
   （款） 10  教 育 費
 （項）    1  教育総務費 （単位：千円）

10 教 育 費 1,174,984 1,347,824    △172,840 192,779 982,205

 1 教育総務費 167,698 134,819 32,879 14,953 152,745

 1 教育委員会 3,500 3,564         △64 3,500

費  1 報      酬 1,392  1 教育委員会一般経費                                       3,500

    教育委員会委員報酬                                     (1,392)

 8 報  償  費 164     表彰等記念品                                             (164)

    費用弁償                                                 (243)

 9 旅      費 243     交際費                                                   (400)

    消耗品費                                                  (36)

10 交  際  費 400     筆耕翻訳料                                                (25)

    有料道路通行料                                             (8)

11 需  用  費 36     駐車場等使用料                                             (5)

    遠軽地区教育委員会協議会負担金                           (987)

12 役  務  費 25     オホーツク管内教育委員会協議会負担金                     (200)

    諸会議負担金                                              (40)

14 使用料及び 13

   賃借料

19 負担金、補 1,227

   助及び交付

   金

 2 事務局費 30,094 29,181 913 その他 30,091

3  1 報      酬 8,079  1 教育委員会事務局一般経費                                13,771

    嘱託職員報酬                                           (8,079)

 4 共  済  費 1,350     報酬職分社会保険料                                     (1,350)

    臨時職員賃金                                             (137)

 7 賃      金 137     費用弁償                                                 (202)

    普通旅費                                                 (688)

 9 旅      費 890     消耗品費                                                 (752)

    燃料費                                                   (617)

11 需  用  費 9,135     食糧費                                                    (20)

    印刷製本費                                               (204)

12 役  務  費 4,215     修繕料                                                   (836)

    通信運搬費                                               (412)

13 委  託  料 1,504     手数料                                                   (105)

    自動車損害保険料                                          (26)

14 使用料及び 293     有料道路通行料                                            (24)

   賃借料     駐車場等使用料                                             (5)

    自動車借上料                                               (3)

15 工事請負費 3,100     土地借上料                                                (25)

    事務機器借上料                                           (221)

16 原材料費 145     諸会議負担金                                              (39)

    自動車重量税                                              (26)

18 備品購入費 377

 2 教育委員会庁舎管理事業                                   5,440

19 負担金、補 843     消耗品費                                                 (109)

   助及び交付     燃料費                                                 (1,697)

   金     光熱水費                                               (1,350)

    修繕料                                                   (250)

27 公  課  費 26     手数料                                                   (138)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    1  教育総務費 （単位：千円）

    清掃業務委託料                                         (1,384)

    警備業務委託料                                           (120)

    テレビ受信料                                              (15)

    備品購入費                                               (377)

 3 教職員住宅管理事業                                       6,561

    修繕料                                                 (3,300)

    手数料                                                    (16)

    教職員住宅屋根塗装工事                                 (3,100)

    原材料費                                                 (145)

 4 教職員研修事業                                             804

    網走地方教育研修センター負担金                           (804)

 5 教職員健康診断事業                                       3,518

    手数料                                                 (3,518)

 3 教育振興費 134,104 102,074 32,030 国庫支出金 119,154

129  1 報      酬 20,967  1 教育振興一般経費                                        57,335

道支出金     学校医報酬                                             (1,512)

366  4 共  済  費 3,043     学校歯科医報酬                                         (1,728)

その他     学校薬剤師報酬                                           (216)

14,455  7 賃      金 24,370     各種研修会等報償費                                       (419)

    児童生徒健康診断報償費                                   (122)

 8 報  償  費 936     消耗品費                                                 (175)

    手数料                                                 (1,317)

 9 旅      費 2,061     その他保険料                                           (1,281)

    遊具定期検査業務委託料                                   (377)

11 需  用  費 4,156     学校施設長寿命化計画策定業務委託料                     (5,500)

    自動車借上料                                              (77)

12 役  務  費 3,866     備品購入費                                            (10,802)

    遠軽町学校保健会負担金                                    (72)

13 委  託  料 29,106     遠軽町複式教育連盟負担金                                 (169)

    各種研究会負担金                                       (5,190)

14 使用料及び 109     第９地区教科用図書採択教育委員会協議会負担金              (64)

   賃借料     学校行事負担金                                        (23,554)

    教育振興費負担金                                          (10)

