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３款　民生費　　２項　児童福祉費　　３目　保育所費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

３　保育所費
千円

 994,374

千円

178,614

千円

111,253

千円 千円

250,581

千円

453,926

幼児教育課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

161

163

165

鷲津保育園管

理運営費

18,589千円

内山保育園管

理運営費

10,606千円

新居保育園管

理運営費

12,482千円

児童の健全な育成支援を目的に、保育を必要とする児童を保育するた

めに公立保育園３園の管理運営を行った。

１　鷲津保育園管理運営費　　　　　　　　　　　　　　　 18,589千円

２　内山保育園管理運営費　　　　　　　　　　　　　　　 10,606千円

３　新居保育園管理運営費　　　　　　　　　　　　　　　 12,482千円

入所状況:年間平均人員(平成28年４月～29年３月)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人

名称 定員 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 平均

鷲津 150 9.2 23.2 25.8 34.9 29.2 35.2 157.5

内山 95 3.2 12.9 21.8 20.9 15.9 19.0 93.7

新居 115 7.6 15.9 22.5 22.2 22.8 17.0 108.0

諸収入

(主食代)

2,076

165 民間保育所等

施設型給付費

554,924千円

  民間保育園等において保育を実施するため、市内民間保育園・こども

園５園、広域入所５園に運営費として施設型給付費を支出した。

１　民間保育所等施設型給付費　　　　　　　　　　　　　554,924千円

　⑴　入所状況：年間平均人員(平成28年４月～29年３月)

　市内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人

名称 定員 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 平均

微笑 90 9.0 18.5 21.8 20.0 23.6 14.3 107.2

なぎさ 90 5.2 19.9 20.0 20.0 20.0 19.0 104.1

岡崎 120 11.3 24.8 26.0 26.3 26.0 26.7 141.1

真愛 90 8.4 17.6 17.7 21.8 20.5 15.8 101.8

しらゆり 96 4.4 13.2 17.8 19.1 25.0 24.0 103.5

　広域入所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人

名称 定員 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計

春日 50 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0

緑が丘 170 0.8 3.0 3.2 2.0 0.0 1.0 10.0

ひばり 120 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0

あゆみ 61 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

舞阪第１ 80 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

　

 ⑵　給付費

　　微笑保育園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　119,552千円

　　なぎさ保育園　　　　　　　　　　　　　　　　　　112,379千円

　　岡崎保育園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　135,174千円

　　真愛保育園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　106,945千円

　　しらゆりこども園　　　　　　　　　　　　　　　　 69,346千円

　広域入所(春日、緑が丘、ひばり、あゆみ、舞阪第１) 11,528千円

国  169,293

県　 83,908

負担金

141,968 
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３款　民生費　　２項　児童福祉費　　３目　保育所費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

165 民間保育所助

成事業費

59,184千円

　市内の民間保育園及びこども園が実施している事業への助成及び業務

委託を行った。

１　多様な保育事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　 33,592千円

　乳幼児保育(１・２歳児)事業へ助成した。

　　　　微笑保育園               　　　　　　      　 6,750千円

　　　　なぎさ保育園　　　　　　　　　　　　　　　　　6,939千円

　　　　岡崎保育園　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,754千円

　　　  真愛保育園　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,127千円

　　　  しらゆりこども園　　　　　　　　　　　　　　　5,022千円

２　保育対策事業　　　　　　　　　　　　　　　         22,749千円

  延長保育事業、一時預かり保育事業、病児保育事業、０歳児入所

サポート事業、保育体制強化事業、地域活動事業へ助成した。

　　微笑保育園　　　　　　　　  　　　　　　　　  4,819千円

　　なぎさ保育園　　　　　　　  　　　　　　　　  7,721千円

　　岡崎保育園　　　　　        　  　　　　　　  4,449千円

　　真愛保育園　　　　　        　  　　　　　　  1,250千円

    　　しらゆりこども園　　　      　   　　　　　　 3,775千円

    　　償還金(交付額確定に伴う県補助金返還) 　 　　  　735千円　

３　湖西保育士会運営費補助金　　　　　　　　 　       　　130千円

　保育士の資質向上及び相互の連携を図ることを目的として活動す

る湖西保育士会へ助成した。

会員数　　113人

　　活動内容　総会、理事会、保育の質を高める研修会、講演会、

              　　実技研修会、保育及び食育実践報告会

４　民間保育園等施設整備費補助金　　　　　　　　　　    2,213千円

　改築移転整備事業及び新築整備事業に係る償還金の利子分を助成

した。

　微笑保育園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　178千円

　岡崎保育園　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,029千円

　真愛保育園　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 387千円

　しらゆりこども園　　　　　　　　　　　　　 　   619千円

　　　

５　湖西市子育て相談事業【繰越明許予算】　　　　　　　　　500千円

　地域の子育て家庭からの相談に応じたり、助言を与えるなどの情

報提供を行う業務を委託した。

県　 16,796

国　　4,764

県 　 7,695

国 　　 500
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３款　民生費　　２項　児童福祉費　　３目　保育所費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

167 公立保育所総

務費

100,879千円

公立保育園３園に共通する非常勤職員報酬、臨時雇賃金、施設管理委

託料等の経費を執行した。

１　公立保育所総務費　　  　　　　　　　　　　   　 　100,879千円

⑴　報酬　　72,726千円

　　　非常勤職員報酬　38人

　 (保育士23人、看護師３人、栄養士１人、給食員８人、用務員３人)

⑵　賃金　　22,614千円

　　　臨時職員賃金　　11人

    (保育士11人）

⑶　委託料　4,467千円

　　子ども・子育て支援総合システム改修事業等

国　  4,057

県　  2,854

諸収入   

(共済掛金)

　　　　 79

　教育総務課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

167 公立保育所施

設管理運営費

5,560千円

公立保育園３園に共通する施設管理等の経費を執行した。

１　公立保育所施設管理運営費　　　　　　　　　　　　 　 5,560千円

⑴　修繕料      3,196千円

　遊具修繕（鷲津保,新居保,内山保）、給食室エアコンドレン（鷲

津保）、給水管漏水修繕（新居保,内山保）等

　

⑵　主な手数料の内容　    479千円

　廃棄物処理

⑶　主な委託料の内容　    1,885千円

　警備保障、消防設備保守点検、給食室・配膳室害虫駆除、浄化槽

保守点検、給食排水沈殿槽清掃、事業系一般廃棄物収集運搬等
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10款　教育費　　１項　教育総務費　　１目　教育委員会費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

１　教育委員会費
千円

  1,571

千円 千円 千円 千円 千円

  1,571

教育総務課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

265 教育委員会関

係経費

1,571千円

学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における

教育行政の組織及び運営を定める会議を定例又は臨時に開催した。ま

た、各種協議会、研修会に出席し、他市町教育委員会との緊密な協調を

行い、教育行政の向上を図った。

１　教育委員会運営経費　　　　　　　　　　　　　　　　　1,571千円

⑴　会議の開催状況

会　　議 開催回数 議案件数 報告件数

定 例 会 12回 38件 21件

臨 時 会 1回 1件 0件

計 13回 39件 21件

⑵　付議内容

件　　　　　　　　名 件数

規則等の制定又は改廃に関すること。 15件

予算その他議会の議決を要する議案に関すること。 5件

職員(教職員)の人事に関すること。 3件

附属機関等の委員を任命し、又は委嘱すること。 15件

そ

の

他

教科用図書の採択について、自己点検・評価

報告書の作成及び議会提出について、市長の

権限に属する事務の教育委員会の補助執行に

係る協議について

1件

計 39件

⑶　各種協議会、研修会への出席状況

　市町教育委員研修会、三遠南信教育サミット等に２回延べ４人出

席

⑷　経費の内訳

・教育委員会委員４人の報酬　　　　　　 1,536千円

・市町教育委員研修会等の旅費等　　　　　　19千円

・市町教育委員研修会等の参加負担金　　　　16千円
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10款　教育費　　１項　教育総務費　　２目　事務局費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

２　事務局費
千円

255,892

千円 千円 千円 千円

  1,919

千円

253,973

教育総務課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

267 事務局関係経

費

86,107千円

教育長等が各種研修会や協議会へ出席し、教育行政の推進を図った。

また、湖西高校後援会、新居高校後援会等への負担金を負担するととも

に、市内各小学校・中学校の非常勤職員を雇用し、教育行政の円滑な運

営を図った。

１　臨時職員雇用経費　　　　　　　　　　　　　　　　　 77,453千円

⑴　非常勤職員等雇用の状況　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

小学校・中学

校 等 の 名 称

事

務

員

用

務

員

栄

養

士

給

食

員

整修

備　

員繕

整美

備　

員化

小

計

延

べ

計

鷲 津 小 学 校 1 1 1

白須賀小学校 1 1 (1)3 5 6

東 小 学 校 1 1 3 5 5

岡 崎 小 学 校 1 1 6 8 8

知波田小学校 1 1 3 5 5

新 居 小 学 校 1 1 2 2

鷲 津 中 学 校 1 1 (1)5 7 8

白須賀中学校 (1)1 1 2 3

湖 西 中 学 校 1 3 4 4

岡 崎 中 学 校 1 1 2 2

新 居 中 学 校 1 1 4 6 6

教 育 総 務 課 1 2 3 3

合　計 (1)7 11 2 (2)27 1 2 50 53

※　中途退職等に伴う追加雇用（　）により、延べ計が増した。

⑵　経費の内訳

　非常勤職員報酬・臨時雇賃金　77,453千円

２　教育長関係経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 37千円

⑴　各種協議会、研修会への出席状況

　市町教育委員会委員長・教育長会、静西市町教育委員会教育長連

絡協議会等に延べ9回出席

⑵　経費の内訳

  　普通旅費　37千円
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10款　教育費　　１項　教育総務費　　２目　事務局費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

267 事務局関係経

費

３　事務事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  8,617千円

⑴　各種協議会、研修会への出席状況

　三遠南信教育サミット等に延べ11回出席

⑵　経費の内訳

・旅費、教育新聞購読料、修繕・美化作業に伴う消耗品費等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  1,118千円

・湖西高校後援会、新居高校後援会等への負担金　　　  7,499千円

269 豊田佐吉翁記

念奨学金事業

費

1,843千円

優良な生徒であって、経済的理由によって修学が困難な者に対して奨

学金を交付し、社会に有用な人材の育成を図った。

１　豊田佐吉翁記念奨学金事業　　　　　　　　　　　　　  1,843千円

⑴　交付金の内訳

区　分 交付月額 交付月 人数 交　付　額

大学生 12,000円 12か月 10人 1,440千円

高校生 5,000円 12か月 6人 360千円

計 16人 1,800千円

⑵　奨学生選考委員会

豊田佐吉翁記念奨学金の援助対象者の選考委員会を２月14日に開

催した。また、豊田家に謝恩の意を伝える表敬訪問を８月25日に実

施し、13人の奨学生が参加した。

⑶　その他の経費の内訳

・表敬訪問の交通費　　　　　　 9千円

・保険料、選考委員会賄い費等　34千円

財産収入

629

繰入金

1,171

269 育英奨学資金

貸付事業費

121千円

優良な生徒であって、経済的理由によって修学が困難な者に対して貸

し出した奨学金の返済金の振替手数料の負担及び育英奨学基金への利息

の繰出しを行った。

１　育英奨学資金貸付事業　　　　　　　　　　　　　　　　  121千円

⑴　経費の内訳

・返済金の振替手数料（188件分）　2千円

・育英奨学基金会計繰出金　　　 119千円

財産収入

119
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10款　教育費　　１項　教育総務費　　３目　教育指導費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

