
決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

〔教育委員会 学校教育課 所管〕

事業費 132,557 134,871 2,314

国庫支出金

10020101 小学校管理事務 359

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

その他 1,889 1,870 △ 19 日本スポーツ振興センター保護者負担金　　（小学校）　

一般財源 130,668 133,001 2,333

県支出金

地方債

　小学校において，全ての児童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。

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 各種消耗品費，光熱水費，通信運搬費，災害共済掛金に係る経費
　学校保健安全法に基づく学校医等を配置し，児童及び教職員の健康維持，健康回復に寄与した。また，基礎的
な学校管理経費及び児童経費の支出，用務員や給食配膳員及び介護補助員を配置することで安定した学校経営が
図れた。
　今年度は学校への予算説明会を実施しなかったが，予算に関する相談に随時実施した。

差 主な名称

事業費 8,952 10,501 1,549

10010201 学校教育総務事務 337

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度

一般財源 8,939 10,488 1,549

　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。

地方債

その他

国庫支出金

県支出金 13 13 0 学校基本調査

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
　新入学児童生徒の確実な把握と在校生の学籍管理を行うことができた。学校行事では，市内外の公的機関や工
場などでの校外学習を行うことで社会科学習等の関心や理解を深めることができた。
　また，感染症対策として必要な消耗品を整備し，感染症予防に寄与している。

　学校運営の基本的な経費のため，現状を維持するものである。

　学校運営の基本的な経費のため，現状を維持していく。
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【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

（実績） （目標値）

児童数 人 4,196 4,212 4,223 4,180

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 各種消耗品費，光熱水費，通信運搬費，災害共済掛金に係る経費
　学校保健安全法に基づく学校医等を配置し，児童及び教職員の健康維持，健康回復に寄与した。また，基礎的
な学校管理経費及び児童経費の支出，用務員や給食配膳員及び介護補助員を配置することで安定した学校経営が
図れた。
　今年度は学校への予算説明会を実施しなかったが，予算に関する相談に随時実施した。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

　児童の教育環境の確保のために必要な経費で現状を維持するものである。

　来年度は，予算説明会を実施予定のため，学校には予算執行の際の留意事項の再確認や経費節減への理解を求
める。

10020102 小学校施設維持管理事業 361

児童1人当たりの支出額 円 32,887 31,471 31,937 31,617

県支出金

地方債

事業費 29,858 46,471 16,614

国庫支出金

　小学校施設及び設備を適切に維持管理することにより，児童の安全を確保し，良好な教育環境を保持する。

　法定点検や学校からの報告を基に，学校運営に支障が出ないように必要な修繕，補修を行った。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）

その他 55 55 0 小学校施設行政財産使用料

一般財源 29,803 46,416 16,652

　点検や修繕により，健全な学校運営が図れている。

　法律で定められた点検や老朽化に伴う修繕は必要である。

（実績） （目標値）

点検により発見できた不具合箇所数 箇所 44 35 44 30
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決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

10020106 小学校図書館活動推進事業 365

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

県支出金

地方債

事業費 8,264 8,263 △ 1

国庫支出金

　児童の創造力を培い，豊かな心を育み，主体的学習活動支援や情報収集活用能力向上を図るとともに，教員が
より効果的な教育活動を行うための支援をする。

　学校図書館奉仕員の配置，学校図書館システム機器の借上げ等を行い，学校図書館の運営環境を維持した。

その他

一般財源 8,264 8,263 △ 1

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

10020103 小学校管理備品購入事業 365

県支出金 10,900 10,900 いばらき木づかい環境整備事業費補助金

地方債

事業費 8,233 23,254 15,021

国庫支出金

（実績） （目標値）

小学校運営備品購入額 千円 10,450 8,189 23,342 8,300

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）

　学校運営を進めるうえで，必要最小限の備品購入である。

　学校で必要な備品を計画的に購入していく。

　小学校の各種備品を整備し，小学校の教育環境の整備，充実を図る。

　「いばらき木づかい環境整備事業費補助金」を活用し，児童用机天板
交換を実施した。

その他

一般財源 8,233 12,354 4,121
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【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）

