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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

幼稚園就園奨励費事
業

私立幼稚園に通園する市内在住園児の保護
者に入園料、保育料等の減免措置を行う幼
稚園の設置者に対し減免措置分を支援す
る。

入園料・保育料の減免
を行う私立幼稚園に助
成

入園料・保育料の減免
を行う私立幼稚園に助
成

入園料・保育料の減免
を行う私立幼稚園に助
成

児童家庭課 事業費（千円）

幼稚園就園準備支援
事業

幼稚園の実施する満2歳児を対象とした子
育て支援事業の参加に対する、保護者負担
を支援する。

子育て支援事業の参加
費の一部を助成

子育て支援事業の参加
費の一部を助成

子育て支援事業の参加
費の一部を助成

児童家庭課 事業費（千円）

幼稚園協会連携事業
市内私立幼稚園8園の連携、協力体制を強
化し、幼児教育の振興を図るため、幼稚園
協会を支援する。

幼稚園協会に助成 幼稚園協会に助成 幼稚園協会に助成

教育総務課 事業費（千円）

幼稚園振興事業

幼児教育の振興、幼稚園経営と保護者の負
担軽減を図るため、幼稚園教員に対する研
修、幼児教育に係る教材教具、障がい児教
育に係る教材教具並びに人件費等の経費を
助成する。

私立幼稚園の設置者に
対し、教材費及び職員
研修などに助成

私立幼稚園の設置者に
対し、教材費及び職員
研修などに助成

私立幼稚園の設置者に
対し、教材費及び職員
研修などに助成

教育総務課 事業費（千円）

●第1節　「生きる力」を育む学校教育の推進

【施策１　幼児教育の振興・充実】

事業内容

第１節 「生きる力」を育む学校教育の推進 施策１ 幼児教育の振興・充実

施策２ 豊かな心を育む教育の充実

施策３ 確かな学力を育てる教育の充実

施策４ 健やかな体を育てる教育の充実

施策５ 特別支援教育の充実

施策６ 社会の変化や課題に対応した教育の推進
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

中学校文化部活動大
会出場支援事業

市立中学校の生徒が、予選会等を経て全道
的な規模以上の文化部活動大会等に参加す
る場合、その派遣に要する費用の一部を助
成する。

全道規模以上の文化部
の大会に出場する経費
の一部を助成

全道規模以上の文化部
の大会に出場する経費
の一部を助成

全道規模以上の文化部
の大会に出場する経費
の一部を助成

教育総務課 事業費（千円）

心の教室相談事業

児童生徒の問題行動の抑制やいじめの未然
防止と早期発見を図るため、小中学校に相
談員を配置して、児童生徒の悩みや不安、
ストレス等の解消を図る。

小中学校16校に心の教
育相談員を配置

小中学校14校に心の教
育相談員を配置

小中学校14校に心の教
育相談員を配置

青少年課 事業費（千円）

創意発明工夫展・書
写展

科学技術への興味関心を高め児童生徒の創
意・創造性の育成と、日本伝統の毛筆・硬
筆を通じて児童生徒の個性の伸長と豊かな
情操を養う。

創意発明工夫展の開催
書写展の開催

創意発明工夫展の開催
書写展の開催

創意発明工夫展の開催
書写展の開催

青少年課 事業費（千円）

学校教育振興事業
（小・中）

児童生徒の「生きる力」を育み、自ら課題
を見つけ、主体的、創造的に取り組む資質
を養う総合学習や、学校の創意工夫を生か
した特色ある学校づくり、職業体験を通し
て社会人としての自立意識を育てるイン
ターンシップ事業を推進する。

総合学習の実施
特色ある学校づくり
職場体験の実施

総合学習の実施
特色ある学校づくり
職場体験の実施

総合学習の実施
特色ある学校づくり
職場体験の実施

教育総務課 事業費（千円）

心の教育推進事業

子どもたちに基本的な生活習慣や規範意識
を身に付けさせるとともに、自尊感情や他
人への思いやり、生命を尊重する心、公共
の精神など、道徳の時間などを中心にした
豊かな心を養う教育の充実に取り組む。

福祉読本編集委員会の
開催

福祉読本編集委員会の
開催

福祉読本編集委員会の
開催
改訂版の作成
道徳教育用児童生徒用
準教科書の購入
教師用指導書の購入

学校教育課 事業費（千円）

学校図書整備事業

学校図書整備目標として設定された「学校
図書館図書標準」を満たすため重点的に中
学校の図書購入を行うとともに、随時新し
い図書の更新も行う。また学校図書館管理
を電算データベースで管理できるようにな
り学校図書センターを拠点として、学校図
書の充実を図る。

重点的に中学校図書の
購入
図書の購入
学校図書館ネットワー
クシステム借上げ

重点的に中学校図書の
購入
図書の購入
学校図書館ネットワー
クシステム借上げ

重点的に中学校図書の
購入
図書の購入
学校図書館ネットワー
クシステム借上げ

学校教育課 事業費（千円）

【施策２　豊かな心を育む教育の充実】

事業内容
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

学力向上推進事業

市全体の学習状況を捉え、本市の課題を明
らかにするとともに、子どもの学習意欲を
高める指導内容や個に応じた指導方法の工
夫・改善について研究、実践に取り組み、
学力向上の指導の充実を図る。

標準学力検査の実施
学力向上プロジェクト
の開催
全国学力・学習状況調
査への参加

標準学力検査の実施
学力向上プロジェクト
の開催
全国学力・学習状況調
査への参加

標準学力検査の実施
学力向上プロジェクト
の開催
全国学力・学習状況調
査への参加

学校教育課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

授業補助員活用事業

授業への関心度・理解度を高めるため、小
中学校に担任のほかに授業補助員の配置や
学習指導要領の改正に伴う平成24年度か
らの中学校体育教科での武道指導、音楽教
科での和楽器指導など専門の外部講師を派
遣し、指導の充実を図る。

事業補助員を配置し、
きめ細やかな授業の実
施

事業補助員を配置し、
きめ細やかな授業の実
施

事業補助員を配置し、
きめ細やかな授業の実
施

学校教育課 事業費（千円）

学校教育相談員活用
事業

学校を取り巻く環境は非常に複雑化してき
ており、課題も指摘されていることから、
それらの課題を的確に取り組んでいくため
に、専門的知識や経験豊富な教員経験者を
配置する。

