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第１節　「生きる力」を育む学校教育の推進

幼稚園就園準備支
援事業

[ 一般会計 ]

保育課 事業費（千円）

48,001

【 継続事業 】

幼稚園就園奨励費
事業

[ 一般会計 ]

保育課 事業費（千円） 48,001 48,001

1,342 1,342

施策７　社会の変化や課題に対応した教育の推進

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６　特別支援教育の充実

施策５　ICTの活用による教育の充実

1,250

【 継続事業 】

私立幼稚園（施設型給付の幼稚園を除
く。）を利用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、補助を実施する。

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

【施策１　幼児教育の振興・充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

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

【 継続事業 】

幼稚園の実施する満2歳児を対象とした子
育て支援事業に参加する保護者の負担軽
減を行い、幼児教育への参加を支援す
る。

子育て支援事業の参加
費を助成

子育て支援事業の参加
費を助成

子育て支援事業の参加
費を助成

【 継続事業 】

幼児教育の振興と保護者の負担軽減を図
るため、幼稚園教員研修、教材教具の整
備並びに障がい児の受け入れに係る人件
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、障がい児教育費に
助成

私立幼稚園の設置者に
対し、教材費及び職員
研修、障がい児教育費に
助成

私立幼稚園の設置者に
対し、教材費及び職員
研修、障がい児教育費に
助成

6,886

幼稚園協会に助成

幼稚園協会連携事
業

[ 一般会計 ]

保育課 事業費（千円） 160 160 160

幼稚園振興事業

[ 一般会計 ]

保育課 事業費（千円） 6,886 6,886
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幼保小連携推進事
業

懇話会の開催
幼保小連携に関する講演
会・研修会（教員間交流・
研修）
キャリア教育的交流
異学年交流
保護者間交流
情報交換会

懇話会の開催
幼保小連携に関する講演
会・研修会（教員間交流・
研修）
キャリア教育的交流
異学年交流
保護者間交流
情報交換会[ 一般会計 ]

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

小中一貫教育課 事業費（千円） 100 110

【 継続事業 】 乳幼児期の子どもたちの健やかな成長を
保障し、幼稚園や保育園の教育・保育環
境から小学校の学習・生活環境への円滑
な接続を行うため、交流会や研修会を継
続的に実施し、幼稚園・保育園・小学校そ
れぞれの担当者間・子ども同士・保護者間
の共通理解や連携を深め、就学前教育・
保育と小学校教育の連続性と「学びの芽
生え」「自覚的な学び」の育成を図る。

懇話会の開催
幼保小連携に関する講演
会・研修会（教員間交流・
研修）
キャリア教育的交流
異学年交流
保護者間交流
情報交換会

7,842 7,842

【 継続事業 】

小中学校に心の教室相談員を配置し、児
童生徒の悩みや不安、ストレス等の解消
を図るとともに、いじめや不登校の未然防
止と早期把握に努める。

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

学校教育振興事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円） 7,842

110

【 継続事業 】

総合学習や学校の創意工夫を生かした特
色ある学校づくり事業等を通して、子ども
たちの「生きる力」や、自ら課題を見つけ、
主体的、創造的に取り組む資質を養う。

特色ある学校づくり事業
総合的学習推進事業
郷土学習事業
学校行事推進事業
子どもインターンシップ事
業

特色ある学校づくり事業
総合的学習推進事業
郷土学習事業
学校行事推進事業
子どもインターンシップ事
業

特色ある学校づくり事業
総合的学習推進事業
郷土学習事業
学校行事推進事業
子どもインターンシップ事
業

【施策２　豊かな心を育む教育の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２９年度

175 175

【 継続事業 】

科学技術への興味関心を高め、児童生徒
の創意・創造性を育成するため創意工夫
展を開催する。また、日本伝統の毛筆・硬
筆を通じて児童生徒の豊かな情操を養う
ため、書写展を開催する。

創意工夫展、書写展の開
催

創意工夫展、書写展の開
催

創意工夫展、書写展の開
催

小中学校14校に心の教育
相談員を配置

心の教室相談事業

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円） 7,043 7,043 7,043

平成３０年度 平成３１年度

403 2,992

地域に根差した特色
ある学校教育推進
事業

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円） 382

175

【 継続事業 】

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、道徳時間な
どを中心とした豊かな心を養う教育の充実
や、きたひろ夢ノートを活用したキャリア教
育に取組む。

福祉読本編集委員会の開
催
社会科副読本編集員会の
開催
学校教育推進方針編集委
員会の開催
学校教育推進方針の印刷
きたひろ夢ノートの印刷
福祉読本の印刷
道徳準教科書の購入

福祉読本編集委員会の開
催
社会科副読本編集員会の
開催
学校教育推進方針編集委
員会の開催
学校教育推進方針の印刷
きたひろ夢ノートの印刷

福祉読本編集委員会の開
催
社会科副読本編集員会の
開催
学校教育推進方針編集委
員会の開催
学校教育推進方針の印刷
きたひろ夢ノートの印刷
社会科副読本の印刷

創意工夫展・書写展
事業

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円）
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

【施策３　確かな学力を育てる教育の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

学校図書購入費
図書センター資料の購入
学校図書館ネットワークシ
ステム借上げ
学校司書の配置（巡回）

学校図書館活用事
業

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円）

【 継続事業 】

「学校図書センター」を中心とし、ネット
ワークを活用した蔵書の有効活用を図る
とともに、学校司書３名を各小中学校に巡
回配置し、選書や図書館の整理、図書委
員会等と連携した学校図書館の活性化等
を図る。

学校図書購入費
図書センター資料の購入
学校図書館ネットワークシ
ステム借上げ
学校司書の配置（巡回）

学校図書購入費
図書センター資料の購入
学校図書館ネットワークシ
ステム借上げ
学校司書の配置（巡回）

17,012 16,771 16,771

【 継続事業 】

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

学力向上推進事業

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円） 5,347 5,474

【 継続事業 】

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
全国学力・学習状況調
査への参加
学力向上ＰＴの開催

標準学力検査の実施
全国学力・学習状況調
査への参加
学力向上ＰＴの開催

標準学力検査の実施
全国学力・学習状況調
査への参加
学力向上ＰＴの開催

2,421 2,421

【施策４　健やかな体を育てる教育の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

学校教育相談員活
用事業

[ 一般会計 ]

