
内訳

内訳

内訳

内訳

事業名 保育園維持管理経費

20,265

事業費(千円)

R5

地方債

県補助 021,000 地方債事業費(千円) 0

20,254

その他 11

地方債 その他 11

一般財源 20,989

0

国補助 0 県補助 0

0

○施設修繕料【4,000千円】
　
○遊具・備品修繕料【2,000千円】

○その他施設維持管理経費【15,000千円】
　・光熱水費、保守点検委託料等

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）

○施設修繕料【3,200千円】
　・水道手動水栓取替修繕（200箇所）2,200円×200箇所＝440,000円
　・畳表替え（6園）8,800円×48畳＝422,400円

○遊具・備品修繕料【1,985千円】
　

○その他施設維持管理経費【15,080千円】
　・光熱水費、保守点検委託料等
　・ワイヤレスマイク購入（11本）（電波法対応）445,000円

R3

R4

○施設修繕料【4,000千円】
　
○遊具・備品修繕料【2,000千円】
　
○その他施設維持管理経費【15,000千円】
　・光熱水費、保守点検委託料等

○施設修繕料【4,000千円】
　
○遊具・備品修繕料【2,000千円】

○その他施設維持管理経費【15,000千円】
　・光熱水費、保守点検委託料等

県補助

一般財源0

0R6

実施計画書

事業費(千円) 21,000

事業費(千円)

国補助 0

国補助

21,000
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その他 11 20,989

0

0

地方債

県補助

国補助

11 一般財源 20,9890 その他

一般財源



内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 15-2

事業名 施設整備費（保育園）

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
R3 事業費(千円) 0 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 0 一般財源 0

　※施設改修工事なし

R4 事業費(千円) 32,255 国補助 0 県補助 0 地方債 14,900 その他 0 一般財源 17,355

○東員保育園外壁改修工事【2,400千円】
　・設計監理委託料　　 400千円　　　　４月契約、５月委託業務完成予定
　・工事費　　　　　 2,000千円　　　　７月契約、９月工事完成予定

○笹尾第一保育園・笹尾第二保育園空調設備改修工事【29,855千円】
　・設計監理委託料　 1,270千円　　　　６月契約、７月委託業務完成予定
　・工事費　　　　　28,585千円　　　　９月契約、１２月工事完成予定

　※地方債は施設整備事業債を予定（事業費の1/2を充当・交付税措置70%）

　※教育施設のLED化は、全庁的にリース契約で対応していく。

R5 事業費(千円) 558 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 0 一般財源 558

○笹尾第一保育園外壁等改修工事【558千円】
　・設計委託料　　　　 558千円

R6 事業費(千円) 16,619 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 0 一般財源 16,619

○笹尾第一保育園外壁等改修工事【16,169千円】
　・工事費　　　　　15,930千円
　・監理委託料　　　　 239千円

○東員保育園屋根・外壁改修工事【450千円】
　・設計委託料　　　　450千円



内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 15-3

事業名 教育総務事務局経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
R3 事業費(千円) 29,559 国補助 2,000 県補助 0 地方債 0 その他 1 一般財源 27,558

○コンピューター保守委託料【7,894千円】
　※令和3年度から小学校費、中学校費分を事務局経費で一括する（GIGAスクール分を含む）

○小中学校校務用パソコン等リース料【5,000千円】
（再リース期間：R3.4～R4.3)※リプレイスを令和4年度に延期

○校務支援システム共同利用負担金【6,999千円】
　※校務支援システム（C4th）をいなべ市と共同利用

○奨学資金扶助費【300千円】
（5名分）

○その他経費【9,366千円】
　・一般消耗品（モバイルルータ）等

R4 事業費(千円) 36,800 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 1 一般財源 36,799

○コンピューター保守委託料【8,000千円】

○小中学校校務用パソコン等リース料【17,000千円】※債務負担行為設定（R5.4～R9.8）
（現行リース：R4.4～R4.8、新規リース：R4.9～R5.3）

○校務支援システム共同利用負担金【6,500千円】

○奨学資金扶助費【300千円】
（5名分）

○その他経費【5,000千円】

R5 事業費(千円) 48,312 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 1 一般財源 48,311

○コンピューター保守委託料【8,000千円】

○小中学校校務用パソコン等リース料【28,512千円】※債務負担行為設定済
（リース期間：R4.9～R9.8）

○校務支援システム共同利用負担金【6,500千円】

○奨学資金扶助費【300千円】
（5名分）

○その他経費【5,000千円】
　※公用車リース期間（H28.6～R5.5）終了により新規契約予定（債務負担行為設定：R6.4～R12.5）

R6 事業費(千円) 48,312 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 1 一般財源 48,311

