
［教育委員会 学校教育課 所管］ 

○通園通学バス運行業務に要する経費（10010204） 33,046 千円（27,133 千円） 予算書 P133 

〈その他 1,644 千円 一財：31,402 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

・負担金：通学バス保護者負担金   1,200,000 円 

・負担金：通園バス保護者負担金    444,000 円 

（目的及び期待する効果） 

幼稚園及び遠距離通学の園児・児童を対象に送迎バスを運行し、園児・児童の安全性を図る。 

（内容） 

・園児（猿島地区）を対象に通園バスを運行し、利用者には保護者負担金片道 1,000 円/月、往

復 2,000 円/月とする。（小学校児童にバス利用者が居る世帯は無料） 

・飯島小学校・中川小学校・逆井山小学校の遠距離通学の児童を対象に通学バスを運行し、利

用者には保護者負担金一世帯片道 1,000 円/月、往復 2,000 円/月とする。 

 

○学校安全巡回業務に要する経費（10010206） 12,248 千円（11,930 千円） 予算書 P134 

〈一財：12,248 千円〉 

（目的及び期待する効果） 

園児・児童・生徒の安全を確保するため、火災、盗難、不審者などの不法行為等による事故

を予防するとともに教育施設の安全性の向上に努める。 

（内容） 

学校安全巡回業務委託 

・業務はシルバー人材センターへ委託 

・幼稚園単独で 1 園、小学校単独で 13 校、中学校 4 校の合計 18 ヵ所において、日常巡回ス

ケジュール表を作成し巡回を実施する。 

※出入管理 ・外来者の受付 

・校内での児童生徒のトラブルを発見した際の学校への通報 

※巡回   ・園舎、校舎内外の巡回及び幼稚園、学校周辺の巡回 

 

○教育指導充実に要する経費（10010302） 31,898 千円（46,157 千円） 予算書 P134 

 [教育委員会 指導課 所管 20,725 千円含む] 

〈国・県：3,305 千円 その他：1,500 千円 一財：27,093 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

・県補：原子力・エネルギー教育支援事業補助金  2,000,000 円 

・県補：理科教育設備整備費等補助金        519,000 円 

  ・県委：学びの広場サポートプラン事業委託金    786,000 円 

・繰入金：地域振興基金繰入金          1,500,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  各種検定取得や郷土教育・心の教育の推進及び総合的な学力の向上や、吹奏楽・柔道指導の

充実を図る。 

（内容） 

・吹奏楽指導講師、柔道指導講師への報償費    2,850 千円 

・チューター派遣事業謝金                        1,620 千円 

・日本吹奏楽指導者クリニック旅費等       1,931 千円 

・日本吹奏楽指導者クリニック負担金        120 千円 

・市教育検定補助金               3,152 千円 



・サイエンスフェスティバル補助金        1,500 千円 

 

○小学校管理運営に要する経費（10020102） 157,107 千円（146,834 千円） 予算書 P137 

〈その他：1,203 千円 一財：155,904 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

・負担金：日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,203,000 円 

（目的及び期待する効果） 

学校教育の効率的な運営を推進するために学校運営経費を計上し、児童の安心した教育環境

の整備充実を図る。増加している情緒障害等のある児童の学校生活を支援する。 

（内容） 

① 校医、歯科医、薬剤師、臨時職員等への報酬等 71,679 千円 

② 各学校の電気、水道、電話代及び消耗品費   50,141 千円 

③ 複写機等使用料及び賃借料           3,207 千円 

④ 教材備品の購入                5,638 千円 

⑤ 日本スポーツ振興センター、介助補助員負担金  2,668 千円 

⑥ 学校管理を目的として下記のとおり各学校へ配当する。 

 

小学校学校管理費                        単位：千円 

予 算 科 目 金 額 予 算 科 目 金 額 

08 報償費 
 6 

12 役務費 
1,074 

11 需用費 
17,986 

 

 
01 通信運搬費 144 

 
01 消耗品費 11,299 03 手数料 930 

02 燃料費 4,712 
13 委託料 

4,448 

03 食糧費 225 
14 使用料 

  及び賃借料 
0 

04 印刷製本費 450 
16 原材料費 

260 

06 修繕料 1,300 合  計 23,774 千円  

 

○小学校教育振興に要する経費（10020201） 6,796 千円（6,652 千円） 予算書 P139 

〈国・県：450 千円 一財：6,346 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

・国補：理科教育振興費補助金      450,000 円 

（目的及び期待する効果） 

創意を生かした特色ある学校づくりを通して児童の学力向上と健全な心身の育成を目指す。 

（内容） 

① 理科教材備品、温室用消耗品費等      1,685 千円 

② バス借上料、パソコン借上料        719 千円 

③ 小学校教育振興を目的として下記のとおり各学校へ配当する。 

 



小学校教育振興費                        単位：千円 

予 算 科 目 金 額 予 算 科 目 金 額 

08 報償費 
 217 

18 備品購入費 
450 

11 需用費 
 3,725 

19 負担金補助 

  及び交付金 
0 

 
01 消耗品費 3,270 

 
 

06 修繕料 455 合  計 4,392 千円  

 

○要保護・準要保護児童就学援助事業に要する経費（10020202） 12,361 千円（12,944 千円） 

予算書 P139 

〈国・県：162 千円 一財：12,199 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

・国補：要保護児童就学援助費補助金      68,000 円 

・県補：被災児童生徒就学支援等事業補助金   94,000 円 

（目的及び期待する効果） 

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ことを目的とする。 

（内容） 

対象者１９１名（内被災者１名） 

要保護は、修学旅行費を支給し、疾病についての医療費を援助する。 

準要保護は、学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学児童学用品費等、修学旅行費、学

校給食費を支給し、疾病についての医療費を援助する。 

被災地からの児童に対しても、準要保護同様の援助を行う。 

 

○小学校施設管理に要する経費（10020301） 76,994 千円（92,033 千円） 予算書 P139 

〈一財：76,994 千円〉 

（目的及び期待する効果） 

小学校施設の維持管理を適切に行うことにより、学校教育を円滑に実施することを目的とし、

施設管理の徹底を図り緊急時にも対応できるようにするものである。 

（内容） 

・プール関係薬品、コンピューター関係消耗品費等      4,322 千円 

・水質検査、浄化槽検査手数料等              1,031 千円 

・修繕料、電気保安業務、警備業務、電算機器保守点検委託等 19,536 千円 

・教育用パソコン、電算機器等使用料、校地借上料      51,722 千円 

・備品購入費                        383 千円 

 

