
平成２０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) 国庫補助金 
(目)教育費補助金 

 
 
 

76,216 埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金                 4,216                                                                                       

史跡等購入費補助金                      72,000  

合 計  76,216  

 
（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) 教育振興費 
 
 
 

2,425 一般経費 

・準要保護児童援助 

  給食扶助費        2,425 

   2,425 

(項) 社会教育費 
 (目) 文化財保護費 
 
 
 

 98,432 文化財調査経費 

・緊急発掘調査委託料  8,432 
史跡小田原城跡整備経費 

・史跡用地購入費    90,000 

76,216   22,216 

(項) 保健体育費 
 (目) 体育施設費 
 
 

79,020 小田原アリーナ運営経費 
・小田原アリーナ駐車場用地購入 
 費                    79,020 

   79,020 

(項) 社会教育費 
 (目) 図書館費 
 
 

1,600 かもめ図書館経費運営経費 

・光熱水費       1,600 
    1,600 

合 計 181,477  76,216   105,261 

 

 







平成２1年度

当初予算要求概要

(教育費関係)





教育政策課 (単位：千円)
２１年度

科　　目 ２０年度 主  な  事  業
増　減 下線は新規事業

6,906 ○片浦小学校のあり方検討委員会開催
教育委員会費 6,835

71 ○片浦中学校施設活用検討委員会開催
32,986

事務局費 26,228 ○学校等施設整備事業
6,758 　・校舎リニューアル（千代小）

　
(小学校費) 590,108 ○学校教育施設等耐震補強事業
学校管理費 780,137 　・小学校　屋内運動場建替（富水小）

-190,029 　・中学校　屋内運動場整備（国府津中ほか５校）
(小学校費) 303,500 　・幼稚園　園舎（前羽幼）
学校建設費 0

303,500
(中学校費) 614,601
学校管理費 308,719

305,882
76,996

幼稚園費 27,781
49,215

1,625,097
合　　　計 1,149,700

475,397

学校教育課 (単位：千円)
２１年度

科　　目 ２０年度 主  な  事  業
増　減 下線は新規事業
379,253 ○特別支援教育推進事業

事務局費 237,874 ○国際理解教育推進事業
141,379 ○魅力ある学校づくり推進事業

(小学校費) 0 ○花と緑いっぱいの幼稚園・学校づくり推進事業
学校管理費 0 ○おだわらっ子ドリームシアター開催費

0 ○少人数学級編制事業（小学校２年生まで拡大）
(小学校費) 36,464 ○スタディ・サポート・スタッフ事業
教育振興費 63,003 ○学校支援地域本部推進事業

-26,539 ○職業体験推進事業
(中学校費) 0 ○おだわらっ子検定事業
学校管理費 0 ○理科教育推進事業

0 ○全国学力・学習状況調査検証委員会
(中学校費) 42,584 ○片浦中学校閉校に伴う支援事業
教育振興費 53,061

-10,477
38,866

幼稚園費 38,868
-2

497,167
合　　　計 392,806

104,361
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学校保健課 (単位：千円)
２１年度

科　　目 ２０年度 主  な  事  業
増　減

33,360 ○児童・生徒等健康診断（定期健診、結核検診等）
事務局費 33,215

145 ○保健教育推進事業（性教育等）

193,448 ○学校災害共済金給付
学校給食共同 200,145
調理場費 -6,697 ○要保護・準要保護児童生徒援助(医療・眼鏡・給食)

351,598 ○学校給食調理業務委託
(小学校費) 304,847
学校管理費 46,751 ○食育推進事業

49,848 ○食事環境整備事業
(小学校費) 43,285
教育振興費 6,563 ○給食調理施設・設備整備

(中学校費) 49,668
学校管理費 49,957

-289
(中学校費) 30,182
教育振興費 29,076

1,106
4,115

幼稚園費 4,112
3

712,219
合　　　計 664,637

47,582

教育研究所 (単位：千円)
２１年度

科　　目 ２０年度 主  な  事  業
増　減

41,920 ○共同研究事業
事務局費 44,126 　・小学校外国語活動に関する研究

-2,206 　・不登校対策に関する研究
　・小学校学習指導法に関する研究
　・中学校学習指導法に関する研究
　・小学校学級経営に関する研究
○研修事業
　・ライフステージ研修
　・課題研修
　・プロジェクト研修会
　・パワーアップ研修

　・パーソナル研修
41,920 ○教育相談事業

合　　　計 44,126 ○不登校対策強化事業
-2,206 　
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生涯学習政策課(単位：千円)
２１年度

科　　目 ２０年度 主  な  事  業
増　減 下線は新規事業

40,438 ○学習政策事業
社会教育総務費 58,377 　・大茶会開催事業

-17,939 　・「白秋の散歩道」を親子で歩く会

101,849 ○生涯学習センター事業
生涯学習センター費 95,818 　・成人学校（センター講座）

6,031 　・国府津学習館外壁改修等工事

26,015 ○郷土文化館事業
郷土文化館費 30,027 　・松永記念館特別展（創立50周年記念展）

-4,012 　・板橋 秋の交流会

71,849 ○尊徳記念館事業
尊徳記念館費 61,512 　・おだわら市民大学報徳塾

10,337 　・冷温水機更新工事

563
諸施設費 587

-24

240,714
合　　　計 246,321

-5,607

青少年課 (単位：千円)
２１年度

科　　目 ２０年度 主  な  事  業
増　減
229,778 ○放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)

青少年対策費 198,106
31,672 ○指導者育成事業

6,576 ○団体育成事業
諸施設費 5,349

1,227 ○地域環境浄化事業

○体験学習事業

○青少年交流施設整備事業(塔ノ峰青少年の家運営)

236,354
合　　　計 203,455

32,899
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文化財課 (単位：千円)
２１年度

科　　目 ２０年度 主  な  事  業
増　減
377,762 ○本丸・二の丸整備事業

文化財保護費 527,902
-150,140 ○八幡山古郭・総構整備事業

○史跡小田原城跡用地取得事業

○史跡石垣山保全対策事業
377,762

合　　　計 527,902
-150,140

  　

スポーツ課 (単位：千円) 　　
２１年度

科　　目 ２０年度 主  な  事  業
増　減 下線は新規事業

62,465 ○市民総合体育大会
保健体育総務費 68,044

-5,579 ○おだわら駅伝競走大会

206,078 ○ウオーク大会の開催
体育施設費 188,364

17,714 ○ウォーキングタウン事業

○スポーツ施設の管理運営

268,543
合　　　計 256,408

12,135

図書館 (単位：千円)
２１年度

科　　目 ２０年度 主  な  事  業
増　減
213,625

図書館費 217,688 　　　本館 ・ かもめ ・ 分館・自動車文庫 ・ 視聴覚ライブラリー
-4,063

○地域史料・図書館資料の保存と公開

○図書館関連事業の実施

○文学館特別展の開催

○カウンター業務委託

213,625 ○図書館コンピュータシステム借上
合　　　計 217,688

-4,063
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