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今後の学校運営に係る事業の再構築について
総合教育部

教育政策課

１．政策の背景・目的及び効果
子どもを取り巻く環境が変化しているなかで、確かな学びと健やかな成長を育む
ため、学校では、授業以外に多くの取り組みを展開し、そのサポート体制について
も充実を図っています。
しかしながら、学校運営に係る様々な事業については、それぞれ所管部が異なるこ
とから、横断的な連携などにおいて支障が生じることもあります。また、業務に従事
する職員は、短時間勤務者も多く、人材の確保が困難となってきている状況です。
こうした状況を改善し、子どもたちにとってより良い学びの環境の充実を図るた
め、学校運営にかかる事業の再構築を進めるものです。
２．内容
（１）学校運営にかかる様々な取り組み
① 学校施設の環境整備
② 教員のサポート業務
③ 放課後の取り組み
④ 安全監視の取り組み
⑤ 学校施設開放の取り組み
⑥ 単独調理場の調理業務
⑦ その他、児童・生徒の健やかな成長を支える業務
（２）再構築の方向性
学校運営にかかるすべての取り組みを総合的に捉え、より円滑で効果的な取り
組みとなるよう、対象業務の精査も行いながら、民間活力の活用も含め、その方
向性について検討を進め、学びの環境を充実するとともに校園長など教職員の負
担軽減を図ります。
（３）現状における課題と今後の方向性
課 題
人材確保

方向性
スケールメリットを活かした人材の確
保
業務間の横断的な人材活用
地域雇用の創出にもつながる人材確保
学校園と所管部署との円滑な連携・調 学校運営の円滑化・教職員の負担軽減
整
行政改革課題への対応
各種行政改革課題への一括対応
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３．実施時期等
上記の様々な取り組みについて、効果や課題を再検証のうえ、他市における取り組
み事例も参考にしながら、再構築を図ります。
＜今後の予定＞
・平成 31 年度
・平成 32 年度

９月 学校運営にかかる基本的な考え方（方針）を策定
３月 上記方針に基づき計画を策定
上記計画に基づき、具体的な取り組みを順次、段階的に実施

４．総合計画等における根拠・位置付け
① 総合計画
基本目標
一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち
施策目標16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち
５．関係法令・条例等
学校教育法
学校給食法
児童福祉法
６．事業費・財源及びコスト
現在の学校運営に係る主な事業の事業費（平成31年度当初予算）は、以下のとお
りです。
① 学校施設の環境整備（校務業務）
276,338千円
② 留守家庭児童会室運営事業
1,136,147千円
③ 学校給食単独調理場運営業務
1,050,899千円
④ 学校施設管理業務
224,164千円
なお、事業の再構築後の事業費については、今後、検討、精査していきます。
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中学校給食の全員喫食に向けた実施手法について
総合教育部

おいしい給食課

１．政策等の背景・目的及び効果
中学校給食の全員喫食の実現に向けては、平成30年９月の文教委員協議会にお
いて、中学校給食全員喫食の実施に向けた５つの新しい手法と、４つの比較検討
項目についての案を報告しました。
今回は、各手法について検討を進めてきた結果と今後の予定について報告しま
す。
２．検討結果について
別添参照
３．最も優れていた手法について
検討結果から、全員喫食の導入に優位な手法は「第一共同調理場最大活用方
式」であり、実現性に向けて最も評価が高いと考えます。
（１）概要
大規模な施設改修を伴わず、最低限の機器購入と献立や調理作業の見直し
を行い建設当初想定していた6,000食を上回る9,000食を想定し提供するもの
です。
また、全員喫食に向けて不足となる3,000食については、民間調理場を活用
することも検討しています。
（２）費用（試算）
初期費用

301,000千円

ランニングコスト（年間）

492,000千円

（３）選択理由
・総費用が低額
・事業実施までの期間が最短
・現状と同程度の品質の確保が可能
（４）課題
・調理能力を超えた調理への対応
・全員喫食実施には、3,000食が不足
（５）課題対応
・調理能力を超えた調理に対応できる献立作成や調理工程の工夫
・食数の不足分については民間調理場を活用
－3－

４．実現に向けた取り組みについて
今後、最も優れていた手法についての対応策を検討するとともに、より詳細な
事業費の算定及び精査を進め、財源確保という課題も踏まえ教育施策の優先順位
も考慮しながら、平成31年度中の計画策定に向けて取り組みを進めます。
５．総合計画等における根拠・位置付け
①