○小学校施設整備に要する経費（10020302） 789,384 千円（13,948 千円） 予算書 P140 

〈国・県：110,778 千円 地方債：456,400 千円 その他：65,000 千円 一財：157,206 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

・国補：学校施設環境改善交付金     110,778,000 円 

・地方債：小学校空調整備事業債     456,400,000 円 

・繰入金：公共施設整備基金繰入金     65,000,000 円 



（目的及び期待する効果） 

小学校施設の整備を必要に応じて実施することにより、危険防止及び安全な学校環境の維持

を図るものである。 

（内容） 

各学校の修繕料                         14,800 千円 

各学校の委託料                     40,701 千円 

各学校の工事請負費                   733,883 千円 

主な修繕 

・各小学校プールろ過装置修繕 

・各小学校消防設備修繕 

・各小学校浄化槽修繕  

主な委託 

・七重小学校校舎大規模改造工事実施設計委託 

・小学校空調設備工事監理委託 

主な工事 

・小学校空調設備工事 

・弓馬田小学校プール改修工事 

 

○中学校管理運営に要する経費（10030102） 54,532 千円（51,150 千円） 予算書 P141 

〈その他：585 千円 一財：53,947 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

・負担金：日本スポーツ振興センター保護者負担金  585,000 円 

（目的及び期待する効果） 

学校教育の効率的な運営を推進するために学校運営経費を計上し、生徒の安心した教育環境

の整備充実を図る。 

（内容） 

① 校医、歯科医、薬剤師、臨時職員等への報酬等   8,428 千円 

② こども議会時開催時謝礼                11 千円 

③ 各学校の電気、水道、電話代及び消耗品費等   28,619 千円 

④ 複写機等使用料及び賃借料             462 千円 

⑤ 教材備品の購入                 2,700 千円 

⑥ 日本スポーツ振興センター負担金         1,348 千円 

⑦ 学校管理を目的として下記のとおり各学校へ配当する。 

 

中学校学校管理費                         単位：千円 

予 算 科 目 金 額 予 算 科 目 金 額 

08 報償費 
0 

12 役務費 
398 

11 需用費 
10,291  01 通信運搬費 122 

 
01 消耗品費 6,171 03 手数料 276 

02 燃料費 2,205 
13 委託料 

1,990 



03 食糧費 114 
14 使用料 

  及び賃借料 
0 

04 印刷製本費 521 
16 原材料費 

285 

06 修繕料 1,280 合  計 12,964 千円  

 

○中学校教育振興に要する経費（10030201） 5,396 千円（5,582 千円）  予算書 P142 

〈国・県：300 千円 一財：5,096 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

・国補：理科教育振興費補助金          300,000 円 

（目的及び期待する効果） 

創意を生かした特色ある学校づくりを通して生徒の学力向上と健全な心身の育成を目指す。 

（内容） 

① 理科教材備品、吹奏楽部楽器修繕費等                  1,000 千円 

② 音楽教育交流事業補助金                  2,000 千円 

③ バス借上料・トラック借上料                 551 千円 

④ 学校教育振興を目的として下記のとおり各学校へ配当する。 

 

中学校教育振興費                        単位：千円 

予 算 科 目 金 額 予 算 科 目 金 額 

08 報償費 
  55 

18 備品購入費 
386 

11 需用費 

01 消耗品費 
 1,394 

19 負担金補助 

  及び交付金 
0 

12 役務費 

 01 通信運搬費 
10 合  計 1,845 千円  

 

○要保護・準要保護生徒就学援助事業に要する経費（10030202） 20,618 千円（19,653 千円） 

予算書 P143 

〈国・県：371 千円 一財：20,247 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

・国補：要保護生徒就学援助費補助金     163,000 円 

・県補：被災児童生徒就学支援等事業補助金  208,000 円 

（目的及び期待する効果） 

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ことを目的とする。 

（内容） 

対象者１７７名（内被災者１名） 

要保護は、修学旅行費を支給し、疾病についての医療費を援助する。 

準要保護は、学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学生徒学用品費等、修学旅行費、学

校給食費を支給し、疾病についての医療費を援助する。 

被災地からの生徒に対しても、準要保護同様の援助を行う。 

 

 



○中学校施設管理に要する経費（10030301） 26,399 千円（29,267 千円） 予算書 P143 

〈一財：26,399 千円〉 

（目的及び期待する効果） 

中学校施設の維持管理を適切に行うことにより、学校教育を円滑に実施することを目的とし、

施設管理の徹底を図り緊急時にも対応できるようにするものである。 

（内容） 

・プール関係薬品、コンピューター関係消耗品等             1,537 千円 

・簡易専用水道管理検査、浄化槽検査等手数料          595 千円 

・修繕料、電気保安業務、警備、電算機器保守点検等委託料   8,424 千円 

・教育用パソコン、電算機器等使用料            15,776 千円 

・備品購入費                          67 千円 

 

○中学校施設整備に要する経費（10030302） 418,678 千円（25,370 千円） 予算書 P143 

〈国・県：74,469 千円 地方債：242,500 千円 その他：35,000 千円 一財：66,709 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

・国補：学校施設環境改善交付金           74,469,000 円 

・地方債：中学校空調整備事業債          219,400,000 円 

・地方債：岩井中学校武道場非構造部材耐震化事業債  23,100,000 円 

・繰入金：公共施設整備基金繰入金          35,000,000 円 

（目的及び期待する効果） 

中学校施設の整備を必要に応じて実施することにより、危険防止及び安全な学校環境の維持

を図るものである。 

（内容） 

各学校の修繕料                       4,800 千円 

各学校の委託料                      13,322 千円 

各学校の工事請負費                   400,556 千円 

主な修繕 

・各中学校消防設備修繕 

・各中学校電気設備修繕 

・各中学校ろ過装置修繕 

主な委託 

・中学校空調設備工事監理委託 

  ・東中・南中学校武道場非構造部材耐震化工事実施設計委託 

主な工事 

・中学校空調設備工事 

・岩井中学校武道場非構造部材耐震化工事 

 

○幼稚園管理運営に要する経費（10040102） 10,683 千円（14,288 千円） 予算書 P144 

〈その他：3,905 千円 一財：6,778 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

・負担金：日本スポーツ振興センター保護者負担金   11,000 円 

・負担金：預かり保育保護者負担金         995,000 円 

  ・使用料：幼稚園保育料                         1,414,000 円 

  ・諸収入：幼稚園給食費保護者納付金       1,485,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  幼稚園教育の効率的な運営を推進するために、幼稚園運営経費を計上し園児の安心した教育



