
教育推進計画事業一覧    （2015推進計画新規･拡大等要求ベース）平成27年度版

当初予算額

26年度 27年度 28年度 29年度

施策1

1

2

292 社会教育課 0 120 120 120 見直し

255 青少年課 325 325 325 継続

施策2

1

2

3

4

249 青少年課 13,148 13,165 13,057 13,067 継続

青少年課 292 292 292 拡大

311 青少年課 336 348 348 継続

経常 青少年課 69 終了

経常 青少年課 182 終了

施策3

1

2

254 青少年課 450 450 450 継続

256 青少年課 8,838 5,793 5,764 5,764 継続

青少年課 3,207 3,207 3,207 拡大

312 青少年課 937 940 940 940 継続

青少年課 988 988 988 拡大

251 社会教育課 676 696 696 継続

253 青少年課 65 65 65 継続

経常 青少年課 120 120 120 継続

経常 青少年課 527 527 528 継続

施策4

1

2

3

200 児童家庭課 99,431 88,294 88,294 継続

201 児童家庭課 1,148 1,148 1,148 継続

202 教育総務課 160 160 160 継続

203 教育総務課 6,886 6,886 6,886 継続

経常 教育総務課 0 0 0 継続

施策5

1

2

3

4

301 教育総務課 7,534 7,534 7,534 継続

252 青少年課 183 185 185 継続

302 学校教育課 56 80 80 継続

250 青少年課 6,292 6,289 6,289 継続

303 学校教育課 14,774 15,770 15,770 継続

【単位:千円】

教育基本計画における「施策」
担当課等 区分

推進計画事業名　（事業概要）

家庭教育支援事業

家庭教育支援実践活動として、「きたひろしま生活シート」の取組みを行い、結果集計・報告を実施。PTAや健連協など関係団体との連携により交流会を実施。

色つきセルの事業区分
⇒橙:新規、緑:拡大、青:見直し

北広島市ＰＴＡ連合会支援事業

市PTA連合会への支援として、交流会・研修会の開催、全道・管内研修会への参加、健全育成活動の推進など H25管内研修会等の開催地

第3章   大志をいだき学ぶまち　～人と文化を育む８つの政策と２３の施策～

政策１　やさしく支えあう教育連携の推進

家庭の教育力向上への支援内容の充実

あたたかな家庭づくりへの支援

地域を取り巻く社会環境の変化や氾濫する情報への対応など、家庭の教育力向上のための学習機会や市民・関係団体と連携し、家庭教育を支援する柔軟なネットワークを充実します。

適応指導教室の運営、指導員2名の配置。訪問指導アドバイザー(臨床心理士）1名配置。教育相談員1名配置。訪問相談員１名配置。

青少年健全育成啓発事業

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

いじめ等問題対策委員会

いじめ、不登校の把握、改善策防止策の調査審議　

地域が支える健全育成活動の充実

教育相談体制の充実

いじめ・不登校の問題を早期に解消するため、訪問指導アドバイザー（臨床心理士）、訪問相談員（メンタルフレンド）、スクールカウンセラー（道費）など専門的知識を有する人材を積極的に活用します。

不登校児童生徒の学校復帰に向け、「みらい塾」において学習指導や社会体験活動を行い、集団生活や社会適応能力の向上を図ります。

インターネット上での新しい形のいじめやトラブル、犯罪被害を防ぐため、携帯電話の取扱いや情報モラルについて、児童生徒・保護者に対して啓発を図ります。 

青少年を取り巻く諸問題の把握と早期解決に向け、学校や中央児童相談所などと連携を強化していきます。

不登校いじめ対策・教育相談事業

青少年安全対策事業【拡大】

通学路安全指導員4名による通学路の登下校時の横断指導及び通学路箇所への登下校時巡回派遣。ネットパトロールのプロバイダ料金等維持管理費。

放課後子ども教室事業

大曲小学校をモデル実施として、放課後や長期休業中に小学校の余裕教室等を活用し、児童の活動拠点を設け、学習支援等の活動を週1回程度行う。コーディネーター等を配置

成人式開催事業

成人式の開催（式典とアトラクションの開催）

子どもサポートセンターの相談・支援機能を核として、家庭、学校、地域との連携を強化するとともに、地域の教育力の向上や各地区の健全育成活動を支援します。

各種大会や地域の安心安全講座などを通じて全市的な健全育成に関する意識の高揚を図ります。

青少年健全育成連絡協議会支援事業

6地区の青少年健全育成連絡協議会への補助事業、健全育成活動の展開、 （1協議会75000円）

青少年安全対策事業

専任指導員の配置による各種活動、不審者情報のメール発信、スクールガードリーダーによる通学路等の安全確認、通学路安全指導員を配置 など

政策２　「生きる力」を育む学校教育の推進

幼児教育の振興・充実

多様な体験を重視した特色ある幼児教育を奨励するとともに、障がい児の幼稚園への入園を支援します。

家庭・地域と幼稚園等の連携を重視するとともに、幼稚園、保育所、小学校の連携を推進します。

教育環境の向上、教職員研修の充実を図るため幼稚園活動への支援を行います。

幼稚園就園奨励費事業

青少年健全育成振興事業

青春メッセージの開催、青少年リーダー養成・体験交流の推進

青少年健全育成推進委員会

青少年の健全育成に関し調査審議　

青少年健全育成経費

5地区広域指導連絡協議会、北海道青少年育成協会負担金、借上車経費

教材費補助・職員研修･障がい児の受入に係る経費の助成

幼稚園・保育園・小学校連携推進事業

北広島市幼児教育の連携に関する懇話会を開催。幼稚園・保育園・小学校の連携に関する研修会等の開催により、幼児教育から小学校校へのスムーズな移行について検討する。

豊かな心を育む教育の充実

人を思いやる心や人とかかわる力を育てる豊かな体験活動を推進します。

基本的な倫理観や思いやりの心などを育む教育を推進します。

入園料・保育料の減免措置を行う私立幼稚園に助成 対象児童数820名　基準単価変更

幼稚園就園準備支援事業

子育て支援事業の参加費を助成 対象児童見込み230名

幼稚園協会連携事業

私立幼稚園協会補助

幼稚園振興事業

心の教育推進事業

福祉読本編集員会の開催と改訂版作成、道徳教育用準教科書の購入　（小　中）

心の教室相談事業

小学校8校、中学校6校に心の教室相談員を配置（1人当たり年間400時間）

学校図書館活用事業

学校図書の購入・更新事業、学校図書ネットワークシステム借上げ、学校図書業務委託、図書司書の配置

いじめ、不登校や様々な問題に適切な対応をするとともに、自他の理解を深め、よりよい人間関係を醸成する生徒指導を充実します。

豊かな感性や想像力を育む読書活動を推進します。

学校教育振興事業

小学校：総合学習推進事業、郷土学習推進 他、 中学校：学校行事等推進事業、インターンシップ事業 他

創意工夫展・書写展事業

創意工夫展・書写展の開催

計画事業費

不登校いじめ対策・教育相談事業【拡大】事業名に「いじめ」を入れ名称変更

いじめ等問題対策委員会にかかる経費などの経常経費を本事業に取り込み一括で計上。

いじめ対策委員会

法律に基づき教員スクールカウンセラーを構成員とし、いじめの早期発見、改善、防止を図る。

放課後子ども教室事業【拡大】

コーディネーター、学習アドバイザー、安全監理員の増員
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教育推進計画事業一覧    （2015推進計画新規･拡大等要求ベース）平成27年度版

当初予算額

26年度 27年度 28年度 29年度

【単位:千円】

教育基本計画における「施策」
担当課等 区分

推進計画事業名　（事業概要）

色つきセルの事業区分
⇒橙:新規、緑:拡大、青:見直し

計画事業費

施策6

1

2

3

4

304 学校教育課 2,495 2,490 2,490 継続

306 学校教育課 5,367 5,367 5,367 継続

経常 教育総務課 12,854 12,541 12,774 継続

経常 教育総務課 12,300 11,020 11,225 継続

施策7

1

2

3

4

223 教育総務課 3,279 3,279 3,279 継続

225 教育総務課 2,100 2,100 2,100 継続

208 給食センター 58 558 64 継続

給食センター 128 128 128 拡大

207 給食センター 4,670 6,569 7,702 7,702 継続Ｈ26見直し

給食センター 1,277 1,277 7,174 拡大

350 給食センター 1,601 8,574 継続Ｈ26新規

学校教育課 新規

経常 学校教育課 14,245 14,174 14,215 継続

経常 学校教育課 4,713 4,713 4,713 継続

経常 給食センター 396 588 396 継続

経常 給食センター 11,754 5,665 5,774 継続

経常 給食センター 231,035 230,612 234,763 継続

経常 給食センター 37 38 38 継続

施策8

1

2

3

209 学校教育課 1,982 2,184 2,222 継続

211 学校教育課 34,917 38,289 41,635 継続

経常 学校教育課 652 652 652 継続

経常 学校教育課 5,035 5,243 5,243 継続

経常 学校教育課 69 69 69 継続

施策9

1

2

3

4

5

213 学校教育課 15,120 15,592 15,652 継続

212 教育総務課 55,657 68,731 78,221 86,635 見直し

228 学校教育課 73 2,912 72 継続

300 教育総務課 3,014 2,806 2,806 継続

学力検査等の結果を生かした授業方法の改善に努めます。

学校教育相談員活用事業

学校教育相談員を配置し、学校課題に対する指導・助言

学力向上推進事業

標準学力検査の実施、全国学力・学習状況調査の参加、学力向上プロジェクト推進委員会(仮）の開催

小学校教育振興経費

確かな学力を育てる教育の充実

基礎・基本をしっかり身に付けさせ、それらを活用していく力を育てるために、個に応じたきめ細かな指導の充実を図ります。

総合的な学習の時間を中心に、体験的・問題解決的及び探求的な学習を推進します。

学ぶ喜びや楽しさが実感できるような授業のあり方について実践的な研究を推進します。

安全で安心な給食を提供する取組みを進めるとともに、施設・設備の整備を進めます。

児童生徒が安心して学校生活が過ごせるよう、地域ぐるみで安全・安心な環境づくりを推進します。

中学校体育連盟支援事業

中体連春季大会、中体連秋季大会、石狩管内中体連の開催

全国全道中体連・中学校文化部活動大会出場支援事業

交通費･宿泊費・借上げ料・参加負担金の全額補助、中体連選手強化費を廃止

小学校教育振興経費（教材・教具等）（経常分・臨時分）

中学校教育振興経費

中学校教育振興経費（教材・教具等）（経常分・臨時分）

健やかな体を育てる教育の充実

健康に必要な知識・実践的な態度を身につけるために、保健教育や体力向上の取組みを推進します。

望ましい食習慣を身につけ、家庭や地域と連携した食育を推進します。

学校給食費公会計化事業

給食費収納管理システムを構築し、市会計に組み込み学校給食費運用する。Ｈ27運用開始

学校保健事業

各種検診事業、関係備品購入、健康づくり研修会の開催　（小　中）

スポーツ振興センター負担金等

学校管理下中の児童生徒の事故に対する医療費等への補償対応　（小　中）

フッ化物洗口事業

市立小学校の希望する児童を対象に平成28年度から学校内でフッ化物洗口を実施。

食に関する指導の推進事業

食指導に関する事業の実施、家庭・地域と連携を図った取組みの充実

学校給食衛生管理事業

給食用食品の微生物検査・理化学検査の実施、給食施設・設備の更新

学校給食衛生管理事業【拡大】

給食用食品の微生物検査・理化学検査の実施、給食施設・設備の更新、Ｈ27スライサー等更新、Ｈ29自動食器洗浄機の更新

北海道学校給食研究協議会負担金

学校給食に係る調査研究及び情報交換を行い学校給食の向上を図る　道内市町村が会員

特別支援教育の充実

通常の学級、特別支援学級、通級指導教室での一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支援を充実します。

特別支援教育コーディネーターを中心として全教職員による推進体制を充実します。

特別支援学校や関係機関との連携を充実します。

北広島市小・中学校給食運営委員会経費

学校給食の運営を行うための助言を受ける委員会　委員13名 （小・中）

学校給食施設維持管理経費

学校給食を提供する為の施設維持管理経費　（小　中）

学校給食運営経費

学校給食を提供する為の運営経費　栄養士・ボイラー技士等の報酬ほか(小　中)