総合計画
基本目標

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち

施策目標16

子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち

６．関係法令・条例等
学校給食法
枚方市立学校給食共同調理場設置条例
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叙位・叙勲について
学校教育部

教職員課

１．概要
元枚方市立小学校長について、内閣総理大臣からその功労に対し叙位・叙勲が
行われましたので、報告するものです。
２．内容
○叙位
正六位
元

枚方市立高陵小学校長

３．その他
伝達済みです。
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未来学習研究事業について
学校教育部

教育指導課

総合教育部

教育政策課

１．政策等の背景・目的及び効果
新学習指導要領（小学校平成32年度・中学校平成33年度実施）では、情報活用能
力を、言語能力と同様に「学習の基盤となる資質・能力」と位置づけ、教育課程全
体を通じて確実に育成することが示されています。また、主体的・対話的で深い学
びの視点からの授業改善に向けて、ＩＣＴを活用した学習活動の充実を図ることが
示されています。
本市においては、これまでから教員の教材提示や児童・生徒の学びのツールとし
てＩＣＴ機器の活用について検証を進めてきました。さらに活用を促進させるため、
平成31年４月から枚方市立第四中学校において、１人１台のタブレット型コンピュ
ータ及びその活用のためのインターネット環境等を整備し、授業、放課後などの課
業時間外、家庭におけるＩＣＴの効果的な活用について検証を行うものです。
２．内容
①生徒の情報活用能力の育成
１人１台のタブレットを活用して、教員から生徒に情報を一斉提示して互いの考
えを可視化する双方向性の授業や、課題解決に向けてグループで取り組む協働学習
を深めるツールとして活用し、生徒の情報活用能力の育成を図ります。
②教員のＩＣＴを活用した指導力の向上
各教科の単元の、どの場面、どのタイミングで、タブレット等のＩＣＴを活用す
ることが、より高い学習効果につながっていくのかについて、教科会や学力向上委
員会で検証を行い、教員のＩＣＴを活用した指導力の向上を図ります。
③課題に対応した授業改善、指導の充実
放課後自習教室事業の見直しで新たに導入する学習コンテンツを、授業、放課
後などの課業時間外、家庭で活用し、生徒の学習履歴の見える化を図ることで、
課題に対応した授業改善、指導の充実につなげていきます。
④検証校における成果を情報発信
検証校における研究の成果を研究授業や情報教育担当者研修の機会を通じて積
極的に情報発信を行う。各校においては、学力向上委員会、教科会、学年会で情
報共有し、自校の取組に活かしながら、児童・生徒の情報活用能力の育成、主体
的、対話的で深い学びをめざした授業改善に向けた学習活動を推進していきます。
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３．実施時期
平成31年

２月
４月
７月～
12月以降

有識者（大学教授や弁護士等を予定）の意見聴取
未来学習研究事業の実施
有識者の意見聴取、効果検証
文教委員協議会において（仮称）枚方市学校教育情報化
推進計画（案）の説明

４．総合計画等における根拠・位置付け
①

総合計画
基本目標
施策目標16

②

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち
子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち

枚方市教育振興基本計画
基本方策１

確かな学びと自立を育む教育の充実

５．関係法令・条例等
教育基本法
第３期教育振興基本計画
６．事業費・財源及びコスト
《事業費》
約55,300千円（平成30年度
114千円（平成31年度

タブレット型コンピュータ機器等、報償費）
報償費）
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学力向上推進事業（放課後自習教室事業）について
学校教育部 教育指導課
１． 政策等の背景・目的及び効果
放課後自習教室については、平成 20 年度から全小中学校で実施しており、児童・
生徒の基礎学力の定着を図る取り組みとして一定の役割を担ってきました。
しかしながら、部活動の関係で中学校での活用に課題のあること、また、同事業で
導入している学習コンテンツについても、平成 32 年度に全面実施される新学習指導
要領で求められている言語能力の育成や活用力育成への対応を図る必要があること
から、放課後自習教室事業を見直し、民間事業者への委託による学習教室の実施及び
学習支援員の配置や、授業・課業時間外・家庭で学習ができる環境を整備し、学力向
上の取り組みを推進するものです。
なお、本事業は、平成31年度は試行実施とし、平成32年度以降については検証結果
を踏まえ検討を行います。
２．内容
（１）学習コンテンツの見直し
放課後自習教室での活用を目的に、基礎・基本問題のプリント学習が中心だったも
のを、見直し後は、授業・放課後・家庭において連続性のある学びを目的に、以下の
特長について、様々な形で学習できる環境を整備する。
[⾒直し後]