学校教育相談員を配置
し課題解決に向けた指
導・助言を実施

学校教育相談員を配置
し課題解決に向けた指
導・助言を実施

学校教育相談員を配置
し課題解決に向けた指
導・助言を実施

学校教育課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

学校保健事業（小・
中）

児童・生徒及び教職員の健康の保持・増進
のため定期健康診断や定期歯科検診等の各
種検診を実施する。

児童・生徒の健診
教職員の検診
健康づくり研修会

児童・生徒の健診
教職員の検診
健康づくり研修会

児童・生徒の健診
教職員の検診
健康づくり研修会

学校教育課 事業費（千円）

食中毒予防対策事業

給食を実施するうえで、食品の安全衛生管
理が最も重要であることから、施設設備機
器類を整備すると共に微生物検査等を実施
し、徹底した食中毒予防対策を実施して安
心・安全な給食を提供する。

給食用食品の微生物検
査・理化学検査の実施
食中毒予防対策の実施

給食用食品の微生物検
査・理化学検査の実施
食中毒予防対策の実施

給食用食品の微生物検
査・理化学検査の実施
食中毒予防対策の実施

学校給食センター 事業費（千円）

事業内容

【施策４　健やかな体を育てる教育の充実】

事業内容

【施策３　確かな学力を育てる教育の充実】

事業内容
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

食に関する指導の推
進事業

児童・生徒が生涯にわたって健康を維持し
ていくためには、学校給食、教科等を通し
て自分で健康を考える力を育み、将来にわ
たって健康な生活が送れるように食の指導
の充実を図る。

学校栄養教諭による食
に関する指導の実施

学校栄養教諭による食
に関する指導の実施

学校栄養教諭による食
に関する指導の実施

学校給食センター 事業費（千円）

中学校体育連盟支援
事業

本市中学校体育連盟連盟が実施する市内、
管内大会を通じて中学生の体位、体力の向
上、スポーツに対する意識の向上と心身の
健全な育成を図るため、同連盟に対して事
業費を補助することで、生徒間の交流や習
得した技能を発揮する場を提供するととも
に、市内のスポーツ振興と本市の教育の振
興に寄与する。

本市中体連春季大会の
開催
本市中体連秋季大会の
開催
石狩管内中体連の開催
全道中体連柔道大会の
開催

本市中体連春季大会の
開催
本市中体連秋季大会の
開催
石狩管内中体連の開催

本市中体連春季大会の
開催
本市中体連秋季大会の
開催
石狩管内中体連の開催

教育総務課 事業費（千円）

全国・全道中体連大
会出場支援事業

市立中学校の生徒が、日本中学校体育連
盟、北海道中学校体育連盟が主催する大会
に出場する場合、その派遣に要する費用の
一部を助成する。

全国・全道中体連大会
に出場する場合の経費
の一部助成

全国・全道中体連大会
に出場する場合の経費
の一部助成

全国・全道中体連大会
に出場する場合の経費
の一部助成

教育総務課 事業費（千円）

事業内容

◆給食センター耐震工事及び施設改修整備事業については、事業内容を精査したうえで、推進計画に掲載予定。
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

特別支援教育就学奨
励費援助事業（小・
中）

特別支援学級への就学を奨励するととも
に、保護者の負担を軽減するため学用品費
等を支援する。また、通級教室児童を対象
に通学費の支援を行う。

支援対象者に学用品や
通学費などの助成

支援対象者に学用品や
通学費などの助成

支援対象者に学用品や
通学費などの助成

学校教育課 事業費（千円）

特別支援教育振興事
業（小・中）

特別支援学級の適切な利用並びに促進を図
るため、特別支援学級設置校に人的・物的
支援を行い、障がいのある児童生徒に、よ
り充実した教育環境を支援する介助員を派
遣する。

介助員の派遣
校外活動に同行
特別支援学級合同事業
の実施
備品購入

介助員の派遣
校外活動に同行
特別支援学級合同事業
の実施
備品購入

介助員の派遣
校外活動に同行
特別支援学級合同事業
の実施
備品購入

学校教育課 事業費（千円）

【拡大】

特別支援教育振興事
業（小・中）

障がいのある児童生徒に、より充実した教
育環境や学校生活を円滑におくれるように
するため、介助員を増員する。

学校教育課 事業費（千円）

特別支援教育推進事
業

特別な支援を必要とする子ども達の教育的
ニーズに対応していくため、また教員の理
解と資質の向上、保護者の理解を進めると
ともに、学校内の体制の整備、学校・保護
者に対する支援体制の充実させるために特
別支援教育支援員を派遣する。

特別支援教育支援員の
派遣
相談・指導の実施
教員研修の実施
特別支援教育講演会の
開催

特別支援教育支援員の
派遣
相談・指導の実施
教員研修の実施
特別支援教育講演会の
開催

特別支援教育支援員の
派遣
相談・指導の実施
教員研修の実施
特別支援教育講演会の
開催

学校教育課 事業費（千円）

【拡大】

特別支援教育推進事
業

特別な支援を必要とする子ども達の多様化
してきている教育的ニーズに対応していく
ため、支援体制の充実を図るために特別支
援教育支援員を増員する。

学校教育課 事業費（千円）

事業内容

【施策５　特別支援教育の充実】

≪介助員の増員≫

≪特別支援教育支援員の増員≫
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

学校ＩＣＴ環境整備
事業（小・中）

情報化社会へ適応するため情報処理能力の
向上をはじめ、ＩＣＴを活用した授業への
対応による学力の向上、校務処理の効率化
を図るため、生徒児童用・教職員用コン
ピュータ、周辺機器、アプリケーションの
整備を行う。

コンピューターの更
新、保守、修繕、アプ
リケーション等の購入

コンピューターの更
新、保守、修繕、アプ
リケーション等の購入

コンピューターの更
新、保守、修繕、アプ
リケーション等の購入

教育総務課 事業費（千円）

外国語指導助手招致
事業

児童・生徒の英語発音や国際理解教育の向
上を目的に各学校の外国語授業等に英語指
導助手（ＡＬＴ）を派遣し、外国語授業等
の充実を図る。

英語指導助手の配置 英語指導助手の配置 英語指導助手の配置

学校教育課 事業費（千円）

郷土資料教材化事業
（小・中）

地域に根ざした授業を行うため、市内小・
中学校の教員が独自で開発した教材や、市
内の教育資源を教材として各教科に活用で
きる資料をデジタル化した郷土資料教材と
して作成し、教育委員会のホームページに
登載し地域に根ざした授業の充実を図る。

郷土資料教材化編集委
員会の開催
デジタル教材の作成

郷土資料教材化編集委
員会の開催

郷土資料教材化編集委
員会の開催

学校教育課 事業費（千円）

姉妹都市こども大使
交流事業

小中学生から継続して友好親善を深めると
ともに、学習効果を還流しふるさと意識を
高めることにより、両市の相互理解と連携
意識を育み、また、広島市原爆死没者慰霊
式並びに平和祈念式に参列することによ
り、平和を尊ぶ心を育て、児童生徒を始め
広く市民に浸透していくことに寄与する。

