
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 438,700 438,700 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 2,254,000 2,254,000 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 147,770 147,770 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

14,990,570 14,990,570
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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 34,920 学校ボランティア交通費、第４四半期分見舞金等の前渡金

消耗品費 5,272,400 6,972,400 6,889,461
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 438,900 438,900 305,895
学校説明会ポスター・パンフレットの印刷、
学習の手引き、封筒印刷他

修繕料 325,000 325,000 562,219
移動式防球ネット修理、印刷機修理、プリンター修理、
トレーニングルーム機器修理、自習室机修理他

通信運搬費 139,100 139,100 29,480 事務連絡用切手代他

手数料 67,500 67,500 39,160 家電リサイクル品処理手数料、製氷機点検清掃手数料

委託料 208,700 208,700 125,400 粗大ごみの収集・運搬・処分料

使用料及び賃借料 201,700 201,700 244,240
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 2,088,300 2,101,984
プリンター、フィルムミラー、ロイター板、NAS、
ノートパソコン、製氷機、モノクロ拡大機他

図書費 1,644,000 1,644,000 1,333,978 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 2,754,312 消防設備点検不良箇所修繕、廊下Pタイル修繕、窓ガラス修繕、
教室空調機修繕、非常口ドア交換修繕他

手数料 30,000 30,000 0

校地
小破修繕

修繕料 64,500 64,500 99,000 転圧によるグラウンド修繕

燃料費 （計画額は追加配当含む） 337,000 337,000 156,816 暖房機用灯油代

14,855,060 14,855,060 14,704,865

学校保健費 手数料 217,800 217,800 カラスの巣撤去作業

学校運営費 消耗品費 300,000 1,584,620
新型コロナウイルスの感染症対策に係る経費の特別配当
（消毒用アルコール、アクリル板、手洗い用石けん他）

学校運営費 修繕料 300,000 0 新型コロナウイルスの感染症対策に係る経費の特別配当

学校運営費 通信運搬費 1,004,000 104,000
新型コロナウイルスの感染症対策に係る経費の特別配当
（教材郵送用切手代、入学者選抜に係る郵送用切手代）

学校運営費 委託料 900,000 1,189,980
新型コロナウイルスの感染症対策に係る経費の特別配当
（生徒教室壁掛け扇風機設置作業）

学校運営費 使用料及び賃借料 300,000 44,000
新型コロナウイルスの感染症対策に係る経費の特別配当
（Wi-Fi通信機レンタル料）

学校運営費 学用器具費 1,300,000 1,181,400
新型コロナウイルスの感染症対策に係る経費の特別配当
（扇風機、タブレット端末、タブレット端末保管庫他）

学校運営費 委託料 93,500 93,500 学校古紙収集・運搬・処分料

学校用地費 工事請負費 596,200 596,200 グラウンド際側溝改修工事
学校施設
営 繕 費 工事請負費 598,400 598,400 学校排水施設改修工事
学校施設
営 繕 費 工事請負費 599,500 599,500 北棟外壁修繕工事
学校施設
営 繕 費 工事請負費 486,200 486,200 北棟４階廊下雨漏り修繕工事
学校施設
営 繕 費 工事請負費 599,500 599,500 LL準備室空調機修繕工事

学校管理費 消耗品費 18,150 18,150 校務用液晶ディスプレイ購入

学校運営費 理科教育教材費 1,800,000 1,800,000 顕微鏡、スキャナータブレット端末購入
学校施設
営 繕 費 工事請負費 189,200 189,200 本校舎男子トイレ漏水修繕

学校運営費 通信運搬費 55,800 55,800 令和元年度卒業式複写映像郵送代

学校運営費 委託料 95,788 95,788 令和元年度卒業式撮影の映像複写作業委託
教育指導
振 興 費 消耗品費 164,139 164,038 入学者選抜に係る経費
学校施設
営 繕 費 工事請負費 179,300 179,300 監視カメラ用レコーダー改修工事
学校施設
営 繕 費 工事請負費 448,140 448,140 プール導線シート修繕工事
学校施設
営 繕 費 工事請負費 214,500 214,500 本館螺旋階段雨漏り修繕工事

10,460,117 10,460,016

14,855,060 25,315,177 25,164,881合　　　　計

小　　計（特別配当）
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