環境の整備充実を図る。情緒障害等のある園児の幼稚園生活を支援する。 

（内容） 

① 園医、歯科医、薬剤師、嘱託職員等への報酬等   5,284 千円 

② 各幼稚園の電気、水道、電話代及び消耗品費等   1,580 千円 

③ 賄材料費                      378 千円 

④ 給食サービス委託料               2,515 千円 

⑤ 複写機等使用料及び賃借料                24 千円 

⑥ 日本スポーツ振興センター負担金、保育研修負担金   19 千円 

⑦ 幼稚園管理を目的として下記のとおり各幼稚園へ配当する。 

幼稚園管理費                          単位：千円 

予 算 科 目 金 額 予 算 科 目 金 額 

09 旅費 
60 

12 役務費 
24 

11 需用費 
555  01 通信運搬費 2 

 
01 消耗品費 310 03 手数料 22 

02 燃料費 175 
13 委託料 

136 

03 食糧費 6 
14 使用料 

  及び賃借料 
56 

04 印刷製本費 14 
16 原材料費 

10 

06 修繕料 50 
19 負担金補助 

  及び交付金 
42 

合   計 883 千円 

 

○幼稚園就園奨励に要する経費（10040201） 22,115 千円（22,527 千円） 予算書 P146 

[総務部 総務課 所管 44 千円含む] 

〈国・県：4,855 千円 一財：17,260 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

・国補：幼稚園就園奨励費補助金 4,855,000 円 

（目的及び期待する効果） 

私立幼稚園に在園する園児の保護者に対し補助金を交付することにより、幼児の就園を奨励

し幼児教育の振興を図るものである。 

（内容） 

対象区分 第１子 第２子 第３子以降 

市民税所得割非課税世

帯(市民税非課税世帯

含む) 

272,000 円×  4 名 308,000 円× 4 名 308,000 円× 1 名 

〃（ひとり親世帯） 308,000 円×  3 名   

課税額 77,100 円以下 139,200 円× 10 名 223,000 円× 9 名 308,000 円× 3 名 

〃（ひとり親世帯） 272,000 円×  1 名   



課税額 211,200 円以下 66,200 円× 42 名 185,000 円×37 名 308,000 円× 5 名 

〃（新条件）  154,000 円×15 名 308,000 円× 2 名 

 

○幼稚園施設管理に要する経費（10040301） 2,082 千円（1,878 千円） 予算書 P146 

〈一財：2,082 千円〉 

（目的及び期待する効果） 

  幼稚園施設の維持管理を適切に行うことにより、幼児教育を円滑に実施することを目的とし、

施設管理の徹底を図り緊急時にも対応できるように整備するものである。 

（内容） 

・消耗品費                   18 千円 

・水質検査、浄化槽検査手数料           18 千円 

・警備業務、清掃業務等委託料         1,627 千円 

・園地借上料                  419 千円 

 

○幼稚園施設整備に要する経費（10040302） 10,372 千円（150 千円） 予算書 P146 

〈国・県：6,060 千円 地方債：2,600 千円 一財：1,712 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

・国補：学校施設環境改善交付金      6,060,000 円 

・地方債：猿島幼稚園園舎耐震補強事業債  2,600,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  幼稚園施設の整備を必要に応じて実施することにより、危険防止及び安全な幼稚園環境の維

持を図るものである。 

（内容） 

・修繕料                     400 千円 

・工事請負費                  9,972 千円 

  主な工事 

  ・猿島幼稚園園舎耐震補強工事 

 

○学校保健に要する経費（10060101） 12,409 千円（12,149 千円） 予算書 P164 

〈一財：12,409 千円〉 

（目的及び期待する効果） 

  教職員及び児童・生徒の健康管理を行うための各種検診を実施するとともに、児童・生徒の

健康づくりを推進するための事業を実施する。 

（内容） 

学校･園医、学校･園歯科医、学校･園薬剤師への費用弁償  2,125 千円 

学校保健会報償費・需用費                 713 千円 

オージオメータ検査料等                  939 千円 

学校災害賠償補償保険料                  306 千円 

寄生虫、心臓病、尿検査等の委託料及び健康診断委託料   7,691 千円 

保健室用備品購入                     503 千円 

県学校保健会負担金等                   132 千円 

 

○岩井給食センター運営に要する経費（10060202） 245,149 千円（238,684 千円） 予算書 P165 

〈その他：143,821 千円 一財：101,328 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

 ・諸収入：給食費保護者納付金      142,901,000 円 



・諸収入：給食費保護者納付金過年度分    920,000 円 

（目的及び期待する効果） 

栄養バランスに配慮した安全・安心な給食を通し、児童・生徒の心身ともに健全な発達と、 

正しい食事のあり方や望ましい食習慣を身につけ、食に対する自己管理能力を養うことに資す

る。また、厨房機器、施設の定期的な管理に努め一層の安全を確保する。  

（内容） 

  年間給食実施日    199 日 

年間給食数及び人員  小学校    412,328 食  2,072 人 

                        中学校       209,149 食  1,051 人 

                        職員等    74,625 食   375 人 

 合 計    696,102 食  3,498 人 

 

  冷温水機修繕             5,240 千円 

  ボイラー室地下蒸気配管改修工事    1,600 千円 

フードスライサー購入         2,200 千円 

 

○猿島給食センター運営に要する経費（10060203） 126,511 千円（118,233 千円） 予算書 P167 

〈その他：49,871 千円 一財：76,640 千円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

  ・諸収入：給食費保護者納付金         49,791,000 円 

  ・諸収入：給食費保護者納付金過年度分        80,000 円 

（目的及び期待する効果） 

   栄養バランスに配慮した安全・安心な給食を通じ、児童・生徒の心身ともに健全な発達と、

正しい食事のあり方や望ましい食習慣を身につけ、食に対する自己管理能力を養うことに資す

る。また、厨房機器、施設の定期的な管理に努め一層の安全を確保する。 

（内容） 

  年間給食実施日    199 日 

  年間給食数及び人員  小学校   140,295 食   705 人 

             中学校    75,222 食   378 人 

             職員等    29,651 食   149 人  

  

   

調理業務委託料                 28,876 千円 

    スチームコンベクションオーブン購入  4,800 千円 

   

［教育委員会 生涯学習課 所管］ 

○社会教育事務に要する経費（10050101） 2,010 千円（2,213 千円） 予算書 P147 

〈一財：2,010 千円〉 

（目的及び期待する効果） 

  社会教育及び人権教育に関する諸計画の立案、必要な調査研究等を行い生涯学習活動の促進

を図る。 

（内容） 

社会教育団体の指導及び学習相談。生涯学習を推進するための社会教育関係各機関と連携し 

調査研究等を実施する。 

 