小中一貫教育課 事業費（千円） 2,519

5,474

中学校体育連盟支
援事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円） 5,323 5,323

【 継続事業 】

北広島市中学校体育連盟が実施する市
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
に事業費を交付することにより、生徒間の
交流や習得した技能を発揮する。

中体連春季大会の開催
中体連秋季大会の開催
石狩管内中体連の開催

中体連春季大会の開催
中体連秋季大会の開催
石狩管内中体連の開催

中体連春季大会の開催
中体連秋季大会の開催
石狩管内中体連の開催

2,100

全国全道中体連・中
学校文化部活動大
会出場支援事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円） 2,100

5,323

【 継続事業 】

北広島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や、予選大会を
経て全道規模以上の文化部活動大会等
に出場する場合に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
を助成
全国・全道規模の文化部
の大会に出場する経費を
助成

全国・全道中体連大会
に出場する場合の経費
を助成
全国・全道規模の文化部
の大会に出場する経費を
助成

全国・全道中体連大会
に出場する場合の経費
を助成
全国・全道規模の文化部
の大会に出場する経費を
助成

2,100
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【施策５　ICTの活用による教育の充実】

[ 一般会計 ]

学校給食センター 事業費（千円） 62 64

検討チームの開催
小学校体育授業のサポー
ト

子どもの体力向上
推進研究事業

[ 一般会計 ]

440 440

【 継続事業 】

義務教育9年間を修了するにふさわしい生
活習慣、運動能力・体力の育成に向けて、
幼稚園・保育園・小学・中学校と連携した
体育授業や学校教育活動全体の充実を
図る。

検討チームの開催
小学校体育授業のサポー
ト

検討チームの開催
小学校体育授業のサポー
ト

64

平成３０年度 平成３１年度

【 拡大事業 】

高度衛生管理への対応や、食物アレル
ギー対応、また、老朽化・狭隘化した現有
施設・設備への対応など、課題に取り組む
ための学校給食のあり方や対応方策等に
ついて検討する。

今後の給食のあり方に係
る給食運営委員会の開催
同規模・同事業実施地の
視察等

HACCP、ドライ方式、食物
アレルギー、施設設備の老
朽化等への対処

学校給食衛生管理
事業

[ 一般会計 ]

学校給食センター 事業費（千円） 5,300

学校給食衛生管理
事業（拡大）

[ 一般会計 ]

学校給食センター 事業費（千円）

【 継続事業 】

給食を実施するうえで、食品・調理施設の
安全衛生管理が最も重要であることから、
懸念される老朽化した施設設備機器類を
整備し、徹底した衛生管理により安心・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
給食施設・設備の更新
小中学校用食器の更新

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
小中学校用食器の更新

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
小中学校用食器の更新

8,188

【 継続事業 】
偏った栄養摂取により生活習慣病の若年
化が社会問題となってきている。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、給食や関連する教科等を通して
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

食に関する指導の
推進事業

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度

学校ＩＣＴ環境整備事
業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円） 73,841 82,723 82,920

927 0

8,022

学校教育課 事業費（千円） 440

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

【 継続事業 】
情報化社会へ適応するための情報処理
能力の向上、ICTを活用した授業による学
力の向上、校務処理の効率化を図るた
め、教育用（生徒児童用）、校務用（教師
用）ＰＣ、周辺機器等の計画的な更新を行
うとともに、教員の校務効率化を図るた
め、校務支援システムを導入し、教員が児
童生徒と向き合う時間を確保する。

校務用PC更新
プロジェクター更新（小学
校、中学校）
デジタル教科書の更新（小
学校、中学校）
校務支援システム運用

中学校PC教室更新
電子黒板ユニット更新
校務支援システム運用

校務支援システム運用
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【 拡大事業 】

西の里中学校陽香分校に特別支援教育
支援員を1名配置とする。

特別支援教育支援員の
追加配置（1人）
相談・指導の実施

特別支援教育支援員の
追加配置（1人）
相談・指導の実施

特別支援教育推進
事業（拡大）

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円） 1,160 1,160

特別支援教育支援員の
配置
特別支援学級介助員の配
置
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
検査器具等の整備

特別支援教育推進
事業

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円） 41,854 42,430 42,430

【施策７　社会の変化や課題に対応した教育の推進】

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

【施策６　特別支援教育の充実】

特別な支援を必要とする子どもたちの教
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・特別支援
学級介助員を配置する。

特別支援教育支援員の
配置
特別支援学級介助員の配
置
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
検査器具等の整備

特別支援教育支援員の
配置
特別支援学級介助員の配
置
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
検査器具等の整備

特別支援教育就学
奨励費援助事業

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円） 2,205

【 継続事業 】

特別支援学級へ就学する児童生徒の保
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
通学費援助も行う。

支援対象者に学用品や
通学費などの助成

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

1,936 1,936

【 継続事業 】

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

【 継続事業 】

22,905 22,220

外国語指導助手活
用事業

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円） 15,676

3,384

【 継続事業 】

児童・生徒の英語発音やコミュニケーショ
ン能力、国際理解の育成向上を目的に各
学校の外国語授業等に英語指導助手（Ａ
ＬＴ）を派遣し、外国語授業等の充実を図
る。

英語指導助手４名を計画
的に各小中学校に派遣

英語指導助手５名を計画
的に各小中学校に派遣

英語指導助手５名を計画
的に各小中学校に派遣

教育総務課 事業費（千円） 3,209

小中学生による姉妹都市東広島市との相
互訪問により、両市の友好親善を深めると
ともにふるさと意識を高める。また、広島
市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式
への参列等を通して、平和を尊ぶ心を養
い、学習成果の還流を図る。