児童生徒を東広島市に
派遣
東広島市生徒の受入れ
交流校訪問（生徒間交
流）の実施
広島市原爆死没者慰霊
式並びに平和祈念式に
参列

児童生徒を東広島市に
派遣
東広島市生徒の受入れ
交流校訪問（生徒間交
流）の実施
広島市原爆死没者慰霊
式並びに平和祈念式に
参列

児童生徒を東広島市に
派遣
東広島市生徒の受入れ
交流校訪問（生徒間交
流）の実施
広島市原爆死没者慰霊
式並びに平和祈念式に
参列

教育総務課 事業費（千円）

【施策６　社会の変化や課題に対応した教育の推進】

事業内容
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

学校支援ボランティ
ア活用事業

学校教育の一層の多様化・活性化を図るた
め、地域の方が持っている優れた知識と技
術を学校行事や授業などの教育活動等に生
かすため「学校支援ボランティア」として
登録してもらい、学校支援として教育活動
に参加できる体制を強化する。

ボランティアの運営経
費助成

ボランティアの運営経
費助成

ボランティアの運営経
費助成

学校教育課 事業費（千円）

学校施設開放事業
地域住民に学習活動の場を提供するととも
に、地域と学校の交流を深める。

地域住民に学校を開放
（緑陽小学校・西部小
学校）

地域住民に学校を開放
（西部小学校）

地域住民に学校を開放
（西部小学校）

教育総務課 事業費（千円）

学校評議員等運営支
援事業

地域や社会に開かれた学校づくりを推進す
るため、市立小・中学校で学校評議員を委
嘱し、学校運営等に関して学校と評議員と
の意見交換を行う。また各校に学校関係者
評価委員を委嘱し、各学校が教育水準の向
上を図ることを目的に教育活動や学校運営
について自己評価した結果について、学校
関係者評価委員に評価をしてもらうなど、
学校が家庭や地域と連携協力しながら、特
色ある教育活動の展開を図る。

学校評議委員・学校評
価委員
全体会議を各校で開催

学校評議委員・学校評
価委員
全体会議を各校で開催

学校評議委員・学校評
価委員
全体会議を各校で開催

学校教育課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【新規】

学校支援地域本部事
業

学校支援地域本部を設立し、学校支援ボラ
ンティアや授業補助員の制度などをより効
果的に活用していくために「学校支援コー
ディネーター」による学校における地域学
習の支援を進める。また、学校、家庭及び
地域の教育力の向上に寄与し、地域が一体
となって子供たちを育てる体制強化を図る
ため、各地域に組織されている「生涯学習
振興会」の活動と連携し進めていく。

社会教育課 事業費（千円）

≪学校支援地域本部の設立などに着手≫

●第２節　信頼され、魅力ある学校づくりの推進

【施策２　教育環境の整備】

事業内容

【施策１　開かれた学校づくりの推進】

事業内容

第２節 信頼され、魅力ある学校づくりの推進 施策１ 開かれた学校づくりの推進

施策２ 教育環境の整備
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

学校教育団体活動支
援事業

教職員の資質の向上と教育内容及び学校経
営の充実を図るため教育関係団体で行う事
業費の一部を支援する。

教育研究会に助成
小中学校校長会に助成
小中学校教頭会に助成
進路指導連絡協議会に
助成

教育研究会に助成
小中学校校長会に助成
小中学校教頭会に助成
進路指導連絡協議会に
助成

教育研究会に助成
小中学校校長会に助成
小中学校教頭会に助成
進路指導連絡協議会に
助成

教育総務課 事業費（千円）

理科教材等整備事業
（小・中）

理科教育で必要となる教材教具を、小中学
校に購入・更新し、教育の充実を図る。

各小中学校に理科教材
等の購入・更新

各小中学校に理科教材
等の購入・更新

各小中学校に理科教材
等の購入・更新

教育総務課 事業費（千円）

学校事務機器整備事
業（小・中）

学校事務の執行にあたり事務の効率化と学
校経営の円滑化を図るため、必要となる事
務機器を整備する。

大型事務機器保守及び
修繕
大型事務機器の購入

大型事務機器保守及び
修繕
大型事務機器の購入

大型事務機器保守及び
修繕
大型事務機器の購入

教育総務課 事業費（千円）

児童用机・椅子整備
事業

児童の体格の向上と教科用図書のＡ版化に
対応するため、児童用の机・イスを新ＪＩ
Ｓ規格に更新する。

児童用机・イスを新Ｊ
ＩＳ規格に更新

児童用机・イスを新Ｊ
ＩＳ規格に更新

教育総務課 事業費（千円）

児童生徒の通学費支
援事業（小・中）

保護者の経済的負担の軽減を図るため、遠
距離通学等で、公共交通機関を利用して市
立小中学校に通学している児童生徒及び自
家用車による送迎を常としている児童生徒
の保護者に通学に要する経費の一部を助
成。

対象児童生徒の保護者
に通学費の一部を助成

対象児童生徒の保護者
に通学費の一部を助成

対象児童生徒の保護者
に通学費の一部を助成

学校教育課 事業費（千円）

要保護・準要保護児
童生徒援助事業
（小・中）

生活保護世帯（要保護）や経済的困窮世帯
（準要保護）の児童生徒に対し、就学に必
要な経済的な援助を行うことで、平等に義
務教育を受ける権利を保障する。

学用品費・修学旅行
費・給食費・医療費等
の援助

学用品費・修学旅行
費・給食費・医療費等
の援助

学用品費・修学旅行
費・給食費・医療費等
の援助

学校教育課 事業費（千円）

事業内容
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

学校施設管理機器整
備事業（小・中）

良好な教育環境を維持するために必要な草
刈機、除雪機などの管理機器の保守管理及
び修繕を行うとともに、耐用年数を経過し
た機器を更新する。

草刈機、除雪機の保守
管理及び修繕
耐用年数の経過した草
刈機の更新
自走式草刈機の購入

草刈機、除雪機の保守
管理及び修繕
耐用年数の経過した草
刈機の更新
自走式草刈機の購入

草刈機、除雪機の保守
管理及び修繕
耐用年数の経過した除
雪機の更新
除雪機の購入

教育総務課 事業費（千円）

【新規】

中学校武道・伝統芸
能導入事業

新学習指導要領による平成24年度から必
修となる中学校体育教科での武道及び音楽
教科での和楽器の指導を円滑に実施するた
め、各中学校に武道は柔道を基本として、
音楽は箏を基本としての必要となる物品等
の整備を行う。

