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第第 22 章章  
 

人人とと文文化化をを育育むむままちち  

＜教育・文化＞ 
 

 

 

 

第１節  「生きる力」を育む学校教育の推進 

第２節   信頼され、魅力ある学校づくりの推進 

第３節   家庭・青少年健全育成の推進 

       第４節   社会教育の充実 

       第５節   歴史の継承と創造 

       第６節   読書活動の充実 

      第７節   芸術文化の振興 

      第８節   スポーツ活動の推進 

      第９節    大学との連携 

      第１０節  交流の促進 

 

 

 

 

 



第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26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） 81,035 81,972 81,972

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

児童家庭課 事業費（千円） 1,103 1,168 1,168

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） 160 160 160

【拡大】

幼稚園振興事業

幼児教育の振興と保護者の負担軽減を図る
ため、幼稚園教員に対する研修、幼児教育
における教材教具、障がい児教育における
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
【拡大】
教材費に対する更なる
支援

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） 6,886 6,886 6,886

●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24年度 平成25年度 平成26年度

心の教室相談事業

小中学校に相談員を配置し、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

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） 6,020 6,020 6,020

創意発明工夫展・書
写展事業

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） 187 187 187

学校教育振興事業

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） 7,534 7,534 7,534

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

福祉読本編集委員会の
開催

学校教育課 事業費（千円） 60 5,921 60

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。

図書の購入
学校図書館ネットワー
クシステム借上げ

図書の購入
学校図書館ネットワー
クシステム借上げ

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） 10,398 15,398 15,398

【施策２　豊かな心を育む教育の充実】

事業内容

○2012推進計画において統合した事業（事業費）

　・学校図書充実事業（＜5,000千円＞）　⇒　学校図書整備事業に統合
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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24年度 平成25年度 平成26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） 5,626 5,626 5,626

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。

授業補助員を配置し、
きめ細やかな授業の実
施

授業補助員を配置し、
きめ細やかな授業の実
施

授業補助員を配置し、
きめ細やかな授業の実
施

学校教育課 事業費（千円） 2,142 2,142 2,142

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） 2,448 2,448 2,448

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

食中毒等予防対策事
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
器類を整備するととも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
安全で安心な給食を提供する。

給食用食品の微生物検
査等の食中毒予防対策
の実施

給食用食品の微生物検
査等の食中毒予防対策
の実施

給食用食品の微生物検
査等の食中毒予防対策
の実施

学校給食センター 事業費（千円） 2,496 2,496 2,496

食に関する指導の推
進事業

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。

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） 60 60 60

中学校体育連盟支援
事業

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
を支援することで、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。

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

教育総務課 事業費（千円） 3,169 3,169 3,169

事業内容

【施策４　健やかな体を育てる教育の充実】

【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24年度 平成25年度 平成26年度

給食センター耐震工
事及び施設改修整備
事業

建築後36年以上経過しており、施設の老
朽化が進みさらに耐震基準を満たしてない
ことが判明したため、耐震補強工事と併せ
て施設設備の改修を実施する。

耐震補強工事
施設設備改修

≪H24で事業終了≫

学校給食センター 事業費（千円） ＜98,950＞

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

全国全道中体連・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、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会等を経て全道規模
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。

全国・全道中体連大会
に出場する場合の経費
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

全国・全道中体連大会
に出場する場合の経費
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

全国・全道中体連大会
に出場する場合の経費
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） 2,000 2,000 2,000

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

特別支援教育就学奨
励費援助事業

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） 2,309 2,309 2,309

【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を派遣する。

特別支援教育支援員・
介助員の派遣
相談・指導の実施
教員研修の実施
特別支援学級合同事業
の実施
特別支援教育講演会の
開催
【拡大】
特別支援教育支援員2名
増員

特別支援教育支援員・
介助員の派遣
相談・指導の実施
教員研修の実施
特別支援学級合同事業
の実施
特別支援教育講演会の
開催

特別支援教育支援員・
介助員の派遣
相談・指導の実施
教員研修の実施
特別支援学級合同事業
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） 26,877 26,877 26,877

【施策５　特別支援教育の充実】

事業内容

　・特別支援教育振興事業（15,783千円）　⇒　特別支援教育推進事業に統合

事業内容

○2012推進計画において統合して事業名を変更した事業（事業費）

　・全国・全道中体連大会出場支援事業（2,000千円）

　・中学校文化部活動大会出場支援事業（63千円）

事業内容

【施策４　健やかな体を育てる教育】・【施策２　豊かな心を育む教育の充実】

○2012推進計画において統合した事業（事業費）

全国全道中体連・中学校文化部活動大会出場支援事業に統合
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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24年度 平成25年度 平成26年度

学校ＩＣＴ環境整備
事業

情報化社会へ適応するための情報処理能力
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、児童生徒用・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。

中 学 校 教 育 用 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 用 サ ー バ 等 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

小 学 校 教 育 用 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） 54,090 61,936 60,176

【拡大】

外国語指導助手活用
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
【拡大】
英語指導助手の1名増員

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） 15,530 15,530 15,530

郷土資料教材化事業

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を
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
デジタル教材の更新

郷土資料教材化編集委
員会の開催
デジタル教材の更新

郷土資料教材化編集委
員会の開催
デジタル教材の更新

学校教育課 事業費（千円） 74 74 74

【拡大】

姉妹都市子ども大使
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
【拡大】
毎年度、児童生徒を派
遣

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） 2,806 2,806 2,806

【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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事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26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） 1,275 1,275 1,275

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
（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） 0 0 0

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

学校教育課 事業費（千円） 322 322 322

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

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
ンティアなど地域の人材をより効果的に登
用していくため、「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

