
（款）  10. 教育費  （項）   1. 教育総務費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

  1. 教育委員会費 2,524 2,520 4 2,524   1. 報酬 1,980  1　教育委員会事業                         2,524

  9. 旅費 417 　報酬                                     1,980

 10. 交際費 30 　　教育委員                               1,980

 11. 需用費 36 　旅費                                       417

 19. 負担金、補助 61 　　費用弁償（委員会）                        90

及び交付金 　　費用弁償（島外出張）                     243

　　普通旅費                                  84

　交際費                                      30

　　交際費                                    30

　需用費                                      36

　　消耗品費                                  36

　負担金、補助及び交付金                      61

　　（負担金）沖縄県市町村教育委員会連合会    46

　　（負担金）那覇地区市町村教育委員会連合会  15

  2. 事務局費 156,902 144,091 12,811 15 20,000 136,887   1. 報酬 13,337  1　特別職給与等（教育）                  10,184

  2. 給料 42,467 　給料                                     6,444

  3. 職員手当等 22,098 　　特別職給                               6,444

  4. 共済費 14,563 　職員手当等                               1,892

  7. 賃金 10,754 　　期末手当                               1,892

  8. 報償費 630 　共済費                                   1,848

  9. 旅費 5,218 　　市町村職員互助会負担金                    33

 11. 需用費 8,554 　　市町村職員共済組合負担金               1,815

 2　職員給与等（教育）                    68,944

－ 180 －

節

一般財源



－ 181 －

（款）  10. 教育費  （項）   1. 教育総務費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

 12. 役務費 5,204 　給料                                    36,023

 13. 委託料 10,132 　　一般職給                              36,023

 14. 使用料及び賃 6,855 　職員手当等                              20,206

借料 　　扶養手当                               2,580

 18. 備品購入費 3,220 　　住居手当                                 732

 19. 負担金、補助 13,370 　　通勤手当                                 248

及び交付金 　　時間外勤務手当                         1,058

 25. 積立金 500 　　管理職手当                               240

　　期末手当                              14,217

　　派遣指導主事手当                       1,131

　共済費                                  12,715

　　市町村職員互助会負担金                   180

　　地方公務員災害補償基金負担金             230

　　市町村職員共済組合負担金              12,305

 3　事務局運営事業                        11,693

　報酬                                        13

　　外部評価委員報酬                          13

　賃金                                     1,714

　　臨時職員賃金                           1,714

　報償費                                     168

　　報償金                                   168

　旅費                                       990

　　費用弁償                                  57

節

一般財源



（款）  10. 教育費  （項）   1. 教育総務費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　　普通旅費                                 933

　需用費                                   1,708

　　消耗品費                                 928

　　燃料費                                   780

　役務費                                   1,965

　　通信運搬費                               276

　　手数料                                 1,689

　使用料及び賃借料                         1,191

　　使用料                                 1,191

　備品購入費                               3,061

　　備品購入費                             3,061

　負担金、補助及び交付金                     883

　　（負担金）財団法人沖縄県高等学校定時制通信制

　　教育振興会                                 7

　　（負担金）沖縄県公立文教施設整備期成会    20

　　（負担金）沖縄県へき地教育研究連盟        30

　　（負担金）教科用図書那覇採択地区協議会    26

　　（補助金）久米島音楽教育研究会           500

　　（補助金）美崎小学校創立７０周年記念事業 300

◎　県支出金                                  15

　学校基本調査委託金                          15

 4　久米島高校支援事業                       340

－ 182 －

節

一般財源



－ 183 －

（款）  10. 教育費  （項）   1. 教育総務費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　負担金、補助及び交付金                     340

　　（補助金）久米島高等学校進学対策事業     340

 6　ＡＬＴ配置事業                         4,098

　報酬                                     3,960

　　非常勤職員報酬                         3,960

　旅費                                        41

　　費用弁償                                  41

　負担金、補助及び交付金                      97

　　外国語指導員配置事業負担金                97

 7　地域教育資源活用実践事業                 789

　報償費                                     400

　　報償金                                   400

　使用料及び賃借料                           389

　　車両賃借料                               389

10　学校職員健診事業                       1,596

　委託料                                   1,596

　　委託料                                 1,596

12　特別支援教育事業                         214

　旅費                                       214

　　費用弁償                                 214

13　スクールカウンセラー配置事業             956

　報酬                                       924

　　非常勤職員報酬                           924

節

一般財源



（款）  10. 教育費  （項）   1. 教育総務費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　旅費                                        32

　　費用弁償                                  32

14　就学指導委員会事業（心理学判定員含む）   428

　報酬                                       328

　　非常勤職員報酬                           328

　旅費                                       100

　　費用弁償（心理学判定員）                 100

16　久米島町奨学金事業                       673

　報酬                                        16

　　非常勤職員報酬                            16

　旅費                                        37

　　普通旅費                                  37

　役務費                                     120

　　手数料                                   120

　積立金                                     500

　　奨学金貸付基金                           500

◎　寄付金                                   500

　指定寄附金                                 500

17　教職員住宅管理事業                     6,625

　需用費                                   5,156

　　修繕料                                 5,156

　委託料                                     536

－ 184 －

節

一般財源



－ 185 －

（款）  10. 教育費  （項）   1. 教育総務費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　　水道貯水槽管理                           536

　使用料及び賃借料                           933

　　敷地賃借料                               933

◎　使用料及び手数料                       6,624

　教職員住宅使用料                         6,624

18　前村幸秀人材育成事業                  10,946

　報酬                                        96

　　非常勤職員報酬                            96

　負担金、補助及び交付金                  10,850

　　ハワイ高校留学事業補助金               1,850

　　大学生授業料補助金                     9,000

◎　繰入金                                10,850

　前村幸秀人材育成基金                    10,850

19　久米島町・佐賀市中学生交流事業         1,657

　報償費                                      32

　　報償金                                    32

　旅費                                     1,005

　　費用弁償                                 900

　　普通旅費                                 105

　需用費                                     280

　　消耗品費                                  55

節

一般財源



（款）  10. 教育費  （項）   1. 教育総務費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　　燃料費                                    20