○コンピューター保守委託料【8,000千円】

○小中学校校務用パソコン等リース料【28,512千円】※債務負担行為設定済
（リース期間：R4.9～R9.8）

○校務支援システム共同利用負担金【6,500千円】

○奨学資金扶助費【300千円】
（5名分）

○その他経費【5,000千円】



内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 15-4

事業名 学校維持管理経費（小学校費）

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
R3 事業費(千円) 69,414 国補助 14,400 県補助 0 地方債 0 その他 5 一般財源 55,009

○施設等修繕料【9,520千円】
　
○備品修繕料【600千円】
　・各校配当

○遊具修繕料【300千円】

○備品購入費【23,224千円】
　・超短焦点プロジェクター購入（52台）408,100円×52台＝21,221,200円
　・マグネットスクリーン購入（52台）38,500円×52台＝2,002,000円
　
○その他施設維持管理経費【35,770千円】
　・光熱水費、保守点検委託料等

R4 事業費(千円) 46,900 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 5 一般財源 46,895

○施設等修繕料【10,000千円】
　・稲部小学校軒天修繕、三和小学校体育倉庫修繕
　
○備品修繕料【600千円】
　・各校配当

○遊具修繕料【300千円】
　
○その他施設維持管理経費【36,000千円】
　・光熱水費、保守点検委託料等

R5 事業費(千円) 46,900 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 5 一般財源 46,895

○施設等修繕料【10,000千円】
　
○備品修繕料【600千円】
　・各校配当

○遊具修繕料【300千円】
　
○その他施設維持管理経費【36,000千円】
　・光熱水費、保守点検委託料等

R6 事業費(千円) 46,900 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 5 一般財源 46,895

○施設等修繕料【10,000千円】
　
○備品修繕料【600千円】
　・各校配当

○遊具修繕料【300千円】
　
○その他施設維持管理経費【36,000千円】
　・光熱水費、保守点検委託料等



内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 15-5

事業名 施設整備費（小学校費）

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
R3 事業費(千円) 95,783 国補助 16,496 県補助 0 地方債 39,300 その他 10,000 一般財源 29,987

○小学校校舎・体育館照明設備改修工事（LED化）【51,426千円】（設計監理業務含む）
　対象施設：神田小学校、笹尾西小学校
　
○稲部小学校特別支援教室設置工事【12,660千円】（設計監理業務含む）

○笹尾東小学校・城山小学校受変電設備改修工事【9,168千円】（設計監理業務含む）

○笹尾西小学校体育館屋根塗装工事【20,045千円】（設計監理業務含む）

○神田小学校仮設校舎賃貸借【2,484千円】※債務負担行為設定済み
（リース期間：H29.4～R4.3）

R4 事業費(千円) 22,000 国補助 0 県補助 0 地方債 15,000 その他 0 一般財源 7,000

○三和小学校体育館屋根塗装工事【20,000千円】（設計監理業務含む）

　※地方債は学校教育施設等整備事業債を予定（充当率75%）

○神田小学校仮設校舎賃貸借【2,000千円】※債務負担行為設定（R5.4～R9.3）
（リース期間：R4.4～R9.3）

　※教育施設のLED化は、全庁的にリース契約で対応していく。

R5 事業費(千円) 22,000 国補助 0 県補助 0 地方債 15,000 その他 0 一般財源 7,000

○稲部小学校体育館屋根塗装工事【20,000千円】（設計監理業務含む）

　※地方債は学校教育施設等整備事業債を予定（充当率75%）

○神田小学校仮設校舎賃貸借【2,000千円】※債務負担行為設定済
（リース期間：R4.4～R9.3）

R6 事業費(千円) 22,000 国補助 0 県補助 0 地方債 15,000 その他 0 一般財源 7,000

○笹尾東小学校体育館屋根塗装工事【20,000千円】（設計監理業務含む）

　※地方債は学校教育施設等整備事業債を予定（充当率75%）

○神田小学校仮設校舎賃貸借【2,000千円】※債務負担行為設定済
（リース期間：R4.4～R9.3）



内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 15-6

事業名 学校維持管理経費（中学校費）

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
R3 事業費(千円) 34,042 国補助 6,400 県補助 0 地方債 0 その他 0 一般財源 27,642

○施設等修繕料【6,100千円】
　
○備品修繕料【400千円】
　・各校配当

○備品購入費【10,272千円】
　・超短焦点プロジェクター購入（23台）408,100円×23台＝9,386,300円
　・マグネットスクリーン購入（23台）38,500円×23台＝885,500円

○その他施設維持管理経費【17,270千円】
　・光熱水費、保守点検委託料等

R4 事業費(千円) 23,400 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 0 一般財源 23,400

○施設等修繕料【5,000千円】
　

○備品修繕料【400千円】
　・各校配当

○その他施設維持管理経費【18,000千円】
　・光熱水費、保守点検委託料等

R5 事業費(千円) 23,400 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 0 一般財源 23,400