18 備品購入費 11,100     遠軽高等学校定時制通信制教育振興会補助金                 (450)

    遠軽高等学校教育振興補助金                             (4,300)

19 負担金、補 34,198

   助及び交付  2 特別支援教育支援員配置事業                              25,323

   金     賃金職分社会保険料                                       (235)

    日々雇用職員賃金                                      (24,344)

27 公  課  費 187     費用弁償                                                 (732)

    普通旅費                                                   (9)

28 繰  出  金 5     図書購入費                                                 (3)

 3 英語指導助手配置事業                                    15,264

    英語指導助手報酬                                      (10,762)

    報酬職分社会保険料                                     (1,696)

    費用弁償                                               (1,067)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    1  教育総務費 （単位：千円）

    普通旅費                                                  (74)

    消耗品費                                                 (131)

    燃料費                                                   (255)

    修繕料                                                   (200)

    手数料                                                    (94)

    自動車損害保険料                                         (277)

    その他保険料                                              (80)

    有料道路通行料                                            (12)

    駐車場等使用料                                             (5)

    備品購入費                                               (152)

    自治体国際化協会負担金                                   (389)

    自動車重量税                                              (70)

 4 教育相談・不登校対策事業                                 8,399

    教育相談員報酬                                         (4,488)

    不登校児童生徒指導員報酬                               (2,244)

    報酬職分社会保険料                                     (1,112)

    教育相談等研修会報償費                                    (99)

    費用弁償                                                 (107)

    普通旅費                                                  (72)

    消耗品費                                                  (30)

    通信運搬費                                                (89)

    テレビ受信料                                              (15)

    備品購入費                                               (113)

    図書購入費                                                (30)

 5 スクールバス運行事業                                    27,363

    日々雇用職員賃金                                          (26)

    消耗品費                                                 (371)

    燃料費                                                 (1,536)

    光熱水費                                                  (51)

    修繕料                                                 (1,321)

    手数料                                                   (639)

    自動車損害保険料                                          (73)

    スクールバス等運転業務委託料                          (23,229)

    自動車重量税                                             (117)

 6 就学時健康診断事業                                         360

    就学児童健康診断報償費                                   (296)

    消耗品費                                                  (48)

    手数料                                                    (16)

 7 奨学資金貸付事業                                            60

    奨学審査委員報酬                                          (17)

    印刷製本費                                                (38)

    奨学資金貸付基金繰出金                                     (5)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    2  小学校費 （単位：千円）

 2 小学校費 202,750 295,118     △92,368 43,053 159,697

 1 学校管理費 105,324 100,611 4,713 105,324

 1 報      酬 11,220  1 小学校管理一般経費                                     105,324

    嘱託職員報酬                                          (11,220)

 4 共  済  費 1,659     報酬職分社会保険料                                     (1,659)

    消耗品費                                               (7,106)

11 需  用  費 76,407     燃料費                                                (31,549)

    食糧費                                                   (100)

12 役  務  費 9,221     印刷製本費                                               (730)

    光熱水費                                              (30,502)

13 委  託  料 2,342     修繕料                                                 (5,900)

    医薬材料費                                               (520)

14 使用料及び 4,137     通信運搬費                                             (1,697)

   賃借料     手数料                                                 (7,476)

    自動車損害保険料                                          (48)

16 原材料費 329     電気保安管理業務委託料                                 (1,101)

    警備業務委託料                                           (852)

27 公  課  費 9     浄化槽維持管理業務委託料                                 (256)

    危険物取扱業務委託料                                     (133)

    テレビ受信料                                             (131)

    機械借上料                                               (194)

    物品借上料                                               (270)

    事務機器借上料                                         (3,242)

    その他借上料                                             (300)

    原材料費                                                 (329)

    自動車重量税                                               (9)

 2 教育振興費 44,826 59,962     △15,136 国庫支出金 40,006

420  7 賃      金 498  1 小学校備品購入事業                                      22,180

その他     備品購入費                                            (12,240)

4,400  8 報  償  費 36     図書購入費                                             (2,090)

    教科書及び指導書購入費                                   (250)

 9 旅      費 83     教材購入費                                             (7,000)

    楽器購入費                                               (600)

11 需  用  費 9,208

 2 小学校教育振興一般経費                                   9,825

14 使用料及び 483     日々雇用職員賃金                                         (498)

   賃借料     修学旅行付添看護師報償費                                  (36)

    費用弁償                                                  (69)