就学指導委員会

特別支援教育を必要とする児童生徒の就学について調査検討する委員会を開催

特別支援教育アドバイザーの配置

障がい児教育の専門的な知識を有する人材を学校教育課に２名配置する。（非常勤）

特別支援教育関連協議会

障がい児教育の振興を図るため、北海道障害児教育連盟、北海道言語障害児研究協議会への参加

特別支援教育就学奨励費援助事業

学用品費・通学用品費等の所定の援助　（小　中）

特別支援教育推進事業

特別支援学級児童生徒支援へ介助員配置、通常学級児童支援の特別支援教育支援員の配置、各研修事業の実施 他　Ｈ28年度まですべての小中学校に配置

外国語指導助手活用事業

英語指導助手を4名任用し、中学校の外国語授業及び小学校の外国語活動に派遣し、担当教師とともにチーム・ティーチングで授業を実施

学校ICT環境整備事業

購入済みPCの償還、校務用PC更新、教育用アプリケーションの購入、校務用コンピュータ等学校ICT機器の保守管理、校務支援システムの導入

郷土資料教材化事業

社会科副読本の編集委員会の開催及び改訂版の作成、郷土資料教材化編集委員会の開催のデジタル教材の更新

社会の変化や課題に対応した教育の推進

国際化に対応するため、外国語指導助手（ALT)のもと、コミュニケーション能力の育成を図ります。

情報活用能力の育成や情報モラル教育を推進します。

市の共通実践課題として、環境、福祉、人権、平和教育を位置づけ、より充実・発展させるための取組みを推進します。

姉妹都市東広島市との交流を通して、お互いの歴史や文化を理解し、ふるさと意識の醸成を推進します。

望ましい社会性や勤労観・職業観を育成するキャリア教育を推進します。

姉妹都市子ども大使交流事業

東広島市、広島市へ小中学生の派遣及び東広島市の小中学生の受入れ及び相互交流　平和を尊ぶ心の育成

食に関する指導の推進事業【拡大】

栄養教諭による食に関する指導の実施。平成２８年度から使用する「食の課題と指導の手引」の改定・印刷。
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教育推進計画事業一覧    （2015推進計画新規･拡大等要求ベース）平成27年度版

当初予算額

26年度 27年度 28年度 29年度

【単位:千円】

教育基本計画における「施策」
担当課等 区分

推進計画事業名　（事業概要）

色つきセルの事業区分
⇒橙:新規、緑:拡大、青:見直し

計画事業費

施策10

1

2

3

4

214 教育総務課 10 0 0 0 終了

215 学校教育課 276 276 276 継続

353 学校教育課 508 508 508 継続Ｈ26新規

施策11

1

2

3

4

5

6

7

216 教育総務課 4,430 4,430 4,430 継続

229 学校教育課 9,427 12,657 4,334 継続

240 教育総務課 673 681 681 継続

218 教育総務課 2,719 2,730 2,730 継続

231 教育総務課 0 20,000 20,000 継続

217 教育総務課 3,272 3,272 3,272 継続

222 教育総務課 435 1,100 1,100 継続

226 教育総務課 162,130 268,900 継続

236 教育総務課 1,500 34,000 13,400 継続Ｈ26見直し

260 教育総務課 33,180 終了

238 教育総務課 2,700 106,997 継続

271 教育総務課 1,089 21,362 継続

275 教育総務課 2,730 77,605 継続Ｈ26見直し

360 教育総務課 6,900 123,000 継続Ｈ26新規

361 教育総務課 13,400 439,600 継続Ｈ26新規

362 教育総務課 Ｈ26新規

257 教育総務課 9,700 334,600 継続Ｈ26新規

276 教育総務課 1,111 30,796 継続Ｈ26新規

338 教育総務課 8,800 新規Ｈ26新規

363 教育総務課 1,280 新規Ｈ26新規

364 教育総務課 1,200 新規Ｈ26新規

369 教育総務課 1,111 30,796 継続Ｈ26新規

370 教育総務課 1,927 66,000 継続Ｈ26新規

317 社会教育課 7,935 8,002 8,002 継続

220 学校教育課 2,710 2,809 2,809 継続

232 学校教育課 2,800 2,800 2,800 継続

221 学校教育課 128,640 126,471 126,882 122,226 見直しＨ26拡大

233 学校教育課 5,400 5,400 5,400 5,400 見直しＨ26見直し

357 学校教育課 Ｈ26拡大

309 教育総務課 1,350 1,350 1,350 継続

学校関係者からの学校に対する評価や結果、教育活動の成果について、保護者や地域に周知するなど、広報活動を充実します。

地域の方々の教育活動への参加や学校資源を地域へ提供するなど学校と地域の双方向の連携を推進します。

学校施設開放事業

地域住民に学校を開放（西部小学校・大曲東小学校）学校長の許可により学校施設の利用が可能なことから平成27年度から廃止。

学校評議員等運営支援事業

学校評議員（各5名）、学校関係者評価委員（各8名）の委嘱 他、 運営費交付金1校23,000円　

政策３　信頼され、魅力ある学校づくりの推進

開かれた学校づくりの推進

家庭や地域の教育的ニーズに対応した教育活動を推進します。

学校経営プログラムによる学校経営の推進とマネジメント・サイクルによる学校改善を推進します。

適正な規模の集団の中で学ぶことができる環境づくりを推進します。

教育施設の老朽化や、児童生徒数の増減に対応した施設の整備を推進します。

児童生徒の安全と学習環境の向上に配慮した施設・設備の整備を推進します。

二学期制や小中一貫教育等の新しい教育システムについて検討を進めます。

家庭、地域による学校への支援を支える取組みを推進します。

小・中・高等学校教育等への就学を支援します。

コミュニティ・スクールの導入促進に関する調査研究事業

H25コミュニティ・スクール導入調査研究を実施以降、継続実施と他地区への導入検討

教育環境の整備

研修機会の充実や適切な教職員評価を通じて、教職員の資質の向上を図ります。

学校事務機器整備事業

大型事務機保守委託及び修繕、 大型事務機器の購入 （小  中）

学校放送設備整備事業

学校放送設備の更新　H27更新（事業費は次年度調整）

理科教材等整備事業

理科教材等備品の購入 （小   中）

学校教育団体活動支援事業

教育研究会、校長会、教頭会 への補助金、進路指導協議会への交付金

教師用指導書等整備事業

小中学校用教科書が全面改訂に伴う教師用教科書、指導書の整備　（小　中）

学校施設空気環境測定事業

小中学校、１校につき3教室程度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分析 （小   中）

緑陽中学校校舎屋体地震補強・大規模改造事業

H26屋体耐震補強・非構造部材実施設計委託　H27工事　Ｈ27校舎屋体大規模改造実施設計Ｈ28工事

東部中学校エレベーター設備等設置事業

H25実施設計委託　H26エレベーター設備等設置工事

広葉中学校校舎・講堂防音機能復旧事業

H26実施設計委託　H27校舎棟・屋体棟の温度保持換気設備機器の更新工事

学校施設管理機器整備事業

草刈機、除雪機の保守管理・修繕（小  中）

北の台小学校校舎屋体大規模改造・屋体地震補強事業

H25実施設計委託　H26大規模改造及び地震補強工事

屋体大規模改造・非構造部材耐震化事業

屋内体育館（大曲中、西の里中、東部中、大曲東小）について、老朽化も進んでいることから大規模改造工事と併せて非構造部材の耐震化工事を実施する。

北の台小学校講堂防音機能復旧事業

平成9年度に更新した温度保持換気設備機器類の再更新を実施する。Ｈ30以降で実施検討

東部中学校校舎大規模改造事業

平成元年度に建築され、老朽化が顕著であるため、校舎の大規模改造工事を実施する。Ｈ28実施設計委託

東部小学校講堂防音機能復旧事業

H27実施設計委託業務　H28講堂防機能音復旧工事

緑ヶ丘小学校校舎・講堂防音機能復旧事業

H26実施設計委託業務　H27校舎・講堂防音機能復旧工事

学校施設非構造部材耐震化事業

市内小中学校体育館の非構造部材（吊り天井、照明器具、ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ等）について耐震改修を実施する。Ｈ26調査実施設計委託Ｈ27工事及び工事管理委託

西の里小学校校舎防音機能復旧事業

平成6年度に更新した温度保持換気設備機器類の再更新を実施する。Ｈ29実施設計委託

東部中学校講堂防音機能復旧事業

温度保持換気設備機器類の再更新を実施する。Ｈ27実施設計委託　Ｈ28工事及び工事管理委託

大曲中学校旧校舎大規模改造事業

旧校舎の老朽化が顕著であるため、校舎の大規模改造工事を実施する。Ｈ26実施設計委託　Ｈ27工事及び工事管理委託

大曲東小学校講堂防音機能復旧事業

平成3年度に新設した温度保持換気設備機器類の更新を実施する。Ｈ27実施設計委託

大曲東小学校校舎大規模改造事業

平成3年度に建築され、老朽化が顕著であるため、校舎の大規模改造工事を実施する。Ｈ29実施設計委託

西の里中学校校舎防音機能復旧事業

平成8年度に更新した温度保持換気設備機器類の再更新を実施する。Ｈ29実施設計委託

要保護・準要保護児童生徒援助事業

経済的困窮世帯の児童生徒の学用品費、医療費等 所定の援助を実施。生活保護費の生活扶助基準額引き下げに対応し見直し。

奨学金支給事業 

能力があるにもかかわらず、経済的な理由で高等学校等への就学困難な学生に対し、学費等の一部援助として月額5,000円を支給。道の新たな給付型奨学金制度により見直し。

学校支援地域本部事業

市内に2本部を設置(コーディネーター2名配置）H25授業補助員活用事業、学校支援ボランティア活用事業を統合　H25授業補助員活用事業拡大

児童生徒の通学費支援事業

バス定期券購入額の1/2助成、自家用車送迎の交通費助成　（小　中）

高等学校等入学準備金支給事業 

経済的困窮世帯の生徒に対し、高等学校等の入学時に必要となる経費の一部助成として20,000円を支給

奨学金支給事業 【拡大】

選考枠の10名分拡大　Ｈ28奨学基金6,000千円積立

私立学校教育振興事業

札幌日大高校へ1,350千円を補助
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教育推進計画事業一覧    （2015推進計画新規･拡大等要求ベース）平成27年度版

当初予算額

26年度 27年度 28年度 29年度

【単位:千円】

教育基本計画における「施策」
担当課等 区分

推進計画事業名　（事業概要）

色つきセルの事業区分
⇒橙:新規、緑:拡大、青:見直し

計画事業費

教育総務課 8,430 新規

教育総務課 12,696 10,664 13,545 新規

経常 教育総務課 157 200 200 継続

経常 教育総務課 117,068 108,248 110,253 継続

経常 教育総務課 100,692 91,750 93,450 継続

経常 学校教育課 571 571 571 継続

経常 学校教育課 0 0 0 継続

経常 学校教育課 28 28 28 継続

経常 学校教育課 48 48 48 継続

施策12

1

3

258 社会教育課 1,500 1,500 1,500 継続

259 社会教育課 675 675 675 継続

313 社会教育課 17,932 18,304 18,304 継続

349 社会教育課 Ｈ26拡大

施策13

1

2

3

4

323 社会教育課 420 1,714 392 1,564 見直し

261 社会教育課 979 992 992 継続Ｈ26見直し

262 社会教育課 0 355 355 355 見直しＨ26見直し

355 社会教育課 Ｈ26拡大

314 文化課 15,348 14,034 13,784 13,784 見直し

施策14

1

2

3

315 社会教育課 288,667 終了

352 社会教育課 2,720 12,620 新規Ｈ26新規

356 社会教育課 1,194 34,053 新規Ｈ26新規

社会教育課 6,772 57,605 66,613 新規

社会教育課 15,200 新規

経常 社会教育課 6,518 5,610 5,714 継続

経常 社会教育課 6,035 11,937 12,158 継続

経常 社会教育課 347 424 467 継続

義務教育施設整備基金利息積立

義務教育施設整備基金の利息を積立

大曲中学校増築校舎大規模改造事業

昭和53年度から平成2年度にかけて3回増築され、築後36年から24年が経過し老朽化が顕著であるため、校舎の大規模改造工事を実施する。Ｈ29実施設計委託

小中学校周辺環境整備事業

市内小中学校敷地内駐車場舗装やグレーチング等の外構工事、屋外物置などの付属建築物及び屋外施設（テニスコート、フェンス、防球ネット等）を更新する。

政策４　学びあい、教えあう社会教育の推進

市民の学習活動への支援内容の充実

教育環境研究事業

教育環境研究検討会の開催、調査研究のための実践校の指定

奨学生選考委員会

奨学生を選考するための委員会開催

北広島市立小学校及び中学校通学区域審議会

通学区域を設定及び変更するため、通学区域審議会を開催する。

小学校管理経費

施設維持管理（消耗品費・修繕費・光熱水費・燃料費・手数料・委託料・借上料ほか）（経常分・臨時分・営繕基金）

中学校管理経費

施設維持管理（消耗品費・修繕費・光熱水費・燃料費・手数料・委託料・借上料ほか）（経常分・臨時分・営繕基金）

中学校教育振興経費（学校教育課分）

和楽器（箏）の借上げ

元気フェスティバル連携事業

元気フェスティバル実行委員会に対しての交付金の交付　交付割合を国民健康保険加入者割合で按分支援割合75％に見直し

生涯学習振興会支援事業

生涯学習振興会交付金(西部・西の里・大曲・東部の4地区へ交付)担当する生涯学習推進アドバイザー（4名非常勤職員）に係る経費　事務職員人件費

生涯学習振興会支援事業【拡大】

北広島団地地区設置(交付金交付、アドバイザー等増員）H26からＨ27に延伸

市民の学習活動に対する意欲に応えるため身近な学習機会の充実に努め、学びを通したコミュニティづくりに向け、市民が主体的に取り組む学習活動を支援します。

2
社会教育関係団体や市民の主体的な学習活動に対し、団体が自ら個性ある活動を継続するための人材育成や団体運営に対する支援の充実を図るとともに、学んだ成果を生かす機
会や相互に交流する場を提供します。

