
 

 

第６８回 北海道公立小中学校事務研究大会 函館大会 

 

第２分科会【釧路支部】 

 

～ 別 冊 資 料 ～ 



　　釧路管内の学校配当予算一覧表　（市町村別で一部の学校を除く） 【 資 料 １ 】　①  

A小 B小 C小 D小 E小 F中 G中 H中

児童540名 児童147名 児童185名 児童25名 児童21名 生徒302名 生徒66 名 生徒 25名

教職員34名 教職員13名 教職員16名 教職員6名 教職員4名 教職員24名 教職員10名 教職員7名

7,451 11,864 11,346 41,120 44,809 9,897 27,424 41,840

賃金 賃金 給食調理員/環境整備作業員

消耗品費 4,024,000 1,744,000 2,099,000 1,028,000 941,000 2,989,000 1,810,000 1,046,000

燃料費 50,000 43,000 45,000 25,000 70,000 40,000 50,000 32,000

食糧費 1,000 2,000 1,000 2,000 3,000 0 3,000 2,000

印刷製本費 60,000 13,000 20,000 20,000 10,000 21,000 12,000 15,000

学校 修繕料 80,000 50,000 40,000 35,000 50,000 80,000 30,000 60,000

管理費 医薬材料費 45,000 28,000 15,000 10,000 16,000 80,000 25,000 15,000

光熱水費

通信運搬費 郵券 70,000 27,000 40,000 18,000 25,000 78,000 31,000 31,000

手数料 クリーニング 201,402 51,173 71,476 32,449 59,472 108,989 61,495 30,788

小学校費 使用料 コピー借上料

及び NHK受信料

中学校費 賃借料 重機借上料

原材料費 資材購入 112,000 180,000 275,000 101,000 95,000 86,000 16,000 16,000

備品購入費 器具購入費

報償費 報償金

消耗品費 各種テスト類、総合的な学習 220,430 56,630 72,980 20,280 10,850 113,940 40,140 10,050

教育 印刷製本費 総合的な学習

振興費 教育振興対策費

PC消耗品費

役務費 手数料 修学旅行費取扱手数料

使用料及び 使用料 施設見学料

賃借料 借上料 スキー学習リフト代

A小 B小 C小（C中併置） A中 B中 C中（C小併置） A小 B小

児童176名 児童105名 児童16名 生徒100名 生徒69名 生徒8名 児童88名 児童38名

教職員15名 教職員12名 教職員4名 教職員13名 教職員11名 教職員6名 教職員10名 教職員6名

10,352 13,933 32,375 14,290 17,971 55,250 30,863 36,131

賃金 賃金 給食調理員/環境整備作業員 8,496,000 2,183,000

消耗品費 1,822,000 1,463,000 518,000 1,429,000 1,240,000 442,000 2,716,000 1,373,000

燃料費 600,000 1,936,000

食糧費 10,000 5,000 7,000 10,000 10,000 0 10,000 10,000

印刷製本費 43,000 58,000 30,000 30,000 25,000 0 173,000 108,000

学校 修繕料 100,000 100,000 100,000 150,000 150,000 0 176,000 107,000

管理費 医薬材料費

光熱水費 657,000 473,000

通信運搬費 郵券 20,000 25,000 30,000 30,000 25,000 0 371,000 229,000

手数料 クリーニング 55,000 25,000 30,000 70,000 50,000 0 51,000 41,000

小学校費 使用料 コピー借上料

及び NHK受信料

中学校費 賃借料 重機借上料 20,000 20,000

原材料費 資材購入 20,000 30,000 20,000 20,000 45,000 0

備品購入費 器具購入費 453,000 198,000

報償費 報償金 20,000 30,000

消耗品費 各種テスト類、総合的な学習

教育 印刷製本費 総合的な学習

振興費 教育振興対策費 171,000 189,000

PC消耗品費

役務費 手数料 修学旅行費取扱手数料 3,000 2,000

使用料及び 使用料 施設見学料 5,000 3,000

賃借料 借上料 スキー学習リフト代 64,000

釧路町

児童・生徒一人あたりの消耗品費（学校管理費の消耗品費の金額で比較）

款 項 目 節 細節 備考

備考

白糠町 鶴居村

教育費

需要費

消耗品費

役務費

使用料

需要費

款 項 目 節 細節

児童・生徒一人あたりの消耗品費（学校管理費の消耗品費の金額で比較）

教育費

需要費

役務費

使用料

需要費

消耗品費

Keijiro
テキスト ボックス
－１－



　　釧路管内の学校配当予算一覧表　（市町村別で一部の学校を除く） 【 資 料 １ 】　②  

A小 B小（B中併置） C小 D小 E小 A中 B中（B小併置） C中 D中

児童103名 児童31名 児童29名 児童96名 児童20名 生徒61名 生徒19名 生徒32名 生徒64名

教職員9名 教職員4名 教職員4名 教職員10名 教職員5名 教職員9名 教職員7名 教職員10名 教職員9名

10,592 14,419 17,482 11,125 20,500 11,950 19,631 16,656 11,937

賃金 賃金 給食調理員/環境整備作業員 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

消耗品費 1,091,000 447,000 507,000 1,068,000 410,000 729,000 373,000 533,000 764,000

燃料費 595,000 3,010,000 680,000 1,105,000 860,000 3,612,000 1,548,000 1,700,000

食糧費

印刷製本費

学校 修繕料

管理費 医薬材料費

光熱水費

通信運搬費 郵券

小学校費 手数料 クリーニング

使用料 コピー借上料 223,000 151,000 151,000 219,000 140,000 151,000 151,000 151,000 151,000