児童生徒を東広島市に派
遣
東広島市児童生徒の受入
れ
交流校訪問（児童生徒間
交流）の実施
広島市原爆死没者慰霊式
並びに平和祈念式の参列

児童生徒を東広島市に派
遣
東広島市児童生徒の受入
れ
交流校訪問（児童生徒間
交流）の実施
広島市原爆死没者慰霊式
並びに平和祈念式の参列

児童生徒を東広島市に派
遣
東広島市児童生徒の受入
れ
交流校訪問（児童生徒間
交流）の実施
広島市原爆死没者慰霊式
並びに平和祈念式の参列

3,384

姉妹都市子ども大
使交流事業

[ 一般会計 ]
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【 継続事業 】

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
が行う活動の経費の一部を助成する。

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

【 継続事業 】 市内小・中学校に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
上を図るため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・学校関係
者評価委員を委嘱
全体会議を各校で開催

学校評議委員・学校関係
者評価委員を委嘱
全体会議を各校で開催

学校評議委員・学校関係
者評価委員を委嘱
全体会議を各校で開催

事業費（千円） 513

207

○学校運営協議会運営費
(委員報酬・会議消耗品）
○講師による講演会(講師
謝礼）
○全国ＣＳ研究大会及び
研修会参加
○他中学校区学校運営協
議会の指定（1中学校区）

837 837

学校評議員等運営
支援事業

学校教育団体活動
支援事業

[ 一般会計 ]

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

【施策１　開かれた学校づくりの推進】

4,703教育総務課 事業費（千円） 4,630 4,703

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円） 274 274

【施策２　教育環境の整備】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

【 拡大事業 】

補助金額の増額
・特別支援学級合同宿泊学習に係る旅費
・次期学習指導要領に基づくアクティブ・
ラーニングの導入やプログラミング教育の
必修化等に係る教職員の指導力向上費

補助金額の増額 補助金額の増額 補助金額の増額

私立学校教育振興
事業

[ 一般会計 ]

274

学校教育団体活動
支援事業（拡大）

1,500 1,500教育総務課 事業費（千円） 1,500

【 継続事業 】

本市に本校を有する私立高等学校が行う
教育活動を支援することにより、私立学校
の教育環境の充実と保護者への負担軽
減を図る。

市内に開校している札幌日
大高校に助成

市内に開校している札幌日
大高校に助成

市内に開校している札幌日
大高校に助成

[ 一般会計 ]

小中一貫教育課

○学校運営協議会運営費
(委員報酬・会議消耗品）
○講師による講演会(講師
謝礼）
○全国ＣＳ研究大会及び
研修会参加

[ 一般会計 ]

学校教育課

コミュニティ・スクー
ル推進事業

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

事業費（千円） 276 207

【 継続事業 】
地域とともにある学校づくりを推進するた
めのツールとして、平成２５年度に西部中
学校区に導入したコミュニティ・スクールの
これまでの実践を検証し、検証で明らかに
なった成果及び課題を踏まえ、同中学校
区における取り組みを継続して推進すると
ともに、他の中学校区に拡大するための
検討を行う。

○学校運営協議会運営費
(委員報酬・会議消耗品）
○講師による講演会(講師
謝礼）
○全国ＣＳ研究大会及び
研修会参加
○他中学校区準備検討委
員会の開催（1中学校区）
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成３１年度

各小中学校に理科教材
等の購入・更新

理科教材等整備事
業

[ 一般会計 ]

平成２９年度 平成３０年度

教育総務課 事業費（千円） 3,272 3,272 3,272

【 継続事業 】

国の補助を受け、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

学校施設管理機器
整備事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円） 2,876

3,676

【 継続事業 】

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、除雪機の購入

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、除雪機の購入

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、除雪機の購入

学校事務機器整備
事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円） 1,783 3,676

【 継続事業 】

学校事務の効率化、児童生徒の確かな学
力の定着・向上、保護者・地域との連携を
図るために、学習プリントや保護者・地域
へ配布する印刷物作成に必要な事務機器
等を整備する。

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

学校放送設備の更新

学校放送設備整備
事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円） 9,999 20,000 20,000

2,082 2,082

【 継続事業 】

学校の放送設備や視聴覚設備の老朽化
に伴う整備や時代に合った設備に更新す
ることにより、設備を有効に活用し、教育
活動の充実を図る。

学校放送設備の更新 学校放送設備の更新

学校施設空気環境
測定事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円） 673 686

【 継続事業 】

シックスクール対策の一環として、「学校環
境衛生上の基準」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

6,465 6,465

小中学校周辺環境
整備事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円） 10,184

686

【 継続事業 】

市内小中学校敷地内にある駐車場舗装
やグレーチングなどの外構工事、屋外物
置などの付属建築物及び屋外施設（遊
具、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。

学校周辺環境整備
小学校遊具新設
駐車場等周辺整備
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ散水栓整備
屋外物置更新
グレーチング修繕

学校周辺環境整備
駐車場等周辺整備
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ散水栓整備
屋外物置更新

学校周辺環境整備
駐車場等周辺整備
屋外物置更新
屋外ﾌｪﾝｽ修繕
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【 継続事業 】

築後25年が経過し老朽化が進んでいるた
め、校舎棟の大規模改造工事を実施す
る。

大規模改造工事その１
工事監理委託その１

大規模改造工事その２
工事監理委託その２

東部中学校校舎大
規模改造事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円） 140,046 322,175

事業費（千円） 9,500 234,840

大規模改造工事
工事監理委託

実施設計委託

平成３１年度

大規模改造工事及び工事
監理

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度

実施設計委託

学校施設非構造部
材耐震化事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円） 0 0 2,200

【 継続事業 】
屋内体育館において、大規模改造工事の
対象とならない小中学校7校（東部小、西
部小、大曲小、西の里小、双葉小、緑ヶ丘
小、広葉中の7校）については、目視点検
等の結果を踏まえて天井等落下防止対策
等（吊り天井、照明器具、バスケットゴール
等）を行う。