３　教育指導費
千円

168,216

千円

2,065

千円

1,619

千円 千円

4,769

千円

159,763

学校教育課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

269 教育指導関係

経費

116,025千円

１　学校教育施設適正化検討委員会事業　　　　　　　　　　    0千円

公立幼稚園・小中学校の適正な規模並びに配置についての基本的な

考え方を検討するための委員会であるが、平成28年度は委員会を開催

しなかった。

２　小中学校通学区域審議会事業　　　　　　　　　 　　　 　　0千円

小中学校の通学区域の適正化を図るため、教育委員会の諮問を受け

て、審議を行うが、平成28年度は審議会を開催しなかった。

３　就学指導事業　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　  56千円

特別支援教育を必要とする児童生徒に対して適切な就学指導を行う

ために、就学指導委員会を年間3回開催し審議した。

　　　委員等報酬　　56,000円　　

４　教育振興事業　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　  9,228千円

教師用教科書・教師用指導書（小学校・中学校）を補充した。

　児童生徒の卒業を祝い、記念品を授与した。

　　　卒業記念品　　小568人、中587人

５　学校教育運営事業　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　381千円

県教育委員会が主催する研修会に指導主事が参加し、指導資料を活

用して各小中学校への指導・支援を充実させた。

６　学校給食推進事業　　　　　　　　　　　　　　　 　  48,601千円

学校給食の安全を確保するため、調理従事者等に対して毎月2回の保

菌検査を実施した。また、小学校２校、中学校１校において、給食調

理業務を委託契約し、安定的に給食を提供した。

　小学校給食業務委託　　　鷲津小、新居小　　　

　中学校給食業務委託　　　岡崎中

７　生きた英語教育推進事業　　　　　　　　　　　　  　 21,082千円

外国語指導助手（ＡＬＴ）4人を幼稚園、小学校、中学校に派遣し

た。幼稚園、小学校においては、異言語・異文化コミュニケーション

の楽しさを味わう活動を行った。特に、小学校高学年では、外国語活

動のねらいであるコミュニケーション能力の素地を育むための一助と

なるよう効果的な活用を推進した。中学校においては、日本人英語教

師とのティーム・ティーチングを通して英会話を中心とした学習指導

の充実を図った。

年間配置日数

　鷲津中(159日)、白須賀中(80日)、湖西中(76日)、岡崎中(122日)

　新居中(157日)

鷲津小(63日)、白須賀小(20.5日)、東小(20日)、岡崎小(59日)、

　知波田小(19.5日)、新居小(40日)

　鷲津幼(16日)、白須賀幼(5日)、新所幼(5日)、岡崎幼(9日)、

　知波田幼(5日)、新居幼(9日)

7



10款　教育費　　１項　教育総務費　　３目　教育指導費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

269 教育指導関係

経費

８　外国人児童生徒適応指導教室事業　　　　　　　 　 　　1,908千円

外国人児童生徒を支援するために、専任指導員を配置し、巡回型の

適応指導教室を開設した。湖西市内の小中学校に在籍する外国人児童

生徒の学校への不安等を解消し、楽しい学校生活を送ることができる

よう、専任指導員が、日本語習得に向けての授業の支援を行ったり、

学校の要請により文書の翻訳や教育相談の通訳を行ったりした。

９　不登校児童生徒適応教室事業　　　　　　　　 　　　 　1,953千円

勤労青少年ホーム内に「チャレンジ教室」を設置し、不登校児童生

徒とその傾向にある児童生徒の家庭への引きこもりを防止するととも

に、集団への適応力を育み自立への支援を行った。

　入室児童生徒　　21人（小8人、中13人）

10　語らい読書推進事業　　　　　　　　　　　　　　 　　 　165千円

児童にとって親しみやすい良書を選定し、図書の巡回を実施した。

小学校１年生から６年生までの子どもたちが学級単位で同じ本を読め

るよう、毎月異なる内容の図書を配置した。低学年では、保護者やボ

ランティアによる読み聞かせ「語らい読書」を推奨した。

11　関係機関負担事業　　　　　　　　　　　　　　　 　　　  71千円

　浜名給食研究会負担金　　　

12　学校評議員制度推進事業　　　　　　　　　　　　 　　 　660千円

開かれた学校を目指し、学校への外部評価を実施するために市内全

小中学校で学校評議員を委嘱した。

　学校評議員　5人×11校＝55人

13　特別支援教育推進事業　　　　　　　　　　　　　  　 26,068千円

軽度発達障害をもつ児童生徒の個別支援を目的として、小中学校に

支援員を配置した。また、巡回相談員を派遣し、教職員に対して、対

象児への具体的な支援の手立てや支援計画立案についてのアドバイス

を行った。

支援員配置先　鷲津小(6人)、白須賀小(3人)、東小(2人)、

岡崎小(3人)、知波田小(3人)、新居小(5人)、

鷲津中(2人)、白須賀中(1人)、湖西中(1人)、

岡崎中(1人)、新居中(1人)、

                                              　　　 計28人

巡回相談員訪問回数　12回

14　ポルトガル語通訳派遣事業　　　　　　　　　　　  　　5,620千円

通訳員3人を小中学校に配置した。1人は鷲津小学校、1人は岡崎小学

校に配置し、もう1人は白須賀小学校・新居小学校・新居中学校に配置

し、就学時のオリエンテーションや教育相談の通訳、学校通信の翻訳

等の支援を行った。

15　安全教育推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　220千円

各小中学校における防災教育の充実を図るために、講師を招いて、

講演会や講習会を開催した。また、防災に関する教育の教材等を活用

して、指導の充実を図った。
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10款　教育費　　１項　教育総務費　　３目　教育指導費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

269 教育指導関係

経費

16　いじめ対策連絡協議会事業　　　　　　　　　　　　 　　  12千円

　いじめに対する教職員の指導力を高めるため、いじめ対策連絡協議

会を２回開催した。各小中学校が生徒指導における実態やいじめ防止

についての取り組みを報告し、関係諸機関とともに情報交換を行っ

た。

委員報酬　　12,000円

271 学校保健衛生

費

22,397千円

１　報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　4,945千円

　学校医　　（内科）　　33人

　　　　　　（眼科）　　11人

　学校歯科医　　　　　　21人

　学校薬剤師　　　　　　11人

２　児童生徒定期検診及び園児就学時健康診断　　　　　　  2,986千円

　内科検診、眼科検診、歯科検診

　就学時健康診断　

　薬学講座指導

３　児童・生徒・園児健康検査　　　　　　　　　　　　  　2,910千円

　心電図検査委託料（小1・小4・中1　1,593人)　2,064,528円

　尿検査委託料(小・中　4,937人)　　　　　      799,794円

　結核精密検査委託料（21人）　　　　　　　　　　45,360円

４　教職員健康診断　　　　　　　　　　　　　　　　　    2,864千円

　生活習慣病検診　　　　　　　　　   

　視力132人、聴力132人、血圧132人、尿130人、胃部X線36人、

　血液34人、心電図34人、便潜血16人、腹囲132人、問診133人

　指定年齢検診　　　　　 37人　　　　　　　  

　胸部Ｘ線検査　　　　　128人　　　　　　　　   

　前立腺特異抗原検査　　　0人　　　　　　　　　 

　ストレスチェック　　　 50人                    

５　負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2,917千円

　人間ドック　　　　　　120人　　　　　　　  

６　需用費（消耗品費等）　　　　　　　　　　　　　　　 　 253千円

　健康診断に関わる消耗品等

  児童生徒用健康診断予備調査票印刷

７　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 5,516千円

水質検査手数料　　　　　　　　　　　　　　  446,040円

市長会・日本スポーツ振興センター共済掛金　5,070,149円

８　借上料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 6千円

　児童生徒の病院への緊急搬送のためにタクシーを利用した。

諸収入

(日本スポーツ

振興センター

共済掛金)   

2,267

271 指導資料作成

事業

58千円

１　指導資料作成事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 58千円

平成30年度に向けて、小学校３・４年生が授業で使用している小学

校社会科副読本「わたしたちの湖西」の改訂作業を行った。

現在の社会状況に合ったものにするために、また、子どもたちに

とってわかりやすい資料にするために、データを最新のものにした

り、写真を差し替えたりした。
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10款　教育費　　１項　教育総務費　　３目　教育指導費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

271 研究指定事業

7,921千円

１　小中学校指定「特色ある学校づくり」推進事業　　　　  7,921千円

全小中学校が、児童生徒や地域の実態に応じた特色ある学校づくり

を推進する事業を行った。各学校は、以下の３種類の内容で行った。

①特色ある学校づくり

総合的な学習の時間や生活科等で外部講師を依頼し、授業や講座

を行った。

　　②学びの基礎づくり

　児童生徒の生活習慣の改善や保護者との連携を図るための実践研

究を行い、これまでの「学びの基礎７つの取組」の内容を、就学

前、小学校、中学校のそれぞれの発達段階に合ったものに改訂し

た。児童生徒及び保護者を啓発するためにクリアファイルを作成

し、小学校１年生、中学校１年生を対象に配布した。

　　③思い出に残る１学校１行事創造（中学校のみ）

それぞれの中学校が、創意工夫のもと、生徒のもつ活力を引きだ

すために、一生の思い出となる行事として長距離ウォークやスキー

教室、環境学習等を実施した。

　　主な経費　報償費　　　　　　　　　1,974,630円

　　　　　　　　ボランティア・講師謝礼

　　　　　　　需用費　　　　　　　　　3,066,640円

　　　　　　　　消耗品、燃料、印刷製本

　　　　　　　役務費　　　　　　　　　　623,840円

　　　　　　　　ボランティア・講師等の保険料

　　　　　　　使用料及び賃貸料　　　　2,255,356円

　　　　　　　　貸切バス、歌舞伎衣装レンタル

思い出に残る１学校１行事（中学校）実施内容

鷲津中学校　　540人（浜名湖ウォーキング）

白須賀中学校　112人（浜名湖ウォーク）

湖西中学校　　200人（豊川道ウォーク）

岡崎中学校　　413人（ときわ学習）

新居中学校　　160人（スキー教室）

幼児教育課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

271 幼稚園一時預

かり事業費

7,498千円

　子育て支援機能充実及び保護者の社会参画を支援するため、保育室が

確保でき、かつ、地域のニーズが高い幼稚園(鷲津・白須賀・岡崎・新

居)で預かり保育を実施し、これに係る非常勤職員報酬等として執行し

た。また、白須賀幼稚園では夏休み等の長期休園日も実施した。

　

１　幼稚園一時預かり事業　　　　　　　　　　　　　　　  7,498千円

　利用園児数　延べ4,750人 　鷲津　　1,247人

　　　　　　　　　　　　　  白須賀　　466人

　　　　　　　　　　　　　　岡崎　　1,917人

　　　　　　　　　　　　　　新居　　　899人

　　　　　　　　　　　　　　長期　　　221人

国  　2,015

県　　1,619

諸収入

(預かり保育

料)

2,502
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10款　教育費　　１項　教育総務費　　３目　教育指導費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

273 幼稚園教育指

導関係経費

12,257千円

１　幼児ことばの教室　   　　　　　　　　　　　　　 　　2,136千円

岡崎幼稚園及び子育て支援センターに「ことばの教室」を開設

し、市内在住の言葉の発達、吃音などに軽度の遅れのある３～５歳

児に指導を行った。

通級児数(延べ人数)　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人

歳児 構音障害 吃音 口蓋裂 言語発達遅滞 その他 合計

３歳 0 0 0 0 0 0

４歳 7 2 0 3 0 12

５歳 18 5 0 0 2 25

合計 25 7 0 3 2 37

２　特別支援教育推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　9,191千円

軽度発達障害をもつ園児の個別支援を目的として、各幼稚園に支

援員を配置した。また、対象児への具体的な支援の手立てや保護者

との連携の仕方等についてのアドバイスを行う巡回相談員１名を配

置した。

支援員配置園

　鷲津４人、岡崎３人、新居３人　　　　　　

巡回相談員訪問回数

　８回

３　幼稚園研究指定事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　 80千円

知波田幼稚園を湖西市教育委員会の研究指定園(平成28～29年度)