学校教育課 事業費（千円）

教師用指導書等整備
事業（小・中）

教員に、指導書及び教科書を配布すること
により、指導方法の工夫改善が図られ、児
童生徒の学力の向上が期待できる。

小・中学校の教員に教
科書及び指導書の配布

小・中学校の教員に教
科書及び指導書の配布

小・中学校の教員に教
科書及び指導書の配布

学校教育課 事業費（千円）

学校放送設備整備事
業（小・中）

教育活動の充実を図るため、老朽化した放
送、視聴覚設備を時代に合った機器に整備
する。

学校放送設備の更新 学校放送設備の更新 学校放送設備の更新

教育総務課 事業費（千円）

高等学校等入学準備
金支給事業

市内に住所を有し高等学校等に入学した生
活困窮世帯の生徒の保護者の経済的負担軽
減のため、入学時に必要となる経費とし
て、入学準備金を支援する。

入学準備金の支給 入学準備金の支給 入学準備金の支給

学校教育課 事業費（千円）

奨学金支給事業

経済的な理由によって高等学校等の修学困
難な学生及び生徒に対し、学資の一部を支
給することにより、等しく教育を受ける機
会を与える。

選考された奨学生に対
し、奨学金を支給

選考された奨学生に対
し、奨学金を支給

選考された奨学生に対
し、奨学金を支給

学校教育課 事業費（千円）

学校施設空気環境測
定事業

シックスクール対策の一環として、「学校
環境衛生の基準」に基づき、教室内のホル
ムアルデヒド及び揮発性有機化合物につい
て空気中濃度測定を実施し、良好な衛生環
境確保に努める。

ホルムアルデヒド及び
揮発性有機化合物の空
気中濃度測定の実施

ホルムアルデヒド及び
揮発性有機化合物の空
気中濃度測定の実施

ホルムアルデヒド及び
揮発性有機化合物の空
気中濃度測定の実施

教育総務課 事業費（千円）

≪武道や伝統芸能の導入≫

事業内容
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

北広島団地内小学校
統合準備事業

児童の減少が著しい、北広島団地内の4小
学校を平成24年4月に2校に統合する。学
校統合が円滑に進めるために統合校間の交
流事業を行うとともに、4校の閉校及び2
校の開校に向けた整備を行う。

学校閉校・開校に伴う
消耗品、備品等の購入
交流事業の実施

学校開校に伴う消耗
品、備品等の購入

≪H24で事業終了≫

学校教育課 事業費（千円）

大曲東小学校エレ
ベーター設備等設置
事業

既設校舎のバリアフリー化のため、段差解
消や建具等の改修を行い、併せて車椅子で
も校舎内を支障なく移動できるようエレ
ベーター設備を設置し、教育環境の整備を
図る。

エレベーターシャフト
の増設
エレベーター機器設置
付帯電気・機械設備工
事、建具改修

≪H23で事業終了≫

教育総務課 事業費（千円）

若葉小学校校舎・屋
体地震補強大規模改
造事業

平成20～21年度に実施した耐震二次診断
の結果を受けた耐震化事業と、学校統合に
より平成24年度開校に向けた大規模改造
事業のための実施設計を平成22年度に実
施、引続き平成23年度工事を実施する。

校舎棟・屋体棟の地震
補強工事
大規模改造工事
工事施工監理

≪H23で事業終了≫

教育総務課 事業費（千円）

【新規】

北の台小学校屋体地
震補強・大規模改造
及び校舎トイレ改造
事業

建設後35年余を経過し外壁や屋根面等老
朽化が顕著なため、耐震化工事と併せて、
内外部に渡る大規模改造工事を実施する。
同時に、校舎内のトイレ改造工事を行う。

教育総務課 事業費（千円）

【新規】

東部小学校屋体地震
補強・大規模改造事
業

東部小学校の体育館は、建設後35年余を
経過し外壁や屋根面等老朽化が顕著なた
め、耐震化工事と合せて、内外部に渡る大
規模改造工事を実施する。

教育総務課 事業費（千円）

【新規】

緑陽中学校校舎屋体
地震補強・大規模改
造事業

緑陽中学校は築後33年余が経過し老朽化
が顕著なため、校舎棟の大規模改造工事と
耐震化の必要な体育館の地震補強工事及び
大規模改造工事を併せて実施する。

教育総務課 事業費（千円）

事業内容

≪耐震化工事などに着手≫

≪耐震化工事などに着手≫

≪耐震化工事などに着手≫
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

高台小学校校舎・屋
体大規模改造事業

学校統合により平成24年度開校に向けた
大規模改造事業のための実施設計を平成
22年度に実施、引続き平成23年度工事を
実施する。

校舎棟・屋体棟の大規
模改造工事
工事の施工監理

≪H23で事業終了≫

教育総務課 事業費（千円）

【新規】

東部中学校校舎及び
屋体大規模改造事業

東部中学校は、築後20年余を経過し外壁
や屋根面等老朽化が顕著なため、屋上防水
改修や内外部にわたる大規模改造工事を施
工する。

教育総務課 事業費（千円）

【新規】

西部中学校屋体改築
及びグラウンド整備
事業

建設後37年余が経過し、老朽化とともに
狭隘であることから、改築事業に着手する
とともに、併せてグラウンドの整備に着手
する。

教育総務課 事業費（千円）

北の台小学校校舎防
音機能復旧事業

温度保持換気設備機器等（暖房機、空調
機、送風機等）の老朽化により、本来の機
能が低下し、良好な教育環境が阻害される
ため、設備機器を新機種に更新して防音機
能を復旧することで、教育環境の整備と教
育効果の向上を図る。

温度保持機の更新工事
施工監理

≪H23で事業終了≫

教育総務課 事業費（千円）

【新規】

若葉（双葉）小学校
校舎・講堂防音機能
復旧事業

温度保持換気設備機器等（暖房機、空調
機、送風機等）の老朽化によって本来の機
能が低下し、良好な教育環境が阻害される
ため、設備機器を新機種に更新して防音機
能を復旧することで、教育環境の整備と教
育効果の向上を図る。

教育総務課 事業費（千円）

【新規】

広葉中学校校舎・講
堂防音機能復旧事業

温度保持換気設備機器等（暖房機、空調
機、送風機等）の老朽化により、本来の機
能が低下し、良好な教育環境が阻害される
ため、設備機器を新機種に更新して防音機
能を復旧することで、教育環境の整備と教
育効果の向上を図る。

教育総務課 事業費（千円）

事業内容

≪防音機能復旧に着手≫

≪校舎などの大規模改造に着手≫

≪改築工事やグラウンド整備に着手≫

≪防音機能復旧に着手≫
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【新規】

高台（緑ヶ丘）小学
校校舎・講堂防音機
能復旧事業

温度保持換気設備機器等（暖房機、空調
機、送風機等）の老朽化により、本来の機
能が低下し、良好な教育環境が阻害される
ため、設備機器を新機種に更新して防音機
能を復旧することで、教育環境の整備と教
育効果の向上を図る。

