〔教育委員会 学校教育課 所管〕
○学校教育総務事務（10010201） 10,450 千円（11,028 千円） 予算書 P184
［国・県：13 千円 一財：10,437 千円］
＊国・県積算根拠
［県委：学校基本調査 13 千円］
（目的及び期待する効果）
児童生徒が等しく教育を受けるための基礎的情報管理を行うとともに，学校経営，学校運営及び
教職員の健康保持増進について支援し，安定した教育の振興を図る。
（内容）
1 学校経営のための諸経費
2 臨時職員経費
3 学籍管理システム経費
4 教職員メンタルヘルス委託料
5 学校行事に伴うバス借上料
社会科見学
○小学校管理事務（10020101） 146,693 千円（148,278 千円） 予算書 P197
［その他：1,902 千円 一財：144,791 千円］
＊その他積算根拠
［負担金：日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,902 千円］
○中学校管理事務（10030101） 59,284 千円（61,755 千円） 予算書 P204
［その他：812 千円 一財：58,472 千円］
＊その他積算根拠
［負担金：日本スポーツ振興センター保護者負担金 812 千円］
（目的及び期待する効果）
小中学校において，全ての児童生徒が安全で快適に学習できる教育環境の維持を図り，健やかな
成長の一助とする。
（内容）
1 非常勤職員報酬，旅費（学校医，学校歯科医，学校薬剤師，学校介護補助員，学校用務員，
学校給食配膳員）
2 消耗品費，光熱水費，通信運搬費，土地賃借料，災害共済掛金等に係る経費等
○小学校施設維持管理事業（10020102） 32,833 千円（28,512 千円） 予算書 P199
［その他：17 千円 一財：32,816 千円］
＊その他積算根拠
［使用料：小学校施設行政財産使用料 17 千円］
○中学校施設維持管理事業（10030103） 16,932 千円（16,585 千円） 予算書 P206
［その他：19 千円 一財：16,913 千円］
＊その他積算根拠
［使用料：中学校施設行政財産使用料 19 千円］
（目的及び期待する効果）
小中学校施設及び設備を適切に維持管理することにより，児童生徒の安全を確保し，良好な教育
環境を保持する。
（内容）
1 清掃（窓，カーペット，雨樋等）
2 警備
3 保守点検（電気設備，プール機器，自動ドア・昇降機，消防設備等）
4 樹木消毒・管理
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5 備品購入（防犯カメラ）
○小学校管理備品購入事業（10020103） 8,189 千円（8,699 千円） 予算書 P200
［一財：8,189 千円］
○中学校管理備品購入事業（10030104） 5,920 千円（5,997 千円） 予算書 P207
［一財：5,920 千円］
（目的及び期待する効果）
小中学校の各種備品を整備し，教育環境の整備，充実を図る。
（内容）
児童生徒及び教職員が使用する机・椅子，運動用具，管理上必要となる消火器など，学校備品の
購入を行う。
○小学校施設維持補修事業（10020104） 13,692 千円（15,796 千円） 予算書 P200
［一財：13,692 千円］
○中学校施設維持補修事業（10030105） 8,572 千円（ 8,917 千円） 予算書 P207
［一財：8,572 千円］
（目的及び期待する効果）
小中学校施設の修繕を必要に応じて行うことにより，危険を防止し，安全な学校環境の維持を図
る。
（内容）
1 小中学校施設修繕のための消耗品（電球，軍手，肥料等）
2 小中学校の学校施設修繕料
3 小中学校グラウンドの川砂等補修資材代
○小学校図書館活動推進事業（10020106） 8,602 千円（ 0 千円） 予算書 P201
［一財：8,602 千円］
○中学校図書館活動推進事業（10030107） 2,406 千円（ 0 千円） 予算書 P208
［一財：2,406 千円］
【学校図書館活動推進事業 （10040502） 10,535 千円】※平成 28 年度に中央図書館から移管
（目的及び期待する効果）
学校において，図書・視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な