市内のそれぞれの地域が、個性豊かに地域の実情にあった学習活動を展開できるよう、市民と行政との協働による活動を推進します。

生涯学習市民活動団体支援事業

市民団体の事業に対する補助金交付事業、対象経費1/2以内30万円を限度に助成

北広島国際交流協議会への交付金交付事業。交流派遣事業の個人負担１９万円から１５万円に引き下げる。25周年記念事業の実施

フレンドリーセンター運営事業

障がい者と健常者が生涯学習活動を通じて学び交流するばを提供する。

中央公民館活動推進事業

地域や世代を見据えた学習機会の充実

各世代別での学習ニーズに応え、産･学･官･民の連携を図り、多様で豊かな学習機会や交流機会の提供を推進します。 

社会の要請や個人の多様な学習ニーズに対応するため、実情に合った学習機会の提供を推進します。

市民の多様な学習ニーズに的確に対応することや、主体的な学習活動を支援するため、教育情報提供システム「学び舎・楓」の充実に努め、学習活動への効果的な支援を促進します。

市民の主体的な学習をサポートするため、IT予約システムなどにより、社会教育施設や公共施設のネットワーク化を図ります。

国際交流事業

生涯学習活動の推進や社会教育の充実に向け、市民がより利用しやすい社会教育施設の運営を図ります。

市民の主体的な学習活動を支援するための学習環境を整備するとともに、既存施設の有効活用を図ります。

学習や研修の機会を提供する公民館施設の充実を図るとともに、地域コミュニティの拠点として計画的な整備を進めます。

中央公民館大規模改修事業

H25年度に実施設計、H26年度に大規模改修工事

西の里公民館改修事業

指定管理者制度導入を目指す。「公民館まつり」は「元気ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」に統合、「ﾜｸﾜｸ公民館子どもまつり」は生涯学習振興会と連携事業として検討する。

中央公民館活動推進事業【拡大】

中央公民館のリニューアルを記念し、「リニューアル記念事業 公民館子どもまつり」を実施する。

生涯学習支援情報システム整備事業

システム運用し、図書館及び生涯学習の拠点施設が持つ学習機能を充実させる。ｗｉ－ｆｉ化を行う。

施設の充実による学習環境の整備

公民館管理事業

施設の維持管理

社会教育施設等草刈経費

社会教育施設等（駅西口広場・中央公民館・西の里公民館・レクの森）の草刈を実施

耐震改修工事を実施する。H27実施設計、H28改修工事を実施する。

フレンドリーセンター施設解体工事事業

施設の老朽化に伴い、施設を廃止・解体工事を実施する。

林間学園・レクリエーションの森開放事業

4月第4土曜日から10月31日まで開放、施設の管理及び運営（経常 臨時）

林間学園・レクリエーションの森整備事業

老朽化した施設・遊具について改修工事を実施する。

自然の森キャンプ場整備事業

駐車場用地を取得、整備する。
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教育推進計画事業一覧    （2015推進計画新規･拡大等要求ベース）平成27年度版

当初予算額

26年度 27年度 28年度 29年度

【単位:千円】

教育基本計画における「施策」
担当課等 区分

推進計画事業名　（事業概要）

色つきセルの事業区分
⇒橙:新規、緑:拡大、青:見直し

計画事業費

施策15

2

3

4

266 エコミュージアムセンター 650 5,268 5,708 5,708 見直し

243 エコミュージアムセンター

267 エコミュージアムセンター 0 5,832 34,210 継続

331 エコミュージアムセンター 終了

施策16

1

2

3

268 エコミュージアムセンター 4,463 6,472 5,972 5,972 見直し

333 エコミュージアムセンター 212 212 212 継続

施策17

1

2

3

4

269 文化課 21,073 21,894 21,913 継続

270 文化課 1,500 1,500 1,500 継続

経常 文化課 58,459 61,066 61,066 継続

経常 社会教育課 27 27 27 継続

経常 文化課 128 128 128 継続

経常 文化課 378 300 300 継続

施策18

1

2

経常 文化課 0 20 20 継続

施策19

1

2

3

4

5

272 文化課 0 0 0 継続

274 文化課 650 650 650 継続

273 文化課 640 640 640 継続

278 文化課 23,015 26,330 26,843 26,927 見直し

341 文化課 6,750 12,580 13,000 12,540 見直し

経常 文化課 57,459 57,282 57,282 継続

経常 文化課 36,089 35,349 35,349 継続

経常 文化課 122 125 125 継続

政策５　郷土愛を育む教育活動の推進

エコミュージアム普及推進事業

エコミュージアム拠点施設等整備事業の内容を移行し、施設の維持・管理・運営に係る経費。拡大分統合

エコミュージアム普及推進事業【拡大】

エコミュージアム・コアセンターを中心に常設展示や企画展等を現行の事業に加えて実施する。H26エコミュージアム拠点施設等整備事業で実施。

旧島松駅逓所周辺整備事業

駅逓所の周辺整備事業　札幌土木現業所千歳出張所の工事と同時進行する。

エコミュージアム構想の展開

1
文化遺産の継承を図るため、郷土の歴史資料や伝統的遺産の保存・活用を進めるとともに、市民の文化財を大切に守る心を培い、市民が身近に郷土文化財などにふれることがで
きるようエコミュージアム構想を推進します。

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します。

エコミュージアム構想を推進し、各地域の自然遺産・歴史遺産・産業遺産等を現地において保全・活用する環境を整備します。

重要な郷土資料を保全し、市民参加、情報サービスの発信・提供、資料の展示等、学校等と連携した郷土の教育普及活動を充実します。

文化財保存・活用事業

駅逓所及び東記念館郷土資料室の維持管理・開館事業、水稲赤毛種保存会交付金 他 北広島市文化財保護審議会の開催　

郷土文化伝承支援事業

広島音頭保存会・広島ふるさと太鼓保存会等の補助金交付

エコミュージアム拠点施設等整備事業

拠点施設の開設のため準備作業の実施　　H26年9月　オープンに向け展示備品等を整備

文化財の保存と活用

史跡や歴史資料を適切に保存するとともに、その活用により歴史と文化に対する市民の理解を深め、貴重な文化財の保護を進めます。

郷土の歴史、自然等の調査研究や資料の収集保存を進めます。また、市文化財の指定を行い、保存します。

郷土文化、伝承事業に対する支援を進めます。

図書館サービス提供事業

図書、記録、郷土資料、視聴覚資料の収集と図書館サービスの提供　　H24高齢者宅配サービス開始

図書館フィールドネット連携事業

図書館フィールドネット運営委員会への交付金交付

図書館運営

図書館の施設維持管理、移動図書館車の運行、副館長・利用推進員の任用経費　　（経常　臨時）

政策６　生涯にわたる読書活動の推進

図書館サービスの充実

市民が求める資料と情報の提供を図るため、図書や雑誌などの資料の充実に努めるとともに、市民が利用しやすい環境づくりを進めます。

地域・学校の読書ネットワークを整備し、読書を楽しみ、学びあう市民意識を醸成します。

図書館フィールドネットなどの市民との協働により、乳幼児から高齢者までの生涯を通した読書活動の充実をめざします。

図書館や北広島団地住民センター、西の里公民館の図書室などの整備・拡充を図ります。

子どもの読書活動推進

市民との協働を踏まえながら、新たな「北広島市子どもの読書活動推進計画」を策定し（H23策定済）、学校図書館を中心とした読書環境整備を進めます。

学校図書館においては蔵書の充実に努めるとともに、幼稚園・保育園とのネットワーク化を推進します。

幼児読書活動推進事業

幼稚園・保育園に対しての幼児絵本の巡回事業を実施

政策７　芸術文化活動の振興

図書館利用モニター

図書館サービスの匿名モニターによる把握に関する経費

北広島市図書館協議会

図書館法に定める外部委員会、図書館運営等意見、諮問　委員10名

読書環境整備事業

図書サービス備品の更新。団地住民センター・西の里公民館の地区分室の拠点化に向け検討

文化賞等表彰事業

芸術文化振興審議会による文化賞等の選考 （表彰式に係る経費は社会教育課が所管）

市民文化祭奨励事業

市民総合文化祭・地区文化祭（4地区）への交付金交付

文化団体活動支援事業

文化団体・音楽団体への補助金交付

個性豊かな地域文化の振興

芸術文化創造プランを策定し（H23策定済）、芸術文化の創造を担う人材の育成と活動の場の創出を進めます。

優れた芸術文化活動に対する顕彰を行うとともに、市民が主体的に取り組む芸術文化活動を積極的に支援します。

ワークショップやセミナーなど、市民が芸術文化を気軽に体験できる機会を提供します。

芸術文化活動に主体的に取り組んでいる市民団体やサークルを支援します。

芸術文化ホールの計画的な改修と整備を進め、利便性の向上を図ります。

芸術文化ホール管理

芸術文化ホールの舞台設備運営、窓口業務、設備備品保守点検、借上車経費

北広島市芸術文化振興審議会

芸術文化の振興について教育委員会からの諮問に応じ調査審議　委員10名

文化施設修繕事業

芸術文化ホールの施設整備  Ｈ27以降修繕内容見直し 

芸術文化ホール設備修繕事業

芸術文化ホールの舞台装置等の設備整備　　修繕内容に直し　Ｈ28設備修繕設計委託

文化施設維持管理

芸術文化ホール、図書館の施設の管理、清掃、警備等の経費　（経常　臨時　）
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教育推進計画事業一覧    （2015推進計画新規･拡大等要求ベース）平成27年度版

当初予算額

26年度 27年度 28年度 29年度

【単位:千円】

教育基本計画における「施策」
担当課等 区分

推進計画事業名　（事業概要）

色つきセルの事業区分
⇒橙:新規、緑:拡大、青:見直し

計画事業費

施策20

1

2

3

279 文化課 11,835 11,882 11,882 継続Ｈ26見直し

280 文化課 320 380 380 継続

施策21

1

2

3

286 社会教育課 300 300 300 300 見直しＨ26見直し

288 社会教育課 261 500 400 257 見直し

経常 社会教育課 575 533 533 継続

施策22

1

2

3

290 社会教育課 1,093 1,109 1,109 継続

291 社会教育課 4,500 5,050 見直し

287 社会教育課 休止

282 社会教育課 1,000 1,500 1,500 1,500 見直し

321 社会教育課 527 539 539 継続

284 社会教育課 3,118 3,118 3,118 継続

285 社会教育課 453 453 453 継続

施策23

1

2

3

294 社会教育課 0 0 165,715 継続Ｈ26見直し

206 社会教育課 5,098 4,180 165,715 継続Ｈ26見直し

293 社会教育課 4,969 4,969 4,969 4,969 継続

367 社会教育課 304 304 304 拡大

322 社会教育課 0 0 15,000 456,000 見直し

経常 社会教育課 106,470 91,573 91,573 継続

市民等との連携による芸術文化活動の展開

地域の文化活動を支援する財団法人等や地域貢献活動（メセナ）を行う企業との共催、他の公共ホールなどとの連携を推進します。

政策８　健康づくりとスポーツ活動の推進

健康で生きがいのあるスポーツ活動の推進

市民だれもが健康で生きがいのある生活がおくれるよう、市民との協働による各種スポーツ教室やスポーツ活動の推進、健康・体力づくり機会の拡充を図ります。

市民の自主的な参加と健康・体力づくり機会を拡充するため、各種スポーツイベントの開催をはじめとするスポーツ事業の推進を図ります。

スポーツ推進委員や地区生涯学習振興会と連携し、地域におけるスポーツ・レクリエーション活動の推進を図ります。 

きたひろしま３０Kmロードレース連携事業

芸術文化ホールなどの活用により、市民が芸術文化に親しめる環境づくりを進めます。

市民との協働により、ボランティア組織の拡充を図りながら、芸術文化ホールの運営を進めます。

芸術文化ホール運営委員会連携事業

芸術鑑賞事業、芸術創作事業の実施

花ホールスタッフの会支援等事業

花ホールスタッフの会の活動への交付金の交付及び花ホールボランティアの育成

スポーツ振興のための実技指導、各大会の企画運営、管内協議会への参加

競技スポーツの振興

ジュニアスポーツ活動の振興を図るため、北広島少年スポーツアカデミーにおける選手の強化育成や底辺拡大、指導者の養成に取り組むとともに、中学校部活動への支援などを行います。