　　食糧費                                   205

　役務費                                      98

　　通信運搬費                                10

　　渡船料                                    88

　使用料及び賃借料                           191

　　使用料                                   191

　負担金、補助及び交付金                      51

　　（負担金）団体保険料                      51

◎　諸収入                                   368

　久米島町・佐賀市中学生交流事業             368

20　久米島町・十日町市なかさと交流事業     2,008

　旅費                                     1,391

　　費用弁償                               1,305

　　普通旅費                                  86

　需用費                                     343

　　消耗品費                                  36

　　燃料費                                    18

　　食糧費                                   259

　　印刷製本費                                30

　役務費                                     147

　　通信運搬費                                13

－ 186 －

節

一般財源



－ 187 －

（款）  10. 教育費  （項）   1. 教育総務費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　　手数料                                   134

　使用料及び賃借料                            92

　　使用料                                    92

　負担金、補助及び交付金                      35

　　（負担金）団体保険料                      35

◎　諸収入                                 1,472

　対米請求権地域振興助成事業助成金         1,000

　久米島町・十日町市なかさと交流事業         472

21　海外ホームステイ派遣事業               1,920

　旅費                                       838

　　費用弁償                                 838

　負担金、補助及び交付金                   1,082

　　負担金                                 1,082

◎　諸収入                                   186

　海外ホームステイ派遣事業                   186

22　わかる授業の構築事業                   1,031

　報償費                                      30

　　報償金                                    30

　旅費                                       473

　　費用弁償                                 374

　　普通旅費                                  99

節

一般財源



（款）  10. 教育費  （項）   1. 教育総務費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　需用費                                     528

　　消耗品費                                  50

　　印刷製本費                               478

30　中学校学習支援員配置事業              16,000

　報酬                                     8,000

　　地域おこし協力隊報酬                   8,000

　委託料                                   8,000

　　委託料（地域おこし協力隊活動費）       8,000

33　学校図書館管理事業                     9,730

　賃金                                     9,040

　　学校図書司書                           9,040

　旅費                                        97

　　図書館司書旅費                            97

　需用費                                     164

　　消耗品費                                 164

　役務費                                     337

　　手数料                                   337

　使用料及び賃借料                            60

　　図書システムサーバー使用料                60

　負担金、補助及び交付金                      32

　　那覇地区学校図書研究会                    32

36　学校関連情報機器管理事業               7,070

　需用費                                     375

－ 188 －

節

一般財源



－ 189 －

（款）  10. 教育費  （項）   1. 教育総務費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　　修繕料                                   375

　役務費                                   2,537

　　手数料                                 2,537

　使用料及び賃借料                         3,999

　　使用料                                 3,999

　備品購入費                                 159

　　備品購入費                               159

　　計 159,426 146,611 12,815 15 20,000 139,411

節

一般財源



（款）  10. 教育費  （項）   2. 小学校費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

  1. 学校管理費 74,892 92,211 △17,319 2,848 72,044   1. 報酬 2,680  1　職員給与等（小学校）                  14,096

  2. 給料 7,859 　給料                                     7,859

  3. 職員手当等 3,402 　　一般職給                               7,859

  4. 共済費 2,840 　職員手当等                               3,402

  7. 賃金 1,138 　　扶養手当                                 132

 11. 需用費 25,851 　　通勤手当                                 101

 12. 役務費 3,452 　　時間外勤務手当                           190

 13. 委託料 12,263 　　期末手当                               2,979

 14. 使用料及び賃 1,455 　共済費                                   2,835

借料 　　市町村職員互助会負担金                    40

 15. 工事請負費 1,432 　　公立学校共済組合負担金                 2,795

 16. 原材料費 210  2　小学校運営事業                        10,132

 18. 備品購入費 900 　報酬                                     2,680

 19. 負担金、補助 1,017 　　学校薬剤師                               720

及び交付金 　　学校歯科医                               980

 20. 扶助費 10,226 　　学校医                                   980

 27. 公課費 167 　共済費                                       5

　　報酬、給料及び賃金に係る社会保険料         5

　賃金                                     1,138

　　臨時職員賃金（用務員）                 1,138

　需用費                                     620

　　学校保健消耗品費                         126

　　修繕料（公用車）                         420

－ 190 －

節

一般財源



－ 191 －

（款）  10. 教育費  （項）   2. 小学校費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　　修繕料（ピアノ）                          74

　役務費                                     314

　　手数料                                     1

　　ピアノ調律                               217

　　自動車損害保険料                          96

　委託料                                   1,836

　　通学バス                                  78

　　学校健診                               1,758

　使用料及び賃借料                         1,455

　　電話機器リース料                          86

　　複写機リース料                           778

　　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）リース料     413

　　輪転機リース料                           178

　備品購入費                                 900

　　備品購入費                               900

　負担金、補助及び交付金                   1,017

　　（負担金）日本スポーツ振興センター       126

　　（負担金）沖縄県特別支援学級校長会        10

　　（負担金）特殊教育連盟（全国）             5

　　（負担金）沖縄県学校給食研究協議会         3

　　（負担金）沖縄県学校保健会分担金           3

　　（補助金）小学校漢字検定                 708

　　（補助金）久米島小学校体育連盟           162

節

一般財源



（款）  10. 教育費  （項）   2. 小学校費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　公課費                                     167

　　公課費                                   167

◎　国庫支出金                                50

　へき地児童生徒援助費等補助金(保健管理費)    50

 3　小学校高度へき地修学旅行事業           2,790

　扶助費                                   2,790

　　扶助費                                 2,790

 4　小学校特別支援教育就学奨励事業           858

　扶助費                                     858

　　学用品費                                 183

　　学校給食費                               634

　　新入学児童学用品費                        41

◎　国庫支出金                               210

　特別支援教育就学奨励費補助金               210

 5　小学校要保護児童生徒援助事業             100

　扶助費                                     100

　　医療費                                   100

◎　国庫支出金                                50

　要保護児童生徒援助費補助金                  50

 6　小学校準要保護児童生徒支援事業         6,478

－ 192 －

節

一般財源



－ 193 －

（款）  10. 教育費  （項）   2. 小学校費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　扶助費                                   6,478

　　学用品費                               1,314

　　学校給食費                             4,554

　　新入学児童学用品費                       410

　　医療費                                   200

◎　県支出金                               2,538

　子どもの貧困対策推進交付金               2,538

 9　学校管理費（清水小学校）               5,194

　需用費                                   4,627

　　消耗品費(清水小)                         718

　　プール用薬品費(清水小)                   110

　　燃料費(清水小)                           144

　　電気使用料(清水小)                     2,760

　　上下水道使用料(清水小)                   740

　　ガス使用料(清水小)                        40

　　飼料費(清水小)                            30

　　医薬材料費(清水小)                        85

　役務費                                     532

　　通信運搬費(清水小)                        30

　　電話料(清水小)                           192

　　手数料(清水小)                            10

　　パフォーマンスチャージ料                 300

節

一般財源



（款）  10. 教育費  （項）   2. 小学校費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　原材料費                                    35

