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報告第１号 

 

   事務の臨時代理の報告について（平成１７年度３月補正予算） 

 

 小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０年３月教

育委員会規則第４号）第４条第１項の規定により、別紙のとおり臨時代理したので、

同条第２項の規定により、これを報告する。 

 

  平成１８年２月１６日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 青木 秀夫 



平成１７年度３月補正予算要求概要  

（歳 入）                                       （単位：千円） 
科 目 要求額 主 な 内 容 

(項)市債 
 (目)教育債 

13,500 
 
 

24,200 
 

小学校債                           13,500 
 義務教育施設整備事業債 
 
中学校債                           24,200 
 義務教育施設整備事業債 
  

合 計 37,700  
 
 
（歳 出）                                       （単位：千円） 

財 源 内 訳 
科 目 要求額 主 な 内 容 

国県支出金 地方債 その他 一般財源 

(項)小学校費 
 (目)学校管理費 

10,000 光熱水費 

上下水道料 

            10,000 
 

   10,000 

(項)中学校費 
 (目)公有財産購入費 

 26,931 用地購入費 

白山中学校運動場用地購入費 

                      26,931 
 

 24,200   2,731 

(項)社会教育費 
 (目)青少年対策費 

1,730 
 
放課後児童クラブ等育成経費 

                        1,730 
需用費 
工事請負費 

備品購入費 
※片浦小学校区放課後児童クラ 

ブ設置に係る経費 

    1,730 

合 計 38,661   24,200  14,461 

 
 



報告第２号 

 

   事務の臨時代理の報告について（平成１８年度当初予算） 

 

 小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０年３月教

育委員会規則第４号）第４条第１項の規定により、別紙のとおり臨時代理したので、

同条第２項の規定により、これを報告する。 

 

  平成１８年２月１６日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 青木 秀夫 

 



平成１８年度　教育費予算総括表

　　費目
１７年度
(千円)

１８年度
(千円)

額
(千円)

対前年度比
(％)

教育政策 学校教育 学校保健
教育

研究所
生涯学習

政策
青少年 文化財 スポーツ 図書館

教育委員会費 7,099 7,023 -76 98.9% 7,023
事務局費 287,125 272,708 -14,417 95.0% 24,685 175,093 33,568 39,362
学校給食共同調理場費 185,008 179,384 -5,624 97.0% 179,384
小・学校管理費 1,089,167 1,001,921 -87,246 92.0% 769,380 232,541
小・教育振興費 134,841 96,353 -38,488 71.5% 62,350 34,003
小・学校建設費 535,457 0 -535,457 0.0% 0
中・学校管理費 506,501 359,014 -147,487 70.9% 308,599 50,415
中・教育振興費 60,447 114,710 54,263 189.8% 92,151 22,559
幼稚園費 61,077 64,089 3,012 104.9% 20,368 39,421 4,300

事業費計Ａ 2,866,722 2,095,202 -771,520 73.1% 1,130,055 369,015 556,770 39,362
1,204,494 1,135,089 -69,405 94.2%
4,071,216 3,230,291 -840,925 79.3%

社会教育総務費 47,973 49,415 1,442 103.0% 49,415
青少年対策費 144,062 152,752 8,690 106.0% 152,752
文化財保護費 178,182 180,048 1,866 101.0% 180,048
公民館費 121,488 92,261 -29,227 75.9% 92,261
図書館費 216,281 199,916 -16,365 92.4% 199,916
郷土文化館費 31,947 57,160 25,213 178.9% 57,160
尊徳記念館費 76,747 63,288 -13,459 82.5% 63,288
諸施設費 6,151 5,108 -1,043 83.0% 514 4,594
保健体育総務費 74,175 68,210 -5,965 92.0% 68,210
体育施設費 228,980 205,273 -23,707 89.6% 205,273

事業費計Ｄ 1,125,986 1,073,431 -52,555 95.3% 262,638 157,346 180,048 273,483 199,916
694,723 675,465 -19,258 97.2%

