
［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） 26,347 千円（33,046 千円） 予算書 P131 

〈その他：1,788 千円 一財：24,559 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

・負担金：通学バス保護者負担金   1,392,000 円 

・負担金：通園バス保護者負担金    396,000 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・神大実小学校・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） 12,184 千円（12,248 千円） 予算書 P132 

〈一財：12,184 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） 35,302 千円（31,898 千円） 予算書 P132 

 [教育委員会 指導課 所管 27,561 千円含む] 

〈国・県：3,500 千円 その他：1,500 千円 一財：30,302 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 

・県委：オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金 150,000 円 

・県委：学校体育研究推進校事業委託金           45,000 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    1,860 千円 

・チューター派遣事業謝金                        1,350 千円 

・市教育検定補助金               2,531 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） 176,395 千円（157,107 千円） 予算書 P136 

〈その他：1,129 千円 一財：175,266 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 1,129,000 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 75,844 千円 

② 各学校の電気、水道、電話代及び消耗品費   66,467 千円 

③ 複写機等使用料及び賃借料           2,437 千円 

④ 教材備品の購入                5,356 千円 

⑤ 日本スポーツ振興センター、介助補助員負担金  2,562 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 
899 

11 需用費 
18,121 

 

 
01 通信運搬費 144 

 
01 消耗品費 11,299 03 手数料 755 

02 燃料費 4,852 
13 委託料 

4,448 

03 食糧費 225 
16 原材料費 

 
255 

04 印刷製本費 445 
 

 

06 修繕料 1,300 合  計  23,729 千円  

 

○小学校教育振興に要する経費（10020201） 5,850 千円（6,796 千円） 予算書 P137 

〈国・県：450 千円 一財：5,400 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      1,611 千円 

② 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 
 234 

18 備品購入費 
450 

11 需用費 
 3,555 

 
 

 
01 消耗品費 3,100 

 
 

06 修繕料 455 合  計 4,239 千円  

 

○要保護・準要保護児童就学援助事業に要する経費（10020202） 16,970 千円（12,361 千円） 

予算書 P137 

〈国・県：34千円 一財：16,936 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      34,000 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 259 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。 

 

○小学校施設管理に要する経費（10020301） 86,925 千円（76,944 千円） 予算書 P138 

〈一財：86,925 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等消耗品費      4,322 千円 

・水質検査、浄化槽検査等手数料              1,407 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 

学校施設長寿命化計画策定委託等             29,244 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                        230 千円 

 

○小学校施設整備に要する経費（10020302） 79,036 千円（789,384 千円） 予算書 P138 

〈一財：79,036 千円〉 

（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                         25,800 千円 

各学校の工事請負費                    52,788 千円 

各学校の備品購入費                     448 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 

・各小学校受水槽修繕  

主な工事 

・岩井第二・内野山小学校非常階段改修工事 

・弓馬田小学校校庭改修工事 

・内野山小学校校舎ベランダ手摺改修工事 

 

○中学校管理運営に要する経費（10030102） 63,967 千円（54,532 千円） 予算書 P139 

〈その他：555 千円 一財：63,412 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  555,000 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   8,518 千円 

② 各学校の電気、水道、電話代及び消耗品費等   38,258 千円 

③ 複写機等使用料及び賃借料             737 千円 

④ 教材備品の購入                 2,565 千円 

⑤ 日本スポーツ振興センター負担金         1,286 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。 

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 
9,936  01 通信運搬費 122 

 
01 消耗品費 6,171 03 手数料 276 

02 燃料費 1,920 
13 委託料 

1,984 

03 食糧費 108 
16 原材料費 

285 

04 印刷製本費 457 
 

 

06 修繕料 1,280 合  計 12,603 千円  

 

○中学校教育振興に要する経費（10030201） 4,560 千円（5,396 千円）  予算書 P140 

〈国・県：300 千円 一財：4,260 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                              600 千円 

② 音楽教育交流事業補助金                  1,000 千円 

③ バス借上料・トラック借上料                 789 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 
  50 