　　教材用材料費(清水小)                      35

10　学校管理費（大岳小学校）               4,321

　需用費                                   3,840

　　消耗品費(大岳小)                         484

　　プ－ル用薬品費(大岳小)                   100

　　燃料費(大岳小)                            84

　　電気使用料(大岳小)                     2,520

　　上下水道使用料(大岳小)                   560

　　ガス使用料(大岳小)                        30

　　医薬材料費(大岳小)                        62

　役務費                                     446

　　通信運搬費(大岳小)                        30

　　電話料(大岳小)                           156

　　手数料(大岳小)                            10

　　パフォーマンスチャージ料                 250

　原材料費                                    35

　　教材用材料費(大岳小)                      35

11　学校管理費（久米島小）                 3,833

　需用費                                   3,328

　　消耗品費(久米島小)                       463

　　燃料費(久米島小)                          84

　　電気使用料(久米島小)                   2,280

－ 194 －

節

一般財源



－ 195 －

（款）  10. 教育費  （項）   2. 小学校費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　　上下水道使用料(久米島小)                 378

　　ガス使用料(久米島小)                      33

　　飼料費(久米島小)                          30

　　医薬材料費(久米島小)                      60

　役務費                                     470

　　通信運搬費(久米島小)                      30

　　電話料(久米島小)                         180

　　手数料(久米島小)                          10

　　パフォーマンスチャージ料                 250

　原材料費                                    35

　　教育用材料費(久米島小)                    35

12　学校管理費（仲里小）                   4,426

　需用費                                   3,847

　　消耗品費(仲里小)                         616

　　燃料費(仲里小)                            72

　　電気使用料(仲里小)                     2,640

　　上下水道使用料(仲里小)                   360

　　ガス使用料(仲里小)                        54

　　飼料費(仲里小)                            30

　　医薬材料費(仲里小)                        75

　役務費                                     544

　　通信運搬費(仲里小)                        30

　　電話料(仲里小)                           204

節

一般財源



（款）  10. 教育費  （項）   2. 小学校費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　　手数料(仲里小)                            10

　　パフォーマンスチャージ料                 300

　原材料費                                    35

　　原材料費(仲里小)                          35

13　学校管理費（美崎小）                   3,195

　需用費                                   2,702

　　消耗品費(美崎小)                         437

　　燃料費(美崎小)                            84

　　電気使用料(美崎小)                     1,800

　　上下水道使用料(美崎小)                   264

　　ガス使用料(美崎小)                        30

　　飼料費(美崎小)                            30

　　医薬材料費(美崎小)                        57

　役務費                                     458

　　通信運搬費(美崎小)                        30

　　電話料(美崎小)                           168

　　手数料(美崎小)                            10

　　パフォーマンスチャージ料                 250

　原材料費                                    35

　　教材用材料費(美崎小)                      35

14　学校管理費（比屋定小学校）             3,164

　需用費                                   2,595

　　消耗品費(比屋定小)                       378

－ 196 －

節

一般財源



－ 197 －

（款）  10. 教育費  （項）   2. 小学校費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　　燃料費(比屋定小)                         180

　　電気使用料(比屋定小)                   1,860

　　上下水道使用料(比屋定小)                  96

　　ガス使用料(比屋定小)                      30

　　医薬材料費(比屋定小)                      51

　役務費                                     534

　　通信運搬費(比屋定小)                      30

　　電話料(比屋定小)                         244

　　手数料(比屋定小)                          10

　　パフォーマンスチャージ料                 250

　原材料費                                    35

　　教材用材料費(比屋定小)                    35

15　小学校施設管理事業                    16,305

　需用費                                   4,292

　　修繕料（施設等）                       4,292

　役務費                                     154

　　浄化槽法定検査手数料                      10

　　簡易水道検査手数料                       144

　委託料                                  10,427

　　学校警備                               3,600

　　プール濾過装置保守点検                   195

　　薬剤医師会水質検査                       125

　　浄化槽管理                               199

節

一般財源



（款）  10. 教育費  （項）   2. 小学校費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　　水道水貯水槽清掃                         360

　　自家用電気工作物保安管理委託料           778

　　（委託料）体力度調査委託               5,170

　工事請負費                               1,432

　　工事請負費                             1,432

  2. 教育振興費 6,293 4,355 1,938 1,875 4,418  11. 需用費 2,380  1　教育振興費（比屋定小学校）               823

 16. 原材料費 66 　需用費                                     186

 18. 備品購入費 3,847 　　消耗品費(比屋定小)                       186

　備品購入費                                 637

　　図書購入費(比屋定小)                     137

　　理科備品購入費                           500

◎　国庫支出金                               375

　理科備品振興整備事業                       375

 2　教育振興費（美崎小学校）                 960

　需用費                                     280

　　消耗品費(美崎小)                         280

　原材料費                                     6

　　原材料費                                   6

　備品購入費                                 674

　　図書購入費(美崎小)                       174

　　理科備品購入費                           500

－ 198 －

節

一般財源



－ 199 －

（款）  10. 教育費  （項）   2. 小学校費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

◎　国庫支出金                               375

　理科備品振興整備事業                       375

 3　教育振興費（仲里小学校）               1,355

　需用費                                     548

　　消耗品費(仲里小)                         548

　原材料費                                    18

　　教育用材料費（特別支援学級分）（仲里小）  18

　備品購入費                                 789

　　図書購入費(仲里小)                       289

　　理科備品購入費                           500

◎　国庫支出金                               375

　理科備品振興整備事業                       375

 4　教育振興費（久米島小学校）             1,027

　需用費                                     318

　　消耗品費(久米島小)                       318

　原材料費                                    18

　　教材用材料費(久米島小)                    18

　備品購入費                                 691

　　図書購入費(久米島小)                     191

　　理科備品購入費                           500

◎　国庫支出金                               375

節

一般財源



（款）  10. 教育費  （項）   2. 小学校費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　理科備品振興整備事業                       375