とし、「夢中になって遊び込む子を目指して～自然とのかかわりを

通して～」をテーマとして研究に取り組んだ。また、全園に「童歌

導入推進事業」を展開し、童歌を活用した感性豊かな子どもの育成

に取り組んだ。

４　幼稚園教育振興事業　　　　　　　　　　　　　　　　  　550千円

　　幼児教育の充実を目的として開催する幼稚園体験事業の講師料、

幼稚園教諭の資質向上のための経験別研修旅費、園児への卒園記念

品、幼稚園入園案内印刷費等として執行した。

５　幼稚園親子読書推進事業　　　　　　　　　　　   　　 　300千円

　　幼稚園における情操教育の一環として、保育者の読み聞かせ技能

の向上及び幼児の読書習慣の定着を目的として絵本を購入した。

国　 　　50
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10款　教育費　　１項　教育総務費　　３目　教育指導費

学校教育課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

273 教職員育成事

業

2,060千円

１　教科等指導リーダー相談員派遣事業　　　　　　　　　　　109千円

　各教科・領域の指導的な役割を果たす教科等指導リーダー相談員

を任命し、各幼稚園、小中学校の要請に応じて派遣をした。また、

教科等指導リーダー相談員のスキルアップを目的とした研修会を開

催した。

　  　年間派遣回数　　44回

２　教職員研修推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　1,890千円

湖西市教職員研修計画に基づいて、市内の教育現場の実態や課題

に合った研修会を企画、開催した。また、研修指導員を各小中学校

に派遣し、若手職員の研修や校内研修の推進を図った。   

３　教育研究奨励事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 61千円

　保育園、幼稚園、小中学校を対象として教育論文を募集し、教職

員の研修に対する意識を高め、資質の向上を図った。

　　　教育奨励賞記念品　　最優秀賞1人　優秀賞6人、優良賞8人
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10款　教育費　　２項　小学校費　　１目　学校管理費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

１　学校管理費
千円

205,548

千円 千円 千円 千円 千円

205,548

教育総務課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

275

275

277

277

279

279

281

281

鷲津小学校管

理運営費

12,321千円

白須賀小学校

管理運営費

6,172千円

東小学校管理

運営費

7,163千円

岡崎小学校管

理運営費

7,957千円

知波田小学校

管理運営費

8,388千円

新居小学校管

理運営費

11,382千円

白須賀共同調

理場管理運営

費

1,621千円

小学校施設管

理運営費

111,019千円

小学校教育環境の充実を図るため管理用備品の購入やパソコン・事務

機器等の賃貸借の経費を、児童の安全・快適性を維持するため光熱水

費、施設の修繕料、保守委託、消耗品の購入等の経費を執行した。

⑴　経費の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

鷲
津
小
学
校

管
理
運
営
費

白
須
賀
小
学
校

管
理
運
営
費

東
小
学
校管

理
運
営
費

岡
崎
小
学
校

管
理
運
営
費

知
波
田
小
学
校

管
理
運
営
費

新
居
小
学
校

管
理
運
営
費

白
須
賀
共
同
調
理
場

管
理
運
営
費

学

校

運

営

費

小
　
計

消耗品費 2,734 1,045 1,503 2,355 1,347 2,934 436 10,290 22,644

燃 料 費 2,009 36 815 1,610 896 1,104 994 7,464

光熱水費 30,099 30,099

修 繕 料 564 400 491 520 448 551 25,108 28,082

手 数 料 524 368 476 636 420 600 104 11,179 14,307

委 託 料 132 713 622 1,656 40 63 14,376 17,602

借 上 料 5,445 3,197 2,872 515 4,936 5,510 12,193 34,668

備 　 品

購 入 費
318 74 59 79 165 86 6,420 7,201

その他※ 595 339 325 586 301 455 1 1,354 3,956

合 計 12,321 6,172 7,163 7,957 8,388 11,382 1,621111,019 166,023

※　「その他」は、旅費、食糧費、印刷製本費、医薬材料費、飼料

費、通信運搬費、使用料及びテレビ受信料の合計。

⑵　主な消耗品費の内容

　給食用品、清掃用品、保健用品、営繕用品、プール用品、教職員

用図書、事務用品、印刷用品等

⑶　主な修繕料の内容

　受水槽取替修繕,給食室送排風機取替修繕（東小）、給食室フード

取替修繕,給食室ダクト取替修繕（鷲津小）、プール床シート張替修

繕（白須賀小）、給食用昇降機修繕（岡崎小）、ガス警報器緊急遮

断弁取替修繕（新居小）、体育館音響スピーカー取替修繕（知波田

小）等

⑷　主な手数料の内容

　浄化槽汚泥抜取り手数料、各種クリーニング、庭木手入れ、ピア

ノ調律、給食用機器清掃、廃棄物処理、特殊建築物等定期検査報告

等

⑸　主な委託料の内容

　警備保障、消防設備保守点検、給食室・配膳室害虫駆除、浄化槽

保守点検、給食排水沈殿槽清掃、事業系一般廃棄物収集運搬等
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10款　教育費　　２項　小学校費　　１目　学校管理費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

275

275

277

277

279

279

281

281

鷲津小学校管

理運営費

白須賀小学校

管理運営費

東小学校管理

運営費

岡崎小学校管

理運営費

知波田小学校

管理運営費

新居小学校管

理運営費

白須賀共同調

理場管理運営

費

小学校施設管

理運営費

⑹　借上料の機器の台数内訳　　　　　　　　　　　　　　(単位:台)

鷲　津

小学校

白須賀

小学校

東　小

学　校

岡　崎

小学校

知波田

小学校

新　居

小学校
小　計

複 写 機 0/ 1 0/ 1 0/ 1 0/ 1 0/ 1 0/ 1 0/  6

印 刷 機 0/ 2 0/ 1 0/ 1 1/ 2 0/ 1 0/ 2 1/  9

教育用PC 0/64 0/57 61/61 0/64 0/56 0/81 61/383

校務用PC 0/59 0/22 0/22 0/55 0/19 0/48 0/225

A　E　D 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/１ 6/6　

※　平成28年度新規導入台数/平成28年度末総数。

※　学校間で移動した機器は、新規導入台数に含めない。

⑺　主な備品購入費の内容

　給食室手洗い用温水器（白須賀小・東小・知波田小）、ガス温水

ボイラー（知波田小・白須賀小）等

10款　教育費　　２項　小学校費　　２目　教育振興費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

２　教育振興費
千円

 15,074

千円

    1,108

千円

     67

千円 千円 千円

 13,899

教育総務課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

283

283

283

283

283

285

鷲津小学校教

育振興費

2,371千円

白須賀小学校

教育振興費

1,355千円

東小学校教育

振興費

1,421千円

岡崎小学校教

育振興費

1,657千円

知波田小学校

教育振興費

1,309千円

新居小学校教

育振興費

2,259千円

教育の振興を図るため、教材用消耗品、学校図書、教材備品を購入し

た。

⑴　経費の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
鷲
津
小
学
校

教
育
振
興
費

白
須
賀
小
学
校

教
育
振
興
費

東
小
学
校

教
育
振
興
費

岡
崎
小
学
校

教
育
振
興
費

知
波
田
小
学
校

教
育
振
興
費

新
居
小
学
校

教
育
振
興
費

小
　
計

消 耗 品 費 1,597 904 1,067 1,109 877 1,598 7,152

印刷製本費 117 14 8 42 9 38 228

図 書 費 285 149 200 300 100 300 1,334

教材備品費 372 288 146 206 323 323 1,658

合 計 2,371 1,355 1,421 1,657 1,309 2,259 10,372

⑵　主な消耗品費の内容

各教科の教材用品、トナー・用紙等の印刷用品、生花等行事関係

用品等

⑶　購入図書の冊数内訳

・鷲津小学校　　　　239冊　　　　　・白須賀小学校　　　103冊

・東小学校　　　　　162冊　　　　　・岡崎小学校　　　　208冊

・知波田小学校　　　 68冊　　　　　・新居小学校　　　　211冊

⑷　主な教材備品費の内容

　オルガン、生物顕微鏡（理科）等

国　　　88
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10款　教育費　　２項　小学校費　　２目　教育振興費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

285 教育扶助費

4,102千円

小学校における義務教育の円滑な実施を図るため、困窮により生活を

維持することができない保護者に対して、義務教育の就学に必要な学用

品・通学用品等の費用を援助した。

１　教育扶助費事業　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 4,102千円

⑴　就学援助費補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　1,995千円

経済的理由によって就学が困難な児童の保護者に対して、国の算

定基準に基づき就学に必要な費用を援助した。

・支給人数　39人（鷲津小 16人・白須賀小　0人・東小　4人・

岡崎小　7人・新居小　12人）

⑵　特別支援教育就学奨励費補助事業　　　　　　　　　　2,107千円

特別支援学級へ就学する児童の保護者に対し、国の算定基準に基

づく就学に必要な費用を援助した。

・支給人数　64人（鷲津小 25人・白須賀小　5人・東小　2人・

岡崎小 12人・知波田小　4人・新居小　16人）

県　　　 67

国　　1,020

285 一般諸経費

600千円

部活動に要する経費に対して補助金を交付し、部活動の育成、児童の

体力・知力の向上及び学校教育の充実を図った。

１　部活動費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  600千円

1校当たり10万円の補助金を交付した。なお、全国大会等に参加した

場合には必要な選手及び補欠選手の交通費及び宿泊費の合計額の2分の

1以内の額の補助金を交付することとなっているが、該当はなかった。

⑴　補助金交付額の内訳

学校割分 全国大会 等 参 加 分 交 付 額

小　　計交 付 額 選 手 数 交 付 額

鷲津 小学 校 100,000円 0人 0円 100,000円

白須賀小学校 100,000円 0人 0円 100,000円

東 小 学 校 100,000円 0人 0円 100,000円

岡崎 小学 校 100,000円 0人 0円 100,000円

知波田小学校 100,000円 0人 0円 100,000円

新居 小学 校 100,000円 0人 0円 100,000円

合 計 600,000円 0人 0円 600,000円
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10款　教育費　　２項　小学校費　　３目　学校整備費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

３　学校整備費
千円

　 20,747

千円 千円

4,663

千円

  3,100

千円

 1,554

千円

  9,866

教育総務課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

285 小学校施設整

備費

20,747千円

教育環境の向上及び充実を図るため、施設整備の準備を行った。

１　新居小学校ガラス飛散防止工事　　　　　　　　　　　 11,458千円

新居小学校の校舎・体育館、ガラス飛散防止フィルムの貼付

　（ガラス貼付面積　1,656㎡）

２　岡崎小学校屋外トイレ設置工事　　　　　　　　　　　  9,289千円

屋外トイレの解体撤去及び新設

　（解体トイレ　21㎡

　　新設トイレ　9.64㎡  男 小便器2　洋式大便器1

   　                   女 洋式大便器2）

県　　4,663

市債　3,100

諸収入

(振興協会)

  1,554
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10款　教育費　　３項　中学校費　　１目　学校管理費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

