
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
（流用後）

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 6,972,400 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 438,900 438,900 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 2,088,300 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 337,000 337,000 暖房機灯油代他

14,855,060 14,855,060
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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（流用後） 決算額 主な執行内容

報償費 240,400 70,400 5,000 第４四半期分見舞金等の前渡金

消耗品費 5,272,400 6,472,400 7,596,785
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 0

印刷製本費 439,100 439,100 404,414
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、封筒印刷他

修繕料 325,000 325,000 75,016 印刷機修理、プリンター修理他

通信運搬費 139,100 139,100 37,040 事務連絡用切手代

手数料 67,500 67,500 30,800 ピアノ調律料、ＦＦストーブ修理他

委託料 208,700 208,700 249,300 粗大ごみの収集・運搬・処分料他

使用料及び賃借料 201,700 201,700 224,856
生徒緊急移送等のタクシー借上げ料、
成績処理ソフト購入、学校図書システム使用料他

学用器具費 3,588,300 2,598,300 2,600,140
液晶プロジェクター、プリンター、デスクトップパソコン、
テニス審判台、テニスネット、スポーツタイマー他

図書費 1,644,000 1,644,000 1,382,169 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 2,201,560 2,201,560 1,894,740 消防設備点検不良箇所修繕、食堂ガスコンロ修繕、窓ガラス修繕、
会議室排煙窓修繕、部室通路等照明修繕他

手数料 30,000 30,000 0

校地
小破修繕

修繕料 64,500 64,500 0

燃料費 （計画額は追加配当含む） 247,000 447,000 336,864 暖房機用灯油代

14,765,260 14,975,260 14,865,124
学校施設
営 繕 費 庁内備品費 255,960 255,960 留守番電話装置設置

学校用地費 工事請負費 444,960 444,960 スプリンクラー修理工事（２件）
教育指導
振 興 費

消耗品費・印刷製本費 39,000 39,000 横浜市立学校総合文化祭経費
教育指導
振 興 費 報償費 20,000 20,000 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 1,048,410 1,048,410 テニスコート補修工事（２件）

学校運営費 理科教育教材費 1,800,000 1,800,000 偏光顕微鏡、結晶模型、ノートパソコン、生物顕微鏡他購入

学校施設
営 繕 費 工事請負費 378,000 378,000 英語科大教室空調機修繕
教育指導
振 興 費 備品購入費 114,400 114,400 卒業式撮影に伴う経費（ビデオカメラ購入他）
教育指導
振 興 費 消耗品費 10,000 9,972 神奈川の高校展２０１９
教育指導
振 興 費 消耗品費 131,655 129,833 入学者選抜に係る経費
学校施設
営 繕 費 工事請負費 356,400 356,400 テニスコートネット補修工事

学校用地費 工事請負費 143,000 143,000 ファールポール設置工事

学校用地費 工事請負費 334,800 334,800 野球ベース設置工事

学校用地費 工事請負費 594,000 594,000 鉄棒改修工事
学校施設
営 繕 費 工事請負費 583,200 583,200 コンクリートポール亀裂補修工事
学校施設
営 繕 費 工事請負費 412,935 412,935 防球ネットワイヤー張替工事
学校施設
営 繕 費 工事請負費 599,400 599,400 プール棟ソーラーシステム修繕・撤去工事
学校施設
営 繕 費 工事請負費 234,300 234,300 外周側溝蓋設置工事
学校施設
営 繕 費 工事請負費 462,000 462,000 受水槽屋根修繕
学校施設
営 繕 費 工事請負費 475,200 475,200 天体観測ドームスリット修理
学校施設
営 繕 費 工事請負費 598,950 598,950 ピロティ人工芝撤去工事
学校施設
営 繕 費 工事請負費 580,364 580,364 ハンドボールコート防球ネット張替工事

学校管理費 学用器具費 69,960 69,960 郵便ポスト購入費
学校施設
営 繕 費 工事請負費 228,960 228,960 英語科準備室エアコン改修工事

9,915,854 9,914,004

14,765,260 24,891,114 24,779,128合　　　　計

小　　計（特別配当）
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