  合 計    245,168 食  1,232 人  



○社会教育推進に要する経費（10050102） 3,336 千円（3,466 千円） 予算書 P147 

〈一財：3,336 千円〉 

（目的及び期待する効果） 

  市民の多様化・高度化する学習活動やニーズに対応するため、各団体及び各機関と連携を図

り生涯学習活動の促進を図る。 

（内容） 

 ・各種講座の開設（ＢＳカレッジ）  

 ・作品展 

 ・花いっぱい花壇コンクール 

 ・成人フェスティバル 

 ・家庭教育学級の支援 

 ・人権教育研修会 

 ・活動団体補助金 

 

○伝統芸能育成に要する経費（10050103） 589 千円（728 千円） 予算書 P148 

〈一財：589 千円〉 

（目的及び期待する効果） 

  坂東市の文化発展・振興のため、日本最古の芸能「能楽」を市民に紹介し、身近に触れ親し

むことにより、能楽の世界を通じて伝統芸能の育成及び文化意識の高揚を図る。 

（内容） 

・能楽に対する理解を深めるため、子どもから成人を対象に、体験を取り入れた講座を定期的

に実施する。また、自主サークルの育成を行う。 

 

○社会教育主事に要する経費（10050104） 9,677 千円（9,560 千円） 予算書 P148 

〈一財：9,677 千円〉 

（目的及び期待する効果） 

  より広範な住民の学習活動を視野に入れて、社会教育活動に対する指導・助言に加え、様々

な場所で行われている社会教育関連事業に協力していくこと、また、学習活動全般に関する企

画・コーディネートといった役割が期待され、市民の社会教育の充実を図る。 

（内容） 

・教育委員会が主催する社会教育事業の企画・立案・実施  

・社会教育施設が主催する事業に対する指導・助言  

・社会教育関係団体の活動に対する助言・指導 

・家庭教育学級や訪問型による家庭教育の支援・指導・助言 

 

○訪問型家庭教育支援事業に要する経費（10050105） 1,400 千円（2,000 千円） 予算書 P149 

〈国・県：1,400 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

  ・県委：訪問型家庭教育支援事業委託金 1,400,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  家族形態の変化や経済的問題、地域社会における地縁的なつながりの希薄化等により、様々

な問題を抱え込み主体的な家庭教育が困難になっている家庭に、訪問型支援を中心とした幅広

い支援を行い、家庭や子どもを地域で支える取り組みを推進する。 

（内容） 

・訪問型家庭教育支援推進協議会を設置し、学校や関係団体等との連携・協力の推進をする。 



・家庭教育支援チームを設置し、家庭や学校等を訪問して、相談対応や家庭教育に関する情報

や学習機会の提供を行う。 

 

○青少年育成に要する経費（10050201） 2,341 千円（2,715 千円） 予算書 P149 

〈一財：2,341 千円〉 

（目的及び期待する効果） 

  次代を担う青少年の健全育成、及び自主性や社会参加意識の醸成を図る青少年活動の場の提

供とその促進のため、関係諸機関や団体、地域社会が一体となり、環境づくりを推進する。 

（内容） 

 ・青少年育成市民会議活動、子ども会活動、高校生会活動 

 ・青少年団体助成（ボーイスカウト、ガールスカウト） 

 

○青少年センターに要する経費（10050202） 3,572 千円（3,599 千円） 予算書 P149 

〈その他：19千円 一財：3,553 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

  ・諸収入：青少年相談員店舗訪問業務補助金 19,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  次代を担う青少年の健全育成のために、地域に密着した「青少年センター」を設置し、青少

年関係団体との連携を図りながら青少年の健全育成に取り組む。また、急激な社会環境の変化

や、高度情報化の進展により様々な問題が発生している状況にあり、そうした問題を未然・早

期に防止するために相談・指導活動の充実を図る。 

（内容） 

 ・青少年相談員連絡協議会活動 

 

○放課後子ども教室に要する経費（10050203） 15,000 千円（15,031 千円） 予算書 P150 

〈国・県：4,150 千円 その他：1,200 千円 一財：9,650 千円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

  ・県補：放課後子ども教室推進事業補助金 4,150,000 円 

  ・負担金：放課後子ども教室保護者負担金 1,200,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  放課後等に、小学生を対象として、子どもたちの安心・安全な活動拠点を設け、地域の方々

の参画を得て、子どもたちの勉強やスポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等の取り組み

を実施することにより、次代を担う子どもたちの健全育成を支援する。 

（内容） 

  放課後等に、学校内の多目的教室等または専用の施設等を確保し、地域の指導員を配置して、

勉強やスポーツ、文化活動、交流活動等を実施する。 

 

○七五三祝鑑賞会に要する経費（10050204） 774 千円（723 千円） 予算書 P151 

〈一財：774 千円〉 

（目的及び期待する効果） 

子どもたちの健全な成長を願い市全体として祝福し、観劇等を通して次代を担う子どもたち

に夢と感動を与え、心の教育を目的として、市内在住の 5 歳児を対象に七五三祝鑑賞会を行う。 

（内容） 

 ・市民音楽ホールで人形劇やミュージカル等の観劇 

 

 



○わんぱく探検隊に要する経費（10050205） 948 千円（740 千円） 予算書 P151 

〈その他：300 千円 一財：648 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

  ・諸収入：わんぱく探検隊個人負担金 300,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  市内の青少年（小学 4 年生～中学 3 年生）が、大自然の中で相互の交流と協力をしながら、

高校生会 OB・OG の指導のもとに自給的な生活を工夫し野営生活を行い、自然の中で生き抜く体

験（鍛える・耐える・自立）をとおして、たくましい心身を育成する。 

（内容） 

  ・わんぱく探検隊（8月上旬 3泊 4日 アドベンチャーキャンプ 対象者：小学 4 年～中学

3 年 30 名） 

 

○文化財保護に要する経費（10050301） 1,271 千円（481 千円） 予算書 P152 

〈一財：1,271 千円〉 

（目的及び期待する効果） 

  有形及び無形文化財を保護・保存し、それらを通して郷土の歴史、民俗、伝統文化を伝承し

ていくとともに広く周知することにより、市民の文化的な生活の充実向上に役立てることを目

的とする。 

（内容） 

・文化財防火訓練 

 ・活動団体補助金 

 

○埋蔵文化財調査に要する経費（10050302） 1,254 千円（1,254 千円） 予算書 P152 

〈一財：1,254 千円〉 

（目的及び期待する効果） 

  地域の歴史と文化に根ざした歴史的遺産である埋蔵文化財を保護するために試掘・確認調査

を行う。 

（内容） 

  遺跡試掘調査 

  ・民間宅地開発等に伴う試掘調査 

 