 5　教育振興費（大岳小学校）               1,073

　需用費                                     351

　　消耗品費(大岳小)                         351

　原材料費                                    18

　　原材料費                                  18

　備品購入費                                 704

　　図書購入費(大岳小)                       204

　　理科備品購入費                           500

◎　国庫支出金                               375

　理科備品振興整備事業                       375

 6　教育振興費（清水小学校）               1,055

　需用費                                     697

　　消耗品費(清水小)                         697

　原材料費                                     6

　　教育用教材費（特別支援学級分）（清水小）   6

　備品購入費                                 352

　　図書購入費(清水小)                       352

　　計 81,185 96,566 △15,381 4,723 76,462

－ 200 －

節

一般財源



－ 201 －

（款）  10. 教育費  （項）   3. 中学校費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

  1. 学校管理費 40,883 43,604 △2,721 5,128 35,755   1. 報酬 1,016  1　職員給与等（中学校）                   7,122

  2. 給料 4,076 　給料                                     4,076

  3. 職員手当等 1,683 　　一般職給                               4,076

  4. 共済費 1,363 　職員手当等                               1,683

  9. 旅費 395 　　通勤手当                                  51

 11. 需用費 9,972 　　時間外勤務手当                            98

 12. 役務費 1,309 　　期末手当                               1,534

 13. 委託料 4,089 　共済費                                   1,363

 14. 使用料及び賃 468 　　市町村職員互助会負担金                    21

借料 　　公立学校共済組合負担金                 1,342

 16. 原材料費 70  2　中学校運営事業                         8,115

 18. 備品購入費 1,977 　報酬                                     1,016

 19. 負担金、補助 1,600 　　学校薬剤師                               240

及び交付金 　　学校歯科医                               327

 20. 扶助費 12,769 　　学校医                                   449

 27. 公課費 96 　需用費                                     350

　　修繕料（公用車）                         350

　役務費                                     132

　　ピアノ調律                                56

　　自動車損害保険料                          76

　委託料                                   2,476

　　通学バス                               1,798

　　学校健診                                 678

節

一般財源



（款）  10. 教育費  （項）   3. 中学校費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　使用料及び賃借料                           468

　　電話機器リース料                          45

　　複写機リース料                           260

　　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）リース料     138

　　輪転機リース料                            25

　備品購入費                               1,977

　　備品購入費                             1,977

　負担金、補助及び交付金                   1,600

　　日本スポーツ振興センター                  61

　　（負担金）沖縄県特別支援学級校長会         4

　　（負担金）特殊教育連盟（全国）             3

　　（負担金）那覇地区中学校文化連盟          29

　　（負担金）沖縄県学校給食会                 2

　　（負担金）沖縄県中学校進路指導研究会       7

　　（負担金）沖縄県学校保健会                 2

　　（補助金）中学校英語検定補助           1,005

　　（補助金）中学校漢字検定補助              39

　　（補助金）那覇地区中学校体育連盟         168

　　（補助金）久米島町中学校体育連盟         280

　公課費                                      96

　　公課費                                    96

◎　国庫支出金                                35

－ 202 －

節

一般財源



－ 203 －

（款）  10. 教育費  （項）   3. 中学校費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　へき地児童生徒援助費等補助金(保健管理費)    35

 4　中学校準要保護児童生徒支援事業         4,330

　扶助費                                   4,330

　　学用品費                               1,228

　　学校給食費                             2,481

　　新入学生徒学用品費                       471

　　医療費                                   150

◎　県支出金                               1,709

　子どもの貧困対策推進交付金               1,642

　被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金事業費補助

金                                            67

 5　中学校要保護児童生徒援助事業             100

　扶助費                                     100

　　医療費                                   100

◎　国庫支出金                                50

　要保護児童生徒援助費補助金                  50

 6　中学校特別支援教育就学奨励事業         1,534

　旅費                                       395

　　宿泊学習会                               395

　扶助費                                   1,139

　　学用品費                                 313

節

一般財源



（款）  10. 教育費  （項）   3. 中学校費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　　学校給食費                               632

　　新入学生徒学用品費                       142

　　校外活動費（宿泊伴う）                    52

◎　国庫支出金                               271

　特別支援教育就学奨励費補助金               271

 7　中学校高度へき地修学旅行事業           7,200

　扶助費                                   7,200

　　扶助費                                 7,200

◎　国庫支出金                             3,063

　へき地児童生徒援助費等補助金(保健管理費を除く

。)                                        3,063

11　学校管理費（久米島西中学校）           5,108

　需用費                                   4,488

　　消耗品費(久米島西中)                     597

　　燃料費(久米島西中)                       204

　　電気使用料(久米島西中)                 3,120

　　上下水道使用料(久米島西中)               456

　　ガス使用料(久米島西中)                    42

　　医薬材料費(久米島西中)                    69

　役務費                                     585

　　通信運搬費(久米島西中)                    30

－ 204 －

節

一般財源



－ 205 －

（款）  10. 教育費  （項）   3. 中学校費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　　電話料(久米島西中)                       245

　　手数料(久米島西中)                        10

　　パフォーマンスチャージ料                 300

　原材料費                                    35

　　教育用教材(久米島西中)                    35

14　学校管理費（球美中学校）               5,125

　需用費                                   4,534

　　消耗品費                                 575

　　燃料費                                   144

　　電気使用料（球美中）                   3,304

　　上下水道使用料（球美中）                 396

　　ガス使用料（球美中）                      48

　　医薬材料費（球美中）                      67

　役務費                                     556

　　通信運搬費（球美中）                      30

　　電話料（球美中）                         216

　　手数料（球美中）                          10

　　パフォーマンスチャージ料（球美中）       300

　原材料費                                    35

　　原材料費                                  35

15　中学校施設管理事業                     2,249

　需用費                                     600

　　修繕料（施設等）                         600

節

一般財源



（款）  10. 教育費  （項）   3. 中学校費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　役務費                                      36

　　簡易水道検査                              36

　委託料                                   1,613

　　水道水貯水槽清掃                         116

　　薬剤医師会水質検査                        24

　　自家用電気工作物保安管理業務委託         273

　　学校警備                               1,200

  2. 教育振興費 1,808 2,863 △1,055 1,808  11. 需用費 1,038  1　教育振興費（久米島西中学校）             901