資料を収集，整理・保存し，児童生徒及び教員の利用に供し，学校の
教育課程の展開を図り健全な育成に寄与する。
（内容）
1 学校図書館奉仕員報酬，費用弁償
8,153 千円
2 学校図書館システム機器借上料
2,639 千円
読書活動
3 消耗品・修繕料
216 千円
○小学校教育振興事業（10020201） 13,929 千円（24,293 千円） 予算書 P202
［一財：13,929 千円］
○中学校教育振興事業（10030201） 12,547 千円（10,480 千円） 予算書 P209
［一財：12,547 千円］
（目的及び期待する効果）
児童生徒の確かな学力を育成するとともに，豊かな心や健康と体力を育む教育を推進する。
（内容）
1 学校外プール授業に係る経費（守谷小学校・黒内小学校）
2 採択替えに伴う教師用教科書及び指導書の購入並びに副読本の購入
3 小中学校スポーツテスト採点に係る経費
4 中学校吹奏楽部コンクール参加に係る諸経費ほか
校外水泳学習
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○小学校図書・教材等購入事務（10020202） 12,076 千円（29,452 千円） 予算書 P202
［一財：12,076 千円］
○中学校図書・教材等購入事務（10030202） 15,695 千円（ 7,595 千円） 予算書 P210
［その他：8,040 千円 一財：7,655 千円］
＊その他積算根拠
［繰入金：教育文化振興基金繰入金 8,040 千円］
（目的及び期待する効果）
小中学校で必要な教育教材を整備することにより，児童生徒の
教育効果を高める。
（内容）
各教科で必要とする教材の購入に加え，老朽化に伴う教材を
買い替えるとともに，児童生徒用の図書を購入する。また，中
デジタル教科書活用授業
学校教科用図書採択替に伴い，これに準拠したデジタル教材
（ソフト）を購入する。
○小学校就学援助事業（10020203） 13,611 千円（14,348 千円） 予算書 P202
［国・県：1,297 千円 一財：12,314 千円］
＊国・県積算根拠
［国補：要保護及び特別支援教育就学奨励費補助金 1,217 千円］
［県補：被災児童生徒就学支援等事業補助金
80 千円］
○中学校就学援助事業（10030203） 16,709 千円（14,484 千円） 予算書 P210
［国・県：850 千円 一財：15,859 千円］
＊国・県積算根拠
［国補：要保護及び特別支援教育就学奨励費補助金 773 千円］
［県補：被災児童生徒就学支援等事業補助金
77 千円］
（目的及び期待する効果）
1 要・準要保護児童・生徒就学援助費（茨城県被災児童生徒就学支援等事業を含む）
経済的な理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者（東日本大震災による被災児
童生徒の保護者を含む）に対して必要な援助を行い，義務教育の円滑な実施を図る。
2 特別支援教育就学奨励費
特別支援学級への就学のために必要な援助を行い，特別支援教育を受ける児童生徒を持つ保
護者の経済的負担を軽減する。
（内容）
1 要・準要保護児童・生徒就学援助費（茨城県被災児童生徒就学支援等事業を含む）
要保護に該当する児童生徒の保護者に対しては，生活保護費では該当とならない修学旅行費
及び学校病（感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病）に対する医療費を支給し，準
要保護に該当する児童生徒の保護者及び東日本大震災による被災児童生徒の保護者に対して
は，学用品費，通学用品費，校外活動費，新入学児童生徒学用品費等，修学旅行費，学校給食
費，学校病治療のための医療費を支給する。
2 特別支援教育就学奨励費
特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者で，就学奨励費の支給を希望し，かつ所得が基準
値内（収入額が需要額の 2.5 倍未満）の世帯に該当する場合に，学用品費・通学用品購入費，
校外活動等参加費，新入学児童生徒学用品・通学用品購入費，修学旅行費，学校給食費を支給
する。
○小学校教育用パソコン事業（10020204）
［一財：102,653 千円］
○中学校教育用パソコン事業（10030204）
［一財：50,664 千円］