中学校費 及び NHK受信料

賃借料 重機借上料

原材料費 資材購入

備品購入費 器具購入費

報償費 報償金

消耗品費 各種テスト類、総合的な学習

教育 印刷製本費 総合的な学習

振興費 教育振興対策費

PC消耗品費

役務費 手数料 修学旅行費取扱手数料

A小 B小 C小 D小（H中併置） E中 F中 G中 H中（D小併置）

児童141名 児童262名 児童24名 児童5名 生徒84名 生徒159名 生徒名13名 生徒3名

教職員15名 教職員22名 教職員7名 教職員3名 教職員13名 教職員14名 教職員7名 教職員3名

14,993 14,118 36,833 128,400 22,452 17,836 60,153 50,000

賃金 賃金 給食調理員/環境整備作業員

消耗品費 2,114,000 3,699,000 884,000 642,000 1,886,000 2,836,000 782,000 150,000

燃料費 42,000 560,000 463,000 1,448,000 19,000 3,432,000 23,000

食糧費

印刷製本費 35,000 38,000 33,000 14,000 33,000 34,000 32,000 13,000

学校 修繕料 46,000 64,000 28,000 20,000 64,000 70,000 62,000 4,000

管理費 医薬材料費 21,000 34,000 8,000 5,000 14,000 22,000 7,000 1,000

光熱水費 6,629,000 5,814,000 1,418,000 1,962,000 6,983,000 2,839,000 3,061,000

通信運搬費 郵券・電話料 186,000 321,000 169,000 181,000 155,000 232,000 178,000

手数料 クリーニング 20,000 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

小学校費 委託料

使用料 コピー借上料

中学校費 及び NHK受信料 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

賃借料 重機借上料

原材料費 資材購入 17,000 23,000 14,000 11,000 13,000 16,000 12,000 1,000

備品購入費 器具購入費

報償費 報償金

消耗品費 各種テスト類、総合的な学習

教育 印刷製本費 総合的な学習

振興費 教育振興対策費

PC消耗品費

役務費 手数料 修学旅行費取扱手数料

厚岸町

教育費

備考

児童・生徒一人あたりの消耗品費（学校管理費の消耗品費の金額で比較）

教育費

需要費

役務費

使用料

需要費

消耗品費

款 項 目 節 細節

需要費

浜中町

児童・生徒一人あたりの消耗品費（学校管理費の消耗品費の金額で比較）

需要費

役務費

使用料

備考

消耗品費

款 項 目 節 細節

Keijiro
テキスト ボックス
－２－



　釧路管内の学校配当予算一覧表　（市町村別で一部の学校を除く） 【 資 料 １ 】　③

弟子屈町

A小 B小 A中 A小 A中 B中

児童292名 児童23名 生徒152名 児童170名 生徒308名 生徒140名

教職員22名 教職員5名 教職員12名 教職員17名 教職員22名 教職員19名

6,606 20,608 11,164 9,959 10,126 16,350

賃金 賃金 給食調理員/環境整備作業員

消耗品費 1,929,000 474,000 1,697,000 1,693,000 3,119,000 2,289,000

燃料費 2,233,000 1,012,000 150,000

食糧費 24,000 14,000 6,000

印刷製本費 79,000 26,000 65,000 46,000 86,000 55,000

学校 修繕料 24,000 59,000 88,000 64,000 78,000 72,000

管理費 医薬材料費 17,000

光熱水費

通信運搬費 郵券 185,000 167,000 33,000 6,440 9,857 24,087

手数料 クリーニング 17,000 14,000 55,000 52,300 68,700 67,700

使用料 コピー借上料

及び NHK受信料

小学校費 賃借料 重機借上料

中学校費 原材料費 資材購入

備品購入費 器具購入費 39,000

報償費 報償金 113,000 47,000 55,000

消耗品費 各種テスト類、総合的な学習 130,000 28,000 580,000

印刷製本費 総合的な学習 54,000 4,000

教育 教育振興対策費 596,000 66,000

振興費 PC消耗品費 57,000 31,000

役務費 手数料 修学旅行費取扱手数料

使用料及び 使用料 施設見学料

賃借料 借上料 スキー学習リフト代

備品購入費 教育教材購入費 クラブ備品 156,000 49,000 55,000

クラブ助成金 642,000 118,000

環境整備助成金 110,000 110,000

標茶町 釧路市

負担金及び交付金

教育費