[⾒直し前]
授業

放課後

授業
家庭

放課後

家庭

＜新学習コンテンツの特長＞

プリント学習

・基礎・基本問題に加え、読解問題や活用問題が学習可能
・難易度が多層に分かれ、進度や理解度に応じて学習可能
・学習後の解説（動画を含む）が充実

高校入試対策

・全国の高校入試過去問題が学習可能
・音声を用いた英語のリスニング問題が学習可能

家庭学習

・プリント学習に加え、タブレット等を活用した学習が可能
・習熟度や個々の課題に応じた学習の機能が充実
・問題をダウンロードすれば、オフライン環境でも学習可能

授業活用

・教員から児童・生徒へ問題の配信が可能
・問題の編集機能や映像教材が充実

学習履歴

・児童・生徒個人にＩＤを付与し、学習履歴の見える化が可能
・学習履歴から課題のある単元等について分析可能
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（２）放課後自習教室の見直し
①中学校の放課後自習教室の開室方法を見直し、全中学校において、土曜日などの課
業時間外に学習支援に専門的なノウハウを持つ民間事業者（以下「民間事業者」）
への委託による少人数指導形式の学習教室を開室する。
②小学校の放課後自習教室のやる気ングリーダーの配置人数を見直し、民間事業者へ
の委託による学習支援員を配置する。
③小学校４校及び中学校２校において、民間事業者への委託による集団指導形式の学
習教室を開室する。

見直し前

放課後自習教室

小

見直し後
（変更）放課後自習教室

開 室 日 平日の放課後
開 室 日 変更なし
開室日数 年間 80 日程度（週２～３日） 開室日数 変更なし（週２～３日）
支 援 員 やる気ングリーダー 支 援 員 やる気ングリーダー（１～２名）
（原則２名）
（追加）学習支援員１名（民間委託）【週１日】
※常時２名体制
（新）集団指導形式の学習教室（民間委託）
検 証 校 ４校（放課後子ども教室実施校）
実施時期 平日の放課後（予定）

放課後自習教室

（変更）放課後自習教室

開 室 日 平日の放課後
開 室 日 学校の実情に応じて開室
開室日数 年間 80 日程度（週２～３日） 開室日数 学校の実情に応じて開室
支 援 員 やる気ングリーダー 支 援 員 配置なし
（新）少人数指導形式の学習教室（民間委託）
中

検 証 校 全中学校
実施時期 土曜日等の課業時間外【週１日程度】
（予定）
（新）集団指導形式の学習教室（民間委託）
検 証 校 ２校
実施時期 夏季休業中の７日間（予定）
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（３）関連事業との連携
①新たに導入する学習コンテンツは、タブレットで行える機能が充実したものとし、
「（仮称）枚方市学校教育情報化推進計画」の推進と効果的な連携を図る。さらに、
枚方市適応指導教室（教育文化センター内）でも使用できる環境を整備し、不登校
の児童・生徒の学習支援につなげる。
②小学校の放課後自習教室については、平成32年度以降の児童の総合的な放課後対
策の実施に向け、一体的な民間事業者の活用も視野に、各事業の効果的な推進や
児童に提供するプログラム等についても連携を図る。
③中学校の学習教室については、福祉部の実施している土曜学習教室と一部対象が
重複するため、両教室で学習コンテンツの共有と活用の推進を図る。
（４）効果検証
新たに導入する学習コンテンツ及び、民間事業者への委託による学習教室、学習支
援員の配置については、児童・生徒の学習状況やアンケート調査等により効果検証を
行う。
３．実施時期等
平成 31 年 ４月
６月
平成 32 年 ２月

全小中学校に新コンテンツ導入
放課後自習教室開始（学習支援員は６月から配置予定）
全中学校において少人数指導形式の学習教室開始
検証校において集団指導形式の学習教室開始
検証結果を踏まえ、平成 32 年度以降の取り組みを決定

４．総合計画等における根拠・位置づけ
総合計画
基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち
施策目標 16「子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち」
５．事業費・財源及びコスト
《事業費》 50,509 千円
《財 源》 国庫支出金 11,882 千円

