

11 需用費 20,386 聖教分野資料整理

消耗品費 2,753

燃料費 106

食糧費 28

印刷製本費 4,223

光熱水費 7,811

修繕料 5,406

賄材料費 59

12 役務費 1,919

通信運搬費 1,451

手数料 97
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１０款 教育費   ６項 社会教育費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

保険料 371

13 委託料 21,883

14 使用料及び賃 1,921

借料

15 工事請負費 566

16 原材料費 633

18 備品購入費 974

19 負担金、補助 141

及び交付金

負担金 141

11 図書館費 498,321 501,966     △ 3,645 2,341 495,980 1 報酬 156 1 給与費 132,153

図書館協議会委員　７人 156(1)

2 給料 69,485 一般職　１８人 131,997(2)

2 図書館政策推進事業費 181,508

3 職員手当等 41,448 臨時職員管理事業費 176,314(1)

中央図書館 32人 庶務､図書貸出、

管理職手当 　　　　　　　　古文書整理､分館管理785

扶養手当 今泉分室　　4人 室長､図書貸出537

地域手当 田子浦分室　4人 室長､図書貸出2,116

住居手当 大淵分室　　4人 室長､図書貸出602

通勤手当 富士川分室　4人 室長､図書貸出1,103

時間外勤務手 西図書館　 10人 館長､図書貸出5,272

当 　東図書館　　8人 館長､図書貸出､夏期ｱﾙﾊﾞｲﾄ

休日勤務手当 　富士文庫　　7人 館長､図書貸出､夏期ｱﾙﾊﾞｲﾄ2,000

期末手当 　臨時職員計 73人17,958

勤勉手当 子ども読書活動推進事業費 5,194(2)11,075
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１０款 教育費   ６項 社会教育費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

4 共済費 40,214 子ども読書活動推進協議会開催　2回

ブックスタートふじ、セカンドブックふじ

7 賃金 157,164 3 図書館利用促進事業費 845

図書館講座事業費 612(1)

8 報償費 2,082 一般講演会、児童文学講演会開催　ほか

図書館関連団体支援事業費 233(2)

9 旅費 516 読み聞かせ講座開催

4 中央図書館管理費 94,403

費用弁償 中央図書館運営管理事業費 35,551(1)86

普通旅費 　光熱水費、保安警備業務　ほか296

特別旅費 　県図書館協会会費134 110

　その他各種団体負担金等 70

11 需用費 49,162 　会議、研修会出席者負担金 13

中央図書館施設管理事業費 34,291(2)

消耗品費 　施設修繕、各種設備保守点検（分館を含む）17,411

燃料費 　分館防災監視盤修繕　ほか11

食糧費 中央図書館貸出管理事業費 23,673(3)17

印刷製本費 図書館資料管理システム運用1,263

光熱水費 　青葉台まちづくりセンター貸出・返却24,396

修繕料 　　　　　　　　　　　　　　システム運用6,064

ＡＶ機器使用　ほか

12 役務費 1,940 視覚障害者情報総合ネットワーク負担金 40

電子情報コーナー事業費 888(4)

通信運搬費 ビジネス支援用データベース運用1,629

手数料 　　　　　　　（静岡新聞記事 外3件）311

5 西図書館管理費 3,456

13 委託料 46,246 西図書館運営管理事業費 2,941(1)

光熱水費　ほか

14 使用料及び賃 25,323 西図書館施設管理事業費 73(2)

借料 施設維持補修

西図書館貸出管理事業費 442(3)

15 工事請負費 141 　図書関連消耗品費　ほか

6 東図書館管理費 1,277

18 備品購入費 64,211 東図書館運営管理事業費 221(1)

１０款  教育費

496 497



１０款 教育費   ６項 社会教育費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

19 負担金、補助 233 電話料　ほか

及び交付金 東図書館施設管理事業費 839(2)

施設維持補修、各種設備保守点検

負担金 東図書館貸出管理事業費 217(3)233

図書関連消耗品費　ほか

7 富士文庫管理費 939

富士文庫運営管理事業費 242(1)

　電話料　ほか

富士文庫施設管理事業費 461(2)

　施設維持補修　ほか

富士文庫貸出管理事業費 236(3)

　図書関連消耗品費　ほか

8 図書館分室管理費 1,363

今泉分室運営管理事業費 315(1)

　運営事務費、図書関連消耗品費

田子浦分室運営管理事業費 362(2)

　運営事務費、図書関連消耗品費

大淵分室運営管理事業費 350(3)

運営事務費、図書関連消耗品費

富士川分室運営管理事業費 336(4)

運営事務費、図書関連消耗品費

9 館外図書サービス事業費 975

館外図書運営管理事業費 133(1)

移動図書館、でごいち文庫運営管理

館外図書貸出管理事業費 842(2)

でごいち文庫読書指導員　4人

10 資料購入事業費 81,402

中央図書館資料購入事業費 44,178(1)