18 備品購入費 22,180     普通旅費                                                  (14)

    消耗品費                                               (7,420)

20 扶  助  費 12,338     印刷製本費                                               (440)

    修繕料                                                 (1,348)

 3 小学校遠距離通学助成事業                                   546

    自動車借上料                                             (483)

    就学援助費                                                (63)

 4 要保護・準要保護児童援助事業                            11,452

    就学援助費                                            (11,452)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    2  小学校費 （単位：千円）

 5 小学校特別支援教育就学奨励事業                             823

    就学援助費                                               (823)

 3 学校建設費 52,600 134,545     △81,945 国庫支出金 14,367

12,033 15 工事請負費 52,600  1 小学校建設事業                                          52,600

地方債     生田原小学校ほか５校グラウンド整備工事                 (5,500)

26,200     遠軽小学校トイレ改修工事                               (5,200)

    安国小学校トイレ等改修工事                             (5,800)

    南小学校煙道改修工事                                  (36,100)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    3  中学校費 （単位：千円）

 3 中学校費 154,372 151,493 2,879 8,038 146,334

 1 学校管理費 91,523 89,575 1,948 91,523

 1 報      酬 8,976  1 中学校管理一般経費                                      91,523

    嘱託職員報酬                                           (8,976)

 4 共  済  費 1,528     報酬職分社会保険料                                     (1,528)

    費用弁償                                                 (120)

 9 旅      費 120     消耗品費                                               (4,772)

    燃料費                                                (29,725)

11 需  用  費 65,774     食糧費                                                   (140)

    印刷製本費                                               (570)

12 役  務  費 7,500     光熱水費                                              (24,727)

    修繕料                                                 (5,400)

13 委  託  料 2,058     医薬材料費                                               (440)

    通信運搬費                                             (1,837)

14 使用料及び 3,765     手数料                                                 (5,637)

   賃借料     自動車損害保険料                                          (26)

    電気保安管理業務委託料                                   (900)

16 原材料費 302     警備業務委託料                                           (609)

    浄化槽維持管理業務委託料                                 (450)

19 負担金、補 1,500     危険物取扱業務委託料                                      (99)

   助及び交付     テレビ受信料                                              (88)

   金     機械借上料                                                (52)

    物品借上料                                               (472)

    事務機器借上料                                         (3,003)

    その他借上料                                             (150)

    原材料費                                                 (302)

    望の岡分校維持運営負担金                               (1,500)

 2 教育振興費 54,149 51,874 2,275 国庫支出金 46,111

538  7 賃      金 468  1 中学校備品購入事業                                      24,864

その他     備品購入費                                            (13,930)

7,500  8 報  償  費 96     図書購入費                                             (1,420)

    教科書及び指導書購入費                                   (924)

 9 旅      費 37     教材購入費                                             (7,500)

    楽器購入費                                             (1,090)

11 需  用  費 10,287

 2 中学校教育振興一般経費                                  11,968

14 使用料及び 876     日々雇用職員賃金                                         (468)

   賃借料     修学旅行付添看護師報償費                                  (96)

    費用弁償                                                  (17)

18 備品購入費 24,864     普通旅費                                                  (20)

    消耗品費                                               (8,769)

19 負担金、補 1,080     印刷製本費                                               (360)

   助及び交付     修繕料                                                 (1,158)

   金     中学校合同部活動送迎費助成金                           (1,080)

20 扶  助  費 16,441  3 中学校遠距離通学助成事業                                   919

    自動車借上料                                             (876)

    就学援助費                                                (43)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    3  中学校費 （単位：千円）

 4 要保護・準要保護生徒援助事業                            15,384

    就学援助費                                            (15,384)

 5 中学校特別支援教育就学奨励事業                           1,014

    就学援助費                                             (1,014)

 3 学校建設費 8,700 10,044      △1,344 8,700

15 工事請負費 8,700  1 中学校建設事業                                           8,700

    生田原中学校ほか５校グラウンド整備工事                 (6,500)

    南中学校屋体自動火災報知設備改修工事                   (2,200)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    4  学校給食費 （単位：千円）

 4 学校給食費 232,004 219,279 12,725 109,357 122,647

 1 小中学校給 232,004 219,279 12,725 国庫支出金 122,647

食費 5,867  1 報      酬 22,935  1 学校給食施設管理事業                                    72,419

道支出金     消耗品費                                              (10,820)