１　学校管理費
千円

168,899

千円 千円 千円 千円 千円

168,899

教育総務課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

285

287

287

289

289

291

鷲津中学校管

理運営費

12,945千円

白須賀中学校

管理運営費

6,815千円

湖西中学校管

理運営費

7,079千円

岡崎中学校管

理運営費

13,113千円

新居中学校管

理運営費

12,791千円

中学校施設管

理運営費

77,809千円

中学校教育環境の充実を図るため管理用備品の購入やパソコン・事務

機器等の賃貸借の経費を、生徒の安全・快適性を維持するため光熱水

費、施設の修繕料、保守委託、消耗品の購入等の経費を執行した。

⑴　経費の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

鷲　津

中学校

管　理

運営費

白須賀

中学校

管　理

運営費

湖　西

中学校

管　理

運営費

岡　崎

中学校

管　理

運営費

新　居

中学校

管　理

運営費

学　校

運営費

小　計

消 耗 品 費 3,324 1,651 2,316 3,849 3,647 84 14,871

燃 料 費 1,399 25 869 1,279 1,223 4,795

光 熱 水 費 29,708 29,708

修 繕 料 1,127 335 762 639 999 13,222 17,084

手 数 料 985 373 514 869 866 8,826 12,433

委 託 料 75 607 1,464 53 70 13,030 15,299

借 上 料 5,431 3,025 546 5,741 5,457 9,757 29,957

備品購入費 146 481 180 52 97 145 1,101

そ の 他 ※ 458 318 428 631 432 3,037 5,304

合 計 12,945 6,815 7,079 13,113 12,791 77,809130,552

※　「その他」は、旅費、食糧費、印刷製本費、医薬材料費、通信

運搬費、使用料及びテレビ受信料の合計。

⑵　主な消耗品費の内容

　給食用品、清掃用品、保健用品、営繕用品、プール用品、教職員

用図書、事務用品、印刷用品等

⑶　主な修繕料の内容

　給食室系統給水管修繕・武道場照明器具取替修繕（湖西中）、ガ

ス温水ボイラー取替修繕（鷲津中）、背板・座板取替修繕（新居

中）、浄化槽蓋及び散気管取替修繕（白須賀中）等

⑷　主な手数料の内容

　浄化槽汚泥抜取り手数料、各種クリーニング、庭木手入れ、顕微

鏡レンズ磨き、ピアノ調律、給食用機器清掃、廃棄物処理、特殊建

築物等定期検査報告等

⑸　主な委託料の内容

　警備保障、消防設備保守点検、給食室・配膳室害虫駆除、浄化槽

保守点検、給食排水沈殿槽清掃、事業系一般廃棄物収集運搬等
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10款　教育費　　３項　中学校費　　１目　学校管理費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

285

287

287

289

289

291

鷲津中学校管

理運営費

白須賀中学校

管理運営費

湖西中学校管

理運営費

岡崎中学校管

理運営費

新居中学校管

理運営費

中学校施設管

理運営費

⑹　借上料の機器の台数内訳　　　　　　　　　　　　　　(単位:台)

鷲　津

中学校

白須賀

中学校

湖　西

中学校

岡　崎

中学校

新　居

中学校
小　計

複 写 機 0/ 1  0/ 1 0/ 1 0/ 1 0/ 1 0/  5

印 刷 機 0/ 2  0/ 1 1/ 1 0/ 2 0/ 2 1/  8

教育用PC 0/53  0/61 0/64 0/66 0/71 0/315

校務用PC 0/43  0/19 0/24 0/34 0/39 0/159

A　E　D 1/ 1  1/ 1 1/ 1 0/ 1 1/ 1 4/  5

※　平成28年度新規導入台数/平成28年度末総数。

※　学校間で移動した機器は、新規導入台数に含めない。

⑺　主な備品購入費の内容

　コースロープ等

10款　教育費　　３項　中学校費　　２目　教育振興費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

２　教育振興費
千円

 25,030

千円

    746

千円

     23

千円 千円

    27

千円

 24,234

教育総務課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

293

293

293

293

293

鷲津中学校教

育振興費

3,851千円

白須賀中学校

教育振興費

2,392千円

湖西中学校教

育振興費

2,309千円

岡崎中学校教

育振興費

3,994千円

新居中学校教

育振興費

4,228千円

教育の振興を図るため、教材用消耗品、学校図書、教材備品を購入し

た。

⑴　経費の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

鷲　津

中学校

教　育

振興費

白須賀

中学校

教　育

振興費

湖　西

中学校

教　育

振興費

岡　崎

中学校

教　育

振興費

新　居

中学校

教　育

振興費

小　計

消 耗 品 費 1,513 1,182 903 1,273 1,660 6,531

印刷製本費 79 12 25 48 55 219

図 書 費 319 260 200 450 794 2,023

教材備品費 1,940 938 1,181 2,223 1,719 8,001

合 計 3,851 2,392 2,309 3,994 4,228 16,774

⑵　主な消耗品費の内容

　各教科の教材用品、トナー・用紙等の印刷用品、生花等行事関係

用品等

⑶　購入図書の冊数内訳

・鷲津中学校　　　　277冊　　　　　・白須賀中学校　　　178冊

・湖西中学校　　　　136冊　　　　　・岡崎中学校　　　　98冊

・新居中学校　　　　587冊

⑷　主な教材備品費の内容                                     

　英語教材ＣＤ,ピクチャーカード、ポータブルワイヤレスアンプ、

ショットクロック等

国　　　94
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10款　教育費　　３項　中学校費　　２目　教育振興費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

295 教育扶助費

3,130千円

中学校における義務教育の円滑な実施を図るため、困窮により生活を

維持することができない保護者に対して、義務教育の就学に必要な学用

品・通学用品等の費用を援助した。

１　教育扶助費事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　  3,130千円

⑴　就学援助費補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　1,780千円

経済的理由によって就学が困難な生徒の保護者に対して、国の算

定基準に基づき就学に必要な費用を援助した。

・支給人数　21人（鷲津中　4人・白須賀中　4人・岡崎中　6人・

新居中　7人）

⑵　特別支援教育就学奨励費補助事業　　　　　　　　　　1,350千円

特別支援学級へ就学する生徒の保護者に対し、経済的負担の軽減

を図るため、国の算定基準に基づく就学に必要な費用を援助した。

・支給人数　30人（鷲津中　8人・白須賀中　2人・湖西中　3人・

岡崎中　10人・新居中　7人）

県　　　 23

国　　　652

295 一般諸経費

5,126千円

年度当初におけるクラブ数及び部員数を基礎とした額並びに全国大会

等に参加するために必要な選手及び補欠選手の交通費及び宿泊費の合計

額の2分の1以内の額の補助金を交付し、部活動の育成、生徒の体力・知

力の向上及び学校教育の充実を図った。

１　部活動費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  5,126千円

⑴　補助金交付額の内訳

ｸﾗﾌﾞ数・部員数割分 全国大会等参加分 交 付 額

小　　計ｸﾗﾌﾞ数 部員数 交 付 額 選手数 交 付 額

鷲　津

中学校

ｸﾗﾌﾞ

15

人

537

円

1,417,500

人

9

円

199,800

円

1,617,300

白須賀

中学校
6 112 310,000 0 0 310,000

湖　西

中学校
6 199 527,500 0 0 527,500

岡　崎

中学校
12 413 1,092,500 1 18,000 1,110,500

新　居

中学校
15 469 1,247,500 13 313,100 1,560,600

合 計 54 1,730 4,595,000 23 530,900 5,125,900

寄附金　27
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10款　教育費　　３項　中学校費　　３目　学校整備費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

３　学校整備費
千円

　 7,247

千円 千円 千円

  

千円

 

千円

 7,247

教育総務課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

295 中学校施設整

備費

7,247千円

教育環境の向上及び充実を図るため、施設整備等を行った。

１　白須賀中学校屋外トイレ解体工事　　　　　　　　　　  1,048千円

屋外トイレの解体撤去を実施した。

（建築面積　14.73 ㎡）

２　鷲津中学校消火栓配管改修工事　　　　　　　　　　　  6,199千円

消火設備点検で消火栓配管の漏水があるため、配管改修した。

（改修配管延長　216m）

10款　教育費　　４項　幼稚園費　　１目　幼稚園費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

１　幼稚園費
千円

　432,155

千円

　19,116

千円

17,529

千円 千円

45,695

千円

349,815

幼児教育課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

295

297

297

299

301

301

鷲津幼稚園管

理運営費

3,205千円

白須賀幼稚園

管理運営費

1,154千円

新所幼稚園管

理運営費

1,334千円

岡崎幼稚園管

理運営費

3,189千円

知波田幼稚園

管理運営費

1,191千円

新居幼稚園管

理運営費

5,690千円

未就学児に教育の環境と場を提供し、幼児教育の充実を図るため、公

立幼稚園６園の管理運営及び整備を行った。

１　鷲津幼稚園管理運営費　　　　　　　　　　　　　　　  3,205千円

２　白須賀幼稚園管理運営費　　　　　　　　　　　　 　   1,154千円

３　新所幼稚園管理運営費　　　　　　　　　　　　　      1,334千円

４　岡崎幼稚園管理運営費　　　　　　　　　　　　　      3,189千円

５　知波田幼稚園管理運営費　　　　　　　　　　　　      1,191千円

６　新居幼稚園管理運営費　　　　　　　　　　　　      　5,690千円

入園状況(平成28年５月１日時点)　　　　　　単位：人

３歳 ４歳 ５歳 合　計

鷲津 76 85 74 235

白須賀 10 22 15 47

新所 13 13 10 36

岡崎 64 55 71 190

知波田 8 11 18 37

新居 55 62 78 195

合　計 226 248 266 740
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10款　教育費　　４項　幼稚園費　　１目　幼稚園費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

303 幼稚園総務費

47,632千円

公立幼稚園６園に共通する非常勤職員報酬、臨時雇賃金、報償費、借

上料等の経費を執行した。

１　幼稚園総務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 47,632千円

⑴　報酬　　34,424千円

　　　委員等報酬　　　24人

   　 　(園医18人、薬剤師６人)

　　　非常勤職員報酬　37人

　　　　(教諭18人、特別支援員10人、ことばの部屋指導員２人、

　　　　 給食員３人、用務員４人)

⑵　賃金  　10,676千円

　　　臨時雇賃金　　　４人

　　　　(教諭４人)

⑶　報償費　　 492千円

　　　報償金等　健康診断謝礼

⑷　借上料 　　681千円

　　コンピュータリース等

⑸　負担金     427千円

　　　県公立幼稚園教育研究会等

諸収入

(共済掛金)

121

303 一般諸経費

9,730千円

園児の保護者の経済的負担の軽減、幼稚園教育の充実及び向上並びに

幼稚園経営の健全性の確保を図ることを目的として、私立幼稚園・こど

も園に各種補助を実施した。

１　就園奨励事業　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　4,840千円

　　補助金交付額

補助金交付団体等 対象人員 補助金交付額

(学)二川学園二川幼稚園 25人 3,307千円

(学)エイチ・エム・エヌ学園浜名幼稚園 4人 289千円

(学)上里学園仔羊幼稚園 5人 740千円

(学)日本文教学園日本文教幼稚園 1人 185千円

(学)堀内学園にじの森幼稚園 1人 154千円

(学)三松学園三松幼稚園 1人 62千円

(学)あすなろ学園あすなろ幼稚園 2人 103千円

合　計 39人 4,840千円

２　私立幼稚園運営費　　　　　　　　　　　　  　　　　  4,890千円

⑴　補助金交付団体

　  (学)長生学園しらゆりこども園

⑵　補助基準

　　１園　　　　　　1,000千円

　　１学級当たり　　　 30千円

　　園児１人当たり     20千円(上限2,200千円)

　　障害児１人当たり  225千円(上限1,575千円)

国　  1,481
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10款　教育費　　４項　幼稚園費　　１目　幼稚園費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