教育総務課 事業費（千円）

事業内容

≪防音機能復旧に着手≫

36



第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

北広島市ＰＴＡ連合
会支援事業

児童生徒の健全育成を進めるため、学校単
位のＰＴＡの情報交換を図るとともに、保
護者を対象とした研修会等を実施するＰＴ
Ａ連合会を支援する。

ＰＴＡ連合会への助成 ＰＴＡ連合会への助成 ＰＴＡ連合会への助成

青少年課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

不登校対策・教育相
談事業

不登校児童生徒の学校復帰と社会的自立を
支援するため、保護者や学校、関係機関と
連携して、ひきこもりや不登校児童生徒の
解消と未然防止を図る。
学校や家庭の問題で悩んでいる児童生徒及
びその保護者を対象に問題の早期解決を図
るため、面談や家庭訪問による相談支援を
行う。

適応指導教室「みらい
塾」の運営
指導員、訪問指導アド
バイザー、教育相談員
による相談の実施

適応指導教室「みらい
塾」の運営
指導員、訪問指導アド
バイザー、教育相談員
による相談の実施

適応指導教室「みらい
塾」の運営
指導員、訪問指導アド
バイザー、教育相談員
による相談の実施

青少年課 事業費（千円）

青少年健全育成啓発
事業

「地域の子どもは地域で育てる活動」を推
進するため、学校、ＰＴＡ、自治会、関係
団体と連携し、地域に密着した青少年の健
全育成活動の推進と健全育成の啓発を進め
る。

青少年健全育成大会の
開催
安全安心講演会の開催
子どもサポートセン
ターだより「きずな」
の発行
啓発リーフレットの作
成

青少年健全育成大会の
開催
安全安心講演会の開催
子どもサポートセン
ターだより「きずな」
の発行
啓発リーフレットの作
成

青少年健全育成大会の
開催
安全安心講演会の開催
子どもサポートセン
ターだより「きずな」
の発行
啓発リーフレットの作
成

青少年課 事業費（千円）

成人式開催事業
成人としての自覚と責任を促し、地域社会
の一員としての期待を認識できるよう成人
式を実施する。

成人式の開催 成人式の開催 成人式の開催

社会教育課 事業費（千円）

【施策１　家庭の教育力向上への支援の充実】

【施策２　教育相談体制の充実】

事業内容

事業内容

●第３節　家庭・青少年健全育成の推進

第３節 家庭・青少年健全育成の推進 施策１ 家庭の教育力向上への支援の充実

施策２ 教育相談体制の充実

施策３ 地域が支える健全育成活動の充実
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

青少年健全育成振興
事業

子どもたちの豊かな心を育むため、生きる
力を育て健やかでたくましい子どもたちを
育成するための活動を推進する。

青春メッセージの開催
青少年リーダー養成事
業の実施
青少年の体験交流事業
の実施

青春メッセージの開催
青少年リーダー養成事
業の実施
青少年の体験交流事業
の実施

青春メッセージの開催
青少年リーダー養成事
業の実施
青少年の体験交流事業
の実施

青少年課 事業費（千円）

青少年健全育成連絡
協議会支援事業

青少年の健全育成には、学校、家庭、地域
が一体となって育成環境を推進する必要が
ある。健全育成連絡協議会の活動を通じて
地域住民の意識啓発を推進し、地域で子ど
もたちを守り、育み、安全安心な地域環境
づくりをめざすため、6地区青少年健全育
成連絡協議会を支援する。

青少年健全育成連絡協
議会に助成

青少年健全育成連絡協
議会に助成

青少年健全育成連絡協
議会に助成

青少年課 事業費（千円）

青少年安全対策事業

青少年の非行防止のため、関係機関や地域
と連携を図り、各種活動を協働して行い青
少年の非行防止を推進する。専任指導員が
青少年の非行等問題行動に対して、状況に
応じた適切な対応と指導を行う。スクール
ガードリーダーによる学校施設、通学路等
の安全確認及び巡回指導を行い、子どもた
ちの安全を確保する。

専任指導員による補導
巡視活動や不審者対応
学校、自治会、関係機
関等との情報交換
不審者情報のメール配
信
スクールガードリー
ダーによる通学路の安
全確認

専任指導員による補導
巡視活動や不審者対応
学校、自治会、関係機
関等との情報交換
不審者情報のメール配
信
スクールガードリー
ダーによる通学路の安
全確認

専任指導員による補導
巡視活動や不審者対応
学校、自治会、関係機
関等との情報交換
不審者情報のメール配
信
スクールガードリー
ダーによる通学路の安
全確認

青少年課 事業費（千円）

【新規】

放課後子ども教室事
業

放課後や長期休暇中に小学校の余剰教室等
を活用して、児童の活動拠点を設け、勉強
やスポーツ・文化活動、地域住民との交流
活動等を行い、子どもたちが地域社会の中
で、心豊かで健やかに育まれる環境づくり
を推進する。