非構造部材耐震化の検討 非構造部材耐震化の検討

【 継続事業 】

東部中学校屋内体育館は、築後26年が経
過し、老朽化が顕著であるため、屋体の大
規模改造工事を実施する。
（H28に非構造部材耐震化工事は実施済
み）

屋体大規模改造工事及び
工事監理

大曲東小学校屋体
大規模改造・非構造
部材耐震化事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円）
H28繰越分           106,000
H29予算分                    0
合計                    106,000

【 継続事業 】

築後24年が経過し、老朽化が顕著である
ため、屋体の大規模改造工事を実施す
る。
（H28に非構造部材耐震化工事は実施済
み）

9,200 211,920

大曲中学校校舎大
規模改造事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円）

東部中学校屋体大
規模改造・非構造部
材耐震化事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円）
H28繰越分           171,350
H29予算分                    0
合計                    171,350

【 継続事業 】

築後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。

実施設計委託 大規模改造工事
工事監理委託

【 継続事業 】

築後37年から25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。

大曲東小学校校舎
大規模改造事業

[ 一般会計 ]

教育総務課
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教育総務課

【 継続事業 】

築後28年が経過し、老朽化が顕著である
ため、屋体の大規模改造工事を実施す
る。

《平成28年度終了》

【 継続事業 】

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。

実施設計委託
防音機能復旧工事
工事監理委託

東部小学校講堂防
音機能復旧事業

【 継続事業 】

築後28年が経過し、老朽化が顕著である
ため、屋体の大規模改造工事を実施す
る。

《平成28年度終了》

【 継続事業 】

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。

《平成28年度終了》

大曲小学校校舎防
音機能復旧事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円） 1,600 58,650

大曲東小学校講堂
防音機能復旧事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円） 41,678

【 継続事業 】

北の台小学校講堂
防音機能復旧事業

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

大曲中学校屋体大
規模改造事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円）

[ 一般会計 ]

【 継続事業 】

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。

実施設計委託
防音機能復旧工事
工事監理委託

24,720

西の里中学校屋体
大規模改造事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円）

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。

防音機能復旧工事
工事監理委託

事業費（千円） 1,070

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円）
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1,242 51,506

要保護・準要保護児
童生徒援助事業

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円） 127,341

1,145 41,019

西の里小学校校舎
防音機能復旧事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円）

[ 一般会計 ]

【 継続事業 】

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。

実施設計委託
防音機能復旧工事
工事監理委託

【 継続事業 】

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。

実施設計委託
防音機能復旧工事
工事監理委託

【 継続事業 】

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。

《平成28年度終了》

東部中学校講堂防
音機能復旧事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円）

教育総務課 事業費（千円）

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円） 3,153 3,153

【 継続事業 】

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
一部を支援する。

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

2,807

117,256

12,400

対象児童生徒の保護者
に通学費の一部を助成

児童生徒の通学費
支援事業

【 継続事業 】

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

126,790

平成28年度から使用する
中学校多学年使用の指導
書、教科書の配布

平成31年度から使用する
小学校前期分の指導書等
の配布

平成31年度から使用する
小学校後期分及び平成32
年度から使用する中学校
前期分の指導書等の配布

教師用指導書等整
備事業

西の里中学校校舎
防音機能復旧事業

事業名
（担当課）

事業内容

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円） 1,101 9,238

【 継続事業 】

教員に対し、指導書及び教科書を配布す
ることにより、効率的で統一的な授業を行
うとともに、指導方法の工夫改善等、授業
内容の充実を図る。

年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度
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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

奨学金支給事業

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円）

選考された奨学生に対し、
奨学金を支給

6,982事業費（千円） 8,438社会教育課

【 継続事業 】

経済的な理由によって高等学校等の就学
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。

学校支援地域本部の設置
学校支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの配
置
学校支援ボランティア運営
経費助成
授業補助員の配置

学校支援地域本部
事業

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

5,400

高等学校等入学準
備金支給事業

【 継続事業 】

学校を地域全体で支える体制を整えていく
ために設置した学校支援地域本部によ
り、地域住民等による学校支援を推進す
る。

学校支援地域本部の設置
学校支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの配
置
学校支援ボランティア運営
経費助成
授業補助員の配置

学校支援地域本部の設置
学校支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの配
置
学校支援ボランティア運営
経費助成
授業補助員の配置

5,400

[ 一般会計 ]

6,982

5,400

【 継続事業 】

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
費の一部として、入学準備金を支給する。

入学準備金の支給 入学準備金の支給 入学準備金の支給

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円） 2,600 2,600 2,600
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家庭教育支援実践活動推
進事業の実施
家庭の教育力・生活力の
向上にむけた講習会の開
催
「子ども生活リズム向上事
業」の実施

家庭教育支援実践活動推
進事業の実施
家庭の教育力・生活力の
向上にむけた講習会の開
催
「子ども生活リズム向上事
業」の実施

【施策１　家庭の教育力向上への支援の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

425

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

【 継続事業 】

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。

家庭教育支援実践活動推
進事業の実施
家庭の教育力・生活力の
向上にむけた講習会の開
催
「子ども生活リズム向上事
業」の実施

適応指導教室「みらい塾」
の運営
子どもサポートセンター相
談員（臨床心理士）、教育
相談員による相談の実施。
ＮＰＯの活用
いじめ等問題対策委員会
の開催

不登校いじめ対策・
教育相談事業

【 継続事業 】

児童生徒の健全育成を進めるため、学校
単位のＰＴＡの連携を図り、保護者等を対
象とした研修会等を実施するＰＴＡ連合会
の活動を支援する。

ＰＴＡ連合会への支援 ＰＴＡ連合会への支援

ＰＴＡ連合会への支援
「第72回石狩管内ＰＴＡ連
合会研究大会」及び「第43
回母親研修会」北広島大
会の開催

【施策２　教育相談体制の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

家庭教育支援事業

[ 一般会計 ]