○小中学生英語研修に要する経費（10050401） 3,636 千円（3,658 千円） 予算書 P153 

〈その他：3,636 千円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

  ・繰入金：国際交流基金繰入金   3,036,000 円 

・諸収入：英語研修個人負担金    600,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  宿泊研修を通し、英語力を高め国際社会に通じる人材の育成を図るとともに、研修終了後も

英語学習に研鑽を積み、周囲の英語学習に対する興味関心を高めさせ全体の学習意欲を向上さ

せることを目的とする。 

（内容） 

・宿泊研修施設において目的を効果的に達成するため、本事業の目的、団員としての心構え等

について事前研修を行う。 

・現地施設での授業を通して、外国生活を体験し、語学力の向上と国際感覚を身につける。 

 

 



○岩井公民館運営に要する経費（10050501） 29,890 千円（58,533 千円） 予算書 P153 

〈その他：1,458 千円 一財：28,432 千円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

・使用料：行政財産使用料                  1,258,000 円 

  ・使用料：公民館使用料                     168,000 円 

  ・諸収入：電気使用料受入金                    30,000 円 

・諸収入：公衆電話使用料                   2,000 円 

（目的及び期待する効果） 

幅広く市民が参加できる、ふれあいの場を提供するために、岩井公民館の管理、整備などを

行う。 

（内容） 

・公民館施設の管理、環境整備 

・需用費     12,826 千円 

  消耗品費 568 千円、燃料費 2,250 千円、食糧費 10千円、光熱水費 8,768 千円、 

修繕料 1,230 千円 

・役務費        425 千円 

   通信運搬費 198 千円、手数料 38千円、保険料 189 千円 

・委託料     15,494 千円                      （単位：円） 

委  託  名 委託料 内   容 

 公民館清掃業務委託料 2,484,000 日常清掃、定期清掃年 4回、窓ガラ

ス、カーペット、換気扇 

 自動ドア保守点検委託料 65,000 年２回 

 放送設備保守点検委託料 249,000 年２回 

 花壇管理委託料 350,000 年２回 

特殊建築物定期報告調査委託料 972,000 調査委託料、隔年 

市公共施設管理公社委託料 8,082,000 公共施設管理 

公民館管理委託料 3,292,000 岩井公民館施設管理 

・使用料及び賃借料 309 千円 

・工事請負費    836 千円 

  防犯カメラ設置工事費 836 千円 

 

○岩井公民館活動に要する経費（10050502） 1,738 千円（1,740 千円） 予算書 P154 

〈一財：1,738 千円〉 

（目的及び期待する効果） 

  市民の多様化する学習意欲に対応した各種の公民館講座を開設するとともに、交流・発表の

場を提供。自主運営クラブの活動充実を図る。また、利用団体等で主催する公民館まつりを支

援する。 

（内容） 

・公民館講座、教室事業（1,085 千円） 

  公民館講座  17 講座 

   公民館教室  25 教室 

・利用団体の支援 

・指導者の育成 

・岩井公民館まつり事業 

  ７月の第一金曜日から日曜日まで、３日間開催 

 



○猿島公民館運営に要する経費（10050503） 10,270 千円（10,125 千円） 予算書 P154 

〈その他：179 千円 一財：10,091 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

  ・使用料：行政財産使用料         24,000 円 

・使用料：公民館使用料         150,000 円 

・諸収入：電子コピー複写サービス料     5,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  公民館維持管理に支出する経費。施設内外の環境を整え、快適な利用に寄与する。 

（内容） 

・賃金   1,665 千円  

・需用費  5,312 千円 

消耗品費  368 千円、燃料費 58 千円、食糧費 10 千円、光熱水費 4,376 千円、 

修繕料   500 千円 

・役務費    22 千円 

・委託料  2,869 千円                                               （単位：円） 

 委  託  名 委 託 料 内   容 

特殊建築物定期報告調査委託料 528,000 猿島公民館特殊建築物定期報告調査 

複写機保守点検委託料 59,000 複写機保守点検委託料 

庭木等管理委託料 497,000 庭木等管理 

公民館屋上点検業務委託料 33,000 年 1 回 

公民館管理委託料 1,654,000 夜間管理 303 日、昼間管理 67日 

車いす用リフト保守点検委託料 98,000 年 1 回 

 ・使用料及び賃借料  402 千円  

 

○猿島公民館活動に要する経費（10050504） 1,415 千円（1,370 千円） 予算書 P155 

〈一財：1,415 千円〉 

（目的及び期待する効果） 

  市民の要望を的確に捉え、効果的な事業を計画し、学習・交流活動・発表の機会を提供。心

豊かで生き生きとしたまちづくりを図る。 

（内容） 

 ・公民館講座、教室事業（983 千円） 

  公民館講座  18 講座 

   公民館教室   8 教室 

・利用団体の支援 

・指導者の育成 

 ・公民館まつり事業 

   ２月の第四金曜日から日曜日まで、３日間開催 

 

○分館運営に要する経費（10050505） 11,896 千円（11,483 千円） 予算書 P156 

〈その他：127 千円 一財：11,769 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

・使用料：行政財産使用料          72,000 円 

  ・使用料：神大実分館使用料         2,000 円 

・諸収入：電子コピー複写サービス料 5,000 円 

  ・諸収入：電気売払収入            48,000 円 

 



（目的及び期待する効果） 

  幅広く市民が参加できる、ふれあいの場を提供するために、神大実分館の管理、整備などを

行う。 

（内容） 

・分館の整備と利用の促進 

・報酬      6,374 千円（うち神大実分館主事 3,132 千円） 

・需用費      2,188 千円 

  消耗品費 214 千円、燃料費 605 千円、食糧費 7 千円、印刷製本費 7 千円、 

光熱水費 955 千円、修繕料 400 千円 

・役務費        404 千円 

   通信運搬費 207 千円、手数料 8 千円、保険料 189 千円 

 ・委託料     2,843 千円                      （単位：円） 

委  託  名 委託料 内   容 

分館施設管理業務委託料 1,973,000 神大実分館窓口業務および施設管理 

自動ドア保守点検委託料 65,000 年２回 

分館清掃業務委託料 422,000 神大実分館定期清掃・窓ガラス清掃等 

分館警備業務委託料 312,000 神大実分館警備委託 

除草庭木管理委託料 38,000 神大実分館庭木等管理 

複写機保守点検委託料 33,000 神大実分館複写機保守点検 

・使用料及び賃借料 87 千円 

 