303 私立幼稚園等

施設型給付費

54,286千円

幼児教育を実施する市内及び広域入所による私立幼稚園・こども園に

運営費として施設型給付費を支出した。

１  私立幼稚園等施設型給付費　　　　　　　　　　　　 　54,286千円

　⑴　給付費

　　(学)長生学園しらゆりこども園　　　　　　    52,832千円

　　(学)明睦学園希望が丘こども園　　　　　　　 　  773千円

　　(社)緑が丘福祉会緑が丘こども園　　　　　　  　 403千円　

　　(学)蝉川学園豊橋才能教育こども園　　　　　  　 232千円

　⑵　償還金(交付額確定に伴う県補助金返還)　　　　　　　46千円

国　 14,480

県　 17,289

303 私立幼稚園等

助成事業費

720千円

私立幼稚園・こども園が実施している事業に助成した。

１　保育対策事業     　                                   720千円

　一時預かり(幼稚園型)を行う(学)長生学園しらゆりこども園に助

成した。    

国　　  240

県      240

　教育総務課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

303 幼稚園施設管

理運営費

27,764千円

公立幼稚園６園に共通する施設管理等の経費を執行した。

１　幼稚園施設管理運営費　　　　　　　　　　　　　　　 27,764千円

⑴　修繕料      14,766千円

　遊具修繕（幼稚園６園）、自動火災報知設備修繕（新居幼）、ベ

ランダ笠木コンクリート補修（鷲津幼）、緊急一時預かり保育対応

施設修繕（新居幼）等

　

⑵　主な手数料の内容　    1,579千円

　浄化槽汚泥抜取り手数料、庭木手入れ、廃棄物処理等

⑶　主な委託料の内容　    5,263千円

　警備保障、消防設備保守点検、給食室・配膳室害虫駆除、浄化槽

保守点検、給食排水沈殿槽清掃、事業系一般廃棄物収集運搬等

　

⑷　工事請負費　    6,156千円

　　　

　　　岡崎幼稚園屋内消火栓ポンプ用非常用発電機更新工事

　　　電気設備点検で非常用発電機が故障していたため、更新した。

　　　（発電機　35KVA　）

　

国　　2,915
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10款　教育費　　６項　社会教育費　　１目　社会教育総務費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

１　社会教育総務

費

千円

 97,481

千円 千円 千円 千円 千円

 97,481

社会教育課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

307 社会教育総務

関係経費

5,877千円

社会教育推進のため、社会教育委員及び社会教育指導員を置いた。

【主な事業】

１　社会教育委員会の開催　　　　　　　　　　　　　　 　 　357千円

社会教育推進のため、社会教育法に基づき社会教育委員を置き会議

を開催した。

社会教育委員会の開催　 ６月７日(火)

　　　　　　　　　　　　　 10月18日(火)

　　　　　　　　　　　　　 ３月14日(火)

２　社会教育指導員設置事業　　　　　　　　　　　　　  　5,160千円

社会教育の振興と充実を図るため、「湖西市社会教育指導員設置規

則第３条」に基づいて社会教育指導員５人を置いた。

３　社会教育の推進        　　　　　　　　　　　　　  　  360千円

市民会館の解体に伴い、市民活動センターへの移転準備を行った。

10款　教育費　　６項　社会教育費　　２目　生涯学習費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

２　生涯学習費
千円

  13,104

千円

  6,252

千円

  1,287

千円 千円

　1,005

千円

  4,560

社会教育課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

307 生涯学習推進

費

13,104千円

家庭教育・生涯学習の重要性から、各年代層に機会をとらえて学習機

会等を提供した。

【主な事業】

１　家庭教育サポート事業　　　　　　　　　　　　　 　　 2,800千円

　⑴　就学時子育て講座　　　　　　17千円　　　　　　　　　

　　　小学校の入学説明会に合わせて、子育て講座を開催した。

参加者　497人

２月10日(金)岡崎小 129人　   ２月13日(月)東小　   27人

２月14日(火)鷲津小 146人　　 ２月14日(火)白須賀小 23人

２月16日(木)新居小 143人     ２月16日(木)知波田小 29人

諸収入

(自販機電気

料他)

162

国　  2,270

県　　　 85
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10款　教育費　　６項　社会教育費　　２目　生涯学習費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

307 生涯学習推進

費

　⑵　思春期子育て講座　　　　　　60千円　　　　　　　　　　　

　市内２中学校保護者を対象に、思春期における子育てについてＰ

ＴＡと共催で講座を開催した。

　　◇開催校 白須賀中学校

　　　開催日：２月24日(金)

　　　参加者：85人 

　　　演　題：「子どものやる気を高めるための目標設定」

　　　講　師：メンタルトレーニングコーチ　望月康宏氏

　　◇開催校 鷲津中学校

　　　開催日：11月25日(金)

　　　参加者：601人

　　　演　題：「そのままの今を好きになる」

　　　講　師：歌手　上田若渚氏

　⑶　教育講演会　　　　　　　　　30千円　　　　　　　　　　　

　　　市内公立幼稚園の保護者を対象にＰＴＡと共催で講座を開催し

た。

　　　場　所　健康福祉センター

　　　開催日：7月2日(土)

　　　参加者：112人

　　　演　題：「子どもとのコミュニケーションの方法」

　　　講　師：スクールカウンセラー　谷澤久美子氏

　⑷　ふたば学級　　　　　　　　 788千円

　市内公立幼稚園等を会場にして、２歳児をもつ保護者を対象に幼

児教育について学習する学級を開設した。

　　　　　９学級　年間各10回（５月～12月） 

　　　　　学級生 180人

　　　　鷲津(２学級)　50人　 白須賀　　17人 　新所・入出　 6人

　　　　岡崎(２学級)　50人　 知波田　　11人　 新居　　　　46人

　⑸　家庭教育学級 　            180千円

　小学校１年生を持つ保護者を対象に、市内６小学校区を単位とし

て家庭教育のあり方について学習する学級を開設した。

　６学級　年間各８回程度（４月～２月）

　学級生　172人

　　　　鷲津26人　白須賀39人　東　28人

　　　　岡崎19人　知波田33人　新居27人

　⑹　家庭教育の啓発    　     1,488千円　　　　　　　　　　　　

　子育て応援読本等の作成・配布により、家庭教育の重要性を保護

者に啓発した。

諸収入

(参加費)

        180
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10款　教育費　　６項　社会教育費　　２目　生涯学習費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

307 生涯学習推進

費

２　青少年教育推進事業　　　　　　　　　　　　　　 　　 2,780千円

子どもたちの実体験や親子と子どもの交流を通して、青少年の健全

な育成を図った。

　⑴　青少年の科学体験事業　        842千円

青少年が科学体験を通じて、物づくりの楽しさ、創意工夫の大切

さを学ぶため、実行委員会に委託して第16回青少年の科学体験を開

催した。

開催日　12月10日(土)　アメニティプラザ

参加者　775人

出展数　16ブース

　⑵　親子体験教室　                400千円

自然と親しみながら親子のふれあいを深めるため、自然観察会な

ど７回の講座を湖西フロンティア倶楽部に委託して開催した。

　　　第１回「親子で春を楽しもう」

　　　　開催日　５月１日(日) おちばの里親水公園

　　　　参加者  307人

　　　第２回「親子で浜名湖を知ろう」

　　　　開催日　７月31日(日) 浜松市村櫛町

　　　　参加者  16組　45人

　　　第３回「親子で森を知ろう」

　　　　開催日　10月23日(日) おちばの里親水公園

　　　　参加者  ７組　27人

第４回「親子で秋を楽しもう」

　　　　開催日　11月６日(日) おちばの里親水公園

　　　　参加者  434人

　　　第５回「親子で秋の自然と味覚を満喫しよう」

　　　　開催日　11月13日(日) おちばの里親水公園

　　　　参加者  ８組　31人

第６回「親子で冬の自然を楽しもう」

　　　　開催日　１月29日(日) おちばの里親水公園

　　　　参加者  10組　28人

第７回「親子で冬を楽しもう」

　　　　開催日　２月26日(日) おちばの里親水公園

　　　　参加者  200人

　

　⑶　子どもフェスタ　              500千円

９種類のレクリエーション種目の実施を通して地域・世代を超え

た交流を深めるため、湖西市子ども会連合会に委託して「第19回子

どもフェスタ」を開催した。

開催日　11月13日(日)　アメニティプラザ

参加者　770人

  ⑷　青少年のものづくり体験事業　1,000千円

　　　ものづくりを通して考える力・工夫する力を養い、創造力豊かな

　　子どもたちを育成するため、湖西少年少女発明クラブに委託して工

　　作教室、豊田式木製人力織機組立て、親子たこあげ大会を行った。

　　　参加者　501人

国　  2,780
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10款　教育費　　６項　社会教育費　　２目　生涯学習費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

307 生涯学習推進

費

３　高齢者教育の推進事業　　　　　　　　　　　　　　 　 　918千円

　⑴　寿大学                      447千円

　高齢者の生きがい、社会能力の向上のため寿大学を開設した。

（各学級６回程度の学習会開催）

学級生　400人

鷲津東部 53人　鷲津西部 42人　新所 54人  岡崎 51人

入出 87人  知波田 48人  新居 65人

　⑵　生涯大学「海鳴学園」　　　　471千円

高齢者の生きがい及び生涯学習の振興を目的とし、生涯大学を開

設した。

会　場　老人福祉センター他

受講生　１年生18人　２年生28人　大学院生23人

４　おちばの里親水公園管理事業　　　　　　　　　　　 　 1,129千円

自然豊かな「おちばの里親水公園」を生涯学習の場として維持管理

を行った。

占用許可件数　84件　6,907人

(内訳)　キャンプ５件・バーベキュー38件・その他41件

５　放課後子ども教室推進事業　　　　　　　　　　　　 　 3,013千円

放課後子どもプラン推進事業運営委員会において、放課後子ども教

室の計画と運営について協議し、市内６校の小学校で実施した。

放課後子どもプラン推進事業運営委員会の開催

　７月19日（火）、３月14日（火）

開催校　鷲津小学校(2グループ制)　　14回　44人

岡崎小学校(2グループ制)　　14回　70人

東小学校　　　　14回　10人

知波田小学校　　14回　18人

白須賀小学校　　14回　34人

新居小学校  　　14回　19人

            

６　学校支援本部事業　　　　　　　　　　　　　　　　      1,568千円

　地域住民がボランティアとして学校活動を支援する学校支援地域本

部を設置した。

　　学校支援地域本部運営委員会の開催

　７月19日（火）、３月14日（火）

開催校　白須賀小学校、白須賀中学校、知波田小学校

諸収入

  (参加費)

146

国　　　697

県　　　697

諸収入

(参加費)

195

国　　　505

県　　　505
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10款　教育費　　６項　社会教育費　　２目　生涯学習費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

307 生涯学習推進

費

７　生涯学習の推進　　　　                                896千円

　生涯学習情報の提供、生涯学習講座の開催など生涯学習の支援を

行った。

　⑴　生涯学習講座　　　　　　　　　808千円　　　　　　　

　　　生涯学習講座を14講座開設した。

　　　時期　　　　７月～３月

　　　講座名　　　和裁、茶道、ボクシングエアロ、ズンバ　他

　　　延べ受講者　1,599人

　⑵　新居町婦人会、表鷲津生涯学習推進懇談会に市民講座を委託し、

７講座開設した。　　　　         64千円

　　　時期        ７月～１月　　　　　　

　　　延べ受講者　 451人　

諸収入

（参加費）

         322

10款　教育費　　６項　社会教育費　　３目　公民館費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

３　公民館費
千円

 37,305

千円 千円 千円 千円

  2,105

千円

 35,200

社会教育課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

311 西部公民館等

管理運営費

18,124千円

西部公民館の施設の維持管理と各種講座、公民館まつりを開催した。

【主な事業】

１　公民館の施設維持管理　　　　　　　　　　　　　 　  16,494千円

公民館活動に供するため西部公民館の施設維持管理を行った。

２　講座等の開設　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　  1,380千円

　公民館活動の推進と市民意識の向上を図るため３館で講座等を開設

した。

⑴　①西部公民館

　　　講座（５月27日～３月16日）

延べ開催回数　85回　延べ受講者　932人

　・前期講座　　季節のおすすめ簡単レシピ

　　　　　　　　ミニ着物　　　　　   他４講座

　　　・後期講座　　やさしい英会話　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　リフレッシュヨガ　   他２講座