国際大会や全国大会等への出場を支援するほか、スポーツ大会において優秀な成績をおさめた市民を表彰し、市民の自発的なスポーツ活動の振興と奨励を図ります。

市体育協会やスポーツ少年団本部に対して支援を行い団体の組織強化と育成を図ることで、競技者のスポーツ活動の振興を図ります。

スポーツアカデミー事業

事業実行委員会に対しての補助金を交付し事業展開を図る。

市民スポーツ活動推進事業

障がい者スポーツ大会、スーパードッジボール大会、いちにのジャンプ大会、30キロ歩ける会、近隣市交流事業等の開催。

スポーツ推進委員

国際・全国・全道大会出場者への助成。対象とする大会の規定や助成対象者の見直しを行う。また、例年予算不足で補正対応しているため、増額する。

スポーツ賞等表彰事業

スポーツ推進審議会によるスポーツ賞等の選考及び表彰事業（事業予算は文化賞を含む）

体育協会活動支援事業

NPO法人北広島市体育協会への補助金交付事業

スポーツ少年団育成事業

ジュニアのための指導者養成、リーダー養成、選手強化、底辺拡大等の各種事業を実施

全国中学生空手道選抜大会連携事業

はまなす杯全国中学生空手道選抜大会への助成。平成27年度で終了となるため、記念大会と位置づけ参加選手に記念品を配付。

姉妹都市スポーツ交流事業

隔年で、派遣･受入れ事業をH25まで実施。廃止に向けた協議を行う。

スポーツ大会出場支援事業

H25・26の2ヵ年で改修  (H25実施設計委託）改修工事Ｈ27に変更

大曲ファミリー体育館改修事業

H27実施設計　Ｈ28改修工事　Ｈ26調査委託を加え前倒し実施

学校施設（体育館）開放事業

市内13校の体育館の開放事業（H25西部中体育館完成により後期に試行）

学校施設（体育館）開放事業

スポーツ少年団本部への補助事業

スポーツ施設の整備と運営

市民が安心して利用しやすいスポーツ・レクリエーション環境を整えるため、スポーツ施設の計画的な整備と改修を進めます。

日常的なスポーツ・レクリエーション活動を支援するため、学校開放事業をはじめとしたスポーツ環境の向上を図ります。

運動広場の整備を進め、市民が快適にスポーツ・レクリエーション活動を行える場づくりを図ります。

西の里ファミリー体育館改修事業

西の里中学校の体育館の開放事業施設に加える。

運動広場整備事業

H28施設整備調査委託　Ｈ29施設整備開始

体育施設管理事業

総合体育館・緑葉公園等管理、住民プール管理、地区体育館管理、自然の森キャンプ場管理、各施設修繕費（経常　臨時）
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教育推進計画事業一覧    （2015推進計画新規･拡大等要求ベース）平成27年度版

当初予算額

26年度 27年度 28年度 29年度

【単位:千円】

教育基本計画における「施策」
担当課等 区分

推進計画事業名　（事業概要）

色つきセルの事業区分
⇒橙:新規、緑:拡大、青:見直し

計画事業費

経常 教育総務課 3,121 3,107 3,107 継続

経常 教育総務課 33,733 34,050 34,050 継続

経常 教育総務課 5,576 5,314 5,510 継続

経常 学校教育課 3 3 3 継続

経常 教育施策推進課 79 79 79 継続

経常 教育施策推進課 303 354 308 継続

経常 学校教育課 129 129 0 継続

経常 教育総務課 2,935 2,935 2,935 継続

経常 教育総務課 23,038 26,273 26,760 継続

経常 学校教育課 61 61 61 継続

経常 教育総務課 17,032 19,363 19,722 継続

経常 学校教育課 65 65 65 継続

経常 社会教育課 167 126 126 継続

経常 社会教育課 573 572 572 継続

経常 社会教育課 18 18 18 継続

経常 社会教育課 128 128 128 継続

経常 社会教育課 589 596 605 継続

経常経費

教育委員会運営経費

教育委員に関する経費

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき設置 教育委員会会議の開催、教育委員の報酬など

教育委員会事務局運営経費

学校業務主事に関する経費

政策１～８を支える経常経費

「きたひろしまの教育」作成

教育全般の状況を記した「きたひろしまの教育」を300冊発行

北広島市教育施策審議会

教育施策の関する審議及び教育委員会の事務事業に関する点検評価を行う。委員7名　H25改選

第一地区教科用図書採択教育委員会協議会負担金

小中学校で使用する教科用図書を採択するため、第一地区教科用図書採択教育委員会協議会へ参加する。（採択に関する調査負担金）

学校業務主事18名任用

教育委員会事務局運営経費

教育長ほか職員旅費 被服費・事務経費 石狩教育研修センター組合分担金 その他分担金・負担金

教職員永年勤続表彰

北海道教育功績者表彰規則により永年勤続表彰を受けた市内の小中学校教職員に対して伝達を行う。

教育振興経費

中学校管理経費

中学校運営経費

事務補助員の任用 業務主事の旅費 運営用消耗品 印刷製本費 通信費

中学校管理経費 （学校教育課関係分）

教員住宅管理経費

教員住宅管理

校長・教頭管理者住宅、教員住宅に関する経費、大曲小学校管理者住宅借上

小学校管理経費

小学校運営経費

事務補助員の任用 業務主事の旅費 運営用消耗品 印刷製本費 通信費

借上車経費及びその他事務費

社会教育主事

社会教育主事の研修等費用

保健体育事務経費

スポーツ推進審議会

スポーツの振興に関する事項について調査・審議し教育委員会に建議する

保健体育事務経費

全学校共通で使用する印刷物の作成、及び入学通知書の郵便料

社会教育経費

社会教育事務経費

社会教育団体登録事務経費　その他事務経費

社会教育委員

社会教育法に基づき委嘱 生涯学習に関する諸計画の立案・助言を行う 全道管内協議会への参加

小学校管理経費（学校教育課関係分）

全学校共通で使用する印刷物の作成、及び入学通知書の郵便料
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№ 教育計画番号
(政策-施策-事業番号)

事　　業　　名 区　分 所　管　課

1 1-01-001 家庭教育支援事業 見直し 社会教育課

2 1-02-001 不登校いじめ対策・教育相談事業 拡　大 青少年課

3 1-03-002 青少年安全対策事業 拡　大 青少年課

4 1-03-003 放課後子ども教室事業 拡　大 青少年課

5 2-07-003 食に関する指導の推進事業 拡　大 学校給食センター

6 2-07-004 学校給食衛生管理事業 拡　大 学校給食センター

7 2-07-新規 フッ化物洗口事業 新　規 学校教育課

8 2-09-002 学校ICT環境整備事業 見直し 教育総務課

9 3-10-001 学校施設開放事業 見直し 教育総務課

10 3-11-020 大曲東小学校校舎大規模改造事業 新　規 教育総務課

11 3-11-021 西の里中学校校舎防音機能復旧事業 新　規 教育総務課

12 3-11-022 西の里小学校校舎防音機能復旧事業 新　規 教育総務課

13 3-11-028 要保護・準要保護児童生徒援助事業 見直し 学校教育課

14 3-11-029 奨学金支給事業 見直し 学校教育課

15 3-11-新規 大曲中学校増築校舎大規模改造事業 新　規 教育総務課

16 3-11-新規 小中学校周辺環境整備事業 新　規 教育総務課

17 4-13-001 国際交流事業 見直し 社会教育課

18 4-13-003 中央公民館活動推進事業 見直し 社会教育課

19 4-13-004 生涯学習支援情報システム推進事業 工　夫 文化課

20 4-14-002 西の里公民館改修事業 新　規 社会教育課

21 4-14-003 フレンドリーセンター施設解体工事事業 新　規 社会教育課

22 4-14-新規 林間学園・レクリエーションの森整備事業 新　規 社会教育課

23 4-14-新規 自然の森キャンプ場整備事業 新　規 社会教育課

24 5-15-001 エコミュージアム普及推進事業 見直しエコミュージアムセンター

25 5-16-001 文化財保存・活用事業 見直しエコミュージアムセンター

26 7-19-004 文化施設修繕事業 その他 文化課

27 7-19-005 芸術文化ホール設備修繕事業 その他 文化課

28 8-21-001 きたひろしま30㎞ロードレース連携事業 見直し 社会教育課

29 8-21-002 市民スポーツ活動推進事業 見直し 社会教育課

30 8-22-002 全国中学生空手道選抜大会連携事業 見直し 社会教育課

31 8-22-004 スポーツ大会出場支援事業 見直し 社会教育課

32 8-23-003 学校施設（体育館）開放事業 拡　大 社会教育課

33 8-23-004 運動広場整備事業 見直し 社会教育課

2015推進計画 新規・拡大・見直し等事業一覧





 

 

2015推進計画 個別事業調書 

社会教育課 

事業名 家庭教育支援事業 

見直し 市推進計画 
章-節-施策 2-3-1 教育推進計画 

政策-施策-番号 1-01-001 

事業概要 （見直し内容・工夫事項） 
家庭の教育力向上のため、関係する団体などと連携し、家庭教育支援に関する実践活動・交

流活動を行う。 
 
【見直し内容】 
家庭の教育力・生活力の向上に向けて講演会を実施するとともに、宿泊型の体験事業につい

て検討する。 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

区分 事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

変更前 0  

変更後 120千円 乳幼児を持つ親を対象とした講演会の実施 

平成 
28 
年度 

変更前 0  

変更後 120千円 乳幼児を持つ親を対象とした講演会の実施 

平成 
29 
年度 

変更前 0  

変更後 120千円 乳幼児を持つ親を対象とした講演会の実施 
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2015推進計画 個別事業調書 

青少年課 

事業名 不登校いじめ対策・教育相談事業 

拡  大 市推進計画 
章-節-施策 2-3-2 教育推進計画 

政策-施策-番号 1-02-001 

事業概要 
本事業にいじめ関連の予算を取り込むことに伴い、事業名に「いじめ」を入れ名称変更したい。 
（いじめ等問題対策委員会にかかる経費などの経常経費を本事業に取り込み一括で計上する。） 
 

【いじめ防止研修会等費用】 
いじめ防止基本方針の策定に伴い、いじめに関して効果的な研修やアドバイス等を行なうための費

用を確保したい。 
事業の対象は学校等とし、必要に応じて講師等を派遣することとする。 
①講師謝礼（個人への謝礼金）         30,000円×４ヶ所＝120,000円 
②講師派遣手数料（企業等からの派遣を想定）  60,000円×２ヶ所＝120,000円 

いじめ防止研修会等費用計 240,000円 
 

【いじめ等問題対策委員会費用】 
いじめ防止基本方針の策定に伴い、審議すべき事項が増加することから、年間の開催回数を１回増

の３回とする。 
いじめ等問題対策委員会委員報酬(回数増分)     6,000円×8人＝ 48,000円 
いじめ等問題対策委員会委員費用弁償(回数増分)     500円×8人 ＝ 4,000円 

いじめ等問題対策委員会費用計  52,000円 
 

合 計 292,000円 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

区分 事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

既存分 13,165千円 
適応指導教室「みらい塾」の運営。指導員 2名配置。
訪問指導アドバイザー（臨床心理士）、教育相談員に

よる相談の実施。NPOの活用。 

拡大分 292千円 
いじめ防止基本方針の策定に伴う、各学校や各地区青

少年健全育成連絡協議会においてのいじめに関する効

果的な研修等の実施。 

平成 
28 
年度 

既存分 13,057千円 
適応指導教室「みらい塾」の運営。指導員 2名配置。
訪問指導アドバイザー（臨床心理士）、教育相談員に

よる相談の実施。NPOの活用。 

拡大分 292千円 
いじめ防止基本方針の策定に伴う、各学校や各地区青

少年健全育成連絡協議会においてのいじめに関する効

果的な研修等の実施。 

平成 
29 
年度 

既存分 13,067千円 
適応指導教室「みらい塾」の運営。指導員 2名配置。
訪問指導アドバイザー（臨床心理士）、教育相談員に

よる相談の実施。NPOの活用。 

拡大分 292千円 
いじめ防止基本方針の策定に伴う、各学校や各地区青

少年健全育成連絡協議会においてのいじめに関する効

果的な研修等の実施。 
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2015推進計画 個別事業調書 

青少年課 

事業名 青少年安全対策事業 

拡  大 市推進計画 
章-節-施策 2-3-2 教育推進計画 

政策-施策-番号 1-03-002 

事業概要 
【通学路安全指導員】 
平成 24年度から、北広島団地内小学校統合による通学路変更に伴う通学路の安全確保を図るため、
通学路安全指導員を配置して登下校時の横断指導、通学路巡回パトロール及び指導等を行なっている。 
通学路安全指導員を配置してから 3 年が経過したところであるが、地元では不審者出没について不

安を持つ保護者も多く、減員・廃止が簡単に受け入れられない状況となっている。また、市内全体で

不審者の出没が増えていることから、今後は不審者出没があった場合などに当該箇所へ指導員を派遣

し、双葉、緑ヶ丘以外の小学校にも適宜巡回指導を実施できる体制としていきたい。 
・非常勤職員報酬          1,100円×3時間×210日×4人＝2,772,000円 
【ネットパトロール費用】 
また、平成 26年度各小中学校でネットパトロールを行うＰＣ環境設備の整備を行なったがこれに伴
い、ウイルスバスターの更新料等、また、プロバイダ料金（教育総務課から移管）を新たに計上する。 
・ウイルスバスターの更新等費用       16校×2,080円＝33,280円 
・教育総務課からネットパトロールに関する予算の移管（教育総務課で減額） 
 プロバイダ料金 28,933円×12ヶ月＋3,000円（初期費用）＝350,196円 
・ネットパトロール用 PC用回線 青少年課 
           3,965円×12ヶ月+3,000円（初期費用）＝50,580円  