開架室用図書　 14,896冊、　新聞・雑誌

ＡＶ資料等(ＣＤ・ＤＶＤ)1,312点

　協力貸出用　500冊

　ビジネスコーナーの充実　　150冊

西図書館資料購入事業費 8,508(2)

　一般・児童図書　4,192冊、　新聞・雑誌

　多文化支援（外国語図書）　250冊

１０款  教育費

498 499



１０款 教育費   ６項 社会教育費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

東図書館資料購入事業費 4,710(3)

一般・児童図書　2,226冊、　新聞・雑誌

富士文庫資料購入事業費 5,621(4)

一般・児童図書　2,400冊、　新聞・雑誌

今泉分室資料購入事業費 3,556(5)

一般・児童図書　1,754冊、　新聞・雑誌

田子浦分室資料購入事業費 3,960(6)

　一般・児童図書　1,926冊、　新聞・雑誌

大淵分室資料購入事業費 3,912(7)

　一般・児童図書　1,926冊、　新聞・雑誌

富士川分室資料購入事業費 3,585(8)

　一般・児童図書　1,719冊、　新聞・雑誌

館外資料購入事業費 3,372(9)

　一般・児童図書　2,116冊、　雑誌

1,647,351 1,645,835 1,516 25,082 5,200 55,637 1,561,432計

１０款 教育費   ７項 体育保健費

1 体育振興費 118,084 115,191 2,893 7,527 110,557 1 報酬 4,284 1 給与費 61,380

スポーツ推進委員　８４人 4,032(1)

2 給料 25,656 スポーツ推進審議会委員　９人 252(2)

一般職　７人 57,096(3)

3 職員手当等 22,753 2 体育振興管理費 11,730

体育振興管理事業費 11,730(1)

管理職手当 ｽﾎﾟｰﾂ指導員 1人・ｽﾎﾟｰﾂ振興指導員 1人797

扶養手当 オリンピック・パラリンピック合宿誘致990

地域手当 県ｽﾎﾟｰﾂ推進委員連絡協議会負担金820 126

住居手当 　富士地区ｽﾎﾟｰﾂ推進委員連絡協議会負担金306 17

通勤手当 富士地区ｽﾎﾟｰﾂ推進委員研修会負担金442 100

時間外勤務手 　会議、研修会出席者負担金8,587 12

当 3 体育振興事業費 27,794

休日勤務手当 各種競技会事業費 6,217(1)500

期末手当 富士駅伝競走大会開催6,324

１０款  教育費
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１０款 教育費   ７項 体育保健費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

勤勉手当 富士市民水泳競技会開催3,987

ふじかわキウイマラソン大会開催補助金 3,800

4 共済費 10,438 静岡招待スプリント選手権水泳競技大会 300

　　　　　　　　　　　　　　共催者負担金

7 賃金 12,062 日本実業団水泳競技大会共催者負担金 300

富士山女子駅伝事業費 13,600(2)

8 報償費 7,770 プレイベント開催・大会啓発、

　　シティプロモーション番組制作　ほか

9 旅費 694 富士山女子駅伝実行委員会共催者負担金 5,000

指導者養成事業費 131(3)

費用弁償 　スポーツリーダーバンク指導者350

普通旅費 　　　　　　　　　　講習会開催　ほか262

特別旅費 市民エンジョイスポーツデー事業費 319(4)82

　健康・体力つくり啓発増進イベント開催

11 需用費 3,867 普及啓発事業費 5,688(5)

　さわやか健康体操教室開催

消耗品費 　一万歩コース修繕　ほか1,808

食糧費 学校開放事業費 1,839(6)112

印刷製本費 小･中･高校屋外・屋内運動場開放807

修繕料 4 体育振興助成費 17,1801,140

スポーツ奨励費 3,900(1)

12 役務費 221 スポーツ競技会出場賞賜金

地区体育祭助成費 5,980(2)

通信運搬費 地区体育祭補助金 (230,000円×26地区）82

手数料 各種体育団体助成費 7,300(3)20

筆耕翻訳料 体育協会事業補助金66 5,200

保険料 スポーツ少年団事業補助金53 290

市町対抗駅伝競走大会参加補助金 1,000

13 委託料 7,273 アルティメット大会支援事業補助金 500

スポーツ競技会開催補助金 200

14 使用料及び賃 131 　いきいきふれあいｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ事業補助金 110

借料

19 負担金、補助 22,935

及び交付金

１０款  教育費

502 503



１０款 教育費   ７項 体育保健費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

負担金 5,855

補助金 17,080

2 体育施設費 388,782 426,790    △ 38,008 38,600 5,811 344,371 9 旅費 7 1 体育施設管理費 21,722

体育施設管理事業費 698(1)

普通旅費 東部スポーツ広場駐車場借上7

体育施設備品整備事業費 10,004(2)