　学校図書館奉仕員の配置，学校図書館システム機器の借上げ等を行い，
学校図書館の運営環境を維持している。

　学校図書館奉仕員の配置，学校図書館システム機器の借上げ等を行い，
学校図書館の運営環境を維持しながら，学校図書館奉仕員の資質向上によ
る学校図書館の充実を図る。

（実績） （目標値）

学校司書配置人数 人 9 1 3 9

事業費 13,319 13,320 1

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

10020201 小学校教育振興事業 367

一般財源 13,319 12,749 △ 570

　児童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。

地方債

その他

国庫支出金

県支出金 571 571 茨城県エネルギー教育支援事業補助金

（目標値）

児童1人当たりの支出額 円 11,756 3,162 3,154 3,122

1 市音楽会に要する経費
2 学校外プール授業に要する経費
（守谷小学校・黒内小学校） 校外プール学習
3 教師用教科書及び指導書の購入並びに副読本の購入
4 小学校スポーツテスト採点に要する経費

　学習に必要な消耗品や学習環境を整備することで，児童の学力，体力の定着に寄与することができた。予算の
合理的かつ適正な支出に努めた。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績）

　学校外プール授業に係る経費，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経費，小学
校スポーツテスト採点に係る経費等を最小限で支出をするものである。

学校図書館
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【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

10020202 小学校図書・教材等購入事務 369

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

10,567 △ 937

県支出金

地方債

事業費 11,504 10,567 △ 937

国庫支出金

図書購入数 冊 2,324 3,065 3,411

106.00 104.10 103.10 110.00

3,350

（基準値） （実績） （目標値）

　小学校で必要な教育教材を整備することにより，児童への教育効果を高める。

　学校図書標準が達成されていない学校に重点的に予算配分し，図書充足率の均衡とともに，全体の充足率の維
持を図った。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

その他

事業費 11,956 14,973 3,017

国庫支出金 1,096 1,103 7 要保護及び特別支援教育就学奨励費補助金

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

　学校外プール授業に係る経費，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経費，小学
校スポーツテスト採点に係る経費等を最小限で支出をするものであり現状維持を図る。

10020203 小学校就学援助事業 369

　学校図書標準が達成されていない学校の充足率を向上させ，そのほかの学校の充足率を維持した。さらに，図
書の更新を計画的に進める必要がある。

　全ての学校での学校図書標準達成を図る。

小学校図書充足率 ％

（実績）

一般財源 11,504

その他

一般財源 10,860 13,870 3,010

県支出金

地方債

－ 167 －



【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

130,675 30,392

国庫支出金

差 主な名称

事業費 100,283

10020204 小学校教育用パソコン事業 369

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度

一般財源 100,283 100,726 443

　高度情報化社会の進展に対応した学習環境を整備し，児童の学習意欲や思考力，表現力の向上を図る。また，
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。

地方債

その他 29,949 29,949 ふるさと納税

県支出金

　ＩＣＴ教育環境維持及び利用のために必要となる機器・ソフトウェアの保守を図った。
　　役務費　　　215,784円（インターネット回線使用料）
　　委託料　　2,414,448円（学校間ネットワーク）
　　賃借料　127,886,488円（校務用パソコン265台，タブレットＰＣ1,351台，電子黒板160台）

特別支援教育就学奨励費を支給した児童数 人 65 70 70 70

（実績） （目標値）

就学援助費を支給した児童数 人 178 156 188 190

　要・準要保護児童就学援助費については，経済的な理由によって就学困難と認められる児童の保護者に対して
必要な援助を行い，義務教育の円滑な実施を図る。
　特別支援教育就学奨励費については，特別支援学級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
童の保護者の経済的負担を軽減する。

　平成28年度から実施されている入学準備金の支給が2度目となった。平成29年度は，20名の申請があったうち，
16名が認定されている。認定されなかった理由は，転出，滞納，所得基準の超過である。また，平成28年度の認
定者は18名だったため，今後同程度で推移すると予想される。
　就学前の方が対象となるため，書面による通知や広報誌でのご案内等，制度が行き渡るよう努める必要があ
る。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）

　入学準備金の実施や支給単価の増額により，経済的な理由で就学が困難な家庭に支援を行うことができた。

　今後も国や他市町村の動向を見ながら，適切な援助によって，就学を支援していく。
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【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

（目標値）

児童用コンピュータ整備数（児童数／台数） 人 9.60 3.10 3.10 1.00

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績）

　ＩＣＴ教育環境を維持するため機器等の保守を実施した。

　校務効率化のため，システム導入を図る。

10030101 中学校管理事務 371

事業費 50,442 49,502 △ 940

国庫支出金

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

その他 818 838 20 日本スポーツ振興センター保護者負担金　　（中学校）

一般財源 49,624 48,664 △ 960

県支出金

地方債

生徒一人当たりの支出額 円 32,005 26,590 25,675 26,445

（実績） （目標値）

生徒数 人 1,768 1,897 1,928 1,987

　中学校において，全ての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。

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 各種消耗品費，光熱水費，通信運搬費，災害共済掛金に係る経費
　学校保健安全法に基づく学校医等を配置し，生徒及び教職員の健康維持，健康回復に寄与した。また，基礎的
な学校管理経費及び児童経費の支出，用務員や給食配膳員及び介護補助員を配置することで安定した学校経営が
図れた。
　今年度は，学校への予算説明会を実施しなかったが，予算に関する相談に随時対応した。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）