○分館活動に要する経費（10050506） 3,235 千円（3,232 千円） 予算書 P157 

〈一財：3,235 千円〉 

（目的及び期待する効果） 

  市民の多様化する学習意欲に対応した各種の公民館分館講座を開設する。また、地域づくり

のために分館活動の助成などを行う。 

（内容） 

・神大実分館講座事業（1,001 千円） 

  神大実分館講座  16 講座 

   神大実分館教室  19 教室 

・公民館分館講座の充実 

・指導者の育成 

・分館活動の助成 2,210 千円（13分館） 

 

○コミュニティセンター運営に要する経費（10050601） 6,367 千円（5,244 千円） 予算書 P157 

〈その他：180 千円 一財：6,187 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

  ・使用料：行政財産使用料  120,000 円 

・諸収入：電気使用料受入金  60,000 円 

（目的及び期待する効果） 

文化、体育の普及振興及び市民の福祉の増進を図り、活力のある人間性豊かなまちづくりに

寄与するため、既存施設の積極的な活用を図るとともに、施設整備の充実を図る。 

（内容） 

・各コミュニティセンター施設の整備と利用の促進。 

・地域づくりのためのコミュニティセンター活動を支援する。 

 ・需用費     3,763 千円 



   消耗品費 90千円、燃料費 142 千円、光熱水費 1,931 千円、修繕料 1,600 千円 

 ・役務費      243 千円 

   通信運搬費 217 千円、手数料 26千円 

・委託料     1,248 千円                       （単位：円） 

委  託  名 委 託 料 内  容 

昇降機設備保守点検委託料 690,000 昇降機設備保守点検 

清掃業務委託料 276,000 各コミセン清掃業務委託料 

自動ドア保守点検委託料 33,000 莚打コミセン自動ドア保守点検 

除草庭木管理委託料 249,000 各コミセン除草・植木剪定作業 

 ・使用料及び賃借料 1,113 千円 

 

○逆井城跡公園管理に要する経費（10050701） 15,165 千円（8,043 千円） 予算書 P157 

〈一財：15,165 千円〉 

（目的及び期待する効果） 

  市民の憩いの場である城跡公園の環境美化を図り、利用者が快適で安全に利用できるよう維

持管理をする。 

（内容） 

・需用費 2,025 千円 

消耗品費 69 千円、燃料費 43千円、光熱水費 540 千円、修繕料 1,373 千円 

 ・役務費  210 千円 

   通信運搬費 48 千円、手数料 162 千円 

 ・委託料 5,122 千円                             （単位：円） 

委 託 名 委 託 料 内  容 

施設管理業務 4,531,000 除草作業、樹木管理、トイレ清掃、

開閉業務・公園内外の巡回警備等 

警備業務 221,000 12 月×18,360 円 

樹木伐採 200,000 樹木伐採 

トラクター保守点検 

 

72,000 

 

点検・オイル・フィルターベルト交

換 

遊具点検委託 98,000 砂崎児童公園遊具点検 

・工事請負費 7,662 千円 

・原材料費    146 千円 

 

［教育委員会 国体・五輪・スポーツ振興課 所管］ 

○学校体育振興に要する経費（10060301） 14,266 千円（14,304 千円） 予算書 P168 

〈一財：14,266 千円〉 

（目的及び期待する効果） 

  小中学生の競技力向上と競技人口の増大、生涯スポーツへの動機付けを行う。 

（内容） 

 ・小中学校体育連盟への活動補助 

 ・関東大会以上の大会への参加補助 

 ・市内中学校、高等学校部活動の強化支援 

 

○社会体育振興に要する経費（10060302） 22,935 千円（38,257 千円） 予算書 P169 

〈その他：11,558 千円 一財：11,377 千円〉 



＊特定財源積算根拠 

 ・繰入金：地域振興基金繰入金            4,700,000 円 

・諸収入：スポーツ振興くじ（toto）助成金      6,858,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  市民の健康増進・維持に役立つ誰もが手軽に始められるスポーツ教室や日頃の練習成果を発

揮するスポーツ大会を開催し、生涯にわたって健康で充実した生活を送れるようにする。 

（内容） 

 ・スポーツ推進委員、生涯スポーツ推進員の設置 

 ・スポーツ教室（ヨガ、親子体操、エアロビ、ボディメイキング、ゴルフ、健康体操、少年少

女スキー・スノーボード、少年野球等）の開催 

 ・ナイター天国、将門ハーフマラソン、猿島地域体育祭、その他各種スポーツ大会の開催 

 ・市民健康体操の普及 

 ・体育協会、スポーツ少年団への活動補助 

 

○国民体育大会に要する経費（10060303） 23,333 千円（新規事業） 予算書 P170 

〈国・県：5,297 千円 一財：18,036 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

  ・県補：国民体育大会リハーサル大会運営費補助金   5,297,000 円 

（目的及び期待する効果） 

第７４回国民体育大会の開催に向けて、市民一人ひとりが国体の開催を誇りに思い、市民総

参加の下、記憶に残る大会となるよう準備を進めるとともに、国体を契機とした市民協働の推

進・スポーツ活動の普及推進を図る。 

（内容） 

・坂東市・守谷市・常総市合同の国体実行委員会による開催準備事業 

・国体先催地視察事業 

 ・第７４回国民体育大会及び競技別リハーサル大会に向けた市民協働推進事業 

 （児童・生徒による競技会観戦、おもてなし料理のふるまい、スポーツ・レクレーション教室

等の開催） 

 

○屋内体育施設運営に要する経費（10060401） 34,100 千円（22,280 千円） 予算書 P171 

〈国・県：1,350 千円 その他：5,041 千円 一財：27,709 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

 ・国補：社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業）1,350,000 円 

 ・使用料：行政財産使用料                             34,000 円 

  ・使用料：体育館使用料                               2,976,000 円 

  ・使用料：武道館使用料                                 152,000 円 

・諸収入：国民体育大会準備事業負担金                677,000 円 

  ・諸収入：スポーツ振興くじ（toto）助成金             1,202,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  雨天時でも使用できる屋内体育施設を安全に気持ちよく使用できるよう整備し、市民の体力

維持増進に役立てる。 

（内容） 

 ・各施設（総合体育館、猿島体育館、猿島武道館）の維持管理 

 ・夜間及び休日における管理委託 

 

 