　・子ども講座　

　「夏休み子ども講座」　　

　　　開催日　　８月２日（火）、22日(月）、23日（火）

　　　参加者　　市内小学校１～３年生　延べ93名

　　　講師　　　社会教育指導員、ボランティア

使用料

1,489

諸収入

(講座参加費

他)

　　　288
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10款　教育費　　６項　社会教育費　　３目　公民館費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

311 西部公民館等

管理運営費

　　　②北部地区多目的研修集会施設

　　　講座（６月１日～３月24日）

延べ開催回数　82回　延べ受講者　615人

　　　・前期講座　　生け花入門

　　　　　　　　　　パッチワーク入門　    他４講座　　　　　　　

　　　・後期講座　　味噌づくり

　　　　　　　　　　腰痛体操　　　　　    他３講座

　　　・子ども講座

「米作り体験学習」

開催日　　６月２日（木）・９月29日(木）・11月17日（木）

参加者　  知波田小学校５年生　延べ102人

          講師　　　高橋正彦氏

　　　③南部地区構造改善センター

　　　講座　（５月24日～３月14日）

　　　延べ開催回数　70回　延べ受講者　730人

　　　・前期講座　染め遊び

　　　　　　　　　持続力ストレッチ　　　　 他３講座

　　　・後期講座　楽しい料理

　　　　　　　　　使いこなそう！Windows10　他２講座

　　　・子ども講座

「ジュニアフロンティア教室」（白須賀の歴史学習）

　開催日　５月19日（木）、24日（火）・10月28日（金）

　参加者　白須賀小学校６年生　延べ117人

　　　　　講師　　森為禧氏、加藤憲学氏、夏目常磐氏

　　　　　

３　第30回西部公民館まつりの開催　　　　　　　　　　　 　 250千円

　　開催日　　11月26日（土）・27日（日）

　　参加者　　3,300人 　

諸収入

(講座参加費）

　　　　150

諸収入

(講座参加費）

　　　　178
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10款　教育費　　６項　社会教育費　　４目　青少年育成費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

４　青少年育成費
千円

   7,448

千円 千円 千円 千円

　　77

千円

  7,371

社会教育課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

313 青少年健全育

成費

6,397千円

青少年の健全な育成を図るため、体験学習の開催や子ども会等の青少

年育成団体を支援した。

【主な事業】

１　青少年健全育成事業　　　　　　　　　　　　　 　　　 4,565千円

　⑴　青少年問題協議会　　　　　　　　78千円　　　　　　

　28年度の青少年育成センター事業計画等について協議し、併せて

湖西市小中学校ＰＴＡ連絡会において作成された携帯電話・スマホ

ルールについて説明を受け、意見交換を行った。

  開催日　６月30日（木）

　⑵　湖西市青少年健全育成大会　　　　

第23回湖西市青少年健全育成大会を開催し、青少年健全育成に対

する理解と自覚を高めた。

開催日　10月29日(土)　新居地域センター

参加者　570人

　⑶　青少年健全育成功労者等の表彰　　

　　　青少年の健全育成に貢献・模範となった人の表彰を行った。

　　　表彰者　個人26人　団体19団体

　⑷　青少年育成団体支援事業　　　　 543千円 　　　　

各種青少年育成団体に対して、その活動を支援した。

　　　湖西フロンティア倶楽部    143千円    

　　　ボーイスカウト湖西協議会　200千円

　　　湖西市子ども会連合会      200千円

　⑸　「家庭の日」普及事業　　　　　　　　

　「家庭の日」普及・推進を図るため、絵画・標語・詩を募集し、

入賞作品を展示・公開した。

絵画(小学1年～3年)　323点

標語(小学4年～6年)　247点

詩(中学1年～3年)　　370点

　⑹　明湖会活動事業　　　　       3,031千円　　　　

　明るい地域づくりと青少年健全育成活動を実践するため、明湖会

への補助等を行った。

財産収入

77
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10款　教育費　　６項　社会教育費　　４目　青少年育成費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

313 青少年健全育

成費

２　成人式開催事業　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 1,832千円

新たに成人を迎える人を祝い、成人としての自覚を高めるために、

成人式を開催した。

　　開催日　１月８日(日)

　　会場　　アメニティプラザ

　　対象者　605人(平成8年4月2日～平成9年4月1日)

　　出席者　532人

　　内容　　二部構成で実施(一部式典、二部アトラクション)

313 青少年育成セ

ンター活動費

1,051千円

　青少年補導員による補導活動や、社会教育指導員による相談活動等の

青少年非行防止活動を行った。

１　青少年育成センターの運営と活動　　　　　　 　　　　 1,051千円

　⑴　街頭補導活動

青少年補導員46人を委嘱し、青少年の非行防止のため市内各地区

ごとに街頭補導を実施した。

定例補導　月１～２回　特別補導　随時

実施回数　114回

参加人数　559人(内補導員446人)

　　　補導件数　４件(声掛け指導)

　⑵　相談活動

青少年の悩み、親の子育ての悩みなどに応えるため、電話相談(ヤ

ングダイヤルこさい)等を実施した。

相談日　月・水・金(市民会館)

火・木・土(西部公民館)

相談件数　17件

<相談対象者の内訳> <相談内容>

小学生  11件 学校・家庭問題  12件

中学生  １件 障害・性格問題  １件

高校生  ２件 友人関係  ０件

有職・無職少年 １件 その他  　４件

その他  ２件

10款　教育費　　６項　社会教育費　　５目　勤労青少年ホーム費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

５　勤労青少年

ホーム費

千円

   2,529

千円 千円 千円 千円

　　284

千円

  2,245

社会教育課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

315 勤 労 青 少 年

ホーム管理運

営費

2,529千円

勤労青少年ホームの維持管理を行った。

【主な事業】

１　勤労青少年ホーム施設管理事業　　　　　　　　　 　 　2,529千円

使用料　  9

諸収入

(自販機電気

料他)

　　　275
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10款　教育費　　６項　社会教育費　　６目　文化振興費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

６　文化振興費
千円

 46,607

千円

  3,737

千円

  1,096

千円 千円

  8,785

千円

 32,989

文化課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

315 文化振興関係

経費

7,828千円

芸術文化の振興のため、各種事業の開催や芸術文化団体の支援を行っ

た。

【主な事業】

１　芸術文化振興事業　　　　　　　　　　　　　　 　　 　6,642千円

文化協会・文化団体の育成及び基盤強化と芸術文化の振興を図るた

めの芸術祭等を開催した。

　⑴湖西市芸術祭　　　　　　　　　　1,780千円

湖西市文化協会に運営を委託し、一般市民を対象に創作活動を奨

励し、作品の発表及び鑑賞の機会を提供した。

① 第49回文化の祭典

開催日　平成28年10月29日～11月2日　会場　アメニティプラザ

出品点数　958点　　　　　 　　　　入場者数　1,430人

② 第44回芸能の祭典

開催日　平成28年11月20日(日)　会場　新居地域センター

出演者数　560人　　　　　　　 入場者数　810人

③ 第38回美術の祭典

開催日　平成29年2月4日～2月8日　会場　アメニティプラザ

出品点数　212点　　　　　　　　　入場者数　3,450人

④市民文芸第7号刊行

市民の創作意欲の向上を図るため文芸作品を募集し、「市民文

芸」第7号を刊行した。

発行部数　700部

　⑵芸術文化事業補助金　　　　　　　　3,504千円

芸術文化振興のため、芸術文化団体を支援した。

湖西市文化協会・湖西歌舞伎保存会

湖西民謡保存会・笠子太鼓

　

　⑶豊田佐吉翁ゆかりの地周辺整備事業　1,061千円

　　　豊田佐吉翁生誕150年記念事業の一環で、佐吉翁ゆかりの地に案内

　　　看板５基を設置し、散策マップ1200部を刊行した。

２　県巡回劇場開催事業　　　　　　　　　　　　　 　　　　 302千円

国内の優れた舞台芸術の鑑賞機会を提供するため、市内小学５年生

を対象に静岡県巡回劇場を開催した。

公演内容　音楽（しゃみせんいろいろスーパーセッション）

開催日　　平成28年10月18日(火)　会場　アメニティプラザ

入場者数　570人(小学校5年生)

３　ジュニア美術展開催事業　　　　　　　　　　　　　　 　　 0千円

市内の児童・生徒の美術振興を図るため、湖西市教育会との共催で

第10回ジュニア美術展を第38回美術の祭典と同時開催した。

開催日　　平成29年2月4日～2月8日　会場　アメニティプラザ

入場者数　3,450人
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10款　教育費　　６項　社会教育費　　６目　文化振興費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

315 文化振興関係

経費

４　三遠南信ふるさと歌舞伎交流大会事業　　　　　　　　  　300千円

三遠南信地域に残る地芝居(素人歌舞伎)の第23回豊橋大会に参加

し、伝統芸能の保存継承を図るとともに、三遠南信地域の文化交流を

促進した。

　　　　開催日　　平成28年11月27日(日)　開催地　　愛知県豊橋市

　　　　入場者数　約700人　　　　　　 　参加団体　6団体

５　トキワマンサクの里づくり事業　　　　　　　　　　　　  584千円

県指定天然記念物のトキワマンサクの保護と管理及び啓発活動とし

て、「第18回トキワマンサク祭り」を開催した。

開催日　　平成28年4月17日(日)

会場　　　神座集落センター及びトキワマンサク群生地

入場者数　176人

317 文化財保護保

存費

10,219千円

文化財の保護保存のため記録保存及び史跡保存整備事業を行った。

【主な事業】

１　文化財保護審議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25千円

文化財の保護保存に関する審議会を開催し、文化財の保護・保存に

ついて審議した。

開催日　平成28年10月5日(水)　

２　文化財保護保存事業　　　　　　　　　　　　　　　 　 1,890千円

文化財の保護保存に係る事務及び収蔵文化財・史跡等の維持管理を

行った。

⑴　指定文化財保存管理補助事業　　　　　　　　　　　 1,230千円

県指定・市指定文化財の保存管理・修理を支援した。

管理補助･･･本興寺本堂・本興寺奥書院・応賀寺薬師堂消防設備

　　　　　 白須賀火防樹剪定

　　　保存公開補助･･･新居町細工花火保存会・猿田彦煙火保存会・遠州

新居手筒花火保存会・橋本大般若経お経守保存

会・大倉戸チャンチャコチャン保存会

修理補助･･･応賀寺木造不動明王立像修理（2年目）

⑵　収蔵文化財・史跡等維持管理　　　　　　　　　　　　 314千円

大元屋敷跡ポケットパーク・堂頭の松の維持管理

文化財倉庫・北部多目的倉庫の維持管理

風炉の井埋戻し保全

３　大知波峠廃寺跡保存整備事業　　　　　　　　　　　　　  404千円

国史跡大知波峠廃寺跡保存のため、草刈りを行った。

４　新居関跡保存整備事業　　　　　　　　　　　　　　　  5,751千円

国特別史跡新居関跡保存整備として裏御門復元工事、関所構内防災

設備基本計画を策定のほか、整備委員会と建築専門部会を開催した。

５　市内遺跡発掘調査事業　　　　　　　　　　　　　 　 　2,149千円

出土木製品の保存処理のほか、発掘調査資料の整理・保存事業を

行った。

県　  　140

国　  2,737

県　  　456

国　  1,000

県　  　500

32



10款　教育費　　６項　社会教育費　　６目　文化振興費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

319 白須賀宿歴史

拠点施設管理

運営費

3,955千円

白須賀宿の歴史と文化を広めるとともに資料の保存と活用を図るた

め、白須賀宿歴史拠点施設の運営管理と各種事業を行った。

【主な事業】

１　白須賀宿歴史拠点施設管理運営事業　　　　　　　 　　 3,955千円

年間入館者　6,129人(市内1,863人　市外4,266人)