 16. 原材料費 78 　需用費                                     519

 18. 備品購入費 692 　　消耗品費(久米島西中)                     519

　原材料費                                    36

　　教育用材料費（特別支援学級分）（久米島西中）

                                              36

　備品購入費                                 346

　　図書購入費(久米島西中)                   346

 5　教育振興費（球美中学校                   907

　需用費                                     519

　　消耗品費（球美中）                       519

　原材料費                                    42

　　教育用材料費（特別支援学級分／球美中）    42

　備品購入費                                 346

　　備品購入費（球美中）                     346

　　計 42,691 46,467 △3,776 5,128 37,563

－ 206 －

節

一般財源



－ 207 －

（款）  10. 教育費  （項）   4. 幼稚園費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

  1. 幼稚園総務費 60,197 64,029 △3,832 8,300 51,897   1. 報酬 7,512  1　職員給与等（幼稚園）                  41,520

  2. 給料 22,476 　給料                                    22,476

  3. 職員手当等 11,332 　　一般職給                              22,476

  4. 共済費 7,712 　職員手当等                              11,332

  7. 賃金 4,677 　　扶養手当                               1,140

  8. 報償費 6 　　住居手当                                 471

  9. 旅費 544 　　通勤手当                                 176

 11. 需用費 2,105 　　時間外勤務手当                           906

 12. 役務費 304 　　期末手当                               8,639

 13. 委託料 2,732 　共済費                                   7,712

 14. 使用料及び賃 223 　　市町村職員互助会負担金                   113

借料 　　公立学校共済組合負担金                 3,109

 16. 原材料費 100 　　市町村職員共済組合負担金               4,490

 18. 備品購入費 400  2　幼稚園管理運営事業                     7,906

 19. 負担金、補助 74 　報酬                                       120

及び交付金 　　園長報酬                                 120

　賃金                                     3,660

　　臨時職員賃金                           3,660

　報償費                                       6

　　報償金                                     6

　旅費                                       260

　　費用弁償                                  36

　　普通旅費                                 224

節

一般財源



（款）  10. 教育費  （項）   4. 幼稚園費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　需用費                                     603

　　修繕料                                   603

　役務費                                      56

　　口座振替手数料                            36

　　ピアノ調律                                20

　委託料                                   2,732

　　健康診断委託料                           237

　　登園支援バス運行業務                   2,495

　使用料及び賃借料                           195

　　車輌賃借料                               195

　備品購入費                                 200

　　備品購入費                               200

　負担金、補助及び交付金                      74

　　（負担金）那覇地区幼稚園会                66

　　（負担金）日本スポーツ振興センター         8

◎　使用料及び手数料                       5,208

　幼稚園保育料                             3,968

　幼稚園入園料                               590

　幼稚園保育料（滞納繰越分）                 650

 4　預かり保育運営事業                     8,569

　報酬                                     7,392

　　非常勤職員報酬                         7,392

－ 208 －

節

一般財源



－ 209 －

（款）  10. 教育費  （項）   4. 幼稚園費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　賃金                                     1,017

　　臨時職員賃金                           1,017

　需用費                                     160

　　消耗品費                                 160

◎　使用料及び手数料                       3,092

　預かり保育料                             2,500

　預かり保育料（滞納繰越分）                 592

 7　幼稚園総務費（仲里幼稚園）               958

　旅費                                       142

　　普通旅費(仲里幼)                         142

　需用費                                     571

　　消耗品費(仲里幼)                         520

　　ガス使用料(仲里幼)                        36

　　医薬材料費(仲里幼)                        15

　役務費                                      82

　　通信運搬費(仲里幼)                        10

　　電話料(仲里幼)                            72

　使用料及び賃借料                            13

　　コピ－機リ－ス料                          13

　原材料費                                    50

　　原材料費(仲里幼)                          50

　備品購入費                                 100

節

一般財源



（款）  10. 教育費  （項）   4. 幼稚園費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　　図書購入費(仲里幼)                       100

 9　幼稚園総務費（清水幼稚園）             1,244

　旅費                                       142

　　普通旅費(清水幼)                         142

　需用費                                     771

　　消耗品費(清水幼)                         540

　　上下水道使用料(清水幼)                   180

　　ガス使用料(清水幼)                        36

　　医薬材料費(清水幼)                        15

　役務費                                     166

　　通信運搬費(清水幼)                        10

　　電話料(清水幼)                           156

　使用料及び賃借料                            15

　　複写機使用料(清水幼)                      15

　原材料費                                    50

　　原材料費(清水幼)                          50

　備品購入費                                 100

　　図書購入費(清水幼)                       100

　　計 60,197 64,029 △3,832 8,300 51,897

－ 210 －

節

一般財源



－ 211 －

（款）  10. 教育費  （項）   5. 社会教育費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

  1. 社会教育総務 7,164 9,329 △2,165 1,256 57 5,851   1. 報酬 205  1　社会教育運営事業                       3,608

費 　賃金                                     1,714

  7. 賃金 1,714 　　臨時職員賃金                           1,714

  8. 報償費 1,879 　旅費                                       225

  9. 旅費 704 　　費用弁償                                  18

 11. 需用費 845 　　費用弁償                                 122

 12. 役務費 104 　　普通旅費                                  85

 14. 使用料及び賃 93 　需用費                                      91

借料 　　消耗品費                                  71

 18. 備品購入費 100 　　食糧費                                    20

 19. 負担金、補助 1,520 　役務費                                      83

及び交付金 　　通信運搬費                                83

　負担金、補助及び交付金                   1,495

　　（負担金）沖縄県公共図書館連絡協議会       3

　　（負担金）沖縄県公民館主事協会             3

　　（負担金）沖縄県公民館連絡協議会           5

　　（負担金）沖縄県社会教育主事協会           1

　　（負担金）那覇地区公民館連絡協議会         4

　　（負担金）沖縄県社会教育指導員連絡協議会   1

　　（補助金）久米島ＰＴＡ連合会             438

　　（補助金）久米島町青年団協議会           400

　　（補助金）久米島町婦人会                 400

　　（補助金）久米島町家庭教育学級開設事業   240

節

一般財源



（款）  10. 教育費  （項）   5. 社会教育費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

 2　社会教育委員運営事業                     330

　報酬                                        82

　　非常勤職員報酬                            82

　旅費                                       223

　　費用弁償                                 223

　負担金、補助及び交付金                      25

　　（負担金）沖縄県社会教育委員連絡協議会    10

　　（負担金）那覇地区社会教育委員連絡協議会  15

 4　ほたる号（移動図書館）運営事業           188

　需用費                                      88

　　消耗品費                                  19

　　燃料費                                    39

　　修繕料                                    30

　備品購入費                                 100

　　図書購入費                               100

 5　各種教室・講座等運営事業               1,027

　報償費                                     599

　　報償金                                   599

　旅費                                        60

　　費用弁償                                  60

　需用費                                     260

　　消耗品費                                 230

　　食糧費                                    30

－ 212 －

節

一般財源



－ 213 －

（款）  10. 教育費  （項）   5. 社会教育費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　役務費                                      15