○屋外体育施設運営に要する経費（10060402） 29,378 千円（22,887 千円） 予算書 P171 

〈その他：4,617 千円 一財：24,761 千円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

  ・使用料：行政財産使用料               240,000 円 

・使用料：野球場使用料                 628,000 円 

  ・使用料：テニスコート使用料             2,501,000 円 

  ・使用料：運動公園使用料                 105,000 円 

  ・使用料：緑のスポーツ広場使用料            700,000 円 

  ・使用料：グラウンドゴルフ場使用料           443,000 円 

（目的及び期待する効果） 

屋外体育施設を安全に気持ちよく使用できるよう整備し、市民の体力維持増進に役立てる。 

（内容） 

 ・各施設（岩井球場、宝堀球場、馬立球場、猿島球場、沓掛球場、生子運動公園、内野山運動

公園、岩井テニスコート、生子テニスコート、緑のスポーツ広場、グラウンドゴルフ場）の

維持管理 

 

［教育委員会 指導課 所管］ 

○教育指導充実に要する経費（10010302） 31,898 千円（46,157 千円） 予算書 P134 

 [教育委員会 学校教育課 所管 11,173 千円含む] 

〈国・県：3,305 千円 その他：1,500 千円 一財：27,093 千円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

・県補：原子力・エネルギー教育支援事業補助金       2,000,000 円 

・県補：理科教育設備整備費等補助金             519,000 円 

  ・県委：学びの広場サポートプラン事業委託金         786,000 円 

・繰入金：地域振興基金繰入金               1,500,000 円 

（目的及び期待する効果） 

小中学校の児童生徒の教育の充実に資するとともに、多様化する指導環境に対応することを

目的とする。 

（内容） 

  主な事業経費により、理科支援員、サポーター等の謝金、並びに生徒指導や教科指導の充実

を図る。 

   ・学力向上事業 

   （事業内容） 

    ・中学生の学力向上のために、中学 1･2 年生を対象に 4 月に総合学力調査・意識調査、

中学 1年生でサマースクールを実施し、生徒の学力向上を図る。 

    ・総合学力調査・意識調査の結果をもとに教職員を対象とした学力向上研修会を実施す

る。 

・魅力ある学校づくり推進事業 

 （事業内容） 

・学校でのあらゆる教育活動を通して、「居場所づくり」と「絆づくり」に取り組むこと

によって、全ての児童生徒が「学校が楽しい」「みんなで何かをするのは楽しい」「授業

に主体的に取り組んでいる」「授業がよく分かる」と思えるような魅力ある学校づくりを

推進する。 

・義務教育９年間の連続性を大切にする観点から、各学校及び中学校区での取組を基盤

とする。 



・本事業の取組に関する確認を行ったり、各学校及び中学校区の取組を共有したりする

ために、教職員を対象とする合同研修会を実施する。 

・「絆づくり」の素地を養うために、学校ごとに外部講師を招聘し児童生徒を対象とした

研修を実施する。 

 

○外国語指導助手配置に要する経費（10010306） 46,721 千円（46,721 千円） 予算書 P136 

〈一財：46,721 千円〉 

（目的及び期待する効果） 

  小中学校の児童生徒の外国語活動や英語教育に際し、英語を母国語とする外国人が授業に参

加することにより外国語活動や英語教育の充実を図ることを目的とする。また、小学校にて特

別な教育課程を編成し、外国語指導助手を活用することで、児童の英語活動に対する興味、関

心を高め、国際社会への関心が広がる。これにより、実用英語技能検定試験へ挑戦する児童、

コミュニケーション力にあふれ対人関係が広がる児童が育成できる。 

（内容） 

 ・小学校 13校を 8 ブロックに分け 8 人を配置し、全学年全学級、学級担任と外国語指導助手が

授業を行えるようにする。また、学級担任と外国語指導助手との授業について助言指導する「指

導的な立場」の外国語指導助手を１人配置し、各小学校を巡回し、授業の支援や教員対象の研

修会を実施する。授業時数については、下記のとおりである。 

〔 低学年年間 34時間、中学年年間 35時間、高学年年間 70時間 〕 

 ・中学校 4 校に 4 人を配置し、英語担当者との授業だけでなく、英語インタラクティブフォー

ラム、スピーチコンテスト等でも活用し、英語教育の充実を図る。 

 

○学校図書館支援センター推進事業に要する経費（10010307） 4,218 千円（4,218 千円） 

予算書 P136 

〈一財:4,218 千円〉 

（目的及び期待する効果） 

  小中学校の学校図書館の読書センター及び学習情報センターとしての機能の充実を通して、

児童生徒の豊かな心を育み確かな学力を培う読書力の向上を図ることを目的とする。 

（内容） 

小学校 13校、中学校 4校に協力員を配置するとともに、支援スタッフ（1名）による指導助

言により、学校図書館の機能の充実を図る。 

 

○ＴＴ特別配置事業に要する経費（10010309） 13,552 千円（18,169 千円） 予算書 P137 

〈一財：13,552 千円〉 

（目的及び期待する効果） 

   県及び国の加配措置のない小中学校、複式学級のある学校に対して、ＴＴ非常勤講師を派遣

することで、個に応じた学習指導の充実を図る。 

（内容） 

   個に応じた学習指導の充実を図るために、担任とＴＴ非常勤講師が協力してきめ細かい指導

を行い、学力向上を図る。 

・県及び国の加配措置のない小中学校     4 校 ×1人＝4 人 

・複式学級のある学校                    2 学級×1 人＝2人 

 

 

 



［教育委員会 市民音楽ホール 所管］ 

○市民音楽ホール運営に要する経費（10050901） 144,730 千円（97,089 千円） 予算書 P160 

〈その他：19,570 千円 一財：125,160 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

 ・使用料：音楽ホール使用料                         5,966,000 円 

・繰入金：地域振興基金繰入金           13,600,000 円 

・諸収入：電子コピー複写サービス料                     4,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  本市における芸術・文化活動の拠点として、施設内外の環境を整え、来館者に安全と快適さ

を提供するために管理、整備などを行う。また、文化芸術事業等を実施し、市民の文化意識の

向上、振興を図り、豊かな市民文化の創造に寄与する。 

（内容） 

需用費 18,473 千円 

消耗品費 700 千円   燃料費 1,560 千円   食糧費 10千円  印刷製本費 31 千円 

光熱水費 12,032 千円  修繕料 4,140 千円        

委託料 25,997 千円                            (単位：円) 

委 託 名 委 託 料 内    容 

清掃業務 7,832,000 日常清掃及び定期清掃 

施設設備管理業務 7,280,000 施設設備管理、法定管理 

市公共施設管理公社委託業務 1,651,000 芝･樹木の管理(年間 市管理公社委託) 