　　白須賀宿再発見事業

東海道五十三次の32番目の宿として栄えた白須賀宿の歴史・文

化を活かし、地域の活性化とふるさとづくりを推進するため「第

24回愛loveウォークin白須賀」を実施した。

開催日　　平成29年3月5日(日)

会場　　　白須賀宿、新居関所周辺

参加者数　172人

319 新居関所史料

館管理運営費

17,671千円

国特別史跡新居関跡の保存に努めるとともに、新居関所に関する歴史

資料の保存と活用を図るため、新居関所・史料館の運営管理と各種事業

を行った。

【主な事業】

１　新居関所史料館管理運営事業　　　　　　　　　　 　  16,606千円

年間入館者　33,228人

　新居関所史料館運営委員会の開催　　平成29年3月7日（火）

２　企画展示事業　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 1,065千円

○企画展

・「漆工芸」　　　　　　　　　　平成28年3月8日～5月29日

　　・「狂歌入東海道五拾三次」　　　平成28年8月2日～10月30日

・「木竹工芸・手鏡」　　　　　　平成29年2月28日～5月28日

○小企画展（館蔵品展）

    ・「双六」　　　　　　　　　　　平成28年5月31日～7月31日

・「高札」　　　　　　　　　　　平成28年11月1日～12月25日

・　新春浮世絵展「明治の浮世絵」平成29年1月3日～2月26日

使用料

8,603

321 紀伊国屋資料

館管理運営費

3,317千円

市指定文化財旅籠紀伊国屋の保存に努めるとともに、江戸時代の旅籠

に関する歴史資料の保存と活用を図るため、紀伊国屋資料館の管理運営

と各種事業を行った。

【主な事業】

１　紀伊国屋資料館管理運営事業　　　　　　　　　 　　 　3,317千円

年間入館者　14,594人

企画展「おひなさま展」     平成29年1月31日～3月5日

使用料　182
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10款　教育費　　６項　社会教育費　　６目　文化振興費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

323 小松楼まちづ

くり交流館管

理事業

　3,617千円

　地域振興並びに新居関所周辺の観光振興と文化振興を図るため、小松

楼まちづくり交流館を運営した。（平成28年度支所費から移管）

【主な事業】

１　小松楼まちづくり交流館管理運営事業　　　　　　　 　 3,617千円

　小松楼　開館日 316日、利用団体 144団体、来館者数 14,963人

自主事業　　 地域の茶の間　　 40回　 334人

　　　　 遊楽舎講座　　三味線演奏とお座敷遊び公演 31人

　　　　　　　　　 浜名湖おんぱく事務局運営

　　　　　　 小松楼ギャラリー展示 14件

　　　　　　　 下校時バス待合場所提供　新居小 1,858人

その他事業  「わくしお学習」（新居小6年生）校外学習、

　　　　　　　　　 新居の歴史文化めぐりへの協力 4回 93人

　　　　　　　　　 お月見会（9月17日）箏と尺八の演奏・落語 86人

                   雛人形展示(2月7日～3月5日）

　

10款　教育費　　６項　社会教育費　　７目　市民会館費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

７　市民会館費
千円

 23,287

千円 千円 千円 千円

 2,588 

千円

 20,699

文化課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

323 市民会館管理

運営費

17,629千円

市民文化の向上を図り福祉を増進するため、市民会館の維持管理及び

運営を行った。

【主な事業】

１　市民会館管理運営事業　　　　　　　　　　　　 　 　 17,629千円

市民会館利用者数　12,578人

使用料

      1,770

327 自主文化事業

費

1,664千円

舞台芸術の鑑賞機会を提供し、豊かな情操の育成を図るため、文化公

演会を開催した。

【主な事業】

１　自主文化事業　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　1,664千円

(1)子ども対象

・ミュージカル「ロビンフッドの冒険＆

　　　　　　　　　速水けんたろうライブ」(２回公演)

開催日　　平成28年10月11日(火)

会　場　　新居地域センター

入場者数　990人

諸収入

(入場料)

   　 　818
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10款　教育費　　６項　社会教育費　　８目　多目的研修施設費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

８　多目的研修施

設費

千円

  18,472

千円 千円 千円 千円

  1,107

千円

17,365

社会教育課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

327 北部地区多目

的研修施設管

理運営費

8,889千円

北部地区多目的研修集会施設の維持管理とセンターまつりを開催し

た。

【主な事業】

１　北部地区多目的研修集会施設の維持管理　　　　　 　   8,789千円

施設利用に供するため施設の維持管理を行った。

２　第23回北部地区多目的センターまつりの開催　            100千円

　　開催日　　10月22日(土）

　　参加者　　2,100人

使用料　435

329 南部地区構造

改善センター

管理運営費

9,583千円

南部地区構造改善センターの維持管理とセンターまつりを開催した。

【主な事業】

１　南部地区構造改善センターの施設維持管理　　　　 　　 9,503千円

施設利用に供するため施設の維持管理を行った。

２　第14回南部改善センターまつりの開催 　　　              80千円

　　開催日　　８月６日(土)

　　参加者　　600人

使用料　672
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10款　教育費　　６項　社会教育費　　９目　図書館費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

９　図書館費
千円

　　108,687

千円 千円 千円 千円

　972

千円

107,715

図書館

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

331 中央図書館管

理運営費

49,030千円

市民の生涯学習の拠点施設として、市民の教養、調査、研究のための

資料収集を行い、市民の生活、余暇、娯楽などに役立つ情報を提供し

た。

【主な事業】

１　中央図書館運営事業　　　　　　　　　　　　　　　 　28,732千円

より多くの市民に利用していただくため、蔵書及び図書館機能の充

実と窓口の円滑なサービスに努めた。

⑴　図書館資料利用状況

①　図書資料購入

・図書　5,864冊　　　　　・ＡＶ資料　115点

・雑誌　1,086冊（77種）　・新聞購入   10種 

②　登録者状況

・登録者数　　34,980人（中央・新居）

・団体登録数　 126団体

③　図書貸出状況

・総貸出冊数　283,326冊

内訳　一般　113,354冊　　児童　133,366冊

雑誌　 18,093冊　　ＡＶ　 18,513点

④　蔵書状況

・蔵書冊数　　175,829冊

内訳　一般　109,718冊　　児童　 57,075冊

雑誌　　5,830冊　　ＡＶ　　3,206点

⑵　アニメ上映会・豊田佐吉翁映画上映会の開催

・開催回数　7回　　　　・参加人数　 53人

⑶　各種行事

・夏祭り　　　H28. 7.23　　参加者　 456人

・よみん祭　　H28.11. 5　　参加者　 608人

・かるた大会　H29. 1. 7　　参加者　  39人

２　図書館施設維持管理事業　　　　　　　　　　　　　　 18,874千円

図書館の利用者に安全で快適な空間を提供することを目的に施設の

維持管理を行った。

・空調設備、消防設備保守点検等の保守管理業務を委託。

・児童開架室照明改修修繕、防煙スクリーン・防火シャッター修

繕等を行った。

　

諸収入

(県市町村振

興協会市町村

交付金)　

972

　

36



10款　教育費　　６項　社会教育費　　９目　図書館費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

331 中央図書館管

理運営費

３　図書館活動推進事業      　　　　　　　　　　　　    1,424千円

図書館ボランティアの自己啓発及び育成とともに読書普及活動を行っ

た。また、乳幼児期から本に親しんでもらうためブックスタート事業を

推進した。

⑴　読書普及活動推進

幼児・児童あるいは親子に対して、絵本の読み聞かせ・紙芝居等

のお話し会を行い、読書習慣の形成と図書館の利用促進を図った。

・毎週土曜日　午前10時30分～11時

実施回数　45回　　　参加人数　611人

・毎月第1・3木曜日　午前10時30分～11時

実施回数　20回　　　参加人数　365人

⑵　ブックスタート事業

読み聞かせの大切さを理解していただくため、生後6か月児の保護

者を対象に毎月１回ブックスタートを開催し、読み聞かせ講座及び

絵本等の入ったブックスタート・パックを配布した。

・ブックスタート実施

実施回数　12回　　　参加者　287組

・ブックスタート・パック配布（新居配布分を含む）

対象人数　439人　配布人数　359人　配布率　81.8％

       

333 新居図書館管

理運営費

20,146千円

新居図書館の図書館活動並びに施設の維持管理を行った。

【主な事業】

１　新居図書館運営事業            　　　　　　　　　　 12,527千円

新居図書館における図書館活動を行った。

⑴　図書館資料利用状況

①　図書資料購入

・図書　2,074冊　　　　　・ＡＶ資料　 91点

・雑誌　　673冊（56種）　・新聞購入 　 6種

②　登録者状況

・登録者数　34,980人（中央・新居）

・団体登録数　44団体

③　図書貸出状況

・総貸出冊数　128,346冊

内訳　一般　49,485冊　　　児童  62,505冊

雑誌　 6,749冊　　　ＡＶ　 9,607点

④　蔵書状況

・蔵書冊数　106,038冊

内訳　一般　70,647冊　　　児童　30,634冊

雑誌　 3,036冊　　　ＡＶ　 1,721点

⑵　各種行事

・開館記念のつどい　　H28. 8. 6　　参加者　 70人

・よみん祭　　　　　　H28.11. 6　　参加者　466人

・クリスマスのつどい　H28.12.10 　 参加者　 42人

・かるた大会 　　　　 H29. 1. 8　　参加者   24人

・人形劇フェスティバルH29. 3. 4　　参加者  110人
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10款　教育費　　６項　社会教育費　　９目　図書館費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

333 新居図書館管

理運営費

⑶　図書館活動推進

①　読書普及活動推進

幼児・児童あるいは親子に対して、絵本の読み聞かせ・紙芝居等

のお話し会を行い、読書習慣の形成と図書館の利用促進を図った。

・毎月第1・3土曜日　午前10時30分～

実施回数　18回　 参加人数　401人

・毎月第2・4木曜日　午前10時30分～

実施回数　24回　 参加人数　441人

②　ブックスタート事業

毎月１回ブックスタートを開催し、絵本等を配布した。

・ブックスタート実施

実施回数　12回　　　参加者　81組

２　図書館施設維持管理事業         　　　　　　　　　  　7,619千円

　図書館の利用者に安全で快適な空間を提供することを目的に施設の維

持管理を行った。

・空調設備、消防設備保守点検等の保守管理業務を委託。

　　・小会議室及び和室の空調機修繕等を行った。

10款　教育費　　７項　保健体育費　　１目　保健体育総務費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

１　保健体育総務

費

千円

265,017

千円 千円 千円 千円

11,084

千円

253,933

スポーツ推進課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

335 保健体育総務

関係経費

16,127千円

１　社会体育振興事業　　　　　　　　　　　　　　　　　 16,127千円

スポーツ推進委員を中心として、社会体育振興を図るため、会議、

各種大会運営、スポーツ指導等を行った。

スポーツ推進委員（報酬）委員  25人        3,291千円

（活動内容）

定例会・企画委員会・研修・スポーツ指導・各種大会運営・

協議会・研究会等会議出席    延べ68回  517人

補助金                                    6,165千円

    湖西市体育協会への運営費等補助

    （加盟団体29団体  登録総数  2,194人）

貸出管理業務                              1,281千円

運動公園陸上競技場、野球場、庭球場等の貸出と管理を円滑に行う

ため、管理人を配置し、利用者の利便を図った。

38



10款　教育費　　７項　保健体育費　　１目　保健体育総務費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