社会教育課 事業費（千円） 373 480

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円） 13,108 13,522 15,583

【 継続事業 】
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。
問題の早期解決を図るため、児童生徒及
びその保護者を対象に面談や家庭訪問に
よる相談支援を行う。

適応指導教室「みらい塾」
の運営
子どもサポートセンター相
談員（臨床心理士）、教育
相談員による相談の実施。
ＮＰＯの活用
いじめ等問題対策委員会
の開催

適応指導教室「みらい塾」
の運営
子どもサポートセンター相
談員（臨床心理士）、教育
相談員による相談の実施。
ＮＰＯの活用
いじめ等問題対策委員会
の開催

480

北広島市ＰＴＡ連合
会支援事業

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円） 325 325
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コーディネーター、教育活
動推進員、教育活動サ
ポーターを配置して放課後
子ども教室を開催する。

健全育成大会の開催
青春メッセージの開催
青少年リーダー養成事業
への参画
青少年の体験交流事業の
実施
健全育成連絡協議会への
支援

健全育成大会の開催
青春メッセージの開催
青少年リーダー養成事業
への参画
青少年の体験交流事業の
実施
健全育成連絡協議会への
支援

【 継続事業 】

1,860 1,860

放課後に小学校の余裕教室等を活用して
児童の活動拠点を設け、学習や体育活
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。
今後も条件が整備された学校から実施を
検討する。

コーディネーター、教育活
動推進員、教育活動サ
ポーターを配置して放課後
子ども教室を開催する。

コーディネーター、教育活
動推進員、教育活動サ
ポーターを配置して放課後
子ども教室を開催する。

青少年安全対策事
業

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円） 6,986 7,090

[ 一般会計 ]

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

放課後子供教室事
業

【 継続事業 】
地域の子どもは地域で育てる活動を推進
するため、関係団体と連携した青少年健
全育成大会を開催。また子どもサポートセ
ンターだより「きずな」を年4回発行する。
学校・家庭・地域が一体となり、地域で子
どもたちを守り、育み、安全安心な地域づ
くりのため、各地区の青少年健全育成連
絡協議会の活動を支援する。

健全育成大会の開催
青春メッセージの開催
青少年リーダー養成事業
への参画
青少年の体験交流事業の
実施
健全育成連絡協議会への
支援

社会教育課 事業費（千円） 660 696

【 継続事業 】

成人としての自覚と責任を促すとともに、
祝福・激励の機会として成人式を実施す
る。

成人式の開催

成人式開催事業

[ 一般会計 ]

成人式の開催 成人式の開催

【 継続事業 】

青少年健全育成事
業

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円） 974 1,005

1,886

696

関係機関や地域と連携を図り、青少年の
問題行動等の未然防止や非行防止を推
進する。
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。
また、不審者情報等を携帯電話等にメー
ル配信し、危険な事案に関する情報の発
信と注意喚起を行う。

専任指導員による補導
巡視活動専任指導員によ
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
よる学校施設、通学路等の
安全確認

専任指導員による補導
巡視活動専任指導員によ
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
よる学校施設、通学路等の
安全確認

専任指導員による補導
巡視活動専任指導員によ
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
よる学校施設、通学路等の
安全確認

社会教育課 事業費（千円）

7,090

【施策３　地域が支える健全育成活動の充実】

1,005
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【 継続事業 】

生涯学習の振興のために、市民団体が主
体的に企画実施する生涯学習に関する事
業へ財政的な支援を行い、市民に多様な
学習機会を提供するとともに、生涯学習に
取り組む団体を育成する。

市民団体が企画した講座・
発表会・コンサート・スポー
ツ大会等に対し助成

市民団体が企画した講座・
発表会・コンサート・スポー
ツ大会等に対し助成

生涯学習市民活動
団体支援事業

市民団体が企画した講座・
発表会・コンサート・スポー
ツ大会等に対し助成

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度

第４節　社会教育の充実

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

元気フェスティバル
連携事業

[ 一般会計 ]

社会教育課 事業費（千円） 675

フレンドリーセンター
運営事業

[ 一般会計 ]

社会教育課 事業費（千円） 762 992

【 継続事業 】

市民の生涯学習に対する理解や関心を深
めるとともに、市民及び団体の交流を促進
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

【 継続事業 】

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、各地区における住民主導
の組織「生涯学習振興会」に対する支援を
行い地域の生涯学習の推進を図る。

社会教育課

施策３　施設の充実による学習環境の整備

【施策１　学習活動への支援の充実】

675

【 継続事業 】

障がい者が生涯学習を通じて、学び、交
流する場を提供する。

スキー教室の開催
太鼓教室の開催
サッカー教室の開催
体操教室の開催
料理教室の開催
施設管理

スキー教室の開催
太鼓教室の開催
サッカー教室の開催
体操教室の開催
料理教室の開催
施設管理

スキー教室の開催
太鼓教室の開催
サッカー教室の開催
体操教室の開催
料理教室の開催
施設管理

992

19,117

[ 一般会計 ]

19,117

675

施策１　学習活動への支援の充実

施策２　学習機会の充実

平成３０年度 平成３１年度

1,500社会教育課 事業費（千円） 1,500 1,500

西部・西の里・大曲・東部
地区の生涯学習振興会に
助成
涯学習推進アドバイザー、
事務職員の配置
北広島団地地区生涯学習
振興会設立検討
全市的組織、組織体系の
検討

西部・西の里・大曲・東部
地区の生涯学習振興会に
助成
生涯学習推進アドバイ
ザー、事務職員の配置
北広島団地地区生涯学習
振興会設立検討
全市的組織、組織体系の
検討

【施策２　学習機会の充実】

生涯学習振興会支
援事業

事業費（千円） 18,747

[ 一般会計 ]

西部・西の里・大曲・東部
地区の生涯学習振興会に
助成
生涯学習推進アドバイ
ザー、事務職員の配置
北広島団地地区生涯学習
振興会設立検討
全市的組織、組織体系の
検討
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