○施設等修繕料【5,000千円】
　
○備品修繕料【400千円】
　・各校配当

○その他施設維持管理経費【18,000千円】
　・光熱水費、保守点検委託料等

R6 事業費(千円) 23,400 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 0 一般財源 23,400

○施設等修繕料【5,000千円】
　
○備品修繕料【400千円】
　・各校配当

○その他施設維持管理経費【18,000千円】
　・光熱水費、保守点検委託料等



内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 15-7

事業名 施設整備費（中学校費）

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
R3 事業費(千円) 41,381 国補助 11,782 県補助 0 地方債 17,400 その他 0 一般財源 12,199

○東員第二中学校校舎・体育館照明設備改修工事（LED化）【40,931千円】（設計監理業務含む）

○技術支援員報償費【450千円】
　・東員第一中学校移転整備支援員：50,000円×7ヵ月

R4 事業費(千円) 101,660 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 0 一般財源 101,660

○プロポーザル審査委員会委員報償費【60千円】
　・大学教授1名：20,000円×3回

○技術支援員報償費【600千円】
　・東員第一中学校移転整備支援員：50,000円×12ヵ月

○新・東員第一中学校基本設計業務委託【40,000千円】
　※プロポーザルにより基本設計業者を決定

○造成設計業務委託【60,000千円】

○埋蔵文化財試掘調査【1,000千円】

　・試掘調査補償費

R5 事業費(千円) 516,000 国補助 0 県補助 0 地方債 442,500 その他 0 一般財源 73,500

○新・東員第一中学校実施設計業務委託【110,000千円】
　※基本設計業者と随意契約

○用地取得費【400,000千円】

　※地方債は学校教育施設等整備事業債を予定（充当率 設計75%、用地90%）

○用地鑑定評価【1,000千円】

○登記費用【5,000千円】

R6 事業費(千円) 410,000 国補助 0 県補助 0 地方債 369,000 その他 0 一般財源 41,000

○造成工事【410,000千円】
　
　・ガラス温室解体工事
　・排水路付け替え工事

　※地方債は学校教育施設等整備事業債を予定（充当率90%）



内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 15-8

事業名 幼稚園維持管理経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
R3 事業費(千円) 17,798 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 0 一般財源 17,798

○施設修繕料【3,250千円】

○遊具・備品修繕料【1,935千円】
　
○その他施設維持管理経費【12,613千円】
　・光熱水費、保守点検委託料等

R4 事業費(千円) 19,000 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 0 一般財源 19,000

○施設修繕料【4,000千円】
　
○遊具・備品修繕料【2,000千円】
　
○その他施設維持管理経費【13,000千円】
　・光熱水費、保守点検委託料等

R5 事業費(千円) 19,000 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 0 一般財源 19,000

○施設修繕料【4,000千円】
　
○遊具・備品修繕料【2,000千円】
　
○その他施設維持管理経費【13,000千円】
　・光熱水費、保守点検委託料等

R6 事業費(千円) 19,000 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 0 一般財源 19,000

○施設修繕料【4,000千円】
　
○遊具・備品修繕料【2,000千円】
　
○その他施設維持管理経費【13,000千円】
　・光熱水費、保守点検委託料等



内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 15-9

事業名 施設整備費（幼稚園）

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
R3 事業費(千円) 0 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 0 一般財源 0

　※施設改修工事なし

R4 事業費(千円) 17,145 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 0 一般財源 17,145

○笹尾東幼稚園空調設備改修工事【17,145千円】
　・設計監理委託料　　 730千円　　　　６月契約、７月委託業務完成予定
　・工事費　　　　　16,415千円　　　　９月契約、１２月工事完成予定

　※教育施設のLED化は、全庁的にリース契約で対応していく。

R5 事業費(千円) 492 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 0 一般財源 492

○笹尾西幼稚園外壁等改修工事【492千円】
　・設計委託料　　　  492千円

R6 事業費(千円) 14,731 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 0 一般財源 14,731

○笹尾西幼稚園外壁等改修工事【14,281千円】
　・工事費　　　　　14,070千円
　・監理委託料　　　　 211千円

○神田幼稚園屋根・外壁改修工事【450千円】
　・設計委託料　　　　450千円



内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 15-10

事業名 学校給食運営費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
R3 事業費(千円) 244,559 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 0 一般財源 244,559

　
・学校給食調理業務委託　【73,081千円】  契約期間R1～R3
・学校給食配送業務委託　【17,290千円】　契約期間R3～R7
・R4年度以降の学校給食調理業務委託手続き
　8～10月　 　仕様書・募集要項等の作成
　12月　　　　12月議会に債務負担行為を上程
　12～1月　　 募集要項の広告
　1～2月　  　参加申込み及び提案書類の受付
　2月　　　　 選定委員会による提案審査
　　　　　　　委託事業者の決定
　4月　　　　 学校給食調理業務委託契約締結