　　通信運搬費                                15

　使用料及び賃借料                            93

　　使用料                                    93

◎　諸収入                                    57

　社会教育事業受講料等収入                    57

 6　学校・家庭・地域の連携協力推進事業     1,888

　報償費                                   1,280

　　報償金                                 1,280

　旅費                                       196

　　研修旅費                                 196

　需用費                                     406

　　消耗品費                                 406

　役務費                                       6

　　通信運搬費                                 6

◎　県支出金                               1,256

　学校・家庭・地域の連携協力推進事業       1,256

 7　生涯学習機能施設整備事業                 123

　報酬                                       123

　　委員報酬                                 123

節

一般財源



（款）  10. 教育費  （項）   5. 社会教育費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

  2. 文化財保護費 31,338 30,338 1,000 15,471 3,800 12,067   1. 報酬 90  1　文化財管理事業                         7,621

  7. 賃金 4,504 　報酬                                        90

  8. 報償費 93 　　文化財調査委員会                          90

  9. 旅費 1,190 　賃金                                     3,840

 11. 需用費 3,652 　　臨時職員賃金                           3,840

 12. 役務費 5 　旅費                                       135

 13. 委託料 10,088 　　県内旅費                                 135

 14. 使用料及び賃 372 　需用費                                     259

借料 　　消耗品費                                  10

 15. 工事請負費 11,071 　　燃料費                                    36

 19. 負担金、補助 273 　　食糧費                                     9

及び交付金 　　印刷製本費                               184

　　修繕料                                    20

　役務費                                       5

　　通信運搬費                                 5

　委託料                                   2,954

　　指定文化財清掃委託料                   2,954

　使用料及び賃借料                            67

　　車両賃借料                                67

　負担金、補助及び交付金                     271

　　（負担金）沖縄地区史跡整備市町村協議会    20

　　（負担金）全国史跡整備市町村協議会        20

　　（負担金）沖縄県工芸技術保持団体協議会    10

－ 214 －

節

一般財源



－ 215 －

（款）  10. 教育費  （項）   5. 社会教育費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　　（負担金）全国重要無形文化財保持団体協議会

                                              50

　　（補助金）久米島紬保持団体                54

　　（補助金）上江洲家住宅管理事業           117

◎　町債                                   3,800

　過疎債ソフト分事業                       3,800

 2　具志川城跡保存修理事業                10,259

　賃金                                       664

　　臨時職員賃金                             664

　報償費                                      93

　　報償金                                    93

　旅費                                       844

　　費用弁償                                 777

　　普通旅費                                  67

　需用費                                   2,737

　　消耗品費                                  30

　　燃料費                                   104

　　印刷製本費                             2,603

　委託料                                   2,091

　　委託料                                 2,091

　使用料及び賃借料                           145

　　使用料                                   124

節

一般財源



（款）  10. 教育費  （項）   5. 社会教育費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　　車両賃借料                                21

　工事請負費                               3,683

　　工事請負費                             3,683

　負担金、補助及び交付金                       2

　　作業員災害保険料                           2

◎　国庫支出金                             8,207

　具志川城跡保存修理事業                   8,207

◎　県支出金                                 297

　具志川城跡保存修理事業                     297

 5　歌碑建立事業                           1,246

　旅費                                        16

　　普通旅費                                  16

　使用料及び賃借料                           160

　　車両賃借料                               160

　工事請負費                               1,070

　　工事請負費                             1,070

 8　久米の五枝のマツ天然記念物再生事業     2,501

　旅費                                       153

　　普通旅費                                  13

　　特別旅費                                 140

　需用費                                     643

　　消耗品費                                   4

－ 216 －

節

一般財源



－ 217 －

（款）  10. 教育費  （項）   5. 社会教育費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　　印刷製本費                               639

　委託料                                   1,705

　　委託料                                 1,705

◎　国庫支出金                             2,000

　天然記念物再生事業費国庫補助金           2,000

◎　県支出金                                 112

　天然記念物再生事業県補助金                 112

10　天后宮保存修理事業                     9,711

　旅費                                        42

　　費用弁償                                  42

　需用費                                      13

　　消耗品費                                  13

　委託料                                   3,338

　　委託料                                 3,338

　工事請負費                               6,318

　　工事請負費                             6,318

◎　県支出金                               4,855

　天后宮保存修理事業県補助金               4,855

  3. 文化振興費 1,362 1,362 0 1,362   8. 報償費 11  2　文化振興事業                           1,362

  9. 旅費 62 　報償費                                      11

　　報償金                                    11

節

一般財源



（款）  10. 教育費  （項）   5. 社会教育費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

 11. 需用費 28 　旅費                                        62

 19. 負担金、補助 1,261 　　費用弁償                                  21

及び交付金 　　普通旅費                                  41

　需用費                                      28

　　消耗品費                                  28

　負担金、補助及び交付金                   1,261

　　（負担金）沖縄県南部連合文化協会          13

　　（補助金）久米島町文化協会               700

　　（補助金）久米島町新春書道展実行委員会   248

　　（補助金）久米島古典民謡大会補助金       300

  4. 博物館費 44,262 43,982 280 1,012 43,250   1. 報酬 2,392  2　職員給与等（博物館）                  30,321

  2. 給料 16,716 　給料                                    16,716

  3. 職員手当等 8,120 　　一般職給                              16,716

  4. 共済費 5,485 　職員手当等                               8,120

  7. 賃金 1,714 　　扶養手当                                 684

  8. 報償費 25 　　住居手当                                 348

  9. 旅費 430 　　通勤手当                                  48

 11. 需用費 4,750 　　時間外勤務手当                           289

 12. 役務費 2,468 　　管理職手当                               240

 13. 委託料 1,875 　　期末手当                               6,511

 14. 使用料及び賃 213 　共済費                                   5,485

借料 　　市町村職員互助会負担金                    84

　　市町村職員共済組合負担金               5,401

－ 218 －

節

一般財源



－ 219 －

（款）  10. 教育費  （項）   5. 社会教育費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