1,820,709 1,748,896 -71,813 96.1%

3,992,708 3,168,633 -824,075 79.4% 1,130,055 369,015 556,770 39,362 262,638 157,346 180,048 273,483 199,916
1,899,217 1,810,554 -88,663 95.3%
5,891,925 4,979,187 -912,738 84.5%

当初予算額 増減 １８年度予算額（課別・事業費）　　　　　（千円）　

学
校
教
育
部

事
業
費

人件費Ｂ （　　職　　員　　課　　予　　算　　）
小計Ｃ（Ａ+Ｂ）

生
涯
学
習
部

事
業
費

人件費Ｅ （　　職　　員　　課　　予　　算　　）
小計Ｆ（Ｄ+Ｅ）

事業費計G（Ａ+Ｄ）
人件費計Ｈ（Ｂ+Ｅ） （　　職　　員　　課　　予　　算　　）
総合計　Ｉ　（Ｇ+Ｈ）

 

 



教育政策課 (単位：千円)       

  １７年度    

科  目 １８年度 主  な  事  業  

  増 減            

  7,099 ○校舎リニューアルモデル事業評価委員会（白山中）  

教育委員会費 7,023         

  -76 ○小学校耐震診断・補強設計委託及び工事（校舎・屋内運動場）  

          

  30,475 ○小学校アスベスト対策工事  

事務局費 24,685        

  -5,790 ○小学校外壁改修工事   

         

(小学校費) 832,756 ○小学校インターホン整備（市民の選択による財源配分事業）  

学校管理費 769,380         

 -63,376 ○中学校屋内運動場耐震診断  

(小学校費) 535,457    

学校建設費 0 ○中学校アスベスト対策工事       

 -535,457   

(中学校費) 451,327 ○中学校空調設備整備（管理諸室）   

学校管理費 308,599        

 -142,728 ○中学校普通教室暖房設備整備    

  20,479        

幼稚園費 20,368 ○中学校外壁改修工事       

  -111        

  1,877,593        

合   計 1,130,055        

  -747,538         

       

学校教育課 (単位：千円)       

  １７年度    

科  目 １８年度 主  な  事  業  

  増 減            

  178,023 ○特別支援教育推進事業    

事務局費 175,093 ○国際理解教育推進事業    

  -2,930 ○夢育（ゆめいく）学校づくり推進事業  

(小学校費) 0 ○少人数学級編制推進事業   

学校管理費 0 ○スタディ・サポート・スタッフ事業   

  0 ○おだわらっこドリームシアター開催費  

(小学校費) 106,574 ○郷土の偉人・産業・文化学習推進事業（歌集）  

教育振興費 62,350 ○キャリア教育推進事業    

  -44,224 ○子どもの学びサポート事業（スクールボランティアパワーアップ事業）  

(中学校費) 0 ○学力向上対策事業（土曜講座・学習実態調査）  

学校管理費 0 ○学校運営協議会制度推進事業   

  0 ○ハートカウンセラー派遣事業   

(中学校費) 44,627 ○部活動外部指導者活用事業   

教育振興費 92,151 ○幼稚園教育研究委託事業   

  47,524        

  35,961      

幼稚園費 39,421      

  3,460       

  365,185        

合   計 369,015       

  3,830        

           



学校保健課 (単位：千円)       

  １７年度    

科  目 １８年度 主  な  事  業  

  増 減            

  36,286 ○児童・生徒等健康診断（定期健診、結核検診等）    

事務局費 33,568        

  -2,718 ○性教育講演会講師派遣    

         

  185,008 ○検診器具の整備     

学校給食共同 179,384        

調理場費 -5,624 ○学校災害共済金給付   

         

  256,411 ○学校環境衛生の充実    

(小学校費) 232,541        

学校管理費 -23,870 ○要保護・準要保護児童生徒援助(医療・眼鏡・給食)  

         

  28,267 ○学校給食地産地消    

(小学校費) 34,003         

教育振興費 5,736 ○給食調理業務委託    

        

(中学校費) 55,174 ○給食調理施設・設備整備    

学校管理費 50,415         

 -4,759 ○給食食器改善整備(小田原産木製食器の導入)  

(中学校費) 15,820      

教育振興費 22,559 ○環境教育推進       

 6,739        

  4,637        

幼稚園費 4,300        

  -337        

  581,603        

合   計 556,770        

  -24,833        

       