○賄材料費　　　【151,058千円】
○その他需用費　【  1,454千円】
○役務費　　　　【　1,032千円】
○委託料　　　　【 90,530千円】
○使用料他　    【    485千円】

R4 事業費(千円) 246,410 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 0 一般財源 246,410

・学校給食調理業務委託　【75,766千円】  契約期間R4～R6
・学校給食配送業務委託　【17,081千円】　契約期間R3～R7

○賄材料費　　　【150,229千円】
○その他需用費　【  1,600千円】
○役務費　　　　【　1,050千円】
○委託料　　　　【 93,006千円】
○使用料他　    【    525千円】

R5 事業費(千円) 244,444 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 0 一般財源 244,444

・学校給食調理業務委託　【75,286千円】  契約期間R4～R6
・学校給食配送業務委託　【16,883千円】　契約期間R3～R7

○賄材料費　　　【148,802千円】
○その他需用費　【  1,650千円】
○役務費　　　　【　1,114千円】
○委託料　　　　【 92,344千円】
○使用料他　    【    534千円】

R6 事業費(千円) 241,429 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源 241,429

　
・学校給食調理業務委託　【75,001千円】  契約期間R4～R6
・学校給食配送業務委託　【16,762千円】　契約期間R3～R7
・R4年度以降の学校給食調理業務委託手続き
　8～10月　 　仕様書・募集要項等の作成
　11月　　　　議会全員協議会にて説明
　12月　　　　12月議会に債務負担行為を上程
　12～1月　　 募集要項の広告
　1～2月　  　参加申込み及び提案書類の受付
　2月　　　　 選定委員会による提案審査
　　　　　　　委託事業者の決定
　4月　　　　 学校給食調理業務委託契約締結

○賄材料費　　　【146,316千円】
○その他需用費　【  1,600千円】
○役務費　　　　【　1,050千円】
○委託料　　　　【 91,938千円】
○使用料他　    【    525千円】



内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 15-11

事業名 給食センター維持管理経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
R3 事業費(千円) 66,280 国補助 14,079 県補助 0 地方債 0 その他 0 一般財源 52,201

　
・長寿命化計画に基づき実施
　洗浄室、配送室改修工事　　　　　　　 　　　　　36,841千円
　洗浄室、配送室改修工事監理業務委託料　　    　　2,134千円
　冷凍庫・冷蔵庫設計業務委託料　　　　　　　　　　  899千円
  スタッキングカート他購入　　　　　　　　　　　　　780千円

○需用費　　　　【 22,691千円】
○役務費　　　　【 　　86千円】
○委託料　　　　【　5,882千円】
○工事請負費 　 【 36,841千円】
○備品購入費 　 【　　780千円】

R4 事業費(千円) 51,777 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 0 一般財源 51,777

　
・長寿命化計画に基づき実施
  冷凍庫・冷蔵庫更新工事　　　　　　　　　　 　 15,482千円
　冷凍庫・冷蔵庫更新工事監理業務委託料　　　 　　　534千円
　検収室、プラットホーム他改修設計業務委託料　 　2,969千円

　配送用コンテナ買換え4台　 　　　　　　　　　 　2,200千円（550千円×4台）

○需用費　　　　【 25,000千円】
○役務費　　　　【　 　95千円】
○委託料　　　　【　9,000千円】
○工事請負費    【 15,482千円】
○備品購入費  　【　2,200千円】

R5 事業費(千円) 91,856 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 0 一般財源 91,856

　
・長寿命化計画に基づき実施
検収室、プラットホーム他改修工事　　　　　　　　53,111千円
検収室、プラットホーム他改修工事監理業務委託料 　1,940千円
食器・食缶洗浄機器更新工事設計業務委託料　　　　 4,727千円

配送用コンテナ買換え3台　 　　　　　　　　　　　 1,650千円（550千円×3台）

○需用費　　　　【 25,000千円】
○役務費　　　　【 　　95千円】
○委託料　　　　【 12,000千円】
○工事請負費    【 53,111千円】
○備品購入費  　【　1,650千円】

R6 事業費(千円) 116,618 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 0 一般財源 116,618

　
・長寿命化計画に基づき実施
食器・食缶洗浄機器更新工事　　　　　　　　　　　76,873千円
食器・食缶洗浄機器更新工事監理業務委託料　　　　 2,750千円
調理室等空調設備改修工事設計業務委託料　　　　　 4,950千円
配送用コンテナ買換え3台　 　　　　　　　　　　　 1,650千円（550千円×3台）

○需用費　　　　【 25,000千円】
○役務費　　　　【 　　95千円】
○委託料　　　　【 13,000千円】
○工事請負費    【 76,873千円】
○備品購入費  　【　1,650千円】