青少年課 事業費（千円）

【施策３　地域が支える健全育成活動の充実】

事業内容

≪放課後子ども教室の実施≫

38



第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

生涯学習市民活動団
体支援事業

本市における生涯学習の振興を図るため
に、市民団体が主体的に企画実施する生涯
学習に関する事業への支援を行う。

市民団体が企画した講
座・発表会・コンサー
ト等に対する支援

市民団体が企画した講
座・発表会・コンサー
ト等に対する支援

市民団体が企画した講
座・発表会・コンサー
ト等に対する支援

社会教育課 事業費（千円）

元気フェスティバル
連携事業

市民団体の交流や学習した成果を生かす場
として、また、市民に生涯学習に関する興
味･関心を深めてもらうため、元気フェス
ティバルを開催する。

「元気フェスティバル
ｉｎきたひろしま」の
開催

「元気フェスティバル
ｉｎきたひろしま」の
開催

「元気フェスティバル
ｉｎきたひろしま」の
開催

社会教育課 事業費（千円）

生涯学習振興会支援
事業

生涯学習の振興や地域づくり・ｺﾐｭﾆﾃｨ活動
の要として、各地区に設営された住民主導
の組織「生涯学習振興会」を支援する。

西部・西の里・大曲各
地区の生涯学習振興会
に助成

西部・西の里・大曲各
地区の生涯学習振興会
に助成

西部・西の里・大曲各
地区の生涯学習振興会
に助成

社会教育課 事業費（千円）

【拡大】

生涯学習振興会支援
事業

東部地区・団地地区における「生涯学習振
興会」の組織づくりに取り組み、設立後
「生涯学習振興会」に対する支援を行う。

社会教育課 事業費（千円）

事業内容

●第４節　社会教育の充実

≪東部、団地地区に生涯学習振興会設立≫

【施策１　学習活動への支援の充実】

第４節 社会教育の充実 施策１ 学習活動への支援の充実

施策２ 学習機会の充実

施策３ 施設の充実による学習環境の整備
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

フレンドリーセン
ター運営事業

障がい者と健常者が交流する陶芸教室・野
外レク・プール体験教室･スキーツアー事
業等を実施する。

陶芸教室の開催
料理教室の開催
野外レクの実施
サッカー教室の開催
プール体験教室の開催
スキーツアー事業の実
施

陶芸教室の開催
料理教室の開催
野外レクの実施
サッカー教室の開催
プール体験教室の開催
スキーツアー事業の実
施

陶芸教室の開催
料理教室の開催
野外レクの実施
サッカー教室の開催
プール体験教室の開催
スキーツアー事業の実
施

社会教育課 事業費（千円）

中央公民館活動推進
事業

市民の主体的な学習活動を積極的に支援す
るとともに、学習・発表の機会や場を提供
する。

各種講座の実施
ワクワク公民館子ども
まつりの実施
公民館まつりの実施

≪H23で事業終了≫

社会教育課 事業費（千円）

生涯学習支援情報シ
ステム整備事業

図書館情報システム・施設予約管理システ
ム・生涯学習情報提供システムからなる生
涯学習支援情報システム「新 学び舎･楓」
を活用し、図書館および生涯学習の拠点施
設が持つ学習機能を充実させる。

「新 学び舎･楓」の活
用による学習機会の充
実

「新 学び舎･楓」の活
用による学習機会の充
実

「新 学び舎･楓」の活
用による学習機会の充
実

文化課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

林間学園・レクリ
エーションの森開放
事業

自然を利用した野外活動の場を市民等に提
供することにより、生活に潤いを与えるこ
とをめざし施設を開放する。

林間学園の市民への開
放
レクリエーションの森
の市民への開放

林間学園の市民への開
放
レクリエーションの森
の市民への開放

林間学園の市民への開
放
レクリエーションの森
の市民への開放

社会教育課 事業費（千円）

【新規】

中央公民館大規模改
修事業

築36年目を迎え、老朽化が著しいことか
ら、大規模改修を行う。

社会教育課 事業費（千円）

【施策３　施設の充実による学習環境の整備】

事業内容

【施策２　学習機会の充実】

≪大規模改修に着手≫

事業内容
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

エコミュージアム郷
土体験学習事業

郷土に関する学習や体験学習を通して、郷
土の歴史や伝統的遺産を大切に守る心を培
い、自らのまちを誇りに思う郷土愛を育む
学習機会を提供する。

自然遺産・歴史遺産等
の魅力を後世に伝える
体験学習や講演会の開
催

自然遺産・歴史遺産等
の魅力を後世に伝える
体験学習や講演会の開
催

自然遺産・歴史遺産等
の魅力を後世に伝える
体験学習や講演会の開
催

文化課 事業費（千円）

【新規】

エコミュージアム拠
点施設等整備事業

従来の博物館的要素のみばかりでなく、地
域に残る「事・物」を現地で保存・保管
し、それらの情報の発信や郷土資料の展示
等を行う施設であるエコミュージアムの拠
点施設を整備する。

文化課 事業費（千円）

エコミュージアム普
及推進事業

市内各地に存在する自然遺産や文化遺産な
どを現地において、そのまま保存・育成・
展示することを通して魅力ある地域づく
り・まちづくりを行政と市民が協働して進
めることを推進する。

エコミュージアム推進
委員会に助成
まちを好きになる市民
大学の開講
市内見学バスツアーの
実施

エコミュージアム推進
委員会に助成
まちを好きになる市民
大学の開講
市内見学バスツアーの
実施

エコミュージアム推進
委員会に助成
まちを好きになる市民
大学の開講
市内見学バスツアーの
実施

文化課 事業費（千円）

●第５節　歴史の継承と創造

事業内容

【施策１　エコミュージアム構想の推進】

≪拠点施設整備に着手≫

◆旧島松駅逓所周辺整備事業については、実施内容を精査したうえで、推進計画に掲載予定。

第５節 歴史の継承と創造 施策１ エコミュージアム構想の推進

施策２ 文化財の保存と活用
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

文化財指定保存事業

市には、国指定の文化財2件、市指定の文
化財が3件存在し、それらは本市にとって
最も誇るべき遺産といえる。今後、このほ
かの文化財についてもさらに調査を進め、
貴重な文化財については、市指定文化財と
して指定していく。

市内に存在する文化
財・郷土資料について
の調査・研究
文化財保護審議会の開
催

市内に存在する文化
財・郷土資料について
の調査・研究
文化財保護審議会の開
催

市内に存在する文化
財・郷土資料について
の調査・研究
文化財保護審議会の開
催

文化課 事業費（千円）

郷土文化伝承支援事
業

本市の郷土芸能を後世に伝えるため、保
存・継承している団体を支援する。

広島音頭保存会への助
成
北広島ふるさと太鼓保
存会への助成

広島音頭保存会への助
成
北広島ふるさと太鼓保
存会への助成

広島音頭保存会への助
成
北広島ふるさと太鼓保
存会への助成

文化課 事業費（千円）

文化財保存・活用事
業

本市の多くの文化財や郷土資料を知っても
らうとともに、郷土に対して愛着とふるさ
と意識の高揚を図るため、国指定文化財と
市指定文化財を郷土の自然や歴史を後世に
伝えるための適切な保存と活用を行う。

旧島松駅逓所と東記念
館の維持管理及び開館
事業の実施
北広島市水稲赤毛種保
存会への助成

旧島松駅逓所と東記念
館の維持管理及び開館
事業の実施
北広島市水稲赤毛種保
存会への助成

旧島松駅逓所と東記念
館の維持管理及び開館
事業の実施
北広島市水稲赤毛種保
存会への助成

文化課 事業費（千円）

事業内容

【施策２　文化財の保存と活用】
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

図書館サービス提供
事業

図書館が行っている図書の貸出・リクエス
ト・予約やレファレンス・相互貸借などの
基本的サービスのほか、利用価値の高い図
書館サービスを提供する。

図書館資料の購入
情報検索データベース
の活用

図書館資料の購入
情報検索データベース
の活用

図書館資料の購入
情報検索データベース
の活用

文化課 事業費（千円）

図書館フィールド
ネット連携事業

図書館のボランティア団体で構成する図書
館フィールドネット運営委員会を支援し、
読書の普及を促進する。

図書館フィールドネッ
ト運営委員会に助成

図書館フィールドネッ
ト運営委員会に助成

図書館フィールドネッ
ト運営委員会に助成

文化課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【新規】

子どもの読書活動推
進計画策定事業

市民との協働により、学校図書館を中心と
した読書環境整備をめざす新たな「北広島
市子どもの読書活動推進計画」を策定す
る。

文化課 事業費（千円）

事業内容

【施策２　子どもの読書活動推進】

●第６節　読書活動の充実

事業内容

【施策１　図書館サービスの充実】

≪計画の策定≫

第６節 読書活動の充実 施策１ 図書館サービスの充実

施策２ 子どもの読書活動推進
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

文化賞等表彰事業

優秀な文化活動の顕彰を通し、市民の芸術
文化活動に対する意欲の向上を高めるとと
もに、心豊かな生活の一助になるため、
11月3日の文化の日に、優秀な文化活動
を行う市民（成人・青少年）や団体の顕彰
を行う。