 18. 備品購入費 61  3　博物館運営事業                         9,526

 19. 負担金、補助 3 　報酬                                        57

及び交付金 　　博物館協議会                              57

 27. 公課費 10 　賃金                                     1,714

　　臨時職員賃金                           1,714

　報償費                                      25

　　報償金                                    25

　旅費                                       137

　　費用弁償                                  39

　　普通旅費                                  98

　需用費                                   4,748

　　消耗品費                                 642

　　燃料費                                   156

　　食糧費                                    10

　　印刷製本費                               656

　　電気使用料                             2,824

　　ガス使用料                                27

　　上下水道使用料                            36

　　修繕料                                   397

　役務費                                     688

　　通信運搬費                               172

　　電話料金                                 193

　　広告料                                    31

節

一般財源



（款）  10. 教育費  （項）   5. 社会教育費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　　手数料                                   284

　　自動車損害保険料                           8

　委託料                                   1,875

　　貯水槽検査                                18

　　電気保安管理                             169

　　浄化槽管理                               519

　　施設警備                                 350

　　昇降機・エアコン等管理                   819

　使用料及び賃借料                           213

　　ＯＡ機器使用料                           104

　　放送受信料                                25

　　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）リース料      60

　　車両賃借料                                24

　備品購入費                                  56

　　備品購入費                                56

　負担金、補助及び交付金                       3

　　（負担金）沖縄県博物館協会                 3

　公課費                                      10

　　公課費                                    10

◎　使用料及び手数料                         892

　博物館入館料                               892

◎　諸収入                                   120

－ 220 －

節

一般財源



－ 221 －

（款）  10. 教育費  （項）   5. 社会教育費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　博物館自動販売機収入                        27

　博物館書籍販売収入                          91

　博物館コピ－使用料                           1

　博物館音声ガイド使用料                       1

 5　町史編集事業                           4,415

　報酬                                     2,335

　　町史編纂委員会                           261

　　嘱託職員                               2,074

　旅費                                       293

　　費用弁償                                 252

　　普通旅費                                  41

　需用費                                       2

　　食糧費                                     2

　役務費                                   1,780

　　通信運搬費                                 5

　　筆耕料                                 1,775

　備品購入費                                   5

　　備品購入費                                 5

  5. ホタル館費 15,742 15,885 △143 280 15,462   2. 給料 4,413  2　職員給与等（ホタル館）                 8,806

  3. 職員手当等 2,727 　給料                                     4,413

  4. 共済費 1,666 　　一般職給                               4,413

  9. 旅費 183 　職員手当等                               2,727

　　扶養手当                                 528

節

一般財源



（款）  10. 教育費  （項）   5. 社会教育費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

 11. 需用費 1,638 　　住居手当                                 294

 12. 役務費 407 　　通勤手当                                  24

 13. 委託料 4,283 　　時間外勤務手当                           106

 14. 使用料及び賃 200 　　期末手当                               1,775

借料 　共済費                                   1,666

 16. 原材料費 200 　　市町村職員互助会負担金                    23

 27. 公課費 25 　　市町村職員共済組合負担金               1,643

 3　ホタル館運営事業                       6,936

　旅費                                       183

　　普通旅費                                 183

　需用費                                   1,638

　　消耗品費                                 420

　　燃料費                                    60

　　電気使用料                               588

　　上下水道使用料                            30

　　ガス使用料                                10

　　公用車修繕料                              80

　　修繕料                                   450

　役務費                                     407

　　通信運搬費                                10

　　電話料金                                 140

　　し尿処理手数料                            25

　　公用車車検印紙代                           3

－ 222 －

節

一般財源



－ 223 －

（款）  10. 教育費  （項）   5. 社会教育費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　　サガリバナ移植作業手数料                 220

　　自動車損害保険料                           9

　委託料                                   4,283

　　施設管理委託料                         4,224

　　浄化槽管理委託料                          59

　使用料及び賃借料                           200

　　車両賃借料                               200

　原材料費                                   200

　　原材料費                                 200

　公課費                                      25

　　公課費                                    25

◎　使用料及び手数料                         280

　久米島ホタル館入館料                       280

　　計 99,868 100,896 △1,028 16,727 3,800 1,349 77,992

節

一般財源



（款）  10. 教育費  （項）   6. 保健体育費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

  1. 保健体育総務 3,355 3,094 261 500 2,855   1. 報酬 81  1　保健体育運営事業                       2,836

費 　報償費                                      24

  8. 報償費 24 　　報償金                                    24

  9. 旅費 438 　旅費                                        94

 11. 需用費 227 　　費用弁償                                  81

 14. 使用料及び賃 39 　　普通旅費                                  13

借料 　需用費                                     202

 19. 負担金、補助 2,546 　　消耗品費                                  50

及び交付金 　　消耗品費                                  66

　　食糧費                                    20

　　食糧費                                    66

　使用料及び賃借料                            39

　　使用料                                    39

　負担金、補助及び交付金                   2,477

　　保険料負担金                              10

　　（補助金）沖縄県角力協会久米島支部       300

　　（補助金）久米島町体育協会             1,917

　　（補助金）沖縄県野球連盟久米島支部       250

◎　使用料及び手数料                         500

　学校体育施設使用料                         500

 2　スポーツ推進委員運営事業                 519

　報酬                                        81

－ 224 －

節

一般財源



－ 225 －

（款）  10. 教育費  （項）   6. 保健体育費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　　非常勤職員報酬                            81

　旅費                                       344

　　費用弁償                                 263

　　普通旅費                                  81

　需用費                                      25

　　消耗品費                                  25

　負担金、補助及び交付金                      69

　　（負担金）南部地区スポーツ推進委員協議会  17

　　（負担金）沖縄県スポーツ推進委員協議会    33

　　（負担金）スポーツ安全保険料              19

  2. 学校給食セン 109,891 119,062 △9,171 38,355 71,536   1. 報酬 13,296  2　職員給与等（給食）                    33,093

タ－費 　給料                                    18,290

  2. 給料 18,290 　　一般職給                              18,290

  3. 職員手当等 8,722 　職員手当等                               8,722

  4. 共済費 6,081 　　扶養手当                               1,008

  7. 賃金 2,384 　　住居手当                                 234

  9. 旅費 373 　　通勤手当                                 123

 11. 需用費 56,253 　　時間外勤務手当                           278

 12. 役務費 918 　　期末手当                               7,079

 13. 委託料 2,383 　共済費                                   6,081

 14. 使用料及び賃 542 　　市町村職員互助会負担金                    92

借料 　　市町村職員共済組合負担金               5,989

 3　学校給食センター管理運営事業          76,798

節

一般財源



（款）  10. 教育費  （項）   6. 保健体育費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　報酬                                    13,296