一般財源 38,627 千円
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枚方市におけるコミュニティ・スクールについて
学校教育部 教育指導課
１． 政策等の背景・目的及び効果
平成 30 年度から、「コミュニティ・スクール推進事業」として、保護者や地域住
民の理解や協力を得て、各学校において特色のある教育活動を展開していくため、
市内小学校５校（枚方第二小学校、香里小学校、氷室小学校、山之上小学校、川越
小学校）で取り組みを進めています。１年間の取り組みを終えるにあたり、取り組
みの状況を報告するものです。
今後、学校と家庭、地域が連携・協働をさらに進め、子どもたちの健やかな成長
を支えていく学校づくりを進めていくことをめざすため、平成 31 年度から、協議会
を教育委員会の附属機関として位置づけるとともに、校長の学校運営に対して必要
な支援を行うことを目的とした協議会の内容の充実を図ります。
２．内容
（１）取り組みの状況
小学校５校で協議会を実施し、校長が作成する学校運営の基本方針の承認や、
特色のある教育活動を展開していくため学校運営等について協議を行いました。
◇主な取り組み事例
〇地域人材の活用
学習活動の支援に係る地域人材の確保に課題のあった学校では、地域のネット
ワークを使って地域住民に募集を呼びかけ、人材の確保につながった。
〇地域の支援による教育活動の充実
協議会での協議結果を踏まえ、学校図書館の充実に向けて、寄贈本の活用やレ
イアウトの工夫など、学校図書館環境の改善が行われた。
（２）今後の課題
実施校５校では、「コミュニティ・スクールなどの仕組みを生かして、保護者
や地域の人との協働による活動を行いましたか」との調査に対して、強い肯定的
な回答をした学校が設置前の 80％に比べ、設置後は、100％に増加しました。
しかしながら、大阪北部地震の影響もあり、協議会は、実質的に９月からの実
施であったため、協議会で話し合われた内容について、具体的な取り組みにして
いくためには、継続して協議していく必要があります。
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３．今後の取り組み
（１）協議会を教育委員会の附属機関として位置づけ
協議会を「地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第47条の６」に基づく、
教育委員会の附属機関として位置づけます。なお、協議会の委員には、年額12,000
円の報酬を支払う予定です。平成31年度は、20校程度で実施・検証を行い、平成
32年度以降、全ての小学校での実施に向け、準備を進める予定です。
（２）定期的な協議会の実施
「学校と家庭、地域が連携・協働し、子どもたちの健やかな成長を支えていく
学校づくりを進めていくこと」をねらいとした枚方市におけるコミュニティ・ス
クールをさらに推進するため、定期的な協議会（年３回以上）の実施を位置づけ
ます。
（３）研修会等の実施
枚方市におけるコミュニティ・スクールの理解の促進を図るため、協議会の在
り方について、指導・助言を行うとともに、研修会等を実施します。
４．今後の予定
平成 31 年

２月 22 日
３月

教育委員会定例会(枚方市学校運営協議会規則制定)
定例月議会（枚方市報酬及び費用弁償に関する条例の
一部改正）

４月以降

学校運営協議会委員の選出について依頼
実施可能な小学校から委員の任命
任命後、順次、コミュニティ・スクールを実施
研修会等の実施

５．総合計画等における根拠・位置づけ
第５次枚方市総合計画
基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち
施策目標 16「子もたちの生きる力を育む教育が充実したまち」
６．関係法令・条例等
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
枚方市報酬及び費用弁償に関する条例
７．事業費・財源及びコスト
《事業費》 1,565千円（報酬・謝金他）
《財 源》 国府支出金 86千円
一般財源
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1,479千円

教育委員会協議会資料

放課後子ども教室について
社会教育部 社会教育課
放課後子ども課
１．政策等の背景・目的及び効果
現在、次代を担う人材の育成や、子どもにとって望ましい「放課後」の実現に資す
ることを目的として、放課後子ども教室の取り組みを進めています。
今年度は、平成 30 年 10 月１日から平成 31 年２月 16 日までにかけて、小学校４校
を対象とし、試行的に「放課後子ども教室モデル事業」を実施しています。これに関
する実績や利用者（児童・保護者）のニーズ、事業の効果や課題とその対応とともに
今後の取り組み予定等について報告するものです。
２．内容
（１）モデル事業の実績
① 学校別の利用状況
実施校