102,653 千円（125,313 千円）

予算書 P202

50,664 千円（ 69,682 千円）

予算書 P210
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（目的及び期待する効果）
高度情報化社会の進展に対応した学習環境を整備し，児童生徒の学習意欲や思考力，表現力の向
上を図る。小学校においてはパソコン機器等に慣れ親しむことを基本
とし，技能を身に付けさせる。また，中学校においては，社会にあふ
れている情報を主体的に選択し，活用するための能力を育成する｡
（内容）
主なものは，インターネット接続料，電子黒板，校務用パソコン，
教員用タブレット端末及びコンピュータ教室パソコン機器等の賃借
料と学校間ネットワークの委託料である。
ＩＣＴ活用授業
また，各小中学校コンピュータ教室のパソコンをタブレット端末に
更新するとともにクラス用コンピュータ（タブレット型）を整備する。
○小学校施設立替償還金（10020302） 333,018 千円（333,088 千円） 予算書 P203
［一財：333,018 千円］
○中学校施設立替償還金（10030302） 11,444 千円（ 11,431 千円） 予算書 P211
［一財：11,444 千円］
（目的及び期待する効果）
学校建設による一時的な財政負担を緩和し，平準化を図っている。
（内容）
都市再生機構からの学校建設立替資金を償還する。
小学校
（単位：千円）
学 校 名
施設買収費予算額
償還金利子予算額
合計額
御所ケ丘小学校
3,760
166
3,926
松ケ丘小学校
137,259
55,663
192,922
大井沢小学校
78,420
28,730
107,150
松前台小学校
25,428
3,592
29,020
合
計
244,867
88,151
333,018
中学校
（単位：千円）
学 校 名
施設買収費予算額
償還金利子予算額
合計額
御所ケ丘中学校
7,898
1,899
9,797
けやき台中学校
1,370
277
1,647
合
計
9,268
2,176
11,444
○郷州小学校屋内運動場改修事業（10020306） 213,581 千円（8,030 千円） 予算書 P203
[一財：213,581 千円]
（目的及び期待する効果）
建築後 30 年を経過した屋内運動場の耐久性を確保するための大規模改修工事を行い，学校施設
の安全性向上に寄与する。
（内容）
老朽化した屋内運動場改修工事を行う。
○小学校トイレ改修事業（10020308） 82,594 千円（172,598 千円） 予算書 P204
［一財：82,594 千円］
○中学校トイレ改修事業（10030306） 97,692 千円（111,826 千円） 予算書 P212
［一財：97,692 千円］
（目的及び期待する効果）
市内小中学校のトイレ環境の改善を図るため，洋式トイレ及び床乾式化への改修工事を平成 26
年度から 28 年度の 3 箇年で行い，学校施設の衛生環境向上に寄与する。
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（内容）
本年度については，大井沢小学校，けやき台中学校のトイレ改修工事を行う。
○中学校体育大会事業（10030205） 14,675 千円（14,270 千円） 予算書 P210
［その他：100 千円 一財：14,575 千円］
＊その他積算根拠
［諸収入：茨城県中学校体育連盟補助金 100 千円］
（目的及び期待する効果）
中学校における体育・スポーツの健全なる普及及び発達に資するとともに，学校間のスポーツ交
流を図る｡
（内容）
中学校体育大会の開催経費，県南中学校体育連盟大会，県中学校体育連盟大会，関東及び全国大
会参加経費を補助する。

体育大会
○格技場天井改修事業（10030307） 3,824 千円（新規事業） 予算書 P212
[一財：3,824 千円]
（目的及び期待する効果）
中学校格技場の天井落下を防ぐための改修工事を行い，学校施設の安全性向上に寄与する。
（内容）
愛宕中学校，御所ケ丘中学校の格技場天井改修工事のための実施設計を行う。
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