　　学校給食センター運営委員会               145

　　学校給食調理員兼運転手兼施設管理員報酬

                                          13,151

　賃金                                     2,384

　　臨時職員賃金（調理）                     670

　　臨時職員賃金（事務）                   1,714

　旅費                                       373

　　普通旅費                                 373

　需用費                                  56,253

　　消耗品費                               1,587

　　燃料費                                 1,800

　　食糧費                                     2

　　電気使用料                             2,760

　　ガス使用料                             1,296

　　上下水道使用料                         2,700

　　修繕料                                 1,204

　　学校給食賄材料費                      44,677

　　医薬材料費                               227

　役務費                                     918

　　通信運搬費                               480

　　電話料金                                  71

　　手数料                                   322

－ 226 －

節

一般財源



－ 227 －

（款）  10. 教育費  （項）   6. 保健体育費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　　自動車損害保険料                          45

　委託料                                   2,383

　　ぎょう虫検査                             374

　　貯水槽清掃業務                            76

　　害虫駆除業務                             162

　　簡易水道検査                              19

　　衛生及び食材検査                         353

　　自家用電気工作物管理                     117

　　汚水処理施設維持管理                     586

　　温水ボイラ保守点検                       147

　　栄養評価計算システム保守業務             108

　　ノロウイルス検査委託料                   441

　使用料及び賃借料                           542

　　使用料                                    60

　　放送受信料                                14

　　ＡＥＤリース料                            69

　　ＯＡ機器リース料                         159

　　電話リース料                             240

　備品購入費                                 546

　　備品購入費                               546

　負担金、補助及び交付金                      10

　　沖縄県学校給食会                           8

　　沖縄県学校給食共同調理場連絡協議会         2

節

一般財源



（款）  10. 教育費  （項）   6. 保健体育費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

 18. 備品購入費 546 　公課費                                      93

 19. 負担金、補助 10 　　公課費                                    93

及び交付金

 27. 公課費 93 ◎　諸収入                                38,355

　児童・生徒等                            29,742

　教職員、給食センタ－職員等               8,013

　学校給食費収入（滞納繰越分）               600

  3. 保健体育施設 65,061 69,424 △4,363 12,118 52,943   2. 給料 7,942  1　職員給与等（施設管理）                15,338

費 　給料                                     7,942

  3. 職員手当等 4,647 　　一般職給                               7,942

  4. 共済費 2,749 　職員手当等                               4,647

  7. 賃金 20,712 　　扶養手当                                 816

  8. 報償費 30 　　住居手当                                 274

  9. 旅費 756 　　通勤手当                                  75

 11. 需用費 16,623 　　時間外勤務手当                           319

 12. 役務費 359 　　期末手当                               3,163

 13. 委託料 1,481 　共済費                                   2,749

 14. 使用料及び賃 1,096 　　市町村職員互助会負担金                    40

借料 　　市町村職員共済組合負担金               2,709

 16. 原材料費 2,454  2　Ｂ＆Ｇ海洋センター運営事業             4,382

 19. 負担金、補助 6,205 　賃金                                     1,139

及び交付金 　　臨時職員賃金                           1,139

　報償費                                      30

－ 228 －

節

一般財源



－ 229 －

（款）  10. 教育費  （項）   6. 保健体育費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

 27. 公課費 7 　　安全祈願祭報償金                          30

　旅費                                       756

　　費用弁償                                 232

　　普通旅費                                 524

　需用費                                   1,921

　　消耗品費                                 201

　　電気使用料                               720

　　ガス使用料                                50

　　上下水道使用料                           800

　　修繕料                                   150

　役務費                                      69

　　電話料金                                  69

　委託料                                     437

　　電気保安管理委託料                        59

　　Ｂ＆Ｇ海洋センタープール水質検査         378

　負担金、補助及び交付金                      30

　　地域海洋センター連絡協議会                30

◎　使用料及び手数料                         159

　海洋センタ－使用料                         159

 3　パークゴルフ場運営事業                12,854

　賃金                                     8,181

　　臨時職員賃金                           8,181

節

一般財源



（款）  10. 教育費  （項）   6. 保健体育費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　需用費                                   3,464

　　消耗品費                               1,740

　　燃料費                                   420

　　電気使用料                               994

　　上下水道使用料                            60

　　修繕料                                   250

　役務費                                     132

　　電話料金                                 119

　　インターネット接続料金                    13

　委託料                                     817

　　浄化槽点検清掃委託料                     817

　使用料及び賃借料                           160

　　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）リース料      60

　　重機使用料                               100

　原材料費                                   100

　　原材料費                                 100

◎　使用料及び手数料                       9,000

　パークゴルフ場使用料                     9,000

◎　諸収入                                   609

　パークゴルフ場自動販売機収入               600

　パークゴルフ場用具破損弁償金                 9

 4　運動公園管理運営事業                  26,312

－ 230 －

節

一般財源



－ 231 －

（款）  10. 教育費  （項）   6. 保健体育費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

　賃金                                    11,392

　　臨時職員賃金                          11,392

　需用費                                  11,238

　　消耗品費                               2,900

　　燃料費                                   853

　　電気使用料                             4,800

　　ガス使用料                                24

　　上下水道使用料                           720

　　修繕料                                 1,941

　役務費                                     158

　　電話料金                                 132

　　インターネット接続料金                    14

　　自動車損害保険料                          12

　委託料                                     227

　　電気保安管理委託料                       227

　使用料及び賃借料                           936

　　久米島野球場・多目的広場散水施設使用料   320

　　車両賃借料                               616

　原材料費                                 2,354

　　原材料費                               2,354

　公課費                                       7

　　公課費                                     7

節

一般財源



（款）  10. 教育費  （項）   6. 保健体育費 単位：千円、△は減

本　年　度　の　財　源　内　訳

目 本 年 度 前 年 度 比    較 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額 　◎は歳入

◎　使用料及び手数料                       1,966

　久米島町総合運動公園使用料               1,925

　仲里野球場使用料                            30

　仲里グラウンド使用料                        11

◎　諸収入                                   384

　体育施設自動販売機                         384

 5　久米島マラソン大会運営事業             6,175

　負担金、補助及び交付金                   6,175

　　補助金                                 6,175

　　計 178,307 191,580 △13,273 50,973 127,334

－ 232 －

節

一般財源