蹉跎
小学校

山田
小学校

津田
小学校

樟葉北
小学校

合計

A

在籍児童数（人）
（平成 30 年 5 月 1 日現在）

487

200

616

274

1,577

B

利用登録児童数（人）

210

111

165

86

572

B/A

登録率（％）

43.1

55.5

26.8

31.4

36.3

入室児童数（人）
（平成 30 年 5 月 1 日現在）

103

65

125

65

358

放課後子ども教室に
登録している児童数（人）

48

38

30

25

141

登録率（％）

46.6

58.5

24.0

38.5

39.4

25.1

25.2

28.6

9.0

22.1

C
D
D/C

児留
童守
会家
室庭

1 日平均参加児童数（人）

※登録は平成 31 年 1 月 15 日現在、参加は平成 30 年 12 月 28 日現在

（２）モデル事業に対する主な意見
① 利用者アンケートによるもの
《児童》
・スポーツや工作等の体験を希望。
《保護者》
・夏休みの利用を希望。
・学習面の指導を希望。
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②

市議会等からによるもの
・長期休業中の検証が必要。
・安全性の確保を図り、費用対効果の視点を持ちながら、他の事業との兼ね合いの
中で議論を進めるべき。
・放課後における子ども達の居場所を確保するという観点から、総合的、一体的に
施設整備のあり方を検討すべき。
・留守家庭児童会室の今後の施策展開は、保護者の多様なニーズに対応していくた
めにも、民間事業者によるサービス等も積極的に活用してほしい。
・より大きな視点で学校運営を捉えたとき、授業時間以外の時間帯を包括的・一元
的にサポートする体制を構築するのも必要。

③

児童の放課後対策審議会におけるもの
・放課後子ども教室は他の事業の補完的役割を果たすべき。
・三季休業中の検証が必要。（特に夏季における熱中症対応が必要）
・専門性を持つスタッフが子どもの遊びを作っていくことが必要。

３．課題と今後の対応
（１）利用にかかる課題と対応
利用に関しては、使用できる施設の違いにより参加率に差が生じており、校庭を
開放した日は参加率が増える傾向にあります。また、放課後子ども教室に学習指導
を求める保護者の意見が多くあったことから、自由で自主的な活動の場であること
に加え、学習支援を行う教室としてのあり方についても検討が必要となっています。
さらに、児童の安全・安心の確保の観点から危機管理の徹底が求められています。
本格実施を見据え、安全性の確保と費用対効果の視点を持ちながら、留守家庭児
童会室をはじめ既存事業との関係性を整理する中で、今後の子ども教室の事業スキ
ームについて検討していきます。
（２）夏季休業中のモデル事業未実施による課題と対応
平成 30 年度は大阪北部地震の影響で実施できませんでしたが、留守家庭児童会
室の入室児童及び保護者アンケートでは子ども教室の夏休み利用を求める声が多
くあったことから、平成 31 年度夏季休業中にモデル事業を実施し検証を行います。
あわせて、登下校を含めた熱中症対策について検討を進めます。
（３）「新・放課後子ども総合プラン」への対応
国が平成 30 年 9 月に示した「新・放課後子ども総合プラン」では、放課後児童
クラブ（留守家庭児童会室）の利用者数の拡大を踏まえ、次の目標等が掲げられて
います。
ⅰ「放課後児童クラブと放課後子ども教室を小学校内で一体型として 1 万箇
所以上で実施」
ⅱ「両事業を新たに整備等する場合には学校施設を徹底的に活用」
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①

市の対応
ア．一体型による実施
既存の留守家庭児童会室や放課後自習教室事業の実施趣旨や目的も踏まえつつ、
より効果的・効率的な運営について更なる民間活力の活用も含め検討を進めます。
イ．学校施設の放課後活用
従来、留守家庭児童会室の利用ニーズの増大や施設の老朽化対策として行ってき
た、専用棟の新築や建替えによる対応を見直し、今後は良好な授業中の学習環境と
放課後の保育環境を併せ持つ校舎整備（ハイブリット型教室）について検討を進め
ます。

４．今後の取組み予定
今後、学校と連携しながら、より効果的で効率的な取り組みとなるよう検討を進め
ます。
平成 31 年度 7 月 夏季休業中のモデル事業の実施
9 月 モデル事業の検証（総括）
文教委員協議会（検証結果の報告）
児童の放課後対策審議会より基本計画の答申
11 月 文教委員協議会（計画案の報告）
12 月 パブリックコメント
2 月 文教委員協議会（パブリックコメント結果の報告）
3 月 基本計画の策定
平成 32 年度