3,250  4 共  済  費 4,200     燃料費                                                (14,361)

地方債     光熱水費                                              (10,240)

8,800  7 賃      金 29,689     修繕料                                                 (4,362)

その他     通信運搬費                                               (218)

91,440  8 報  償  費 249     手数料                                                 (3,887)

    自動車損害保険料                                          (70)

 9 旅      費 1,124     電気保安管理業務委託料                                   (451)

    警備業務委託料                                           (314)

11 需  用  費 132,397     浄化槽維持管理業務委託料                                  (38)

    廃水処理施設保安業務委託料                               (439)

12 役  務  費 6,352     危険物取扱業務委託料                                      (33)

    テレビ受信料                                              (41)

13 委  託  料 7,852     東小学校給食室煙道改修工事                            (17,600)

    備品購入費                                             (9,487)

14 使用料及び 41     自動車重量税                                              (58)

   賃借料

 2 学校給食管理事業                                       159,585

15 工事請負費 17,600     学校給食運営委員報酬                                     (157)

    嘱託職員報酬                                          (22,778)

18 備品購入費 9,487     報酬職分社会保険料                                     (3,858)

    賃金職分社会保険料                                       (342)

19 負担金、補 20     日々雇用職員賃金                                      (29,689)

   助及び交付     学校給食研修会講師謝礼金                                  (50)

   金     学校給食研修報償費                                       (199)

    費用弁償                                                 (903)

27 公  課  費 58     普通旅費                                                 (221)

    消耗品費                                                  (18)

    食糧費                                                   (888)

    印刷製本費                                                (49)

    賄材料費                                              (91,659)

    手数料                                                 (2,177)

    給食配送業務委託料                                     (6,577)

    北海道学校給食研究協議会負担金                            (15)

    オホーツク管内学校給食研究協議会負担金                     (5)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    5  社会教育費 （単位：千円）

 5 社会教育費 190,957 202,910     △11,953 14,861 176,096

 1 社会教育総 36,920 32,468 4,452 その他 32,980

務費 3,940  1 報      酬 10,327  1 社会教育委員一般経費                                       714

    社会教育委員報酬                                         (358)

 4 共  済  費 1,523     費用弁償                                                 (195)

    普通旅費                                                  (59)

 7 賃      金 695     消耗品費                                                  (10)

    駐車場等使用料                                             (5)

 8 報  償  費 7,684     諸会議負担金                                              (30)

    社会教育委員連絡協議会負担金                              (57)

 9 旅      費 1,611

 2 社会教育各種大会参加費助成事業                           1,700

11 需  用  費 2,603     社会教育振興補助金                                     (1,700)

12 役  務  費 669  3 社会教育団体助成事業                                       330

    社会教育振興補助金                                       (330)

13 委  託  料 4,915

 4 社会教育総務一般経費                                    19,228

14 使用料及び 1,082     社会教育指導員報酬                                     (8,976)

   賃借料     報酬職分社会保険料                                     (1,523)

    費用弁償                                                 (336)

16 原材料費 22     普通旅費                                                 (230)

    消耗品費                                                 (570)

19 負担金、補 5,696     燃料費                                                   (675)

   助及び交付     修繕料                                                   (711)

   金     通信運搬費                                               (103)

    手数料                                                   (269)

27 公  課  費 93     自動車損害保険料                                          (97)

    電話交換設備保守点検業務委託料                            (30)

    記念碑周辺整備業務委託料                                  (67)

    社会教育施設長寿命化計画策定業務委託料                 (4,818)

    事務機器借上料                                           (713)

    オホーツク管内社会教育主事会負担金                        (12)

    諸会議負担金                                               (5)

    自動車重量税                                              (93)

 5 高齢者大学事業                                           2,045

    日々雇用職員賃金                                         (266)

    各種講座等講師謝礼金                                   (1,185)

    高齢者大学卒業記念品                                      (40)

    費用弁償                                                  (69)

    普通旅費                                                 (113)

    消耗品費                                                 (251)

    食糧費                                                     (5)

    印刷製本費                                                (40)

    有料道路通行料                                            (71)

    物品借上料                                                 (5)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    5  社会教育費 （単位：千円）

 6 青少年育成事業                                           5,186

    青少年指導員報酬                                         (789)

    日々雇用職員賃金                                         (408)

    各種講座等講師謝礼金                                     (289)

    学社融合事業報償費                                       (200)

