
横浜市立桜丘高等学校

（単位 ： 円）

予算種別 予算費目 当初予算額 当初計画額 主な執行内容

報償費 240,400 70,400 外部講師への謝礼金、生徒見舞金他

消耗品費 5,272,400 6,472,400 教材教具、指導書、コピー用紙、文具類などの購入

食糧費 50,000 20,000 卒業式の来賓用弁当代

印刷製本費 439,100 439,100 学校案内ポスター・チラシ、封筒などの印刷

修繕料 325,000 325,000 ミシン、パソコンなど教具の修理代他

通信運搬費 139,100 139,100 連絡用切手代

手数料 67,500 67,500 ピアノ調律料他

委託料 208,700 208,700 粗大ごみ収集・運搬・処分料他

使用料及び賃借料 201,700 201,700 生徒緊急移送等のタクシー借上げ料他

学用器具費 3,588,300 2,588,300 パソコン、プリンター、保健体育科・部活で使用する備品の購入

図書費 1,644,000 1,644,000 図書館用の図書購入

負担金等 46,000 46,000 教科研究会会費、講習会参加費他

施設小破修繕料 2,201,560 2,201,560 校舎修繕、ガラス取り替え他

施設手数料 30,000 30,000 施設点検料他

校地小破修繕料 64,500 64,500 スプリンクラー修理代他

燃料費 247,000 247,000 暖房機灯油代他

14,765,260 14,765,260

種別 項　目 執行限度額 主な執行内容

電気 10,984,000 校舎照明等電気代

ガス 1,045,000 暖房機等ガス代

水道 6,503,000 水道代

水道（プール） 1,679,000 プール使用水道代

20,211,000計

光熱水費

平成３１年度　　学校予算執行計画書　　　　　　　

学校運営
振興費

合　計

小破
修繕費

※光熱水費については教育委員会で執行。       （ただし、執行限度額については前年度数値。通知後に訂正予定）



横浜市立桜丘高等学校
（単位 ： 円）

予算種別 予算費目 当初予算額 計画額 決算額 主な執行内容

報償費 240,400 90,400 20,000 第４四半期分見舞金等の前渡金

消耗品費 5,272,400 6,952,400 7,054,666
教科書、指導書、コピー用紙、印刷機用インク・マス
ター、
文具類 用務用品 部活動用消耗品他

食糧費 50,000 20,000 9,200 卒業式来賓用弁当代

印刷製本費 439,000 439,000 290,555
学校案内ポスター・チラシ・パンフレットの印刷、
学習の手引き印刷他

修繕料 325,000 325,000 158,058 印刷機修理、プリンター修理他

通信運搬費 139,100 139,100 48,200 事務連絡用切手代

手数料 67,500 67,500 25,920 ピアノ調律料、ミシン点検調整料他

委託料 208,700 208,700 496,800 粗大ごみの収集・運搬・処分料他

使用料及び賃借料 201,700 201,700 227,932
生徒緊急移送等のタクシー借上げ料、
学校図書システム使用料他

学用器具費 3,588,300 2,288,300 3,185,839
生徒用ロッカー、プリンター、ノートパソコン、
シュレッダー、サッカーゴール、バレーボール支柱他

図書費 1,644,000 1,644,000 1,241,566 図書館用図書購入代

負担金等 46,000 46,000 28,000 神奈川県高等学校教科研究会会費

修繕料 2,201,500 2,001,500 1,545,804
空調機修繕、窓ガラス交換修繕、湯沸かし器修繕
卓球場床修繕、トイレ汚水管等修繕、水銀灯修繕他

手数料 30,000 30,000 0

校地
小破修繕 修繕料 64,500 64,500 196,560 テニスコート補修修繕

燃料費 273,000 273,000 246,095 暖房機用灯油代

14,791,100 14,791,100 14,775,195

事務局費 庁内備品費 375,840 375,840 ネットワークハードディスク（NAS)購入費

学校施設
営 繕 費 工事請負費 594,604 594,604 校舎前防砂ネット設置工事

教育指導
振 興 費 手数料 60,000 60,000 進学指導重点校事業

（授業力向上及び進路指導等実践研究事業研修会講師謝金）

学校施設
営 繕 費 工事請負費 599,793 599,793 防球ネット補修工事

学校運営費 理科教育教材費 1,800,000 1,800,000
プロジェクター、プロジェクタースクリーン、
生物顕微鏡、プリンター他購入

学校施設
営 繕 費 工事請負費 592,380 592,380 本館屋上防水シート修繕工事

教育指導
振 興 費 消耗品費 133,324 133,215 入学者選抜に係る経費

教育指導
振 興 費 消耗品費 4,100 4,100 就学支援金事務に係る経費

学校管理費 学用器具費 144,720 144,720 機械警備関係経費（デジタルロック他購入）

学校施設
営 繕 費 工事請負費 599,400 599,400 プール濾過機修繕工事

学校施設
営 繕 費 工事請負費 514,080 514,080 本館校務センター水道管更新工事

学校施設
営 繕 費 工事請負費 464,400 464,400 食堂給水給湯管修繕工事

5,882,641 5,882,532

14,791,100 20,673,741 20,657,727

種別 項　　　　目 執行限度額 決算額 内　　　　　容

電　　気 10,984,000 12,996,598 照明等電気代

ガ　　ス 1,045,000 873,460 暖房機等ガス代

水　　道 6,503,000 5,811,937 水道代

水道（プール） 1,679,000 1,677,910 プール使用水道代

20,211,000 21,359,905

合　　　　計

計

光熱水費

※光熱水費については、教育委員会で執行。（数値については、「請求書、お知らせ等」から積算したもの）

小　　計（特別配当）

平成３０年度　　学校予算決算書　　　　　　　

学校運営
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小　　計（学校配当）

施設
小破修繕
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