ネットパトロール費用計 434,056円 
 

合 計3,206,056円 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

区分 事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

既存分 5,793 
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。不審者情報メール配信。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 

拡大分 3,207 
通学路安全指導員4名による、通学路の登下校時の横断指導、
及び通学路箇所への登下校時巡回派遣。ネットパトロールの

プロバイダ料金等維持管理費。 

平成 
28 
年度 

既存分 5,764 
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。不審者情報メール配信。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 

拡大分 3,207 
通学路安全指導員4名による、通学路の登下校時の横断指導、
及び通学路箇所への登下校時巡回派遣。ネットパトロールの

プロバイダ料金等維持管理費。 

平成 
29 
年度 

既存分 5,764 
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。不審者情報メール配信。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 

拡大分 3,207 
通学路安全指導員4名による、通学路の登下校時の横断指導、
及び通学路箇所への登下校時巡回派遣。ネットパトロールの

プロバイダ料金等維持管理費。 
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2015推進計画 個別事業調書 

青少年課 

事業名 放課後子ども教室事業 

拡  大 市推進計画 
章-節-施策 2-3-2 教育推進計画 

政策-施策-番号 1-03-003 

事業概要 
 平成24年度から、大曲小学校において放課後や長期休業中に余裕教室等を活用して、学習を中心と
した放課後子ども教室を開設している。 
 平成26年度をもって、大曲小学校においての 3ヶ年の事業が終了する。次年度以降については、市
内の他の地区での展開も望まれているが、同規模での子ども教室を複数箇所で展開するのは、教員資
格を持った学習アドバイザー等の確保が難しく、困難な状況である。このため、学習アドバイザーを
補助する安全監理員を増やして学習アドバイザーの負担を軽減する。補助事業は１ヶ所で実施するこ
ととするがこのほかに、単費事業として小学校１校で放課後子ども教室の拡大に向けた準備事業を実
施する。 
なお、この単費事業が軌道に乗り、アドバイザー等のスタッフの確保が十分に可能となった時点で補
助事業の基準にすり合わせし、正式な補助対象の子ども教室として発展させていくこととする。 
拡大分報償費 
（補助事業分）単価アップ分（1,200円→1,300円）～コーディネーター 計     18,000円 
（補助事業分）単価アップ分（920円→1,100円）～学習アドバイザー   計    281,600円 
（補助事業分）人数増員分（1人→6名）～安全管理員                計    194,560円 
 
（単費事業分）コーディネーター       1,300円×2時間×1人×20回 ＝  52,000円 
（単費事業分）学習アドバイザー       1,100円×2時間×6人×20回 ＝ 264,000円 
（単費事業分）安全管理員           740円×2時間×6人×20回 ＝ 177,600円 

                  
合 計  987,760円 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

区分 事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

既存分 940 
コーディネーター（1 人）、安全監理員（1 人）、
学習アドバイザー（6 人）を配置して放課後子ど
も教室を開催。 

拡大分 988 
補助事業：コーディネーター、学習アドバイザー、安全監理員の単
価アップ及び安全監理員（1人から 6名へ増員） 
単費事業：コーディネーター（1人）、学習アドバイザー（6名）、安
全監理員（6名）の報償費。 

平成 
28 
年度 

既存分 940 
コーディネーター（1 人）、安全監理員（1 人）、
学習アドバイザー（6 人）を配置して放課後子ど
も教室を開催。 

拡大分 988 
補助事業：コーディネーター、学習アドバイザー、安全監理員の単
価アップ及び安全監理員（1人から 6名へ増員） 
単費事業：コーディネーター（1人）、学習アドバイザー（6名）、安
全監理員（6名）の報償費。 

平成 
29 
年度 

既存分 940 
コーディネーター（1 人）、安全監理員（1 人）、
学習アドバイザー（6 人）を配置して放課後子ど
も教室を開催。 

拡大分 988 
補助事業：コーディネーター、学習アドバイザー、安全監理員の単

価アップ及び安全監理員（1人から 6名へ増員） 
単費事業：コーディネーター（1人）、学習アドバイザー（6名）、安
全監理員（6名）の報償費。 
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2015推進計画 個別事業調書 

学校給食センター 

事業名 食に関する指導の推進事業 

拡  大 市推進計画 
章-節-施策 2-1-4 教育推進計画 

政策-施策-番号 2-07-003 

事業概要 
 児童・生徒が生涯にわたり健康な生活を送ることができるよう、学校給食、教科等を通し

て自分で健康を考える力を育むため、食の指導の充実を図る。また、安全安心な給食を提供

していくため、食物アレルギー及び異物混入に対する取組みを行っていく。 
 ○アレルギー疾患に対する取組み 
  【講演会の開催】 
  ・対象 現在アレルギーがある児童生徒の保護者、来年度以降小学校へ入学する子ども 

がいる保護者、各教員及び市民を対象として年 1回実施する。 
  ・予算 報 償 費・・・30,000円/回（著名な大学教授、学長等） 
      費用弁償・・・ 1,300円/回（札幌市内から JR及び地下鉄利用） 
      消耗品費・・・20,000円/回（資料等） 
                            合計51,300円/年 
 ○異物混入に対する取組み 
  【勉強会の実施】 
  ・対象 市内小中学校教員を対象に年2回実施する。 
  ・予算 消耗品・・・40,000円/年（2回×20,000円 資料等） 
   【研修会への参加】 
  ・対象 市職員（非常勤職員含む）道等が実施する研修会等に参加。 
  ・予算 普通旅費・・・36,000円/年（900円/人×4名×10回 札幌市） 
                            合計76,000円/年 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

区分 事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

既存分 ５５８千円 
栄養教諭による食に関する指導の実施。 
平成２８年度から使用する「食の課題と指導の手引」

の改定・印刷。 

拡大分 １２８千円 

栄養教諭による食に関する指導の実施。 
平成２８年度から使用する「食の課題と指導の手引」

の改定・印刷。 
食物アレルギー及び異物混入に対する取組みの実施。 

平成 
28 
年度 

既存分 ６４千円 栄養教諭による食に関する指導の実施。 

拡大分 １２８千円 栄養教諭による食に関する指導の実施。 
食物アレルギー及び異物混入に対する取組みの実施。 

平成 
29 
年度 

既存分 ６４千円 栄養教諭による食に関する指導の実施。 

拡大分 １２８千円 
栄養教諭による食に関する指導の実施。 
食物アレルギー及び異物混入に対する取組みの

実施。 
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2015推進計画 個別事業調書 

学校給食センター 

事業名 学校給食衛生管理事業 

拡  大 市推進計画 
章-節-施策 2-1-4 教育推進計画 

政策-施策-番号 2-07-004 

事業概要 
  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り、国が示す学校給食実施基
準、衛生管理基準を踏まえて、衛生管理面で懸念されている老朽化した施設設備機器を計画

的に更新(リース)して安心・安全な給食を提供する。 
  広葉中学校給食調理場  フードスライサー 使用年数１４年(耐用年数５年)  
                             真空低温冷却機  使用年数１４年(耐用年数５年) 
    西の里中学校給食調理場   フードスライサー 使用年数１2年(耐用年数５年) 
          ( 27年更新)       1ヶ月 98,480円×60月(5年)×1.08=6,381,504円 
               (年間 1,277千円) 
   広葉中学校給食調理場   自動食器洗浄機  使用年数１４年(耐用年数５年) 
     (29年年更新)        455,000円×60月(5年)×1.08=29,484千円 
               (年間 5,897千円) 
 

※ 上記の厨房機器は、毎日使用する機器であり、故障したとき即修理が可能状況にし

ておかなければならないが、電子機器部品がないことが予想される。 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

区分 事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

既存分 ６，５６９ 給食用食品の微生物検査・理化学検査の実施 
給食施設・設備の更新 

拡大分 １，２７７ 
給食用食品の微生物検査・理化学検査の実施 
給食施設・設備の更新 
老朽化した設備機器(スライサー等)更新 

平成 
28 
年度 

既存分 ７，７０２ 

給食用食品の微生物検査・理化学検査の実施 
給食施設・設備の更新 
H25 に備品として購入した食缶洗浄機が耐用年
数切れのため新規に借上する。 

拡大分 １，２７７ 給食用食品の微生物検査・理化学検査の実施 
給食施設・設備の更新 

平成 
29 
年度 

既存分 ７，７０２ 給食用食品の微生物検査・理化学検査の実施 
給食施設・設備の更新 

拡大分 ７，１７４ 
給食用食品の微生物検査・理化学検査の実施 
給食施設・設備の更新 
老朽化した設備機器(自動食器洗浄機)更新 
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2015推進計画 個別事業調書 

学校教育課 

事業名 フッ化物洗口事業 

新 規 市推進計画 
章-節-施策 2-1-4 教育推進計画 

政策-施策-番号 2-07-新規 

事業概要 
北海道の「北海道歯・口腔の健康づくり 8020 推進条例」及び同条例に基づく「北海道歯
科保健医療推進計画」に基づき、市立小学校の希望する児童を対象に、平成 28年度から学校
内でフッ化物洗口を実施する。 
平成 27年度は実施に向け、学校関係者、保護者に対し事業内容を説明するとともに、学校

薬剤師に対し薬剤の調合等に対する協力を依頼する。 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

0千円 事業開始に向けた準備 
（学校関係者、保護者に対する事業説明） 

平成 
28 
年度 

0千円 実施 

平成 
29 
年度 

0千円  
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2015推進計画 個別事業調書 

教育総務課 

事業名 学校 ICT環境整備事業 

見直し 市推進計画 
章-節-施策 2-1-6 教育推進計画 

政策-施策-番号 2-09-002 

事業概要 （見直し内容・工夫事項） 
 
平成 29年度から各小中学校へ校務支援システムの整備を図るため、校務用パソコン更新年

度の延長など既存計画事業の見直しを行う。 
 
見直し内容 
Ｈ28年度 
・H23導入分校務用 PC200台の更新をＨ28に 100台、H29に 100台とする。 
・教室用プロジェクターの全台交換をＨ28に中学校分整備、H29に小学校分整備とする。 
Ｈ29年度 
・校務支援システムを小中学校全 15校に導入し運用を開始する。 
・中学校教育用コンテンツの更新をH30とする。 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

区分 事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

変更前 68,359千円 ・校務用 PC200台更新（H21導入分） 
・実物投影機購入 

変更後 68,731千円 〃 

平成 
28 
年度 

変更前 76,300千円 
・校務用 PC200台更新（H23導入分） 
・教育用サーバー更新 
・教室用プロジェクター更新（小中学校） 

変更後 78,221千円 
・校務用 PC100台更新（H23導入分） 
・教育用サーバー更新 
・教室用プロジェクター更新（中学校） 

平成 
29 
年度 

変更前 84,000千円 ・中学校教育用コンテンツ更新 

変更後 86,635千円 
・校務用 PC100台更新（H23導入分） 
・教室用プロジェクター更新（小学校） 
・校務支援システム導入、運用 
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2015推進計画 個別事業調書 

教育総務課 

事業名 学校施設開放事業 

見直し 市推進計画 
章-節-施策 2-2-1 教育推進計画 

政策-施策-番号 3-10-001 

事業概要 （見直し内容・工夫事項） 
 
現在、西部小学校、大曲東小学校の 2 校について、校舎の学校開放施設として位置づけら

れ運用されているが、学校開放施設でなくても、施設の利用に関して、学校長の許可により

本事業の２校を含む学校施設の利用が可能なことから規則の一部改正を行い、平成 27年度よ
り本事業を廃止する。 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

区分 事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

変更前 10千円 地域住民に学校を開放（西部小学校・大曲東小学
校） 

変更後 0千円  

平成 
28 
年度 

変更前 10千円 地域住民に学校を開放（西部小学校・大曲東小学
校） 

変更後 0千円  

平成 
29 
年度 

変更前 10千円 地域住民に学校を開放（西部小学校・大曲東小学
校） 

変更後 0千円  
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2015推進計画 個別事業調書 

教育総務課 

事業名 大曲東小学校校舎大規模改造事業 

新  規 市推進計画 
章-節-施策 2-2-2 教育推進計画 

政策-施策-番号 3-11-020 

事業概要 
 大曲東小学校は、平成3年度に建築され、築後 23年が経過し、老朽化が顕著であるため、
校舎の大規模改造工事を実施する。 
 
 校舎 ： 鉄筋コンクリート造3階建て 延べ床面積 5,608㎡ 
 
平成 29年度 校舎大規模改造工事に伴う実施設計委託 
 
平成 30年度 工事及び工事監理委託 
       校舎内外部改修、付帯電気設備、機械設備工事 一式 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

  

平成 
28 
年度 

  

平成 
29 
年度 

8,800千円 実施設計委託 
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2015推進計画 個別事業調書 

教育総務課 

事業名 西の里中学校校舎防音機能復旧事業 

新  規 市推進計画 
章-節-施策 2-2-2 教育推進計画 

政策-施策-番号 3-11-021 

事業概要 
平成 8年度に更新した温度保持換気設備機器類の更新を実施する。 
 
校舎棟 465kw 1基の温風暖房機更新工事 
 
平成 29年度 実施設計委託 
 
平成 30年度 工事及び工事監理 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

  