    青少年等派遣報償費                                         (3)

    少年育成報償費                                         (2,236)

    費用弁償                                                 (124)

    普通旅費                                                 (142)

    消耗品費                                                  (80)

    食糧費                                                     (5)

    筆耕翻訳料                                                (69)

    有料道路通行料                                            (56)

    バス借上料                                               (108)

    原材料費                                                  (22)

    諸会議負担金                                              (25)

    社会教育振興補助金                                       (630)

 7 成人式事業                                                 579

    成人式謝礼金                                             (150)

    成人式記念品                                             (373)

    消耗品費                                                  (10)

    食糧費                                                     (5)

    印刷製本費                                                (41)

 8 講演会・講座研修事業                                     2,591

    日々雇用職員賃金                                          (21)

    各種講座等講師謝礼金                                   (2,310)

    えんがるマイプラン応援制度謝礼金                         (150)

    普通旅費                                                  (20)

    消耗品費                                                  (35)

    食糧費                                                     (5)

    社会教育振興補助金                                        (50)

 9 家庭教育事業                                               548

    各種講座等講師謝礼金                                      (30)

    家庭教育学級講師謝礼金                                   (428)

    普通旅費                                                   (5)

    消耗品費                                                  (85)

10 文化祭事業                                                 200

    消耗品費                                                  (55)

    手数料                                                    (65)

    安国地区演芸会運営費補助金                                (80)

11 芸術・文化振興事業                                       1,339

    町民音楽の広場謝礼金                                      (40)

    えんがる音楽クリニック指導謝礼金                         (200)

    普通旅費                                                  (51)

    消耗品費                                                  (10)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    5  社会教育費 （単位：千円）

    手数料                                                    (17)

    自動車借上料                                             (121)

    音楽公演補助金                                           (900)

12 郷土芸能保存事業                                           828

    郷土芸能保存事業補助金                                   (828)

13 文化団体助成事業                                         1,020

    社会教育振興補助金                                     (1,020)

14 文化財保護活用事業                                         612

    文化財保護審議会委員報酬                                 (204)

    文化財調査報償費                                          (50)

    費用弁償                                                 (165)

    普通旅費                                                 (102)

    食糧費                                                    (10)

    手数料                                                    (49)

    土地借上料                                                 (3)

    北海道市町村文化財保存整備協議会負担金                     (8)

    諸会議負担金                                              (11)

    北海道縄文のまち連絡会負担金                              (10)

 2 図書館費 60,161 67,024      △6,863 その他 57,645

2,516  1 報      酬 13,598  1 はじめまして絵本事業                                       250

    消耗品費                                                 (250)

 4 共  済  費 2,189

 2 図書館図書室管理運営事業                                59,911

 7 賃      金 4,724     図書館協議会委員報酬                                     (133)

    嘱託職員報酬                                          (13,465)

 8 報  償  費 214     報酬職分社会保険料                                     (2,189)

    日々雇用職員賃金                                       (4,724)

 9 旅      費 396     図書館事業報償費                                         (129)

    絵本の読み聞かせ事業報償費                                (85)

11 需  用  費 13,786     費用弁償                                                 (333)

    普通旅費                                                  (63)

12 役  務  費 1,118     消耗品費                                               (2,363)

    燃料費                                                 (5,142)

13 委  託  料 10,677     印刷製本費                                               (165)

    光熱水費                                               (4,864)

14 使用料及び 759     修繕料                                                 (1,002)

   賃借料     通信運搬費                                               (256)

    手数料                                                   (836)

18 備品購入費 12,646     自動車損害保険料                                          (26)

    清掃業務委託料                                         (2,193)

19 負担金、補 28     電気保安管理業務委託料                                   (363)

   助及び交付     警備業務委託料                                           (177)

   金     エレベーター保守業務委託料                               (201)

    浄化槽維持管理業務委託料                                 (391)

27 公  課  費 26     自動ドア装置保守業務委託料                               (120)

    管理・清掃業務委託料                                   (6,342)

    危険物取扱業務委託料                                      (66)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    5  社会教育費 （単位：千円）

    図書館システム保守業務委託料                             (604)

    歌句碑建立委託料                                         (220)

    テレビ受信料                                              (45)

    その他使用料                                             (282)

    土地借上料                                               (108)

    物品借上料                                                (49)

    事務機器借上料                                           (275)

    備品購入費                                             (3,723)