教育研究所 (単位：千円)       

  １７年度            

科  目 １８年度 主  な  事  業  

  増 減            

  42,341 ○研究研修事業     

事務局費 39,362  ・教育史の編纂研究                         (小・中学校４名)  

  -2,979        

   ・教育ネットワーク活用に関する研究       (小学校１名 中学校１名)  

           

   ・幼・小・中生活実態調査              (小学校４名 中学校２名)  

         

     ・IT 等を活用した遠距離学習支援カリキュラム作成研究   （中学校４名）  

         

     ・小学校英語活動に関する研究                  (小学校４名)  

         

     ・学級経営に関する研究                              (中学校４名)  

          

  42,341  ・「小田原の自然」改訂に関する研究       (小学校５名 中学校２名)  

合   計 39,362 ○教育相談事業       

  -2,979      

        



生涯学習政策課(単位：千円)      

  １７年度    

科  目 １８年度 主  な  事  業  

  増 減            

  47,973 ○成人教育事業      

社会教育総務費 49,415   ・家庭教育力活性化講座   

  1,442   ・おだわらシルバー大学    

          

  121,488        

公民館費 92,261 ○全国童謡フェスティバル事業   

  -29,227       

          

  31,947 ○キャンパスシティ事業    

郷土文化館費 57,160         

  25,213       

  ○生涯学習センター開設準備   

  76,747        

尊徳記念館費 63,288        

  -13,459 ○郷土文化館・分館松永記念館事業  

    ・松永記念館駐車場用地購入費  

  641   ・板橋 秋の交流会    

諸施設費 514        

  -127        

  ○尊徳記念館事業    

    ・全国報徳サミット小田原市大会  

          

         

  278,796        

合   計 262,638        

  -16,158        

              

       

青少年課 (単位：千円)       

  １７年度    

科  目 １８年度 主  な  事  業  

  増 減            

  144,062 ○放課後児童クラブ等育成経費  

青少年対策費 152,752         

  8,690         

  ○団体育成経費     

  5,510        

諸施設費 4,594         

  -916 ○体験学習経費    

        

         

  ○地域環境浄化経費    

         

         

  ○青少年の家運営経費    

  149,572         

合   計 157,346         

  7,774         

              

       



文化財課 (単位：千円)       

  １７年度    

科  目 １８年度 主  な  事  業  

  増 減            

  178,182 ○史跡小田原城跡本丸・二の丸整備事業（馬屋曲輪整備）  

文化財保護費 180,048 ○八幡山古郭東曲輪整備事業   

  1,866 ○史跡石垣山保全対策事業   

  178,182 ○指定文化財等保存・修理事業  

合   計 180,048 ○埋蔵文化財調査公開事業（緊急発掘調査・遺物整理・遺跡発表会）   

  1,866    

             

       

スポーツ課 (単位：千円)       

  １７年度    

科  目 １８年度 主  な  事  業  

  増 減            

  74,175 ○市民総合体育大会    

保健体育総務費 68,210         

  -5,965 ○市及び実業団駅伝競走大会   

        

  228,980 ○実業団学生対抗陸上競技大会   

体育施設費 205,273        

  -23,707 ○ウオーク大会の開催    

      

  ○生涯スポーツ推進事業    

      

  303,155 ○スポーツ施設の管理運営       

合   計 273,483        

  -29,672         

              

       

図書館 (単位：千円)       

  １７年度    

科  目 １８年度 主  な  事  業  

  増 減            

  216,281 ○カウンター業務委託          

図書館費 199,916         

  -16,365 ○文学館特別展     

          

  ○小田原文学館観桜会・尾崎一雄邸移築完成記念式典  

         

  ○地域史料・図書館資料の保存と公開  

          

  ○図書館ボランティア活動の支援   

          

  ○図書館コンピュータシステム借上料  

          

  ○図書資料及び視聴覚資料等の購入  

     本館・かもめ・分館・自動車文庫・視聴覚ライブラリー  

  216,281        

合   計 199,916         

  -16,365         

              

 