　生徒の教育環境の確保のために必要な経費で現状を維持するものである。

　来年度は，予算説明会を実施予定のため，学校には予算執行の際の留意事項の再確認や経費節減への理解を求
める。
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決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

事業費 15,027 28,770 13,743

国庫支出金

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

10030103 中学校施設維持管理事業 375

その他 26 26 0 中学校施設行政財産使用料

一般財源 15,001 28,744 13,743

県支出金

地方債

（実績） （目標値）

点検により発見できた不具合箇所数 箇所 36 23 21 22

　中学校施設及び設備を適切に維持管理することにより，生徒の安全を確保し，良好な教育環境を保持する。

　点検や学校からの報告を基に，学校運営に支障が出ないよう修繕，補修を行った。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）

事業費 5,863 12,606 6,743

国庫支出金

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

　点検や修繕により健全な学校運営が図れている。

　法律定められた点検や老朽化に伴う修繕は必要である。

10030104 中学校管理備品購入事業 377

その他

一般財源 5,863 7,012 1,149

県支出金 5,594 5,594 いばらき木づかい環境整備事業費補助金

地方債

　中学校の各種備品を整備し，中学校の教育環境の整備，充実を図る。
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【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費

10030107 中学校図書館活動推進事業 379

一般財源 2,392 2,414 22

県支出金

地方債

2,392 2,414 22

国庫支出金

　学校図書館奉仕員の配置，学校図書館システム機器借上などを行い，学校図書館の運営環境を維持している。

　学校図書館奉仕員の配置，学校図書館システム機器借上などを行い，学校図書館の運営環境を維持しながら，
学校図書館奉仕員の資質向上による学校図書館の充実を図る。

（実績） （目標値）

学校司書配置人数 人 4 1 3 4

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）

　生徒の創造力を培い，豊かな心を育み，主体的学習活動支援や情報収集活用能力向上を図るとともに，教員が
より効果的な教育活動を行うための支援をする。

　学校図書館奉仕員の配置，学校図書館システム機器借上などを行い学校図書館の運営環境を維持した。

その他

平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）

　必要最小限の備品購入である。

　学校で必要な備品を計画的に購入していく。

（実績） （目標値）

中学校運営備品購入額 千円 6,365 5,920 13,900 6,000

　「いばらき木づかい環境整備事業費補助金」を活用し，生徒用机天板交換を実施した。

指標名 単位
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決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】 （ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

38110030202 中学校図書・教材等購入事務

県支出金

地方債

事業費 14,531 6,519 △ 8,012

国庫支出金

その他 7,333 △ 7,333

10030201 中学校教育振興事業 379

事業費 12,026 11,887 △ 139

国庫支出金

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

その他

一般財源 12,026 11,887 △ 139

県支出金

地方債

（実績） （目標値）

生徒一人当たりの支出額 円 4,680 6,339 6,165 6,349

　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。

1 市音楽会に要する経費
2 教師用教科書及び指導書の購入並びに副読本の購入
3 中学校スポーツテスト採点に要する経費
4 中学校吹奏楽部コンクール参加に要する諸経費ほか
5 平和教育に係る交通費の負担

　学習に必要な消耗品や学習環境を整備することで，生徒の学力，体力の定着に寄与することができた。また，
市音楽会や吹奏楽コンクール参加等，学校教育の充実が図れた。継続して予算の合理的かつ適正な支出に努め
た。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）

　中学校スポーツテスト採点に係る経費，中学校吹奏楽部コンクール参加に係る諸経費等を最小限で支出するも
のである。

　中学校スポーツテスト採点に係る経費，中学校吹奏楽部コンクール参加に係る諸経費等の支出に加えて，平和
教育促進のため，修学旅行で広島を訪れる際の交通費の一部を助成する。さらに，平成30年度は「泥かぶら」の
上演を予定しているので，上演に係る諸経費を負担する。

一般財源 7,198 6,519 △ 679
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【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

（実績） （目標値）

図書購入数 冊 1,168 982 969 970

　中学校で必要な教育教材を整備することにより，生徒への教育効果を高める。

　充足率を維持するため，図書の除籍等に応じて継続して効果的な予算配分をした。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）