12 役務費 

 01 通信運搬費 
10 

11 需用費 

 
1,725 

18 備品購入費 
386 

 
01 消耗品費 1,325   

 
06 修繕料 400 合  計 2,171 千円  

 

○要保護・準要保護生徒就学援助事業に要する経費（10030202） 23,620 千円（20,618 千円） 

予算書 P141 

〈国・県：379 千円 一財：23,241 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     251,000 円 

・県補：被災児童生徒就学支援等事業補助金  128,000 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 192 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） 29,457 千円（26,399 千円） 予算書 P141 

〈一財：29,457 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等消耗品費            1,457 千円 

・簡易専用水道管理検査、浄化槽検査等手数料          635 千円 

・修繕料、電気保安業務、警備、電算機器保守点検委託   

学校施設長寿命化計画策定委託等             11,415 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                         174 千円 

 

○中学校施設整備に要する経費（10030302） 59,150 千円（418,678 千円） 予算書 P142 

〈一財：59,150 千円〉 

（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                       9,500 千円 

各学校の工事請負費                    49,650 千円 

主な修繕 

・各中学校消防設備修繕 

・各中学校受水槽修繕 

・各中学校プールろ過装置修繕 

主な工事 

・猿島中学校校舎屋上防水工事 

・猿島中学校サッシ改修工事（第２期工事） 

 

○幼稚園管理運営に要する経費（10040102） 13,371 千円（10,683 千円） 予算書 P142 

〈その他：4,080 千円 一財：9,291 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   12,000 円 

・負担金：預かり保育保護者負担金        1,030,000 円 

  ・使用料：幼稚園保育料                         1,454,000 円 

  ・諸収入：幼稚園給食費保護者納付金       1,584,000 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   7,455 千円 

② 各幼稚園の電気、水道、電話代及び消耗品費等   1,752 千円 

③ 賄材料費                      407 千円 

④ 給食サービス委託料               2,710 千円 

⑤ 保菌検査委託料                   8 千円 

⑥ 複写機等使用料及び賃借料               163 千円 

⑦ 日本スポーツ振興センター負担金、保育研修負担金   20 千円 

⑧ 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 
70 

12 役務費 
24 

11 需用費 
504  01 通信運搬費 2 

 
01 消耗品費 284 03 手数料 22 



02 燃料費 151 
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 13 
16 原材料費 

10 

06 修繕料 50 
19 負担金補助 

  及び交付金 
56 

合   計 856 千円 

 

○幼稚園就園奨励に要する経費（10040201） 22,072 千円（22,115 千円） 予算書 P144 

[総務部 総務課 所管 44 千円含む] 

〈国・県：4,846 千円 一財：17,226 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

・国補：幼稚園就園奨励費補助金  4,846,000 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× 3 名 

〃（ひとり親世帯） 308,000 円×  4 名 308,000 円×  2 名  

課税額 77,100 円以下 187,200 円×  9 名 247,000 円× 10 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 62,200 円× 48 名 185,000 円× 29 名 308,000 円× 5 名 

〃（上記以外）  154,000 円× 17 名 308,000 円× 1 名 

 

○幼稚園施設管理に要する経費（10040301） 2,575 千円（2,082 千円） 予算書 P144 

〈一財：2,575 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） 

・水質検査、浄化槽検査手数料                  18 千円 

・警備業務、清掃業務、幼稚園施設長寿命化計画策定委託等  2,138 千円 

・園地借上料                         419 千円 

 

○幼稚園施設整備に要する経費（10040302） 825 千円（10,372 千円） 予算書 P144 

〈一財：825 千円〉 

（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                     185 千円 

・備品購入費                   640 千円 

  主な備品購入品目 

  ・猿島幼稚園園児用机購入 

 

○学校保健に要する経費（10060101） 11,971 千円（12,409 千円） 予算書 P162 

〈一財：11,971 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  2,000 千円 

学校保健会報償費・需用費                 602 千円 

オージオメータ検査料等                  988 千円 

学校災害賠償補償保険料                  296 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   7,400 千円 

保健室用備品購入                     555 千円 

県学校保健会負担金等                   130 千円 

 