上記計画に基づき、順次、取り組みを実施

５．総合計画等における根拠・位置付け
① 総合計画
基本計画
一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち
施策目標 15
子どもたちが健やかに育つことができるまち
６．関係法令・条例等
社会教育法
枚方市留守家庭児童会室条例
７．事業費・財源及びコスト
《事業費》6,298 千円
児童の放課後対策審議会委員報酬

475 千円（9,500 円×10 人×5 回）

放課後子ども教室モデル事業運営委託料
傷害保険料・備品･消耗品
《財源》
国庫補助金

4,626 千円
1,197 千円
1,042 千円
(放課後子ども教室モデル事業の人件費に充当)

一般財源

5,256 千円
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教育委員会協議会資料

公益財団法人枚方市文化財研究調査会の清算及び
（仮称）枚方市文化財保存活用基金の創設について
社会教育部

文化財課

１．政策等の背景・目的及び効果
公益財団法人枚方市文化財研究調査会(昭和47年設立・同53年財団法人化・平成
24年から公益財団法人。以下「調査会」という。)は、平成30年４月１日付けで解
散したところです。今回は、その後の清算業務の状況、残余財産の引渡し及び清
算結了予定の報告を行うものです。また、当該残余財産の一部を原資として（仮
称）枚方市文化財保存活用基金を創設するものです。
２．内容
（１）調査会の清算について
①清算業務について
【平成30年７月11日付け】
調査会代表清算人より大阪府知事へ、資産・債務の状況等を含めた残余財産引渡
見込届出書を提出
【平成31年１月31日付け】
調査会代表清算人より枚方市長へ残余財産贈与申出書を提出
残余財産額

37,949,167円

（内訳）預金（現金）：37,515,196円
有形固定資産：00,433,971円
②清算内訳について
３ページ「公益財団法人枚方市文化財研究調査会清算内訳書」のとおり
（２）（仮称）枚方市文化財保存活用基金の創設について
①目的
市民共有の財産である文化財の保存や活用を促進し、歴史の薫りを豊かに
伝えるまちづくりにつなげるとともに、文化財保護意識の涵養と郷土に対す
る愛着を醸成するものです。
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②基本額
30,000千円
３．実施時期等
（１）清算について
①残余財産の引渡し(２月８日)
②評議員会（２月18日）
③清算結了登記（２月末日）
④清算結了届の提出（２月末日）
（２）（仮称）枚方市文化財保存活用基金について
①枚方市基金条例の一部改正

３月定例月議会に提出予定

②基金への積み立て（補正予算の計上予定）

３月定例月議会に提出予定

４．総合計画等における根拠・位置付け
総合計画
基本目標

地域資源を生かし、人々が集い活力がみなぎるまち

施策目標19

地域資源を生かし、人々の交流が盛んなまち

５．関係法令・条例等
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
枚方市基金条例
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公益財団法人枚方市文化財研究調査会清算内訳書
解散時における正味財産
貸借対照表科目

金

資産
流動資産
固定資産
負債
流動負債

額(円)
26,270,204
21,011,328
6,008,803

正味財産（資産－負債）

41,272,729

説

明

普通預金
基本財産・固定資産
未払金、預り金
（Ａ）

解散後の収入及び支出

平成31年１月31日現在

科

目

金

収入
(1)経常収益
基本財産運用益
経常収益計…①
支出
(2)経常費用
事業費…②
福利厚生費
旅費交通費
光熱水費
印刷製本費
通信運搬費
委託料
賃借料
租税公課
雑費
管理費…③
交際費
委託料
雑費
経常費用計…④（②＋③）
(2)経常外費用
電話加入権売却損
什器備品売却損
基本財産解約損
経常外費用計…⑤
費用合計（経常・経常外）…⑥（④＋⑤）
差引（収益①－費用⑥）
正味財産期末残高（Ａ）＋（Ｂ）

額(円)

87,853
87,853

2,776,526
904,712
13,500
620
598,534
298,984
80,088
873,312
1,250
5,526
57,499
3,067
54,000
432
2,834,025
577,353
4
33
577,390
3,411,415
▲3,323,562

説

明

預金利息

社会保険料
評議員会
整理室電気料
年報・報告書
電話・インターネット
備品引取費
複合機・電話機・パソコン
謄本（印紙）
賄費
電報代（弔電）
解散公告代

電話加入権売却損
パソコン廃棄

（Ｂ）

３７，９４９，１６７円(残余財産)

残余財産内訳
科

目

正味財産
計

金

額(円)
37,515,196
433,971
37,949,167
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説
預金
建物・什器備品

明