【 継続事業 】

施設の老朽化が進んでいることから、安
全・快適に利用してもらうため、整備方針
について検討する。

整備に向けた調査・検討 整備に向けた調査・検討 整備に向けた調査・検討

公民館まつりの実施
地区公民館活動連携事業
の実施

公民館まつりの実施
地区公民館活動連携事業
の実施

【 継続事業 】

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。

耐震改修工事に向けた検
討

耐震改修工事に向けた検
討

耐震改修工事に向けた検
討

【 継続事業 】

生涯学習支援情報システムを運用し、図
書館及び市内公共施設が持つ学習機能
の充実を図るとともに、使用料の管理など
安全で安心できる施設運営を補助する。

「生涯学習支援システム」
の活用による学習機会の
充実
システム運用

「生涯学習支援システム」
の活用による学習機会の
充実
システム運用

「生涯学習支援システム」
の活用による学習機会の
充実
システム運用

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

11,390

0 0

西の里公民館改修
事業

[ 一般会計 ]

【 継続事業 】

市民の主体的な学習活動を積極的に支援
するとともに、サークルや団体の学習成果
発表の場を提供する。

335 335

中央公民館活動推
進事業

【 継続事業 】

フレンドリーセンターの老朽化に伴い、施
設の取壊工事を行う。

解体に向けた検討 解体に向けた検討 解体に向けた検討

フレンドリーセンター
施設解体工事事業

0

11,390

事業費（千円） 0

[ 一般会計 ]

社会教育課 事業費（千円） 335

生涯学習支援情報
システム整備事業

[ 一般会計 ]

文化課 事業費（千円） 11,379

0

[ 一般会計 ]

社会教育課 事業費（千円） 0 0

社会教育課 事業費（千円） 0 0

公民館まつりの実施
地区公民館活動連携事業
の実施

【施策３　施設の充実による学習環境の整備】

林間学園・レクリ
エーションの森整備
事業

[ 一般会計 ]

参事（まちづくり担当）
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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

【 継続事業 】

国指定史跡旧島松駅逓所の改修 改修内容の調査 耐震診断

施策２　文化財の保存と活用

0

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

エコミュージアムセンター 事業費（千円） 212 212

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

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

[ 一般会計 ]

エコミュージアムセンター 事業費（千円） 5,525

郷土文化伝承支援
事業

[ 一般会計 ]

【 継続事業 】

北広島の郷土芸能の一つとして後世に伝
えるため、保存・継承していくことを支援す
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

【施策２　文化財の保存と活用】

【 継続事業 】

より多くの市民に観覧してもらい、駅逓所
を身近に感じ取ってもらうことによって、開
拓の歴史の理解を深めてもらうため、旧島
松駅逓所の周辺の整備に向けた検討を行
う。

隣地の整備方針策定
周辺区域の整備方針検討

周辺区域の整備方針検討 整備に向けた検討

【施策１　エコミュージアム構想の推進】

エコミュージアムセンターを拠点とし、市内
各地に存在する自然遺産や歴史遺産など
を現地において保存・育成・展示すること
により、魅力ある地域づくり・まちづくりを
行政と市民の協働で推進する。また、郷土
に関する講座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
郷土愛を育む学習機会を提供する。

施設の運営
エコミュージアム推進委員会
まちを好きになる市民大学の開
講
地域遺産バスツアーの実施
常設展示・企画展示・講演会の
開催
サテライト整備に伴う地域遺産
説明板・標柱の設置

施設の運営
エコミュージアム推進委員会
まちを好きになる市民大学の開
講
地域遺産バスツアーの実施
常設展示・企画展示・講演会の
開催
サテライト整備に伴う地域遺産
説明板・標柱の設置

施設の運営
エコミュージアム推進委員会
まちを好きになる市民大学の開
講
地域遺産バスツアーの実施
常設展示・企画展示・講演会の
開催
サテライト整備に伴う地域遺産
説明板・標柱の設置

エコミュージアム普
及推進事業

【 継続事業 】
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。近年は文化財見学を目的
に施設を訪れるものが増えていることか
ら、市の観光的要素としても担っている。

旧島松駅逓所開館事業・
庭内整備の実施
東記念館収蔵室の維持管
理
北広島市水稲赤毛種保
存会への助成
非常勤職学芸員の配置

旧島松駅逓所開館事業・
庭内整備の実施
東記念館収蔵室の維持管
理
北広島市水稲赤毛種保
存会への助成
非常勤職学芸員の配置

事業費（千円） 0

事業名
（担当課）

エコミュージアムセンター 事業費（千円） 6,830 7,443 7,443

旧島松駅逓所開館事業・
庭内整備の実施
東記念館収蔵室の維持管
理
北広島市水稲赤毛種保
存会への助成
非常勤職学芸員の配置

文化財保存・活用事
業

[ 一般会計 ]

[ 一般会計 ]

参事（まちづくり担当）

事業内容
年度計画

212

旧島松駅逓所大規
模改修事業

[ 一般会計 ]

エコミュージアムセンター

防災設備工事
修理基本設計

事業費（千円） 197 8,282

【 継続事業 】

20,062

8,321 7,997

0

旧島松駅逓所周辺
整備事業
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【 継続事業 】

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。

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

【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】

1,500文化課 事業費（千円） 1,500

22,050

施策２　子どもの読書活動推進

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

20,834 22,050

【 継続事業 】

図書館のボランティア団体で構成する北
広島市図書館フィールドネット運営委員会
を支援し、各種読書普及事業を通して市
民の読書への関心・興味を高める。

1,500

図書館フィールド
ネット連携事業

[ 一般会計 ]

図書館サービス提
供事業

[ 一般会計 ]

文化課 事業費（千円）

図書館資料の購入
情報検索データベース
の活用
高齢者等の宅配サービス
の実施

図書館資料の購入
情報検索データベース
の活用
高齢者等の宅配サービス
の実施

図書館資料の購入
情報検索データベース
の活用
高齢者等の宅配サービス
の実施

図書館フィールドネット運営
委員会に交付

図書館フィールドネット運営
委員会に交付

図書館フィールドネット運営
委員会に交付

第６節　読書活動の充実 施策１　図書館サービスの充実
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施策２　市民等との連携による芸術文化活動の展開