　学校図書標準を満たしており，これを維持しながら，生徒に利用される図書を整備継続していく。

　学校図書標準を維持するため，図書の除籍等に応じて効果的な予算配分をする。

中学校図書充足率 ％

事業費 16,441 16,692 251

国庫支出金 645 627 △ 18 要保護及び特別支援教育就学奨励費補助金

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

10030203 中学校就学援助事業 381

111.00 107.80 108.20 110.00

その他

一般財源 15,796 16,065 269

県支出金

地方債

　入学準備金の実施や支給単価の増額により，経済的な理由で就学が困難な家庭に対し支援を行うことができ
た。

　今後も国や他市町村の動向を見ながら，適切な援助によって就学を支援していく。

特別支援教育就学奨励費を支給した生徒数 人 12 24 25 30

（実績） （目標値）

就学援助費を支給した生徒数 人 136 154 132 140

　要・準要保護児童就学援助費については，経済的な理由によって就学困難と認められる生徒の保護者に対して
必要な援助を行い，義務教育の円滑な実施を図る。
　特別支援教育就学奨励費については，特別支援学級就学のために必要な援助を行い，特別支援教育を受ける生
徒の保護者の経済的負担を軽減する。

　平成29年度は，年度当初から入学準備金の支給が決まっていたので，認定時に案内を実施し，入学準備の費用
として役立てていただくことができた。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）

－ 173 －



決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】 （ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

10030205 中学校体育大会事業 383

12,554 14,499 1,945

県支出金

地方債

事業費 13,347 15,500 2,153

国庫支出金

その他 793 1,001 208 茨城県中学校体育連盟補助金

一般財源

事業費 49,716 60,945 11,229

国庫支出金

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

10030204 中学校教育用パソコン事業 381

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

ふるさと納税

一般財源 49,716 30,996 △ 18,720

県支出金

地方債

　ＩＣＴ教育環境を維持するため機器等の保守を実施した。

　校務効率化のため，システム導入を図る。

　高度情報化社会の進展に対応した学習環境を整備し，生徒の学習意欲や思考力，表現力の向上を図る。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。

　ＩＣＴ教育環境維持及び利用のために必要となる機器・
ソフトウェアの保守を図った。
　　役務費　　　95,904円（インターネット回線使用料）
　　委託料　 1,073,088円（学校間ネットワーク）
　　賃借料　59,574,848円（校務用パソコン145台，
　　　　　　　　　　　　　 タブレットＰＣ617台，
　　　　　　　　　　　　　 電子黒板60台）

その他 29,949 29,949

生徒用コンピュータ整備数（生徒数／台数） 人 6.10 2.90 2.90 1.00

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

ＩＣＴを活用したテレビ会議
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【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

（実績） （目標値）

大会に参加した生徒数 人 682 1,224 1,542 1,500

　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。

　継続して合理的かつ最小限の支出の徹底を図った。見学・応援部員のバス代等は，昨年度から引き続き負担し
た。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）

　継続して合理的かつ最小限の支出の徹底を図った。

　継続して合理的かつ最小限の支出の徹底を図った。

負担金額 円 10,505 248,000 102,000 300,000

事業費 9,774 9,774

国庫支出金

10030301 御所ケ丘中学校屋内運動場改修事業 383

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

平成33年度

（基準値） （実績）

その他

一般財源 9,774 9,774

県支出金

地方債

　実施設計が完了したことにより，第1段階を終了することができた。

　平成30年度より工事実施となるので，事業費，業務量が増加する。

（実績） （目標値）

進捗率 ％ 5

　建築後30年以上経過した体育館の長寿命化と教育環境の向上を図る。

　実施設計を計画期間で完了することが出来た。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度

市総合体育大会
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決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

　吊天井の落下防止対策や維持補修工事により，生徒に安全安心な教育環境を確保することができた。

　平成29年7月に工事は完了した。

　愛宕中学校及び御所ケ丘中学校格技場の吊天井の落下防止対策と維持補修を行い，安全安心な教育環境を確保
する。

　平成28年度事業（工事）を平成29年度に繰越して実施し，予定どおり7月末までに工事を完了した。

指標名 単位

改修面積（御所ケ丘中学校） ㎡ 488.55

改修面積（愛宕中学校） ㎡ 496.49

地方債

県支出金

一般財源 31,237 37,792 6,555

その他

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

10030307 格技場天井改修事業 385

（ 単 位 ： 千円 ）

国庫支出金 10,168 10,168 学校施設環境改善交付金（繰越明許分）

事業費 31,237 47,960 16,723

愛宕中学校格技場 御所ケ丘中学校格技場
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