文化賞等表彰式の開催 文化賞等表彰式の開催 文化賞等表彰式の開催

文化課 事業費（千円）

文化団体活動支援事
業

市内の芸術文化や市民の芸術文化活動の発
展のため、芸術文化活動を行う各種団体に
各団体の芸術文化事業への支援を行う。

北広島市文化連盟への
助成
北広島音楽協会への助
成

北広島市文化連盟への
助成
北広島音楽協会への助
成

北広島市文化連盟への
助成
北広島音楽協会への助
成

文化課 事業費（千円）

市民文化祭奨励事業
市内の芸術文化や市民の芸術文化活動の促
進のため、市民の芸術文化活動を発表する
機会の提供とその支援を行う。

市民総合文化祭に助成
地区文化祭に助成

市民総合文化祭に助成
地区文化祭に助成

市民総合文化祭に助成
地区文化祭に助成

文化課 事業費（千円）

文化施設修繕事業

文化施設の安全性や利便性などの機能維持
を図るため、各機器等の耐用年数などを考
慮しながら、保守点検等で不具合が確認さ
れた設備や箇所について計画的な修繕を行
う。

図書館テラス修繕
吊物制御盤・操作盤電
子部品交換　など

文化施設防水シート等
修繕
舞台吊物交換　など

監視カメラ修繕
文化施設照明機器修繕
など

文化課 事業費（千円）

【施策１　個性豊かな地域文化の振興】

事業内容

●第７節　芸術文化の振興

第７節 芸術文化の振興 施策１ 豊かな地域文化の振興

施策２ 市民等との連携による芸術文化活動の展開
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

芸術文化創造プラン
策定事業

芸術文化ホールが開館12年目を迎え、芸
術文化活動の拠点として多くの市民の芸術
文化活動が活発に行われており、新たな芸
術文化創造に向けた計画となる「芸術文化
創造プラン」を策定する。

北広島市芸術文化振興
審議会の開催
芸術文化創造プランの
策定

≪H23で事業終了≫

文化課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

芸術文化ホール運営
委員会連携事業

より多くの市民が芸術文化に触れる機会を
持つことで、市民の主体的な芸術文化活動
の資質の向上が期待でき、さらに市と協働
で芸術鑑賞型事業及び芸術創造事業を推進
するため、芸術文化ホール運営委員会を支
援する。

北広島市芸術文化ホー
ル運営委員会に助成
委員会での自主事業の
実施

北広島市芸術文化ホー
ル運営委員会に助成
委員会での自主事業の
実施

北広島市芸術文化ホー
ル運営委員会に助成
委員会での自主事業の
実施

文化課 事業費（千円）

事業内容

【施策２　市民等との連携による芸術文化活動の展開】

事業内容

◆花ホールスタッフの会支援事業については、実施内容を精査したうえで、推進計画に掲載予定。
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

スポーツ団体活動連
携事業

市民を対象として、スポーツの普及振興事
業を積極的に計画又は実施している団体が
実施するスポーツ大会等の事業費の一部を
支援する。

「赤い羽根ティーボー
ル北の甲子園大会」へ
の助成

「赤い羽根ティーボー
ル北の甲子園大会」へ
の助成

「赤い羽根ティーボー
ル北の甲子園大会」へ
の助成

社会教育課 事業費（千円）

エルフィンロード
ハーフマラソン連携
事業

参加者の交流や本市の魅力の発信による、
まちの活性化と市民の健康増進を図るた
め、エルフィンロードハーフマラソンを開
催する。

エルフィンロードハー
フマラソン実行委員会
に助成

エルフィンロードハー
フマラソン実行委員会
に助成

エルフィンロードハー
フマラソン実行委員会
に助成

社会教育課 事業費（千円）

市民スポーツ活動推
進事業

子どもから高齢者、障がい者まで様々な市
民を対象に健康保持増進と生きがいや潤い
のある生活を助長することを目的にスポー
ツ・レクリエーション活動に親しむ機会を
提供する。

各種障がい者スポーツ
大会の支援、スーパー
ドッジボール大会、い
ちにのジャンプ大会、
30㌔歩ける会など各種
スポーツ・レクリエー
ションイベントの開催

各種障がい者スポーツ
大会の支援、スーパー
ドッジボール大会、い
ちにのジャンプ大会、
30㌔歩ける会など各種
スポーツ・レクリエー
ションイベントの開催

各種障がい者スポーツ
大会の支援、スーパー
ドッジボール大会、い
ちにのジャンプ大会、
30㌔歩ける会など各種
スポーツ・レクリエー
ションイベントの開催

社会教育課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

スポーツ大会出場支
援事業

市民の自発的なスポーツ活動の振興を図る
ため、国際、全国又は全道規模のスポーツ
大会に出場する選手（役員）として出場す
る費用の一部を支援する。

スポーツ大会出場費助
成

スポーツ大会出場費助
成

スポーツ大会出場費助
成

社会教育課 事業費（千円）

●第８節　スポーツ活動の推進

事業内容

【施策１　健康で生きがいのあるスポーツ活動の促進】

【施策２　競技スポーツの振興】

事業内容

第８節 スポーツ活動の推進 施策１ 健康で生きがいのあるスポーツ活動の促進

施策２ 競技スポーツの振興

施策３ スポーツ施設の整備と運営
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

体育協会活動支援事
業

市民の積極的なスポーツ活動と振興を図る
ため、ＮＰＯ法人北広島市体育協会の運営
等を支援する。

北広島市体育協会に助
成

北広島市体育協会に助
成

北広島市体育協会に助
成

社会教育課 事業費（千円）

スポーツ少年団育成
事業

青少年の健全育成やスポーツ少年団の組織
強化と自主的な活動の推進のため、スポー
ツ少年団の活動を支援する。

スポーツ少年団本部に
助成

スポーツ少年団本部に
助成

スポーツ少年団本部に
助成

社会教育課 事業費（千円）

スポーツアカデミー
事業

全国、国際レベルの選手育成及び青少年の
健全育成を図るため、ジュニアスポーツ選
手強化事業、底辺拡大事業、指導者養成事
業を実施する。

指導者及びジュニアス
ポーツリーダー養成の
実施
スポーツ教室の実施
キッズ遊び塾、ジュニ
アスポーツ塾の開催

指導者及びジュニアス
ポーツリーダー養成の
実施
スポーツ教室の実施
キッズ遊び塾、ジュニ
アスポーツ塾の開催

指導者及びジュニアス
ポーツリーダー養成の
実施
スポーツ教室の実施
キッズ遊び塾、ジュニ
アスポーツ塾の開催

社会教育課 事業費（千円）

スポーツ賞等表彰事
業

市民のスポーツ活動を助長し、もってス
ポーツの振興を図るため、スポーツ大会に
おいて優秀な成績を収めた選手及びスポー
ツの振興に寄与した者に対し、その功績を
顕彰する。