○岩井給食センター運営に要する経費（10060202） 241,827 千円（245,149 千円） 予算書 P163 

〈その他：139,778 千円 一財：102,049 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

 ・諸収入：給食費保護者納付金      138,903,000 円 

・諸収入：給食費保護者納付金過年度分    840,000 円 

・諸収入：電気使用料受入金          35,000 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、経年劣化する厨房機器、施設の維持補修を計画的に進めながら、より一層の衛生管理に

努め安全を確保する。  

（内容） 

  年間給食実施日    195 日 

年間給食数及び人員  小学校    391,950 食  2,010 人 

                        中学校       198,510 食  1,018 人 

                        職員等    74,295 食   381 人 

 合 計    664,755 食  3,409 人 

  トイレ改修工事         4,040 千円 

 

○猿島給食センター運営に要する経費（10060203） 114,159 千円（126,511 千円） 予算書 P164 

〈その他：48,022 千円 一財：66,137 千円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

  ・諸収入：給食費保護者納付金         47,942,000 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、経年劣化する厨房機器、施設の維持補修を計画的に進めながら、より一層の衛生管理に

努め安全を確保する。  

（内容） 

  年間給食実施日    195 日 

  年間給食数及び人員  小学校   131,430 食   674 人 

             中学校    70,590 食   362 人 

             職員等    28,080 食   144 人  

合 計   230,100 食  1,180 人 

調理業務委託料          28,320 千円 

   

［教育委員会 生涯学習課 所管］ 

○社会教育推進に要する経費（10050102） 2,938 千円（3,336 千円） 予算書 P145 

〈一財：2,938 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カレッジの運営）  

 ・作品展の開催 

 ・花いっぱい花壇コンクール 

 ・成人フェスティバルの運営支援 

 ・家庭教育学級の支援 

 ・人権教育研修会の開催 

 ・社会教育団体補助金 

 ・中学生ボランティア活動の推進 

 ・海外派遣事業助成金 

 

○伝統芸能育成に要する経費（10050103） 568 千円（589 千円） 予算書 P146 

〈一財：568 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。 

・能楽教室 

  基本的な謡、所作を学ぶ。５～２月まで開講。毎月第２・第４火曜日・木曜日に実施。 

・能楽鑑賞教室 

  能楽公演を鑑賞し、能楽についての理解を深め興味関心を持ってもらう。 

・能楽ワークショップ 

  年１回実施。プロの能楽師を招き、狂言・能の成り立ちを学ぶほか、実際に道具に触れ

て体験を行う。能子ども教室生徒による発表あり。 

参加対象者：市内在住・在学・在勤者（年齢は問わない） 

 



○訪問型家庭教育支援事業に要する経費（10050105） 982 千円（1,400 千円） 予算書 P146 

〈国・県：654 千円 一財：328 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

  ・県補：地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 654,000 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、訪問型支援による、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・協力の推進を図る。 

・地域人材を活用した「家庭教育支援チーム」による訪問型の家庭教育支援に取り組む。 

 

○青少年センターに要する経費（10050202） 3,514 千円（3,572 千円） 予算書 P147 

〈その他：20千円 一財：3,494 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 20,000 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） 14,501 千円（15,000 千円） 予算書 P148 

〈国・県：4,008 千円 その他：1,920 千円 一財：8,573 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     3,517,000 円 

・県補：地域の教育支援体制等構築事業費補助金   491,000 円 

  ・負担金：放課後子ども教室保護者負担金     1,920,000 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） 

・坂東宿題塾 

  放課後等に、毎日の宿題や自主学習を指導員の支援により行い、基礎学力の向上を図りな

がら、学習面以外にも、様々な文化活動や趣味の活動、レクリエーション等を実施する。 

・キッズクラブ（七郷小・七重小・逆井山小・沓掛小） 

  放課後に、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） 815 千円（774 千円） 予算書 P149 

〈一財：815 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） 1,023 千円（948 千円） 予算書 P149 

〈その他：300 千円 一財：723 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） 5,304 千円（1,271 千円） 予算書 P150 