    図書購入費                                             (8,923)

    日本図書館協会負担金                                      (23)

    オホーツク管内公共図書館協議会負担金                       (5)

    自動車重量税                                              (26)

 3 公民館費 19,737 19,937        △200 その他 19,283

454  1 報      酬 1,796  1 公民館管理運営事業                                      16,620

    嘱託職員報酬                                           (1,796)

 4 共  済  費 293     報酬職分社会保険料                                       (293)

    日々雇用職員賃金                                         (891)

 7 賃      金 891     各種講座等講師謝礼金                                      (46)

    公民館事業講師謝礼金                                      (45)

 8 報  償  費 91     費用弁償                                                  (52)

    普通旅費                                                  (60)

 9 旅      費 112     消耗品費                                                 (475)

    燃料費                                                 (3,188)

11 需  用  費 8,201     光熱水費                                               (2,637)

    修繕料                                                   (650)

12 役  務  費 1,016     手数料                                                   (756)

    自動車損害保険料                                           (7)

13 委  託  料 6,997     電気保安管理業務委託料                                    (61)

    ボイラー保守業務委託料                                   (109)

14 使用料及び 66     管理業務委託料    　　                                 (5,217)

   賃借料     テレビ受信料                                              (63)

    原材料費                                                  (60)

16 原材料費 60     備品購入費                                               (165)

    北海道公民館協会オホーツク支部負担金                       (5)

18 備品購入費 165     北海道公民館協会負担金                                    (39)

    諸会議負担金                                               (5)

19 負担金、補 49

   助及び交付  2 地域公民館管理運営事業                                   3,117

   金     消耗品費                                                  (80)

    燃料費                                                   (360)

    印刷製本費                                                (21)

    光熱水費                                                 (640)

    修繕料                                                   (150)

    通信運搬費                                                (80)

    手数料                                                   (173)

    管理・清掃業務委託料                                   (1,610)

    テレビ受信料                                               (3)

 4 社会教育施 74,139 83,481      △9,342 国庫支出金 66,188

設費 1,100  1 報      酬 9,876  1 宿泊研修施設キララン清里管理運営事業                     9,391

    嘱託職員報酬                                           (1,796)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    5  社会教育費 （単位：千円）

その他  4 共  済  費 1,621     報酬職分社会保険料                                       (293)

6,851     日々雇用職員賃金                                         (740)

 7 賃      金 2,265     費用弁償                                                 (163)

    消耗品費                                                 (391)

 8 報  償  費 907     燃料費                                                 (1,280)

    光熱水費                                               (1,349)

 9 旅      費 638     修繕料                                                   (500)

    通信運搬費                                                (96)

11 需  用  費 31,122     手数料                                                   (785)

    浄化槽維持管理業務委託料                                 (349)

12 役  務  費 2,395     ろ過機保守業務委託料                                     (157)

    管理・清掃業務委託料                                     (491)

13 委  託  料 17,906     テレビ受信料                                              (53)

    原材料費                                                  (44)

14 使用料及び 1,562     備品購入費                                               (904)

   賃借料

 2 基幹集落センター管理運営事業                             5,115

16 原材料費 932     消耗品費                                                  (80)

    燃料費                                                 (1,040)

18 備品購入費 1,945     印刷製本費                                                (41)

    光熱水費                                               (1,433)

19 負担金、補 2,970     修繕料                                                   (431)

   助及び交付     手数料                                                   (153)

   金     電気保安管理業務委託料                                    (42)

    管理・清掃業務委託料                                   (1,532)

    テレビ受信料                                              (15)

    備品購入費                                               (348)

 3 木工体験交流館管理運営事業                               1,173

    消耗品費                                                 (110)

    燃料費                                                   (378)

    光熱水費                                                 (306)

    修繕料                                                    (50)

    通信運搬費                                                (34)

    手数料                                                    (48)

    清掃業務委託料                                           (247)

 4 安国活性化センター管理運営事業                           4,926

    嘱託職員報酬                                           (1,796)

    報酬職分社会保険料                                       (293)

    日々雇用職員賃金                                         (678)

    費用弁償                                                   (5)

    消耗品費                                                 (158)

    燃料費                                                   (428)

    光熱水費                                                 (814)

    修繕料                                                   (240)

    通信運搬費                                                (36)

    手数料                                                   (278)

    原材料費                                                 (200)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    5  社会教育費 （単位：千円）