11 需用費 24,203 富士体育館トレーニング機器借上

　富士総合運動公園陸上競技場

消耗品費 　　　　　　　　        ハードル購入　ほか15

印刷製本費 体育施設緊急補修事業費 11,020(3)91

修繕料 　富士総合運動公園庭球場Ｃコート修繕24,097

　富士川体育館更衣室空調修繕

12 役務費 715 2 体育施設運営管理委託費 294,399

体育施設運営管理委託事業費 294,399(1)

手数料 　18体育施設運営管理（指定管理）715

　総合運動公園(陸上競技場・野球場・

13 委託料 299,709 　温水ﾌﾟｰﾙ・庭球場・体育館外3施設)、

　富士体育館及び附属2施設、東球場、

14 使用料及び賃 2,183 　厚原ｽﾎﾟｰﾂ公園、富士川緑地、

借料 　砂山公園ﾌﾟｰﾙ、東部ｽﾎﾟｰﾂ広場、

　富士川体育館、富士川河川敷憩いの広場

15 工事請負費 54,166 3 体育施設整備費 72,651

砂山公園プール改修事業費 67,593(1)

18 備品購入費 7,789 ボディスライダー更新　ほか

総合体育館建設事業費 5,058(2)

25 積立金 10 庁内建設検討委員会開催

基本構想策定

4 総合体育館建設基金積立費 10

総合体育館建設基金積立事業費 10(1)

　総合体育館建設基金積立金

3 保健費 137,370 139,742     △ 2,372 23,301 114,069 1 報酬 39,671 1 給与費 39,671

１０款  教育費
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１０款 教育費   ７項 体育保健費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

5 災害補償費 50 学校医　１４５人 34,347(1)

内科医61人、眼科医12人、耳鼻科医9人、

8 報償費 1,017 歯科医63人

学校薬剤師　４４人 5,324(2)

9 旅費 17 2 学校保健費 97,699

学校保健管理事業費 12,324(1)

普通旅費 学校保健医薬材料・保健備品整備12

特別旅費 学校飲料水・プール水質検査5

聴力検査器定期検査

11 需用費 1,846 　県学校保健会負担金 419

　会議、研修会出席者負担金 33

消耗品費 児童生徒健康対策事業費 23,482(2)387

燃料費 　尿検査、結核健康診断、心臓検診、150

修繕料 　小児生活習慣病予防検診　ほか50

医薬材料費 教職員健康対策事業費 17,849(3)1,259

　生活習慣病健診、指定年齢健診　ほか

12 役務費 8,838 　人間ドック負担金 6,224

みどりの学校・健康教室事業費 10,063(4)

手数料 みどりの学校　小学校5年生8,838

健康教室　　　中学校1年生

13 委託料 39,346 学校災害共済事業費 33,981(5)

学校災害共済給付金

14 使用料及び賃 5,432 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 20,975

借料

18 備品購入費 502

19 負担金、補助 27,651

及び交付金

負担金 27,651

22 補償、補填及 13,000

び賠償金

１０款  教育費

506 507



１０款 教育費   ７項 体育保健費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

補償金及び補 13,000

填金

4 学校給食費 1,114,796 1,093,164 21,632 224 10,600 1,103,972 2 給料 312,796 1 給与費 550,094

一般職　７７人 550,094(1)

3 職員手当等 146,445 2 学校給食費 519,609

臨時調理員管理事業費 414,452(1)

扶養手当 　フルタイム調理員97人、パート調理員51人、3,318

地域手当 学校給食センター臨時職員14人9,484

住居手当 学校給食運営事業費 66,957(2)2,202

通勤手当 　給食用ガス代、衛生管理用消耗品7,980

時間外勤務手 　給食用大型備品修繕50

当 　学校給食展開催

休日勤務手当 　ノロウイルス対策等各種検査　ほか50

期末手当 県学校栄養士会負担金74,925 261

勤勉手当 学校給食備品整備事業費 38,200(3)48,436

　給食用大型備品、調理器具、食器等整備

4 共済費 139,241 3 学校給食センター費 45,093

学校給食センター運営管理事業費 18,298(1)

7 賃金 366,064 燃料代、電気・水道料

調理用消耗品　ほか

8 報償費 40 県東部学校給食共同調理場運営協議会負担金 4

県学校給食共同調理場運営協議会負担金 6

9 旅費 106 学校給食センター施設管理事業費 26,795(2)

空調設備改修

普通旅費 各種設備保守点検、維持補修46

特別旅費 調理備品整備　ほか60

11 需用費 91,337

消耗品費 13,871

燃料費 37,137

印刷製本費 142

光熱水費 15,937

修繕料 24,250

１０款  教育費
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１０款 教育費   ７項 体育保健費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

12 役務費 3,687

通信運搬費 101

手数料 3,586

13 委託料 4,430

14 使用料及び賃 98

借料

18 備品購入費 50,281

19 負担金、補助 271

及び交付金

負担金 271

1,759,032 1,774,887    △ 15,855 224 49,200 36,639 1,672,969計

１０款  教育費
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