〈一財：5,304 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 

 ・指定有形文化財補助金 

市指定文化財 延命寺山門 修繕補助 

 ・指定無形民俗文化財補助金（5団体） 

 

○埋蔵文化財調査に要する経費（10050302） 1,518 千円（1,254 千円） 予算書 P150 

〈一財：1,518 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 

  ・市道改良工事に伴う試掘調査（市道長須 277 号線） 

 

○小中学生英語研修に要する経費（10050401） 3,453 千円（3,636 千円） 予算書 P151 

〈その他：3,453 千円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

  ・繰入金：国際交流基金繰入金   2,853,000 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） 

 ・日程：8 月上旬 3泊 4 日 

・対象者：小学 6 年～中学 3 年 40 名 

・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） 551,823 千円（29,890 千円） 予算書 P151 

〈国・県：71,100 千円 地方債：253,700 千円 その他：1,443 千円 一財：225,580 千円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

  ・国補：社会資本整備総合交付金（地域生活基盤施設事業） 71,100,000 円 

・地方債：都市再生整備事業債              253,700,000 円 

・使用料：行政財産使用料                  1,315,000 円 

  ・使用料：公民館使用料                      96,000 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     11,735 千円 

  消耗品費 398 千円 燃料費 1,368 千円 食糧費 7千円 光熱水費 9,682 千円 

修繕料  280 千円 

・役務費        478 千円 

   通信運搬費 203 千円 手数料 86 千円 保険料 189 千円 

・委託料     22,446 千円                      （単位：円） 

委  託  名 委託料 内   容 

 公民館清掃業務委託料 1,242,000 日常清掃、定期清掃年 1回、窓ガラ

ス、カーペット、換気扇 

 自動ドア保守点検委託料 66,000 年２回 

 放送設備保守点検委託料 202,000 年２回 

 花壇管理委託料 350,000 年２回 

岩井公民館大規模改修等工事監理

委託料 

11,000,000 岩井公民館大規模改修等工事（第二

期工事）監理業務 

市公共施設管理公社委託料 7,539,000 公共施設管理 

公民館管理委託料 2,047,000 岩井公民館施設管理 

・使用料及び賃借料 164 千円 

・工事請負費  517,000 千円 

  岩井公民館大規模改修等工事費 517,000 千円 

 

○岩井公民館活動に要する経費（10050502） 1,611 千円（1,738 千円） 予算書 P152 

〈一財：1,611 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（893 千円） 

  公民館講座  17 講座 

・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） 10,538 千円（10,270 千円） 予算書 P152 

〈その他：179 千円 一財：10,359 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） 

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、猿島公民館の管理、整備などを

行う。 

（内容） 

・賃金      1,591 千円 

・需用費     5,657 千円 

消耗品費  350 千円   燃料費    55 千円   食糧費   7 千円 

印刷製本費  39 千円   光熱水費 4,806 千円   修繕料  400 千円 

・役務費      22 千円 

・委託料     2,865 千円                       （単位：円） 

委 託 名 委 託 料 内 容 

複写機保守点検委託料 20,000 複写機保守点検委託料 

庭木等管理委託料 994,000 庭木等管理、駐車場樹木枝おろし 

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 1,719,000 1 人（昼間 70日 夜間 304 日） 

車いす用リフト保守点検委託料 99,000 年 1 回 

 ・使用料及び賃借料  403 千円  

 

○猿島公民館活動に要する経費（10050504） 1,318 千円（1,415 千円） 予算書 P153 

〈一財：1,318 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（939 千円） 

  公民館講座  18 講座 

   公民館教室   7 教室 

・利用団体の支援 

・指導者の育成 

 ・さしま公民館まつり事業 



   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） 11,870 千円（11,896 千円） 予算書 P153 

〈その他：126 千円 一財：11,744 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

・使用料：行政財産使用料          71,000 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      2,119 千円 

  消耗品費 204 千円  燃料費 665 千円 食糧費 4千円 印刷製本費 7 千円 

光熱水費 1,039 千円 修繕料 200 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     2,902 千円                      （単位：円） 