 5 郷土館等管理運営事業                                    12,010

    嘱託職員報酬                                           (4,040)

    報酬職分社会保険料                                       (663)

    日々雇用職員賃金                                         (394)

    特別展謝礼金                                             (125)

    展示物入替謝礼                                            (20)

    費用弁償                                                  (41)

    普通旅費                                                  (31)

    消耗品費                                                 (328)

    燃料費                                                   (489)

    印刷製本費                                               (286)

    光熱水費                                                 (965)

    修繕料                                                 (1,488)

    通信運搬費                                               (108)

    手数料                                                   (429)

    管理・清掃業務委託料                                   (2,178)

    三和収蔵センター周辺整備業務委託料                        (67)

    展示資料借上料                                            (50)

    原材料費                                                   (5)

    備品購入費                                                (54)

    北海道博物館協会負担金                                    (25)

    公共下水道受益者負担金                                   (219)

    諸会議負担金                                               (5)

 6 昆虫の里管理運営事業                                    26,356

    日々雇用職員賃金                                         (436)

    山彦の滝観察会ガイド報償費                                (30)

    標本展示入れ替え謝礼金                                    (50)

    普通旅費                                                 (224)

    消耗品費                                               (3,075)

    燃料費                                                 (5,498)

    印刷製本費                                               (642)

    光熱水費                                               (2,880)

    修繕料                                                   (788)

    通信運搬費                                               (150)

    手数料                                                   (205)

    管理業務委託料                                         (9,907)

    ボイラー保守業務委託料                                   (107)

    排水処理装置等保守業務委託料                             (357)

    有料道路通行料                                            (34)

    テレビ受信料                                              (15)

    駐車場等使用料                                             (5)

    その他使用料                                              (87)

    機械借上料                                               (397)

    物品借上料                                               (136)

    事務機器借上料                                           (112)

    その他借上料                                              (25)

    原材料費                                                 (174)

    備品購入費                                               (529)

    図書購入費                                               (110)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    5  社会教育費 （単位：千円）

    全国昆虫施設連絡協議会負担金                               (5)

    諸会議負担金                                               (5)

    社会教育振興補助金                                       (373)

 7 埋蔵文化財センター管理運営事業                          15,081

    嘱託職員報酬                                           (2,244)

    報酬職分社会保険料                                       (372)

    日々雇用職員賃金                                          (17)

    事業指導謝礼金                                           (682)

    普通旅費                                                 (174)

    消耗品費                                               (1,231)

    燃料費                                                 (2,332)

    光熱水費                                               (1,943)

    修繕料                                                   (112)

    手数料                                                    (22)

    エレベーター保守業務委託料                               (654)

    空調機保守業務委託料                                     (132)

    環境衛生管理業務委託料                                   (162)

    管理・清掃業務委託料                                   (1,008)

    体験学習用材料作成業務委託料                             (516)

    有料道路通行料                                            (27)

    バス借上料                                               (422)

    事務機器借上料                                           (184)

    原材料費                                                 (509)

    えんがるの宝を守り未来につなげるプロジェクト実行委員会補助金

                                                           (2,338)

 8 国際交流センター管理運営事業                                87

    消耗品費                                                  (16)

    修繕料                                                    (20)

    手数料                                                    (51)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    6  保健体育費 （単位：千円）

 6 保健体育費 227,203 344,205    △117,002 2,517 224,686

 1 保健体育総 22,128 21,169 959 22,128

務費  1 報      酬 907  1 スポーツ教室・大会事業                                   1,062

    スポーツ教室指導等指導者謝礼金                           (798)

 7 賃      金 258     社会体育振興報償費                                       (165)

    消耗品費                                                  (10)

 8 報  償  費 1,099     食糧費                                                    (89)

 9 旅      費 494  2 保健体育各種大会参加費助成事業                           3,000

    社会体育振興補助金                                     (3,000)

11 需  用  費 333

 3 体育団体活動助成事業                                     3,310

14 使用料及び 5,212     社会体育振興補助金                                     (3,310)

   賃借料

 4 スポーツ推進事業                                         1,224

19 負担金、補 13,825     スポーツ推進委員報酬                                     (839)

   助及び交付     スポーツ推進審議会委員報酬                                (68)

   金     費用弁償                                                 (220)

    諸会議負担金                                              (45)

    オホーツク管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金            (18)

    全国・全道スポーツ推進委員協議会負担金                    (34)