舞台保守管理業務 4,299,000 吊物（年４回）音響（年２回）照明(年 1回) 

自動ドア･エレベーター 

保守管理業務 

944,000 自動ドア(年 4回）エレベーター（年 12回） 

ピアノ保守管理業務 463,000 ピアノ 5 台（年 1 回） 

施設広報作成業務 1,503,000 「森からの手紙」年４回 全戸配付 

施設監視カメラ保守管理業務 275,000 監視カメラ・モニター機器（年 2 回） 

雑草除去管理業務 432,000 除草・古木伐採 対象延面積 14,700 ㎡ 

舞台臨時技術者派遣委託業務 121,000 舞台技術者が不足する場合 

樹木管理業務 49,000 文化ホール駐車場枝垂桜管理 

屋内消火栓ホース耐圧試験委託

業務 

134,000 

 

3 年に 1 回の実施 

施設管理システム保守点検業務 43,000 システム保守点検業務(毎月) 

複写機保守点検業務 31,000 コピー機の保守(毎月) 

特殊建築物定期報告調査委託業

務 

940,000 2 年に 1 回の実施 

工事請負費 81,000 千円 

 舞台音響設備改修工事 81,000 千円 

 備品購入費 1,148 千円 

  施設用備品購入 48 千円     公用車購入 1,100 千円 

負担金補助及び交付金 13,654 千円 

公立文化施設協議会負担金 43 千円  事務研修負担金 11 千円   

文化振興事業団補助金 13,600 千円 

 

 



［教育委員会 図書館 所管］ 

○岩井図書館運営に要する経費（10050802） 10,554 千円（11,459 千円） 予算書 P158 

〈その他：32千円 一財：10,522 千円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

  ・諸収入：電子コピー複写サービス料      14,000 円 

・諸収入：図書館利用カード再発行手数料    18,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  市民の多種多様な学習活動や知的要求、文化的要望に応えるため、様々な催し物の開催やレ 

ファレンスサービスの充実に努め、自由で公平な資料提供を中心とする図書館活動により、教 

育・文化の振興を図る。 

（内容） 

 図書館電算システムを活用し、図書館資料の相互利用やインターネットによる蔵書検索サー

ビスなどを行うほか、各種催し物を通じて図書館利用の促進を図る。 

  ・読み聞かせ講習会                                   30,000 円 

  ・人形劇                                             50,000 円 

  ・ブックスタート(岩井・猿島合同)              636,012 円 

・電算システム保守、図書マーク作成等委託料    2,468,000 円 

・複写機、電算機器（猿島分含）、印刷機等使用料   4,154,000 円 

   

○岩井図書館資料に要する経費（10050803） 7,084 千円（7,084 千円） 予算書 P159 

〈一財：7,084 千円〉 

（目的及び期待する効果） 

  利用者からの多種多様な生涯学習や文化的要望に応え、かつ学校教育を援助できるように、

社会の動向や個々のニーズに即した図書資料や視聴覚資料などを購入する。 

（内容）   

図書館資料 購 入 予 定 点 数 

図 書 資 料 一般図書 1,500 冊、児童図書 1,600 冊            合計 3,100 冊 

視聴覚資料 ＣＤ 60 点、ＤＶＤ  60 点                 合計   120 点 

そ の 他 雑誌 63 タイトル  新聞 9 紙  

 

○猿島図書館運営に要する経費（10050804） 1,503 千円（3,219 千円） 予算書 P160 

〈その他：404 千円 一財：1,099 千円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

  ・繰入金：地域振興基金繰入金        400,000 円 

・諸収入：図書館利用カード再発行手数料       4,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  図書館資料の提供のほか、お話し会や映画会、コンサートの開催など図書館サービスの充実

に努め、読書活動及び図書館利用の促進を図る。 

（内容） 

  ・コンサート、講習会                         130,000 円 

  ・図書マーク作成、映画上映等委託料           692,000 円 

 

○猿島図書館資料に要する経費（10050805） 5,997 千円（5,997 千円） 予算書 P160 

〈一財：5,997 千円〉 

 



（目的及び期待する効果） 

  利用者からの多種多様な生涯学習や文化的要望に応え、かつ学校教育を援助できるように、

社会の動向や個々のニーズに即した図書資料や視聴覚資料などを購入する。 

（内容） 

図書館資料 購 入 予 定 点 数 

図 書 資 料 一般図書 1,300 冊、児童図書 1,100 冊        合計 2,400 冊 

視聴覚資料 ＣＤ 40 点、ＤＶＤ  40 点             合計    80 点 

そ の 他 雑誌  84 タイトル   新聞  10 紙 

 

［教育委員会 資料館 所管］ 

○坂東郷土館ミューズ管理に要する経費（10051001） 18,852 千円（17,080 千円） 予算書 P162 

〈その他：141 千円 一財：18,711 千円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

・使用料：行政財産使用料                97,000 円 

・使用料：郷土館使用料         30,000 円 

・諸収入：公衆電話使用料         6,000 円 

・諸収入：電子コピー複写サービス料     8,000 円 

（目的及び期待する効果） 

施設の維持管理を適切に行うことによって、利用者に対し安全で快適な環境を提供し、より

一層の利用促進を図る。 

（内容）  

坂東郷土館ミューズ(資料館・猿島図書館)の維持管理 

・燃料費                       1,974,000 円 

・光熱水費                        6,477,000 円 

・修繕料                   3,450,000 円 

・委託料              5,497,000 円 

     清掃業務 樹木等管理 特定建築物環境衛生管理 空調等自動制御装置保守点検 

     自動ドア保守点検 エレベーター保守点検 複写機保守点検 池ろ過装置保守点検 

     天体望遠鏡保守点検 天体観測ドーム清掃 

・使用料及び賃借料             930,000 円 

    防犯カメラシステム 印刷機 電話機 マット・モップ等 

 

○資料館運営に要する経費（10051002） 8,537 千円（10,190 千円） 予算書 P163 

〈一財：8,537 千円〉 

（目的及び期待する効果） 

郷土の歴史や文化、先人の足跡を紹介するとともに、優れた芸術作品の展示公開などを通 

して市民の郷土愛と文化意識の向上を図る。 

（内容） 

◇企画展、所蔵美術品展、天体講座、太陽観望会の開催 

◇所蔵資料の保存活用 

・報償費（講師等謝礼、展示資料借用謝礼等）   426,000 円 

・需用費（展示用消耗品、写真プリント等）    575,000 円 

・役務費（案内メール便、動産保険等）      551,000 円 

・委託料（展示パネル等製作、ポスター・チラシ・図録作成、展示資料搬送等）2,724,000 円 

 