委  託  名 委託料 内   容 

分館施設管理業務委託料 2,047,000 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 66,000 年２回 

分館清掃業務委託料 426,000 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 314,000 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 11,000 神大実分館複写機保守点検 

・使用料及び賃借料 71 千円 

 

○分館活動に要する経費（10050506） 3,235 千円（3,235 千円） 予算書 P154 

〈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） 5,582 千円（6,367 千円） 予算書 P155 

〈その他：180 千円 一財：5,402 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     3,092 千円 

   消耗品費 90 千円 燃料費 137 千円 光熱水費 1,965 千円 修繕料 900 千円 

 ・役務費      242 千円 

   通信運搬費 216 千円 手数料 26 千円 

・委託料     1,135 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 696,000 昇降機設備保守点検 

清掃業務委託料 165,000 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 241,000 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） 9,526 千円（15,165 千円） 予算書 P155 

〈その他：72千円 一財：9,454 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

・諸収入：電気使用料受入金  72,000 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 893 千円 

消耗品費 66 千円 燃料費 52 千円 光熱水費 417 千円 修繕料 358 千円 

 ・役務費  70 千円 

   通信運搬費 37 千円 手数料 33 千円 

 ・委託料 5,629 千円                             （単位：円） 

委 託 名 委 託 料 内  容 

施設管理業務委託料 5,047,000 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 

警備業務委託料 223,000 6 月（4～9月） ×18,360 円 

6 月（10～3 月）×18,700 円 

樹木伐採委託料 200,000 樹木伐採 

トラクター保守点検委託料 

 

72,000 

 

点検・オイル・フィルター・ベルト

交換 

遊具点検委託料 87,000 砂崎児童公園遊具点検 

・工事請負費 2,808 千円（井楼矢倉補強工事） 



・原材料費   126 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） 13,249 千円（14,266 千円） 予算書 P165 

〈一財：13,249 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 

 ・市内中学校部活動の強化支援 

 

○社会体育振興に要する経費（10060302） 23,588 千円（22,935 千円） 予算書 P166 

〈その他：9,002 千円 一財：14,586 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

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

・諸収入：スポーツ振興くじ（toto）助成金      5,002,000 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 

 ・少年少女スキー・スノーボード、少年野球、その他各種スポーツ教室の開催 

 ・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 

 ・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） 47,589 千円（23,333 千円） 予算書 P167 

〈国・県：15,980 千円 一財：31,609 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

  ・県補：国民体育大会運営交付金     15,980,000 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事業を進めるとともに、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への大会運営負担 

 ・第７４回国民体育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

の開催等） 

 

○屋内体育施設運営に要する経費（10060401）  152,094 千円（34,100 千円） 予算書 P168 

〈国・県：4,373 千円 地方債：84,200 千円 その他：25,626 千円 一財：37,895 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）4,373,000 円 

 ・地方債：猿島体育館大規模改修事業債               84,200,000 円 



・使用料：行政財産使用料                             25,000 円 

  ・使用料：体育館使用料                               3,251,000 円 

  ・使用料：武道館使用料                                 156,000 円 

  ・諸収入：スポーツ振興くじ（toto）助成金             22,194,000 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） 

 ・猿島体育館の耐震補強及び改修工事  

・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） 30,930 千円（29,378 千円） 予算書 P168 

〈その他：4,907 千円 一財：26,023 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                 817,000 円 

  ・使用料：テニスコート使用料             2,136,000 円 

  ・使用料：運動公園使用料                 135,000 円 

  ・使用料：緑のスポーツ広場使用料            836,000 円 

  ・使用料：グラウンドゴルフ場使用料           743,000 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） 35,302 千円（31,898 千円） 予算書 P132 

 [教育委員会 学校教育課 所管 7,741 千円含む] 

〈国・県：3,500 千円 その他：1,500 千円 一財：30,302 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 

  ・県委：オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金   150,000 円 

  ・県委：学校体育研究推進校事業委託金            45,000 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） 