 5 保健体育一般経費                                        13,532

    日々雇用職員賃金                                         (258)

    社会体育振興報償費                                       (136)

    普通旅費                                                 (274)

    消耗品費                                                 (140)

    食糧費                                                    (41)

    印刷製本費                                                (53)

    有料道路通行料                                           (154)

    駐車場等使用料                                             (3)

    バス借上料                                             (5,055)

    オホーツク管内社会体育連絡協議会負担金                     (8)

    社会体育振興補助金                                     (7,410)

 2 体育施設費 205,075 323,036    △117,961 その他 202,558

2,517  1 報      酬 1,796  1 体育館管理運営事業                                     169,554

    嘱託職員報酬                                           (1,796)

 4 共  済  費 293     報酬職分社会保険料                                       (293)

    日々雇用職員賃金                                       (1,891)

 7 賃      金 3,297     費用弁償                                                  (18)

    消耗品費                                                 (474)

 9 旅      費 72     燃料費                                                 (3,623)

    光熱水費                                               (2,606)

11 需  用  費 20,735     修繕料                                                 (2,202)

    通信運搬費                                                (60)

12 役  務  費 2,443     手数料                                                   (871)

    清掃業務委託料                                         (2,251)

13 委  託  料 166,105     電気保安管理業務委託料                                   (172)

    浄化槽維持管理業務委託料                                 (308)

    危険物取扱業務委託料                                      (33)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    6  保健体育費 （単位：千円）

14 使用料及び 1,596     社会体育施設指定管理料                               (148,631)

   賃借料     テレビ受信料                                              (15)

    物品借上料                                               (101)

15 工事請負費 1,364     東体育館自動火災報知設備改修工事                       (1,364)

    備品購入費                                             (2,845)

16 原材料費 452

 2 球技場管理運営事業                                       5,033

18 備品購入費 5,091     消耗品費                                                 (120)

    燃料費                                                     (6)

19 負担金、補 1,831     光熱水費                                               (1,673)

   助及び交付     修繕料                                                   (259)

   金     手数料                                                     (7)

    電気保安管理業務委託料                                    (85)

    草刈・管理業務委託料                                     (650)

    得点板製作業務委託料                                      (93)

    機械借上料                                                (84)

    原材料費                                                 (225)

    公共下水道受益者負担金                                 (1,831)

 3 パークゴルフ場管理運営事業                               8,770

    消耗品費                                                 (330)

    燃料費                                                   (180)

    光熱水費                                                  (48)

    修繕料                                                   (350)

    手数料                                                   (592)

    自動車損害保険料                                          (14)

    管理業務委託料                                         (5,003)

    浄化槽維持管理業務委託料                                 (154)

    物品借上料                                             (1,237)

    原材料費                                                 (162)

    備品購入費                                               (700)

 4 水泳プール管理運営事業                                   8,824

    日々雇用職員賃金                                       (1,406)

    費用弁償                                                  (54)

    消耗品費                                                 (278)

    燃料費                                                    (33)

    光熱水費                                               (1,601)

    修繕料                                                 (2,606)

    通信運搬費                                               (136)

    手数料                                                   (444)

    清掃業務委託料                                           (432)

    管理業務委託料                                         (1,185)

    浄化槽維持管理業務委託料                                 (146)

    プールシート設置及び撤去業務委託料                       (276)

    物品借上料                                               (129)

    備品購入費                                                (98)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節



   （款） 10  教 育 費
 （項）    6  保健体育費 （単位：千円）

 5 多目的広場等管理運営事業                                 9,954

    消耗品費                                                 (760)

    燃料費                                                   (117)

    食糧費                                                    (10)

    光熱水費                                                 (422)

    修繕料                                                   (325)

    手数料                                                    (77)

    自動車損害保険料                                          (14)

    管理業務委託料                                         (2,427)

    管理・清掃業務委託料                                   (4,259)

    機械借上料                                                (30)

    原材料費                                                  (65)

    備品購入費                                             (1,448)

 6 屋内運動施設管理運営事業                                 2,940

    消耗品費                                                  (80)

    燃料費                                                 (1,131)

    光熱水費                                               (1,318)

    修繕料                                                   (183)

    手数料                                                   (228)

    （一般会計）

説　　　　　　　　　　　明
　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　　款　項　目　　　 本　年　度 前　年　度 　比　　較　
本年度の財源内訳 節