平成 
28 
年度 

  

平成 
29 
年度 

1,280千円 実施設計委託 
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2015推進計画 個別事業調書 

教育総務課 

事業名 西の里小学校校舎防音機能復旧事業 

新  規 市推進計画 
章-節-施策 2-2-2 教育推進計画 

政策-施策-番号 3-11-022 

事業概要 
平成 8年度に更新した温度保持換気設備機器類の更新を実施する。 
 
校舎棟 465kw 1基の温風暖房機更新工事 
 
平成 29年度 実施設計委託 
 
平成 30年度 工事及び工事監理 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

  

平成 
28 
年度 

  

平成 
29 
年度 

1,200千円 実施設計委託 
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2015推進計画 個別事業調書 

学校教育課 

事業名 要保護・準要保護児童生徒支援事業 

見直し 市推進計画 
章-節-施策 2-2-2 教育推進計画 

政策-施策-番号 3-11-028 

事業概要 
平成２５年８月から生活保護費の生活扶助基準額が段階的に引き下げられたことから、準

要保護児童生徒に対する就学援助基準額の取扱いについて検討した。 
 
現行の「生活保護に準ずる程度」の倍率（1.3倍）を変更せず、本年度受給者の収入状況が
変わらないとした場合、生活保護基準の引き下げにより約 1,200名の受給者の内 200名を超
える者が就学援助を受けられなくなるという試算結果となったこと、また、国から「準要保

護者に対する就学支援については，教育の機会均等の精神に基づき，全ての児童生徒が義務

教育を円滑に受けることができるよう配慮し実施すべきものであることを踏まえ，影響の及

ばないよう各自治体において適切に判断するようお願いする。」との意向が示され、本年４

月に行った影響調査において、対応措置を講じなかった市町村名を公表していることもあり、

改定前の基準を維持し、現行の基準額と変わらないよう倍率を段階的に変更することとした。 

 

 なお、H27、28の事業費については、消費税増税による給食費等の単価の改定と対象児童
生徒数の増減を見込み、2014推進計画の事業費を変更している。 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

区分 事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

変更前 121,260千円 学用品費、修学旅行費、給食費、医療費等の援助 

変更後 126,471千円 消費税増税による単価改定 

平成 
28 
年度 

変更前 121,260千円 学用品費、修学旅行費、給食費、医療費等の援助 

変更後 126,882千円 消費税増税による単価改定 

平成 
29 
年度 

変更前 121,260千円 学用品費、修学旅行費、給食費、医療費等の援助 

変更後 122,226千円 消費税増税による単価改定 
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2015推進計画 個別事業調書 

学校教育課 

事業名 奨学金支給事業 

見直し 市推進計画 
章-節-施策 2-2-2 教育推進計画 

政策-施策-番号 3-11-029 

事業概要 （見直し内容・工夫事項） 
◎北海道の新たな給付型奨学金制度 
 ○対象者～生活保護受給世帯又は市町村民税所得割非課税世帯 
 ○支給額～公立：第１子⇒37,400円 

23歳未満の扶養されている兄等がいる第２子以降⇒129,700円 
      私立：第１子⇒38,000円 

23歳未満の扶養されている兄等がいる第２子以降⇒138,000円 
◎平成 27年度以降の市奨学金 
 ①文部科学省が行った高校生の学習費調査において、公立高校で必要な学習費が年13万円
程度となっている。 
②子育てに対する支援、人づくりに対する支援は市推進計画において重点プロジェクトに

位置付けられている。 
以上のことから、市奨学金の支給基準を満たす者の中で、23歳未満の扶養されている兄、

姉がいる第２子以降の高校生に対しての支給は行わないこととするが、第１子に対しては満

額の年６万円を併給することとする。支給する人数枠については、これまでどおり 90人とす
ることから事業費の変更はない。 
（平成 26年度に申請を行った高校１年生 49名のうち、道の支給要件を満たす第１子の者：

13名、第２子以降の者：9名） 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

区分 事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

変更前 5,400千円 月 5,000円の給付型奨学金を支給 

変更後 5,400千円       〃 

平成 
28 
年度 

変更前 5,400千円 月 5,000円の給付型奨学金を支給 

変更後 5,400千円       〃 

平成 
29 
年度 

変更前 5,400千円 月 5,000円の給付型奨学金を支給 

変更後 5,400千円       〃 
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2015推進計画 個別事業調書 

教育総務課 

事業名 大曲中学校増築校舎大規模改造事業 

新  規 市推進計画 
章-節-施策 2-2-2 教育推進計画 

政策-施策-番号 3-11-新規 

事業概要 
 大曲中学校増築校舎は、昭和53年度から平成 2年度にかけて 3回増築され、築後 36年か
ら 24年が経過し、老朽化が顕著であるため、校舎の大規模改造工事を実施する。 
 
 校舎 ： 昭和53年度 鉄筋コンクリート造3階建て 床面積 867㎡ 
      昭和59年度 鉄筋コンクリート造3階建て 床面積 1,259㎡ 
      平成2年度  鉄筋コンクリート造3階建て 床面積 1,934㎡ 
 
平成 29年度 校舎大規模改造工事に伴う実施設計委託 
 
平成 30年度 工事及び工事監理委託 
       校舎内外部改修、付帯電気設備、機械設備工事 一式 

※ 屋外キュービクルの更新を含む 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

  

平成 
28 
年度 

  

平成 
29 
年度 

8,430千円 実施設計委託 

 

15



 

 

2015推進計画 個別事業調書 

教育総務課 

事業名 小中学校周辺環境整備事業 

新  規 市推進計画 
章-節-施策 2-2-2 教育推進計画 

政策-施策-番号 3-11-新規 

事業概要 
市内小中学校敷地内にある駐車場舗装やｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞなどの外構工事、屋外物置などの付属建

築物及び屋外施設（グランド散水栓、テニスコート、フェンス、防球ネット等）を計画的に

更新する。 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

12,696千円 
広葉中学校駐車場整備修繕 6,696千円 
大曲小、北の台小屋外物置更新 3,000千円×2棟 
 

平成 
28 
年度 

10,664千円 

大曲小学校外構整備修繕（ｱｽﾌｧﾙﾄ補修+一部車両用ｸﾞﾚｰﾁ
ﾝｸﾞ更新） 1,664千円 
広葉中、大曲中屋外物置更新 3,000千円×2棟 
大曲中学校グランド散水栓工事 3,000千円 

平成 
29 
年度 

13,545千円 

東部小学校駐車場整備修繕 1,545千円 
西の里中、東部中、西部中屋外物置更新 3,000千円×3
棟 
西の里中学校グランド散水栓工事 3,000千円 
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2015推進計画 個別事業調書 

社会教育課 

事業名 国際交流事業 

見直し 市推進計画 
章-節-施策 2-10-3 教育推進計画 

政策-施策-番号 4-13-001 

事業概要 （見直し内容・工夫事項） 
・国際的視野と豊かな国際感覚を持った人材を育てるため、高校生を対象としたカナダ・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。 
 
【見直し内容】 
・国際交流協議会の事業を浸透させるため、事業の強化や会員数の増加図り、市民に支援し

てもらえる事業とする。 
・交流派遣事業の個人負担を１９万円から１５万円に引き下げる。 
・25周年記念事業の実施。 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

区分 事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

変更前 0  

変更後 1,714千円 サスカツーン市への派遣  1,564千円 
２５周年記念事業の実施   150千円 

平成 
28 
年度 

変更前 0  

変更後 392千円 サスカツーン市からの受入れ 

平成 
29 
年度 

変更前 0  

変更後 1,564千円 サスカツーン市への派遣 
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2015推進計画 個別事業調書 

社会教育課 

事業名 中央公民館活動推進事業 

見直し 市推進計画 
章-節-施策 2-4-2 教育推進計画 

政策-施策-番号 4-13-003 

事業概要 （見直し内容・工夫事項） 
・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・発表の機会や活動の場を提

供する。 
 
【見直し内容】 
・指定管理者制度の導入を目指す。 
・「公民館まつり」は「元気フェスティバル」に統合、「ワクワク公民館子どもまつり」は、

生涯学習振興会と連携した事業として検討する。 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

区分 事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

変更前 355千円 公民館子どもまつり交付金 
公民館まつり交付金 

変更後 355千円 公民館子どもまつり交付金 
公民館まつり交付金 

平成 
28 
年度 

変更前 355千円 公民館子どもまつり交付金 
公民館まつり交付金 

変更後 355千円 公民館子どもまつり交付金 
公民館まつり交付金 

平成 
29 
年度 

変更前 355千円 公民館子どもまつり交付金 
公民館まつり交付金 

変更後 355千円 公民館子どもまつり交付金 
公民館まつり交付金 
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2015推進計画 個別事業調書 

文化課 

事業名 生涯学習支援情報システム推進事業 

工  夫 市推進計画 
章-節-施策 2-4-2 教育推進計画 

政策-施策-番号 4-13-004 

事業概要 （見直し内容・工夫事項） 
【事業概要】 
 生涯学習支援情報システムを運用し、図書館及び生涯学習の拠点施設が持つ学習機能を充

実させる。 
 平成26年度以降、新システムに移行した。（５年間長期継続契約） 
 この際、市ホームページと情報が重複していた「学び舎楓」を廃止し、経費の抑制を図っ

た。 
  
工夫 
 平成２７年度は、芸術文化ホール利用者のため各諸室のｗｉ－ｆｉ化を行い、全諸室に情

報コンセントを増設し、利用者の利便性を図る。 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

区分 事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

変更前 15,995千円 システム運用。 

変更後 14,034千円 システム運用。ｗｉ－ｆｉ機能導入。 

平成 
28 
年度 

変更前 15,995千円 システム運用。 

変更後 13,784千円 システム運用。 

平成 
29 
年度 

変更前 15,995千円 システム運用。 

変更後 13,784千円 システム運用。 

 

19



 

 

2015推進計画 個別事業調書 

社会教育課 

事業名 西の里公民館改修事業 

新  規 市推進計画 
章-節-施策 2-4-3 教育推進計画 

政策-施策-番号 4-14-002 

事業概要 
 
○平成21年度の耐震診断の結果、構造耐震指標値（Is）が0.470で、耐震改修促進法で定め

られた基準値0.6を下回っていることから、耐震改修工事を実施する。 
 
 
    
 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

2,720千円 実施設計委託 

平成 
28 
年度 

12,620千円 改修工事 

平成 
29 
年度 
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2015推進計画 個別事業調書 

社会教育課 

事業名 フレンドリーセンター施設解体工事事業 

新  規 市推進計画 
章-節-施策 2-4-3 教育推進計画 

政策-施策-番号 4-14-003 

事業概要 
○施設の老朽化に伴い、施設を廃止し、解体工事を行う。解体後は、土地を社会福祉法人き

たひろしま福祉会に返還する。 
 
   

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

1,194千円 施設解体工事設計委託   

平成 
28 
年度 

34,053千円 施設解体工事委託      

平成 
29 
年度 
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2015推進計画 個別事業調書 

社会教育課 

事業名 林間学園・レクリエーションの森整備事業 

新  規 市推進計画 
章-節-施策 2-4-3 教育推進計画 

政策-施策-番号 4-14-新規 

事業概要 
 
 老朽化した施設、遊具について改修工事を行う。 
 
  ・ 現在、遊歩道に設置している２４基の遊具について、コースを縮小し１２基の遊具を設
置する。 

 ・就学前の子どもも利用可能な遊具を水辺の広場に新たに５基設置する。 
 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

6,772千円 実施設計委託 

平成 
28 
年度 

57,605千円 改修工事 

平成 
29 
年度 

66,613千円 改修工事 
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2015推進計画 個別事業調書 

社会教育課 

事業名 自然の森キャンプ場整備事業 

新  規 市推進計画 
章-節-施策 2-4-3 教育推進計画 

政策-施策-番号 4-14-新規 

事業概要 
駐車場が不足していることから、駐車場用地を取得し整備する。 
 
用地取得費 10,000千円（2,500㎡×4千円） 
不動産鑑定料 500千円 
測量費 500千円 
整備費 4,200千円（砂利整地） 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

15,200千円 駐車場用地の取得、整備 

平成 
28 
年度 

  

平成 
29 
年度 
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2015推進計画 個別事業調書 

エコミュージアムセンター 

事業名 エコミュージアム普及推進事業 

見直し 市推進計画 
章-節-施策 2-5-1 教育推進計画 

政策-施策-番号 5-15-001 

事業概要 （見直し内容・工夫事項） 
エコミュージアムセンターは、従来の博物館的要素のみばかりではなく、地域に残る文化

遺産や自然遺産などを現地において保存・育成・展示することを通して地域づくりやまちづ

くりを行政と市民が協働して進めるための拠点施設としての機能を持つセンター施設を活用

するとともに、市内の文化遺産見学等をとおして郷土愛を育む学習機会を提供する。 
【事業目的】 
貴重な郷土資料を保護するとともに常設展示や企画展示、まちを好きになる市民大学など