    ・ICT 支援員を市内全小学校に月 2 回派遣し、教師の ICT の活用を支援する。それによ

り2020年度より必修化されるプログラミング学習の授業支援や授業でのICTの効果的な

活用の支援を行い、子供たちの「主体的・対話的で深い学び」の実現や個に応じた指導

の充実等を図る。 

・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。 

 

○外国語指導助手配置に要する経費（10010306） 47,154 千円（46,721 千円） 予算書 P135 

〈一財：47,154 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 1.2 年生

において特別な教育課程を編成し、9 年間を通した外国語教育を行い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、国際社会への関心を広げる。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 20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 P135 

〈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） 15,506 千円（13,552 千円） 予算書 P135 

〈一財：15,506 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     6 校 ×1人＝6 人 

・複式学級のある学校                    1 学級×1 人＝1人   計 7 人配置 

 

［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） 199,129 千円（144,730 千円） 予算書 P158 

〈その他：119,084 千円 一財：80,045 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

 ・使用料：音楽ホール使用料                         6,080,000 円 

・繰入金：公共施設整備基金繰入金         100,000,000 円 

・繰入金：地域振興基金繰入金           13,000,000 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 17,724 千円 

消耗品費 700 千円   燃料費 2,491 千円   食糧費 7 千円  印刷製本費 31 千円 

光熱水費 13,177 千円  修繕料 1,318 千円        

委託料 27,222 千円                            (単位：円) 

委 託 名 委 託 料 内    容 

清掃業務 7,531,000 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 1,443,000 芝･樹木の管理(年間 市管理公社委託) 

舞台保守管理業務 4,356,000 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 

953,000 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 472,000 ピアノ 5 台（年 1 回） 

施設広報作成業務 1,286,000 「森からの手紙」年４回 全戸配付 

施設監視カメラシステム 

保守管理業務 

280,000 監視カメラ・モニター機器（年 2 回） 

雑草除去業務 440,000 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 

複写機保守点検業務 11,000 コピー機の保守 

舞台音響設備改修工事監理委託

業務 

3,000,000 舞台音響設備改修工事監理 



工事請負費 137,000 千円 

舞台音響設備改修工事 137,000 千円   

負担金補助及び交付金 13,050 千円 

公立文化施設協議会負担金 43 千円     事務研修負担金 7 千円   

文化振興事業団補助金 13,000 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） 12,505 千円（10,554 千円） 予算書 P156 

〈その他：28千円 一財：12,477 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      10,000 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。 

  ・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    1,802,000 円 

・電算機器（猿島分含）、印刷機等使用料       6,915,000 円 

   

○岩井図書館資料に要する経費（10050803） 7,099 千円（7,084 千円） 予算書 P157 

〈一財：7,099 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） 1,501 千円（1,503 千円） 予算書 P157 

〈その他：4 千円 一財：1,497 千円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

・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                         134,000 円 

  ・図書マーク作成、映画上映等委託料           698,000 円 



○猿島図書館資料に要する経費（10050805） 6,007 千円（5,997 千円） 予算書 P158 

〈一財：6,007 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） 23,898 千円（18,852 千円） 予算書 P160 

〈その他：129 千円 一財：23,769 千円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

・使用料：行政財産使用料                84,000 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     9,000 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                       2,210,000 円 

・光熱水費                        6,589,000 円 

・修繕料                     707,000 円 

・委託料              6,505,000 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 

     ＊特殊建築物定期報告調査委託料 1,100,000 円 

：3 年に 1回実施 前回平成 28 年度実施 次回 2022 年度      

・使用料及び賃借料            915,000 円 

    防犯カメラシステム マット・モップ等 

・工事請負費            6,480,000 円 

    空調設備改修工事費 

＊中央監視装置更新工事     6,480,000 円（新規事業） 

    

○資料館運営に要する経費（10051002） 7,788 千円（8,537 千円） 予算書 P160 

〈一財：7,788 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 

・報酬（資料館協議会委員、資料館企画専門員） 2,970,000 円 

・報償費（講師等謝礼、展示資料借用謝礼等）   418,000 円 

・需用費（展示用消耗品、写真プリント等）    556,000 円 

・役務費（案内メール便、動産保険等）      547,000 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）2,722,000 円 

 