北広島市スポーツ賞等
表彰式の開催

北広島市スポーツ賞等
表彰式の開催

北広島市スポーツ賞等
表彰式の開催

社会教育課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

全国中学生空手道選
抜大会連携事業

本市を全国にＰＲするとともに、空手道を
通じ青少年の健全育成を図るため、全国中
学生空手道選抜大会を開催する。

はまなす杯全国中学生
空手道選抜大会の開催

はまなす杯全国中学生
空手道選抜大会の開催

はまなす杯全国中学生
空手道選抜大会の開催

社会教育課 事業費（千円）

学校施設（体育館）
開放事業

市民の身近なスポーツ活動の場として、学
校の体育館を開放する。

市内小中学校14校で実
施

市内小中学校12校で実
施

市内小中学校12校で実
施

社会教育課 事業費（千円）

事業内容

事業内容

【施策３　スポーツ施設の整備と運営】
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【新規】

西の里ファミリー体
育館改修事業

築25年目を迎え、老朽化が著しいことか
ら屋根、壁面の窓枠及び暖房施設等の更新
を行う。

社会教育課 事業費（千円）

総合体育館大規模改
修事業

築25年目を迎え、屋上防水、暖房・給湯
ボイラー、各種配管、放送設備等の経年劣
化が著しいことから、施設の大規模改修を
行う。

実施設計の実施
大規模改修工事
工事監理委託

大規模改修工事
工事監理

≪H24で事業終了≫

社会教育課 事業費（千円）

西部プール建設事業

施設の老朽化と西部小学校の移転に伴い新
たに西部プールを建設し、供用を開始す
る。また、それに伴い旧西部プールの解体
を行う。

供用開始
旧西部プール解体工事

≪H23で事業終了≫

社会教育課 事業費（千円）

事業内容

◆運動広場整備事業については、実施内容を精査したうえで、推進計画に掲載予定。

≪改修事業に着手≫
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【新規】

大学連携推進事業

大学が有する知的資源、研究成果やアイデ
ア、大学生の活力を生かしたまちづくりを
推進するため大学等との連携・協力につい
て調査などを行う。

政策調整課 事業費（千円）

事業内容

【施策2　地域活動の促進】

【施策１　大学との連携】

●第９節　大学との連携

≪大学との連携に向け、調査などの実施≫

第９節 大学との連携 施策１ 大学との連携

施策２ 地域活動の促進
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

地域交流事業

近隣市町と行政分野や経済分野のみなら
ず、さまざまな分野での市民レベルの身近
な交流の機会を設け、交流機会の拡大や交
流人口の増加を図るため、近隣市とともに
交流事業を実施する。

各種交流事業の実施
（ファミリー森林浴
ウォーキング、厚別区
民まつり、近隣市交流
パークゴルフ大会、近
隣市子育て支援者交流
会）

各種交流事業の実施
（ファミリー森林浴
ウォーキング、厚別区
民まつり、近隣市交流
パークゴルフ大会、近
隣市子育て支援者交流
会）

各種交流事業の実施
（ファミリー森林浴
ウォーキング、厚別区
民まつり、近隣市交流
パークゴルフ大会、近
隣市子育て支援者交流
会）

政策調整課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

姉妹都市スポーツ交
流事業

本市と東広島市の生徒が相互に行き来し、
スポーツ交流を実施することにより、友
好・親善を深めるとともに、生徒の心身の
健全育成を図る。

東広島市でスポーツ交
流の実施

本市でのスポーツ交流
の実施

東広島市でスポーツ交
流の実施

社会教育課 事業費（千円）

姉妹都市交流事業

北広島市、東広島市の郷土祭りに相互訪問
することで、行政機関の交流や地域の特性
を生かした教育文化、経済など幅広い交流
の推進を図る。
北広島市を拓いた祖先の地で、今なお原爆
症に苦しんでいる方々に、グリーンアスパ
ラを送付することで、都市間の交流の絆を
深めると共に、市の成り立ちや戦争の悲惨
さを次世代に伝える。

「北広島ふるさと祭
り」に東広島市からの
訪問団を受入れ
「東広島酒まつり」に
訪問団を派遣
広島県内の療養施設等
で原爆症に苦しむ方々
へ「グリーンアスパ
ラ」を贈呈

「北広島ふるさと祭
り」に東広島市からの
訪問団を受入れ
「東広島酒まつり」に
訪問団を派遣
広島県内の療養施設等
で原爆症に苦しむ方々
へ「グリーンアスパ
ラ」を贈呈

「北広島ふるさと祭
り」に東広島市からの
訪問団を受入れ
「東広島酒まつり」に
訪問団を派遣
広島県内の療養施設等
で原爆症に苦しむ方々
へ「グリーンアスパ
ラ」を贈呈

秘書課 事業費（千円）

●第10節　交流の促進

【施策１　広域的な交流の促進】

事業内容

【施策２　姉妹都市交流事業の拡充】

事業内容

第１０節 交流の促進 施策１ 広域的な交流の促進

施策２ 姉妹都市交流事業の拡充

施策３ 国際交流の促進
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

国際交流事業

海外とのさまざまな交流により、生きた外
国の文化、風俗、社会事情を体得し、異文
化への理解を深め、広い国際的視野と豊か
な国際感覚をもった人材を育てるため、高
校生を対象にカナダ・サスカツーン市との
相互交流や国際交流パネル展、市民交流事
業などを実施する国際交流協議会を支援す
る。

カナダ・サスカツーン
市の交流受入
市民交流事業の実施

カナダ・サスカツーン
市へ交流派遣
市民交流事業の実施

カナダ・サスカツーン
市の交流受入
市民交流事業の実施

社会教育課 事業費（千円）

事業内容

【施策３　国際交流の促進】
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