の各種事業を通して市民の参加や学校などとの連携を図り、自分たちのまちを誇りに思える

ようにすることを目的とする。 
拠点施設では、収集された資料が永年にわたり保管・管理され、市民が学ぶ機会の拠点や

学校教育における活用などを促進するとともに、エコミュージアム全体を運営する機能を備

える。 
【見直し点】 
・エコミュージアム拠点施設等整備事業の継続（H26で廃止） 
・施設の運営や維持管理に係る予算の増額 
（使用料及び賃借料（1,793千円）、委託料（534千円）の増額（2,327千円）） 
※エコミュージアム普及推進事業（拡大）（H27／2,264千円、H28／2,704千円）と合体 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

区分 事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

変更前 2,941千円 まちを好きになる市民大学、市内見学バスツアー、常設展示、
企画展示、講演会、エコミュージアム推進委員会の開催 

変更後 5,268千円 
施設の維持管理、まちを好きになる市民大学、市内見学バス

ツアー、常設展示、企画展示、講演会、エコミュージアム推

進委員会の開催 

平成 
28 
年度 

変更前 3,381千円 
事業推進委員会の設立と事業委託 
まちを好きになる市民大学、常設展示、企画展示、講演会の

開催 

変更後 5,708千円 
事業推進委員会の設立と事業委託 
施設の維持管理、まちを好きになる市民大学、常設展示、企

画展示、講演会の開催 

平成 
29 
年度 

変更前 3,381千円 事業推進委員会の設立と事業委託 
常設展示、企画展示、講演会の開催 

変更後 5,708千円 事業推進委員会の設立と事業委託 
施設の維持管理、常設展示、企画展示、講演会の開催 
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2015推進計画 個別事業調書 

エコミュージアムセンター 

事業名 文化財保存・活用事業 

見直し 市推進計画 
章-節-施策 2-5-2 教育推進計画 

政策-施策-番号 5-16-001 

事業概要 （見直し内容・工夫事項） 
【事業概要】 
市内には、国指定文化財と市指定文化財がある。いずれも自然・地質及び歴史的に非常に

貴重なものであり、郷土の自然や歴史を後世に伝えるため適切な保存を図る必要があるだけ

でなく、近年は文化財見学を目的に施設を訪れる方が増えていることから、シティセールス

の最前線を担う事業ともなっている。 
 
【事業の目的】 
北広島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、本事業を実施する。 
 
【見直し点】 
・修繕料の見直し 
・ライトアップ用のフェーダー及びコントロール用配線の購入（500千円（H27のみ）） 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

区分 事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

変更前 5,816千円 
旧島松駅逓所開館・周辺整備事業、東記念館収蔵室維持管理、

文化財等調査補助員の配置、北広島市水稲赤毛種保存会への

助成 

変更後 6,472千円 
旧島松駅逓所開館・周辺整備事業、東記念館収蔵室維持管理、

文化財等調査補助員の配置、北広島市水稲赤毛種保存会への

助成、ライトアップ用機材の購入 

平成 
28 
年度 

変更前 5,816千円 
旧島松駅逓所開館・周辺整備事業、東記念館収蔵室維持管理、

文化財等調査補助員の配置、北広島市水稲赤毛種保存会への

助成 

変更後 5,972千円 
旧島松駅逓所開館・周辺整備事業、東記念館収蔵室維持管理、

文化財等調査補助員の配置、北広島市水稲赤毛種保存会への

助成 

平成 
29 
年度 

変更前 5,816千円 
旧島松駅逓所開館・周辺整備事業、東記念館収蔵室維持管理、

文化財等調査補助員の配置、北広島市水稲赤毛種保存会への

助成 

変更後 5,972千円 
旧島松駅逓所開館・周辺整備事業、東記念館収蔵室維持管理、

文化財等調査補助員の配置、北広島市水稲赤毛種保存会への

助成 
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2015推進計画 個別事業調書 

文化課 

事業名 文化施設修繕事業 

その他 市推進計画 
章-節-施策 2-7-1 教育推進計画 

政策-施策-番号 7-19-004 

事業概要 （見直し内容・工夫事項） 
【事業概要】 
 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も考慮し

ながら、保守点検等で不具合が確認された設備や箇所を計画的に修繕する。 
（見直し 6内容・工夫事項） 
 平成26年度以降の３カ年計画策定時において、施設全体が一斉に経年劣化していることか
ら、修繕計画（案）を策定し、開館しながら修繕を行える箇所（屋上防水シートの修繕等）、

長期間休館を要する大規模修繕を想定し計画を見直した。 
 
 
その他  
 平成27 年度において、今後の大規模改修に備え引き続き改修計画について検討し、平成
28年度に実施設計の策定に着手する。 
  なお、事業費の増加は、積算された改修工事額の変更によるものである。 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

区分 事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

変更前 24,360千円 吊物・活動室 1・2 屋上防水改修工事（その２）
／図書館空調設備修繕 

変更後 26,330千円 
吊物・活動室 1・2 屋上防水改修工事（その２）
／ホール、活動室、図書館閲覧用、ＡＶサロン等

椅子修繕 

平成 
28 
年度 

変更前 24,460千円 ガレリア・図書館屋上防水改修工事（その３）／
非常誘導灯交換工事 

変更後 26,843千円 
ガレリア・図書館屋上防水改修工事（その３）／

非常誘導灯交換工事、 
※大規模改修実施設計（事業費未定） 

平成 
29 
年度 

変更前 24,497千円 図書館屋上防水改修工事（その４）／芸術文化ホ
ール・図書館空調設備修繕 

変更後 26,927千円 変更なし 
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2015推進計画 個別事業調書 

文化課 

事業名 芸術文化ホール設備修繕事業 

その他 市推進計画 
章-節-施策 2-7-1 教育推進計画 

政策-施策-番号 7-19-005 

事業概要 （見直し内容・工夫事項） 
【事業概要】 
 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も考慮し

ながら、保守点検等で不具合が確認された設備や箇所を計画的に修繕する。 
 
 施設全体が一斉に経年劣化していることから、修繕計画（案）を策定し、開館しながら修

繕を行える箇所、長期間休館を要する大規模修繕を考慮し計画を見直した。 
 なお、舞台修繕及び備品等の更新に当たっては、専門的見地からの助言を聞きながら、計

画を見直していく。 
 見積もり内容の精査の結果、年度別事業計画額を増額した。 
 
 
その他  
 平成27 年度において、今後の大規模改修に備え引き続き改修計画について検討し、平成
28年度に実施設計の策定に着手する。 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

区分 事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

変更前 10,884千円 舞台設備等修繕、音響設備等修繕、外国製ピアノ
弦張り替え修繕 

変更後 12,580千円 舞台設備等修繕（操作・制御盤一般部品交換修
繕）、外国製ピアノ弦張り替え修繕 

平成 
28 
年度 

変更前 9,990千円 舞台設備等修繕、音響設備等修繕、照明設備等修
繕 

変更後 13,000千円 諸幕交換（黒幕等）、オペラカーテン部品交換、
※大規模改修実施設計（事業費未定） 

平成 
29 
年度 

変更前 12,540千円 オペラカーテン交換、幕開閉レール・ランナー修
繕、音響設備等修繕、照明設備等修繕 

変更後 12,540千円 変更なし 
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2015推進計画 個別事業調書 

社会教育課 

事業名 きたひろしま３０ｋｍロードレース連携事業 

見直し 市推進計画 
章-節-施策 2-8-1 教育推進計画 

政策-施策-番号 8-21-001 

事業概要 （見直し内容・工夫事項） 
健康で生きがいのあるスポーツ活動の促進を図るためにきたひろしま３０ｋｍロードレー

スを開催する実行委員会へ補助金を交付する。 
 
【見直し内容】 
 今年度で、交付金は終了予定であったが、参加料のみの運営では本事業のさらなる充実、

改善が難しい。参加者のほとんどは市外の方々ということもあり、シティセールスの観点よ

り、北広島の魅力を発信する事業として、交付金を活用した事業展開を図る。 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

区分 事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

変更前 0千円  

変更後 300千円 きたひろしま 30 ㎞ロードレース実行委員会に助
成 

平成 
28 
年度 

変更前 0千円  

変更後 300千円 きたひろしま 30 ㎞ロードレース実行委員会に助
成 

平成 
29 
年度 

変更前 0千円  

変更後 300千円 きたひろしま 30 ㎞ロードレース実行委員会に助
成 
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2015推進計画 個別事業調書 

社会教育課 

事業名 市民スポーツ活動推進事業 

見直し 市推進計画 
章-節-施策 2-8-1 教育推進計画 

政策-施策-番号 8-21-002 

事業概要 （見直し内容・工夫事項） 
市民だれもが、生涯にわたりスポーツ・レクリエーション活動に親しむことができるよう、

生涯スポーツ活動をはじめ、児童生徒・障がいのある人のスポーツ・レクリエーション活動

の支援を推進する。 
 
【見直し内容】 
各事業への支援の必要性について検討を行ったが、各事業とも毎年度見直しをしながら実

施しており、平成 27年度においても、予算の範囲内で実施し、検討を行っていく。 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

区分 事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

変更前 500千円 

・障がい者スポーツ大会、ティーボール大会の支

援 

・スーパードッジボール大会ほかスポーツ・レク

リェーション活動の実施 

変更後 500千円 

・障がい者スポーツ大会、ティーボール大会の支

援 

・スーパードッジボール大会ほかスポーツ・レク

リェーション活動の実施 

平成 
28 
年度 

変更前 400千円 

・障がい者スポーツ大会、ティーボール大会の支

援 

・スーパードッジボール大会ほかスポーツ・レク

リェーション活動の実施 

変更後 400千円 

・障がい者スポーツ大会、ティーボール大会の支

援 

・スーパードッジボール大会ほかスポーツ・レク

リェーション活動の実施 

平成 
29 
年度 

変更前 257千円 

・障がい者スポーツ大会、ティーボール大会の支

援 

・スーパードッジボール大会ほかスポーツ・レク

リェーション活動の実施 

変更後 257千円 

・障がい者スポーツ大会、ティーボール大会の支

援 

・スーパードッジボール大会ほかスポーツ・レク

リェーション活動の実施 
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2015推進計画 個別事業調書 

社会教育課 

事業名 全国中学生空手道選抜大会連携事業 

見直し 市推進計画 
章-節-施策 2-8-3 教育推進計画 

政策-施策-番号 8-22-002 

事業概要 （見直し内容・工夫事項） 
全国中学生空手道選抜大会を開催することにより、北広島市を全国にＰＲするとともに、

空手道を通じた青少年の健全育成を図る。 
 
【見直し内容】 
平成 27年度で 10回目となり終了となるため、記念大会と位置づけ、参加選手に記念品を

配付する。 
 550,000円（1,100人×500円） 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

区分 事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

変更前 4,500千円 全国中学生空手道選抜大会実行委員会に助成 

変更後 5,050千円 全国中学生空手道選抜大会実行委員会に助成 

平成 
28 
年度 

変更前   

変更後   

平成 
29 
年度 

変更前   

変更後   
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2015推進計画 個別事業調書 

社会教育課 

事業名 スポーツ大会出場支援事業 

見直し 市推進計画 
章-節-施策 2-8-2 教育推進計画 

政策-施策-番号 8-22-004 

事業概要 （見直し内容・工夫事項） 
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

出場する団体・個人に費用の一部を助成する。 
 
【見直し内容】 
 対象とする大会の規定や助成対象者の見直しを行う。また、近年は当初予算では不足し、

補正を行っている状況から、事業費を増額する。 
  全国 団体1,000千円（5件×200千円） 
     個人 200千円（10件×20千円） 
  全道 団体 250千円（5件×50千円） 
     個人  50千円（10件×5千円） 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

区分 事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

変更前 1,000千円 スポーツ大会出場費の助成 

変更後 1,500千円 スポーツ大会出場費の助成 

平成 
28 
年度 

変更前 1,000千円 スポーツ大会出場費の助成 

変更後 1,500千円 スポーツ大会出場費の助成 

平成 
29 
年度 

変更前 1,000千円 スポーツ大会出場費の助成 

変更後 1,500千円 スポーツ大会出場費の助成 
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2015推進計画 個別事業調書 

社会教育課 

事業名 学校施設（体育館）開放事業 

拡  大 市推進計画 
章-節-施策 2-8-2 教育推進計画 

政策-施策-番号 8-23-003 

事業概要 
市民の健康維持及び体力向上に資するため、小中学校体育館の開放を行いスポーツ活動の

場を提供する。                                                                                                                   

  
【前回推進計画からの変更点】 
・西の里地区の利用団体の利用日や利用時間が不足していることから、西の里中学校を新た

に対象施設とし、学校開放を 13校から 14校に増やし事業実施する。 
 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

区分 事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

既存分 4,969千円 市内小中学校の体育館で実施（13校） 

拡大分 304千円 市内小中学校の体育館で実施（14校） 

平成 
28 
年度 

既存分 4,969千円 市内小中学校の体育館で実施（13校） 

拡大分 304千円 市内小中学校の体育館で実施（14校） 

平成 
29 
年度 

既存分 4,969千円 市内小中学校の体育館で実施（13校） 

拡大分 304千円 市内小中学校の体育館で実施（14校） 

 