施策１　個性豊かな地域文化の振興

事業費（千円） 670 739

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

650 650

10,044 0

22,356 0

第７節　芸術文化の振興

芸術文化ホール設
備修繕事業

[ 一般会計 ]

文化課

【 継続事業 】

芸術文化活動を行う各種団体に対し、各
団体の芸術文化事業への支援を実施す
る。

事業名
（担当課）

芸術文化ホール設備大規
模改修工事実施設計委託
（費用未定）

事業費（千円） 11,772

文化施設大規模修繕工事
実施設計(費用未定）

[ 一般会計 ]

650

市民文化祭奨励事
業

[ 一般会計 ]

文化課 事業費（千円）

市民総合文化祭に助成
地区文化祭に助成

【 継続事業 】

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。

オペラカーテン交換
幕開閉レール・ランナー修
繕

ワイヤーロープ、滑車類、
制御盤の交換
（芸術文化ホール設備大規
模改修調査委託）

文化課 事業費（千円） 26,508

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

739

文化賞・スポーツ賞
等表彰事業

[ 一般会計 ]

文化賞・スポーツ賞等表彰
式の式典開催

文化賞・スポーツ賞等表彰
式の式典開催

【施策１　個性豊かな地域文化の振興】

【 継続事業 】

640 640

文化団体活動支援
事業

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・スポーツ賞等表彰
式の式典開催

事業内容

[ 一般会計 ]

文化課 事業費（千円） 640

年度計画

【 継続事業 】

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。

ガレリア・図書館屋上防水
改修工事（その４）
電話交換設備修繕
非常誘導灯修繕

文化施設大規模修繕工事
調査委託

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

文化課

【 継続事業 】

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。

北広島市文化連盟への
助成
北広島音楽協会への助
成

文化施設修繕事業
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320

花ホールスタッフの
会支援事業

[ 一般会計 ]

【 新規事業 】

青少年における芸術文化に関する大会に
出場する個人又は団体に対し、その費用
の一部を助成することにより、芸術文化活
動の振興を図ることを目的とする。

市内の小学生、中学生、高
校生（指導者等を含む）
が、芸術文化に関する大会
において地区の予選大会
で優秀な成績を収め出場
する大会について、大会出
場に係る交通費等の経費
の一部の額を助成する。

市内の小学生、中学生、高
校生（指導者等を含む）
が、芸術文化に関する大会
において地区の予選大会
で優秀な成績を収め出場
する大会について、大会出
場に係る交通費等の経費
の一部の額を助成する。

市内の小学生、中学生、高
校生（指導者等を含む）
が、芸術文化に関する大会
において地区の予選大会
で優秀な成績を収め出場
する大会について、大会出
場に係る交通費等の経費
の一部の額を助成する。

青少年芸術文化大
会出場支援事業

[ 一般会計 ]

文化課 事業費（千円） 1,000 1,000 1,000

【 継続事業 】
北広島市芸術文化ホール運営委員会に
交付金を交付し、北広島市芸術文化振興
プランに基づき、市と協働で芸術鑑賞型事
業及び芸術創造事業を展開する。また、
芸術文化ホール運営委員会の事務局体
制を確立するために、常勤の事務局員を
配置し、より市民の主体的な活動を促進
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

【施策２　市民等との連携による芸術文化活動の展開】

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

320

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

芸術文化ホール運
営委員会連携事業

[ 一般会計 ]

文化課 事業費（千円） 11,709 11,838 11,838

花ホールスタッフの会に助
成
花ホールボランティア講習
会の実施

花ホールスタッフの会に助
成
花ホールボランティア講習
会の実施

花ホールスタッフの会に助
成
花ホールボランティア講習
会の実施

【 継続事業 】
芸術文化ホール（花ホール）を拠点に活動
する花ホールスタッフの会に交付金を交付
し、市及び運営委員会が主催する鑑賞事
業のサポート活動やバーコーナー運営、
貸館サポート活動を展開する。また、花
ホールスタッフの会の会員数拡大とボラン
ティア活動の資質向上を図る。

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

320文化課 事業費（千円）
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【 新規事業 】

健康保持・増進に対する市民ニーズの高
まりや体育施設の老朽化など市民の健康
スポーツの計画的な環境整備が求められ
ていることから、次期総合計画策定に向
け、スポーツ振興に係る基本計画策定を
準備する。

市民意識調査の実施 市民検討委員会の開催 計画の策定

スポーツ振興計画策
定事業

[ 一般会計 ]

社会教育課 事業費（千円） 2,484 773 50

平成２９年度

1,500 1,500

457

事業内容

平成３１年度

事業費（千円） 716 1,000

スポーツ大会出場支
援事業

[ 一般会計 ]

事業費（千円）

【 継続事業 】

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。

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、スナッグゴルフ大会、
いちにのジャンプ大会など
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、スナッグゴルフ大会、
いちにのジャンプ大会など
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、スナッグゴルフ大会、
いちにのジャンプ大会など
各種スポーツ・レクリエー
ションイベントの開催

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

[ 一般会計 ]

544

1,000

平成２９年度 平成３０年度

きたひろしま３０ｋｍ
ロードレース連携事
業

社会教育課

スポーツ大会出場費の助
成

【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】

平成３０年度

[ 一般会計 ]

施策２　競技スポーツの振興

【 継続事業 】

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30㎞ロード
レースを開催する実行委員会と連携する。

きたひろしま30㎞ロード
レース実行委員会への支
援
参加記念品の提供
業務委託

きたひろしま30㎞ロード
レース実行委員会への支
援
参加記念品の提供
業務委託

きたひろしま30㎞ロード
レース実行委員会への支
援
参加記念品の提供
業務委託

事業名
（担当課）

【 継続事業 】

全道・全国・国際規模のスポーツ大会に出
場するものに対して出場費の一部助成を
行うことによって、市民の自発的なスポー
ツ活動を助長し、市のスポーツ振興を図
る。

スポーツ大会出場費の助
成

事業費（千円） 460

年度計画

施策３　スポーツ施設の整備と運営

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成３１年度

1,500社会教育課

社会教育課

スポーツ大会出場費の助
成

市民スポーツ活動推
進事業
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[ 一般会計 ]