337 運動公園等維

持管理費

34,598千円

１　運動公園等維持管理事業　　　　　　　　　　　　　   25,655千円

湖西運動公園・梶田多目的運動広場・北部地区運動広場の使用者が

快適かつ安全に競技ができるように施設管理を行った。

修繕料                                    2,298千円

    ・梶田多目的運動広場防球ネット取替修繕　　　　　371千円

    ・北部地区運動広場グラウンド不陸修繕　　　　　　313千円

    ・北部地区運動広場トイレ扉修繕　　　　　　　　　302千円

　　・その他修繕（14件）                        　1,312千円

手数料                                    　890千円

    ・運動公園・北部地区運動広場浄化槽清掃       　 258千円

    ・ＥＳＰ業務サービス手数料（12回）　　　　　　　130千円

　　・その他手数料（21件）　                     　 502千円

委託料　                                 14,009千円

・運動公園施設維持管理業務　              　 12,577千円

・その他維持管理業務（６件） 　           　  1,432千円

 工事請負費　　　　　　　　　　　　　　　　　 799千円

　　・野球場バックネット裏トイレ増設工事　　　　　　799千円

　

平成28年度  湖西運動公園等利用状況

施設名 利用者数（人） 利用日数（日）

湖西運動公園陸上競技場  14,334  220

湖西運動公園野球場  9,824  172

湖西運動公園庭球場  5,682  228

湖西運動公園多目的広場  14,698  212

湖西運動公園弓道場  2,669  305

梶田多目的運動広場  2,264  107

北部地区運動広場 　　 10,726  315

計  60,197 　　  ―

２　みなと運動公園等維持管理事業　　　　　　　　　　  　8,943千円

みなと運動公園の使用者が快適かつ安全に競技できるように施設管

理を行った。

修繕料                　　           2,927千円

    ・ＡＢ面照明安定器収納盤取替修繕 　　　　1,328千円

　　・Ａ面スタンドコンクリート爆裂修繕　　　　 594千円

    ・野球場北側女子トイレ便器取替修繕　　　　 426千円

　　・その他修繕（16件）                       579千円

手数料　                               443千円

    ・浄化槽清掃                               253千円

    ・その他手数料（17件）　                   190千円

委託料　　                           3,709千円

    ・施設管理業務                           3,217千円

    ・その他維持管理業務（３件）               492千円

使用料

3,217

諸収入

（自販機電

気料他）

246
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10款　教育費　　７項　保健体育費　　１目　保健体育総務費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

337 運動公園等維

持管理費

平成28年度  みなと運動公園等利用状況

施設名 利用者数（人） 開催日数（日）

野球場 　4,115

308多目的広場 　　 12,447

計 　16,562

339 新居スポーツ

広場公園管理

運営費

17,733千円

１　新居スポーツ広場公園管理運営事業　　　　　 　　 　 17,733千円

新居スポーツ広場公園の使用者が、快適かつ安全に競技できるよう

に施設管理を行った。

修繕料                                 　876千円

・新居庭球場人工芝生修繕　                 　497千円

・親水公園女子トイレ修繕　　　　　　　　　　 127千円

・その他修繕（５件） 　　　　　　　　　　　　252千円

委託料                                11,119千円

・新居スポーツ広場公園受付業務             4,306千円

・親水公園緑化維持管理業務　　　　　　　　 3,780千円

・その他維持管理業務（10件）               3,033千円

　

平成28年度  新居スポーツ広場公園体育施設利用状況

体育館 庭球場 弓道場 計 開催日数

64,547人 5,841人 2,788人 73,176人 348日

使用料

7,576

諸収入

（自販機電

気料他）

　　　　 45

339 アメニティプ

ラザ管理運営

費

164,497千円

１　複合運動施設管理運営事業　　　　　　　　　　　　  164,497千円

アメニティプラザの使用者が、快適かつ安全に競技できるように施

設管理を行った。

修繕料                                1,426千円

・ほたるの里水車修繕　　　　　　　　　　　　1,426千円

委託料                              162,384千円

・複合運動施設指定管理業務              　154,000千円

・指定管理業務（平成27年度光熱水費の変　　  8,384千円

動分）

　工事請負費　　　　　　　　　　　　　　　　　 150千円

　　・アメニティプラザ案内看板設置工事　　　　　　150千円

平成28年度  アメニティプラザ利用状況（開催日数：313日）

施設名 利用者数（人）

温水レジャープール 　　　　　133,982

浴室 　　　　　 81,090

トレーニングルーム 　　　　　 27,915

メインアリーナ 　　　　　 40,581

サブアリーナ 　　　　　 17,270

スタジオ 　　　　　 13,272

計 　　　　　314,110

40



10款　教育費　　７項　保健体育費　　2目　スポーツ推進費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

２　スポーツ推進

費

千円

9,488

千円 千円 千円 千円

   4,161

千円

5,327

スポーツ推進課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

341 スポーツ活動

推進費

7,001千円

市民のスポーツ活動を推進するため、各種事業を行った。

【主な事業】

１　スポーツ普及推進及び育成事業　　　　　　　          5,684千円

スポーツ教室等を通じ、スポーツ人口の拡大を図った。また、各種

スポーツ大会を開催し、スポーツの普及を図った。

1 　スポーツ教室                      1,285千円

気功太極拳・親子運動・きゅっとボディストレッチ（２回）・

ラージボール卓球・スローエアロビックス（２回）・バランス

ボールエクササイズ（２回）・硬式野球・卓球

ニュースポーツ講習会・トレーニング講習会

 　　　　11教室、２講習会

    　　 延べ  155回  総参加者数  3,053人

2 　各種スポーツ大会業務委託          2,752千円

    大会名  新居弓道・市民バレーボール・中学バレーボール・

　　　　　　新居バレーボール・学童野球大会・スポーツフェア

　　　　　（野球）・父親ソフトボール・中学野球・少年野球・

　　　　　　少年団卓球・市民卓球・柔道・少年柔道・インディ

　　　　　　アカ・ソフトテニス・スポーツフェアウォーキング

　　　　　　・少年剣道・陸上　　　　　　

                 18大会　総参加者数 4,479人

　

3 　スポーツ少年団選手派遣費         1,647千円

スポーツ少年団の競技力向上、活動の充実を図るため、県大会以

上に出場する選手派遣に要する交通費等を交付金として執行した。

     バレーボール男女（７回）、ミニバス男女（９回）、柔道（２

　　　回）、剣道（１回）、サッカー（３回）、卓球（１回）、バド

　　　ミントン（１回）、ティーボール（１回）

２　ジュニアスポーツ育成事業　　　　　　　　　　　　    1,010千円

中学生を対象としたジュニアスポーツクラブの育成を推進した。

  種目  野球・サッカー・ソフトテニス・陸上長距離・バドミントン

          月２～４回

    参加生徒数  149人

３　高齢者の健康生きがいづくり事業　　　                   45千円

高齢者の方々の健康保持・体力増進やストレス解消などを図るた

め、スポーツに親しむ場を提供した。

    開催種目  ペタンク・ラージボール・ペタボード・グラウンド

              ゴルフ・輪投げ

    大会回数  10回    総参加者数  1,825人

使用料

3,556

諸収入

(スポーツ教

室参加費）

380
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10款　教育費　　７項　保健体育費　　２目　スポーツ推進費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

341 スポーツ活動

推進費

４　コーちゃんフェスティバル　　　                         10千円

だれでも手軽にできるスポーツイベントとして、市民のふれあいや

心身の健康を図るため実施した。

    開催日  平成28年11月６日（日）

    参加者数     118人

５　学校体育施設開放事業　　　                          　251千円

市内小中学校体育施設を開放し、住民がスポーツを通じて交流する

場を提供した。

平成28年度  湖西市学校体育施設利用状況

学校名
運動場

昼間利用 夜間利用

鷲津中
回

4

人

2,340

回

54

人

1,086

白須賀中 　　　  2 140 (開放なし)

湖西中         0     　 0        4 　　  34

岡崎中         2      220       32 　 　311

新居中 (開放なし) (開放なし)

鷲津小        71    3,786 (開放なし)

白須賀小       150    4,607 29 　 1,002

岡崎小        83    2,941 　　　31 675

東小        74    3,542 (開放なし)

知波田小        74    1,271 0 　0

新居小        47    3,290 (開放なし)

計 507 22,137 150 3,108

学校名
体育館

昼間利用 夜間利用

鷲津中
回

2

人

430

回

263

人

4,413

白須賀中 　　　  1       50      117    　998

湖西中 　　　  1      100      185    2,852

岡崎中 (開放なし)      174    3,195

新居中 　　  (開放なし)      214    2,037

鷲津小       112    3,990      214    6,427

白須賀小        72    2,762 76 1,415

岡崎小         3      155      204 4,905

東小        97    2,393      221    2,403

知波田小        49    　905 　　 110    1,199

新居小        96    4,901      282   11,195

計 433 15,686    2,060   41,039

学校名
武道場

昼間利用 夜間利用

鷲津中
回

　　3

人

　　 131

回

306

人

5,424

湖西中 　　　　1 　　150 　　 154 　2,751

岡崎中 (開放なし) 40     669

新居中剣道場 　　　　1       18 　　83 1,416

新居中柔道場  5 　 　188      130 2,769

計 10 　487 713 13,029
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10款　教育費　　７項　保健体育費　　２目　スポーツ推進費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

341 スポーツ活動

推進費
学校名

クラブハウス

昼間利用 夜間利用

岡崎中
回

（開放

人

なし）

回

187

人

1,176

学校名
新居幼稚園

昼間利用 夜間利用

遊戯室
回

18

人

859

回

15

人

203

341 スポーツ大会

費

2,487千円

競技力の向上と健康増進を図るため、スポーツ大会やイベントを開催

または出場した。

【主な事業】

１　静岡県市町対抗駅伝競走大会　　　　                  1,402千円

市町対抗駅伝競走大会に出場し、競技力の向上及び体力向上等を

図った。

    大会名    第17回静岡県市町対抗駅伝競走大会

    開催日    平成28年12月３日（土）

    コース    県庁本館前～草薙陸上競技場  11区間  42.195km

    順  位    市の部  10位（参加  27チーム）

２　湖西市駅伝大会　　　　　　　　　　　　　　          　856千円

市民の競技力向上、ふれあいを図るため、駅伝大会とふれあいジョ

ギングの開催を予定したが、悪天候のため中止となった。

  開催日  平成29年１月15日（日）

  申込数  駅伝大会  90 チーム  810人

          ふれあいジョギング   132人

３　室内棒高跳湖西大会　　　　　                          229千円

アメニティプラザで、国内のトップジャンパーが一堂に集い、室内

棒高跳の大会を行った。

また、近隣中、高校生選手等の普及強化のため、記録会を行った。

    開催日  大会    平成29年２月25日（土）

            記録会          ２月25・26日（土・日）

    参加数  大会    15人  記録会 　 118人

諸収入

(市駅伝大会

参加料他)

        225
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10款　教育費　　７項　保健体育費　　３目　勤労者体育センター費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

３　勤労者体育セ

ンター費

千円

  5,231

千円 千円 千円 千円

  1,302

千円

  3,929

スポーツ推進課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

343 勤労者体育セ

ンター管理運

営費

5,231千円

１　勤労者体育センター管理事業　　　　                  5,231千円

勤労者体育センターの使用者が、快適かつ安全に競技ができるよう

に施設管理を行った。

修繕料                            434千円

  ・バスケットボールコートライン変更修繕 124千円　　　       

      ・その他修繕（７件）　                 310千円

    委託料                          4,101千円

      ・貸出管理業務                       3,171千円

      ・その他維持管理業務委託（３件）     　930千円

平成28年度  勤労者体育センター利用状況

体育室 軽運動室 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 計 開催日数

31,253人 5,341人 2,963人 39,557人 308日

使用料

1,253

諸収入

（自販機電

気料）

49
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