児童・生徒一人あたりの消耗品費（学校管理費の消耗品費の金額で比較）

需要費

役務費

使用料

需要費

消耗品費

款 項 目 節 細節 備考

Keijiro
テキスト ボックス
－３－



●学校配当予算外で措置されている予算一覧 【資料２】

※「○」は別予算で措置されるもの　　　※「配当」は学校配当予算での支出

節 細節 品　　名 釧路町 白糠町 鶴居村 厚岸町 浜中町 標茶町 弟子屈町 釧路市

教師用の教科書・指導書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道学校実務要覧等の追録類 ○ 配当 配当 配当 配当 配当 配当 配当

管内版教職員録 ○ ○ 配当 ○ 配当 ○ ○ 配当

北海道通信 ○ ○ 校長会 ○ 町研 校長会 校長会 ○

新聞 ○ ○ 配当 配当 配当 配当 配当 配当

児童用机・椅子用天板 ○ ○ 配当 ○ ○ ○ ○ ○

教室用カーテン ○ ○ 配当 ○ ○ ○ ○ 配当

ビニールハウス用替ビニール ○ 配当 配当 PTA PTA ○ PTA 配当

花壇用黒土・堆肥 ○ 配当 配当 配当 PTA ○ PTA 配当

新入学児童知能検査関係のもの ○ ○ 配当 配当 配当 ○ ○ 配当

通知票 ○ ○ 配当 ○ 配当 配当 配当 配当

出席簿 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

出勤簿 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

学校日誌 ○ ○ 配当 ○ ○ ○ ○ ○

児童健康診断票 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

灯油 ○ ○ 配当 配当 配当 配当 配当 ○

水道水検査用薬品 ○ ○ 配当 ○ ○ ○ ○ ○

除雪機点検整備料 ○ 配当 配当 ○ ○ ○ 配当 配当

電気料 ○ ○ ○ 配当 ○ ○ ○ ○

水道料 ○ ○ 配当 配当 ○ ○ ○ ○

下水道料 ○ ○ 配当 配当 ○ ○ ○ ○

LPガス ○ ○ 配当 配当 ○ ○ 配当 ○

校舎床用ワックス ○ 配当 配当 ○ ○ ○ 配当 配当

行事バス運行経費 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

電話料金 ○ ○ 配当 配当 ○ ○ ○ ○

インターネット接続料 ○ ○ 配当 ○ ○ ○ ○ ○

電話料 ウィルスソフト更新手数料 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

手数料 ピアノ調律料 ○ ○ 配当 ○ ○ ○ 配当 配当

廃棄物処理手数料 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

不要薬品処理手数料 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

役務費

印刷物

消耗品

需要費

区　分

その他

Keijiro
テキスト ボックス
－４－



【 資 料 ３ 】

品　　名 金　額 品　　名 金　額

ワーク・ドリル（１～２年） 1,800 ワークブック 7,000

ワーク・ドリル（３～６年） 1,800 リコーダー 1,800

テスト（１～２年） 1,800 美術教材 2,000

テスト（３～６年） 3,000 技術教材 3,000

資料集 600 家庭科教材 1,200

算数セット 2,300

あさがおセット 800

理科教材 600

図工教材 1,200

家庭科教材 800

裁縫セット 2,500

鍵盤ハーモニカ 4,800

リコーダー 1,500

探検バック 570

お道具箱 480

品　　名 金　額 品　　名 金　額

社会見学 200 遠足 1,200

宿泊研修 4,000 宿泊研修 6,000

修学旅行 18,000 修学旅行 47,000

ＰＴＡ会費 3,000 ＰＴＡ会費 3,000

卒業アルバム 7,000 卒業アルバム 7,000

給食費 43,000 給食費 43,000

進路通信費 700

同窓会費 100

生徒会費 1,500

小学校 中学校

小学校 中学校

教材に関する学校徴収金一覧

教材以外の学校徴収金

Keijiro
テキスト ボックス
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テキスト ボックス
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Keijiro
テキスト ボックス
　【 資 料 ４ 】①



 

Keijiro
テキスト ボックス
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Keijiro
テキスト ボックス
　【 資 料 ４ 】②



 

Keijiro
テキスト ボックス
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Keijiro
テキスト ボックス
　【 資 料 ４ 】③

Keijiro
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