スポーツアカデミー
事業

社会教育課

社会教育課

体育協会活動支援
事業

[ 一般会計 ]

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
ポーツ少年団の運営費及び事業費に対
し、スポーツ少年団本部を通じて補助金を
交付する。

453

スポーツ少年団育成
事業

[ 一般会計 ]

【施策３　スポーツ施設の整備と運営】

参事（まちづくり担当） 事業費（千円）

スポーツ少年団本部に
助成

スポーツ少年団本部に
助成

平成３１年度

【 継続事業 】

[ 一般会計 ]

【 継続事業 】

本市のスポーツの普及・振興を図るため、
北広島市体育協会の運営費及び事業費
に対し、補助金を交付する。

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

3,118

1,178 1,178

事業名
（担当課）

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

453

3,118

【 新規事業 】
市民のスポーツへの興味・関心や参加意
欲を高め、トップアスリートの大会技術を
見る機会ができ、市民との交流機会を通じ
たスポーツ水準の向上や競技人口の拡大
及びスポーツを通じた本市の魅力発信、
まちの活性化を図るため、スポーツ合宿、
全道・全国大会を誘致する。

スポーツ合宿手法の検討 スポーツ合宿・全国大会の
誘致

スポーツ合宿・全国大会の
誘致

スポーツ合宿・全国
大会等誘致事業

スポーツ少年団本部に
助成

事業費（千円） 3,118

事業費（千円） 453

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度

【 継続事業 】

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
キッズスポーツ塾、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
キッズスポーツ塾、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
キッズスポーツ塾、ジュニ
アスポーツ塾の開催

【 継続事業 】

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。

整備に向けた調査・検討 整備に向けた調査・検討 整備に向けた調査・検討

0 0 0

[ 一般会計 ]

総合運動公園等整
備事業（旧：運動広
場整備事業）

社会教育課 事業費（千円） 1,199

社会教育課 事業費（千円） 0 378 378
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建築後31年が経過し、雨漏り、天井材の
落下が見られるとともに、給排水・電気・暖
房等の設備の経年劣化が進んでいること
から、北海道大演習場周辺整備統合事業
として改修工事を実施する。

工事監理委託、改修工事

【 拡大事業 】

学校施設（体育館）開放に係る管理業務を
委託化する。

市内小中学校14校で実施 市内小中学校14校で実施 市内小中学校14校で実施

自然の森キャンプ場
整備事業

[ 一般会計 ]

5,273 5,2732,829

【 継続事業 】

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。

市内小中学校14校で実施 市内小中学校14校で実施 市内小中学校14校で実施

3,110

学校施設（体育館）
開放事業

[ 一般会計 ]

社会教育課 事業費（千円）

0

【 継続事業 】

整備手法の検討 整備手法の検討

0 0

駐車場34台では不足しており、路上に駐
車することが余儀なくされている状況にあ
り、利用者の利便性・安全性を向上し、更
なる利用者増加につなげるため、駐車場
を整備する。

整備手法の検討

社会教育課 事業費（千円）

学校施設（体育館）
開放事業（拡大）

[ 一般会計 ]

社会教育課 事業費（千円） 2,826 3,110

【 継続事業 】

[ 一般会計 ]

社会教育課 事業費（千円） 210,630

大曲ファミリー体育
館改修事業

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度
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施策１　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】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

大学連携推進事業

[ 一般会計 ]

施策２　地域活動の促進

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・協力を
推進する。

企画課 事業費（千円） 808

【 継続事業 】

学生地域活動支援事業の
実施
その他連携事業の推進

学生地域活動支援事業の
実施
その他連携事業の推進

学生地域活動支援事業の
実施
その他連携事業の推進

776776

第９節　大学との連携
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【 継続事業 】

20

【 継続事業 】 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とも
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」「東
広島酒まつり」の相互訪問
広島県内の療養施設等に
グリーンアスパラを贈呈

「北広島ふるさと祭り」「東
広島酒まつり」の相互訪問
広島県内の療養施設等に
グリーンアスパラを贈呈

地域交流事業

[ 一般会計 ]

企画課 事業費（千円） 20

【施策１　広域的な交流の促進】

事業費（千円） 1,059 1,060 1,060

【 継続事業 】

地域に根ざした国際交流事業の実施を通
して、市民レベルの相互理解と友好親善
を目的に活動する、北広島国際交流協議
会を支援する。

カナダ・サスカツーン市の
交流派遣
市民交流事業の実施
組織の強化

カナダ・サスカツーン市の
交流派遣
市民交流事業の実施
組織の強化

カナダ・サスカツーン市の
交流派遣
市民交流事業の実施
組織の強化

姉妹都市スポーツ交
流事業

[ 一般会計 ]

社会教育課 事業費（千円） 0 0

【 継続事業 】

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。

生徒数、部活種目の減少
により、選手選抜が困難と
なってきているなどの理由
から休止

生徒数、部活種目の減少
により、選手選抜が困難と
なってきているなどの理由
から休止

生徒数、部活種目の減少
により、選手選抜が困難と
なってきているなどの理由
から休止

392 1,404

国際交流事業

[ 一般会計 ]

社会教育課 事業費（千円） 1,404

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

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
な交流機会を確保し、交流の拡大や交流
人口の増加を図る。

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）

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）

【施策３　国際交流の促進】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

施策３　国際交流の促進

【施策２　姉妹都市交流事業の拡充】

20

0

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

「北広島ふるさと祭り」「東
広島酒まつり」の相互訪問
広島県内の療養施設等に
グリーンアスパラを贈呈

姉妹都市交流事業

[ 一般会計 ]

秘書課
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