32



 

 

2015推進計画 個別事業調書 

社会教育課 

事業名 運動広場整備事業 

見直し 市推進計画 
章-節-施策 2-8-2 教育推進計画 

政策-施策-番号 8-23-004 

事業概要 （見直し内容・工夫事項） 
市民のスポーツ・レクリエーションや市民の集い・交流・健康づくりの場として運動広場

を整備する。 
 

【見直し内容】 
 運動公園工事及び付帯する道路改良工事を実施する。 
 
 

年
度
別
事
業
計
画 

年度 
計   画   内   容 

区分 事業費 事  業  内  容 

平成 
27 
年度 

変更前 0  

変更後 0  

平成 
28 
年度 

変更前 0  

変更後 15,000千円 基本設計委託設計委託 

平成 
29 
年度 

変更前 0  

変更後 456,000千円 用地買収及び実施設計委託 
道路改良工事実施設計委託 
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【継続事業における見直し・工夫した事業】

変更 H27 H28 H29

変更前 68,359 76,300 84,000

変更後 68,731 78,221 86,635

変更前 10 10 10

変更後 0 0 0

変更前 121,260 121,260 121,260

変更後 126,471 126,882 122,226

変更前 5,400 5,400 5,400

変更後 5,400 5,400 5,400

変更前 0 0 0

変更後 120 120 120

変更前 355 355 355

変更後 355 355 355

変更前 15,995 15,995 15,995

変更後 14,034 13,784 13,784

変更前 2,941 3,381 3,381

変更後 5,268 5,708 5,708

変更前 5,816 5,816 5,816

変更後 6,472 5,972 5,972

変更前 24,360 24,460 24,497

変更後 26,330 26,843 26,927

変更前 10,884 9,990 12,540

変更後 12,580 13,000 12,540

変更前 0 0 0

変更後 300 300 300

変更前 500 400 257

変更後 500 400 257

変更前 1,000 1,000 1,000

変更後 1,500 1,500 1,500

変更前 0 0 0

変更後 0 15,000 456,000

変更前 4,500 0 0

変更後 5,050 0 0

変更前 0 0 0

変更後 1,714 392 1,564
17
国際交流事業
【社会教育課】

国際交流協議会の事業を浸透させるため、事業の強化や
会員数の増加を図り市民に支援してもらえる事業として
いく。交流派遣事業の個人負担を引き下げる。

15
運動広場整備事業
【社会教育課】

市民のスポーツ・レクリエーションや集い・交流・健康
づくりの場として運動広場を整備する。

16
全国中学生空手道
選抜大会連携事業
【社会教育課】

平成27年度で10回目となり終了となるため、記念大会と
位置づけ、参加記念品を配付する。

13
市民スポーツ活動
推進事業
【社会教育課】

各事業への支援の必要性について検討を行ったが、各事
業とも毎年度見直しをしながら実施しており、平成27年
度においても、予算の範囲内で実施し検討を行う。

14
スポーツ大会出場
支援事業
【社会教育課】

対象とする大会の規定や助成対象者の見直しを行い、平
成27年度から実施する。

11
芸術文化ホール設
備修繕事業
【文化課】

H27年度について、専門的な助言により閉館を伴わない
内容で優先的に行うことが必要な舞台設備及び外国製ピ
アノ弦張り替え修繕を実施する。

12

きたひろしま30㎞
ロードレース連携
事業
【社会教育課】

今年度で、交付金は終了予定であったが、参加料のみの運営では本
事業のさらなる充実、改善が難しい。参加者のほとんどは市外の
方々ということもあり、シティセールスの観点より、北広島の魅力
を発信する事業として、交付金を活用した事業展開を図る。

9

文化財保存・活用
事業
【ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑｾﾝ
ﾀｰ】

旧島松駅逓所のライトアップに必要な機材の購入と駅逓
所庭内樹木の修景整備を行う。

10
文化施設修繕事業
【文化課】

H27年度について、開館時においても実施可能な屋上防
水改修工事、利用者用椅子の修繕を実施する。

7
生涯学習支援情報
システム推進事業
【文化課】

H26年度以降、新システムへの移行に伴い、市のホーム
ページと情報が重複していた「学び舎楓」を廃止し、経
費の抑制を図った。その他、H27年度に諸室へwi-fi機能
を導入する。

8

エコミュージアム
普及推進事業
【ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑｾﾝ
ﾀｰ】

エコミュージアム拠点施設等整備事業の内容を移行し、
施設の維持・管理・運営に係る経費及び除湿機の購入に
ついて見直しを行う。

5
家庭教育支援事業
【社会教育課】

子どもの生活習慣の改善を目的とした実践活動として、
シンポジュウムのほか、宿泊型の体験事業について検討
する。

6
中央公民館活動推
進事業
【社会教育課】

指定管理制度の導入を目指す。「公民館まつり」は「元
気フェスティバル」に統合、「ワクワク公民館子どもま
つり」は、生涯学習振興会と連携した事業として検討す
る。

3
要保護・準要保護
児童生徒援助事業
【学校教育課】

生活扶助基準の改定が準要保護者への就学援助に影響を
及ぼさないようにするという国の意向を受け、現行の就
学援助基準額と変わらないよう基準額を段階的に改定す
る。

4
奨学金支給事業
【学校教育課】

北海道が支給を開始した給付型奨学金制度により、市の
奨学金を超える額の支給を受けることができる者への支
給を取りやめるが、それ以外の支給要件を満たす者へは
これまでどおりの支給とする。

1
学校ICT環境整備
事業
【教育総務課】

平成28年度から各小中学校へ校務支援システムの整備を
図るため、校務用パソコン更新年度の延長やプロジェク
ター更新経費の縮減など既存計画事業の見直しを行う。

2
学校施設開放事業
【教育総務課】

現在、西部小学校、大曲東小学校の2校について、校舎の学校開放
施設として位置づけられ運用されているが、学校開放施設でなくて
も、施設の利用に関して、学校長の許可により本事業の２校を含む
学校施設の利用が可能なことから規則の一部改正を行い、平成27年
度より本事業を廃止する。

2015推進計画　新規・拡大・見直し等事業一覧

№ 事業名 見直し内容・変更事項
事業費（千円）



【拡大事業】

変更 H27 H28 H29

既存分 558 64 64

拡大分 128 128 128

既存分 6,569 7,702 7,702

拡大分 1,277 1,277 7,174

既存分 13,165 13,057 13,067

拡大分 292 292 292

既存分 5,793 5,764 5,764

拡大分 3,207 3,207 3,207

既存分 940 940 940

拡大分 988 988 988

既存分 4,969 4,969 4,969

拡大分 304 304 304

№ 事業名 事業概要
事業費（千円）

2015推進計画　新規・拡大・見直し等事業一覧

1

食に関する指導の
推進事業
【学校給食セン
ター】

学校給食、教科等を通して自分で健康を考える力を営む
ため、食の指導を図る。また、安心安全な給食を提供し
ていくため、食物アレルギー及び異物混入に対する取組
みを行っていく。

2

学校給食衛生管理
事業
【学校給食セン
ター】

平成26年度において施設備品の購入に対し見直しを行っ
たが、各備品が10年を超え補修不可能となってきたこと
から、平成27年度より計画的にリース契約により備品の
入れ替えを実施する。

3
不登校いじめ対
策・教育相談事業
【青少年課】

市内各小中学校等を対象とし、いじめに関して効果的な
研修等を行なうための費用を確保する。
事業名に「いじめ」を入れて名称変更する。

4
青少年安全対策事
業
【青少年課】

北広島団地内の小学校統合地区における通学路安全確保
のため、通学路安全指導員を配置する。また市内で不審
者の出没等があった場合、当該地区へ指導員を派遣し、
巡回する体制を整備していく。

5
放課後子ども教室
事業
【青少年課】

放課後子ども教室について国の拡大方針を受け、その準
備として希望する学校で今後の本事業の拡大に向けた市
単独事業を実施する。

6
学校施設（体育
館）開放事業
【社会教育課】

西の里中を新たに開放する。また、有料化の実施に伴
い、管理を委託化し、備品等の充実を図る。



【継続事業における見直し・工夫した事業】

変更 H27 H28 H29

変更前 68,359 76,300 84,000

変更後 68,731 78,221 86,635

変更前 10 10 10

変更後 0 0 0

変更前 121,260 121,260 121,260

変更後 126,471 126,882 122,226

変更前 5,400 5,400 5,400

変更後 5,400 5,400 5,400

変更前 0 0 0

変更後 120 120 120

変更前 355 355 355

変更後 355 355 355

変更前 15,995 15,995 15,995

変更後 14,034 13,784 13,784

変更前 2,941 3,381 3,381

変更後 5,268 5,708 5,708

変更前 5,816 5,816 5,816

変更後 6,472 5,972 5,972

変更前 24,360 24,460 24,497

変更後 26,330 26,843 26,927

変更前 10,884 9,990 12,540

変更後 12,580 13,000 12,540

変更前 0 0 0

変更後 300 300 300

変更前 500 400 257

変更後 500 400 257

変更前 1,000 1,000 1,000

変更後 1,500 1,500 1,500

変更前 0 0 0

変更後 0 15,000 456,000

変更前 4,500 0 0

変更後 5,050 0 0

変更前 0 0 0

変更後 1,714 392 1,564
17
国際交流事業
【社会教育課】

国際交流協議会の事業を浸透させるため、事業の強化や
会員数の増加を図り市民に支援してもらえる事業として
いく。交流派遣事業の個人負担を引き下げる。

15
運動広場整備事業
【社会教育課】

市民のスポーツ・レクリエーションや集い・交流・健康
づくりの場として運動広場を整備する。

16
全国中学生空手道
選抜大会連携事業
【社会教育課】

平成27年度で10回目となり終了となるため、記念大会と
位置づけ、参加記念品を配付する。

13
市民スポーツ活動
推進事業
【社会教育課】

各事業への支援の必要性について検討を行ったが、各事
業とも毎年度見直しをしながら実施しており、平成27年
度においても、予算の範囲内で実施し検討を行う。

14
スポーツ大会出場
支援事業
【社会教育課】

対象とする大会の規定や助成対象者の見直しを行い、平
成27年度から実施する。

11
芸術文化ホール設
備修繕事業
【文化課】

H27年度について、専門的な助言により閉館を伴わない
内容で優先的に行うことが必要な舞台設備及び外国製ピ
アノ弦張り替え修繕を実施する。

12

きたひろしま30㎞
ロードレース連携
事業
【社会教育課】

今年度で、交付金は終了予定であったが、参加料のみの運営では本
事業のさらなる充実、改善が難しい。参加者のほとんどは市外の
方々ということもあり、シティセールスの観点より、北広島の魅力
を発信する事業として、交付金を活用した事業展開を図る。

9

文化財保存・活用
事業
【ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑｾﾝ
ﾀｰ】

旧島松駅逓所のライトアップに必要な機材の購入と駅逓
所庭内樹木の修景整備を行う。

10
文化施設修繕事業
【文化課】

H27年度について、開館時においても実施可能な屋上防
水改修工事、利用者用椅子の修繕を実施する。

7
生涯学習支援情報
システム推進事業
【文化課】

H26年度以降、新システムへの移行に伴い、市のホーム
ページと情報が重複していた「学び舎楓」を廃止し、経
費の抑制を図った。その他、H27年度に諸室へwi-fi機能
を導入する。

8

エコミュージアム
普及推進事業
【ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑｾﾝ
ﾀｰ】

エコミュージアム拠点施設等整備事業の内容を移行し、
施設の維持・管理・運営に係る経費及び除湿機の購入に
ついて見直しを行う。

5
家庭教育支援事業
【社会教育課】

子どもの生活習慣の改善を目的とした実践活動として、
シンポジュウムのほか、宿泊型の体験事業について検討
する。

6
中央公民館活動推
進事業
【社会教育課】

指定管理制度の導入を目指す。「公民館まつり」は「元
気フェスティバル」に統合、「ワクワク公民館子どもま
つり」は、生涯学習振興会と連携した事業として検討す
る。

3
要保護・準要保護
児童生徒援助事業
【学校教育課】

生活扶助基準の改定が準要保護者への就学援助に影響を
及ぼさないようにするという国の意向を受け、現行の就
学援助基準額と変わらないよう基準額を段階的に改定す
る。

4
奨学金支給事業
【学校教育課】

北海道が支給を開始した給付型奨学金制度により、市の
奨学金を超える額の支給を受けることができる者への支
給を取りやめるが、それ以外の支給要件を満たす者へは
これまでどおりの支給とする。

1
学校ICT環境整備
事業
【教育総務課】

平成28年度から各小中学校へ校務支援システムの整備を
図るため、校務用パソコン更新年度の延長やプロジェク
ター更新経費の縮減など既存計画事業の見直しを行う。

2
学校施設開放事業
【教育総務課】

現在、西部小学校、大曲東小学校の2校について、校舎の学校開放
施設として位置づけられ運用されているが、学校開放施設でなくて
も、施設の利用に関して、学校長の許可により本事業の２校を含む
学校施設の利用が可能なことから規則の一部改正を行い、平成27年
度より本事業を廃止する。
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