運営委員会の開催
学校支援コーディネー
ターの配置

運営委員会の開催
学校支援コーディネー
ターの配置

運営委員会の開催
学校支援コーディネー
ターの配置

社会教育課 事業費（千円） 3,170 3,170 3,170

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） 4,430 4,430 4,430

●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】

事業内容

事業内容

【施策２　教育環境の整備】

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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事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

私立学校教育振興事
業

教育環境の充実を図るため、市内に本校を
有する私立高等学校が行う教育活動を支援
する。

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

教育総務課 事業費（千円） 1,350 1,350 1,350

理科教材等整備事業
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） 3,578 3,578 3,578

学校事務機器整備事
業

学校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） 1,486 2,967 2,967

児童生徒の通学費支
援事業

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

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） 3,294 3,294 3,294

要保護・準要保護児
童生徒援助事業

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
の助成

学 用 品 費 ・ 修 学 旅 行
費・給食費・医療費等
の助成

学 用 品 費 ・ 修 学 旅 行
費・給食費・医療費等
の助成

学校教育課 事業費（千円） 107,188 107,188 107,188

学校施設管理機器整
備事業

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） 1,300 610 610

中学校武道・伝統芸
能導入事業

新たに必修となる中学校体育教科での武道
について、指導を円滑に実施するため必要
となる物品等を整備する。

武道の教材の整備
指導者養成のための講
座開催

指導者養成のための講
座開催

≪H25で事業終了≫

学校教育課 事業費（千円） 12,287 63

事業内容
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事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

教師用指導書等整備
事業

教員に、指導書及び教科書を配付すること
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付

小・中学校の教員に教
科書及び指導書の配付

小・中学校の教員に教
科書及び指導書の配付

学校教育課 事業費（千円） 2,250 650 10,050

学校放送設備整備事
業

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。

平成27年度から順次
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の一部
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） 2,800 2,800 2,800

【拡大】

奨学金支給事業

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。

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
【拡大】
奨学基金に積立

選考された奨学生に対
し、奨学金を支給
奨学基金に積立

学校教育課 事業費（千円） 5,400 10,800 10,800

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） 681 681 681

北広島団地内小学校
統合準備事業

４月に開校する双葉小学校、緑ヶ丘小学校
の開校後に必要となる備品等（校歌、レ
リーフ）を整備する。

学校開校に伴う備品等
の整備

≪H24で事業終了≫

学校教育課 事業費（千円） ＜2,540＞

双葉・緑ヶ丘小学校
開校事業

双葉小学校、緑ヶ丘小学校の４月開校に伴
い、開校の集いを実施する。また、学校事
務の補助を行うための臨時職員の配置など
教育環境の整備を行う。

開校の集いの実施
臨時職員の配置

≪H24で事業終了≫

学校教育課 事業費（千円） 1,727

事業内容
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事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

【新規】

東部中学校エレベー
ター設備等設置事業

肢体不自由な生徒が就学に支障をきたさな
い学校環境の整備のため、エレベーターを
設置する。

実施設計
エレベーター設置工事

≪H26で事業終了≫

教育総務課 事業費（千円） 914 34,589

【新規】

広葉中学校グランド
整備事業

良好な教育環境の維持のため、排水機能が
低下しているグランドの整地及び暗渠埋設
工事を実施し、グランドの機能回復を図
る。

グランド整備工事

≪H24で事業終了≫

教育総務課 事業費（千円） 27,000

北の台小学校屋体大
規模改造・屋体地震
補強事業

建築後35年以上経過しており、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。

0 実施設計

教育総務課 事業費（千円） 13,400

東部小学校屋体地震
補強・大規模改造事
業

建築後35年以上経過しており、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。

地震補強工事
大規模改造工事
工事監理委託

≪H24で事業終了≫

教育総務課 事業費（千円） ＜91,200＞

緑陽中学校校舎・屋
体地震補強・大規模
改造事業

建築後33年以上経過しており、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。

0 実施設計

地震補強工事
大規模改造工事
工事監理委託

≪H26で事業終了≫

教育総務課 事業費（千円） 13,892 335,740

西部中学校屋体改築

事業

建築後37年以上経過しており、老朽化と
ともに狭隘であることから、改築工事を実
施する。

改築工事
付帯電気設備工事
機械設備工事
工事監理委託

≪H24で事業終了≫

教育総務課 事業費（千円） 447,869

事業内容

繰越分 ＜372,769＞

当初分 75,100
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事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

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。

実施設計

温度保持換気設備機器
の更新工事
工事監理委託

≪H25で事業終了≫

教育総務課 事業費（千円） 2,613 70,283

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。

0 実施設計
温度保持換気設備機器
の更新工事
工事監理委託

教育総務課 事業費（千円） 2,780 104,235

　・大曲東小学校エレベーター設備等設置事業（32,548千円）

　・若葉小学校校舎・屋体地震補強・大規模改造事業（324,850千円）

　・高台小学校校舎・屋体大規模改造事業（290,085千円）

　・北の台小学校校舎防音機能復旧事業（16,875千円）

事業内容

○2011推進計画に掲載しており2012推進計画において掲載を見送った事業（事業費）

　・東部中学校校舎・屋体大規模改造事業（8,340千円）

　・高台（緑ヶ丘）小学校校舎・講堂防音機能復旧事業（3,174千円）

○平成23年度で終了した事業（事業費）

　・児童用机・イス整備事業（44,213千円）

46 



第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26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、学校毎
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

青少年課 事業費（千円） 325 325 325

【新規】

家庭教育支援事業

家庭の教育力向上のため、関係団体と連携
し家庭教育支援に関する実践活動を推進す
るほか、学習の機会や交流の場を提供す
る。

家庭教育支援実践活動
推進事業等の実施
家庭教育交流会の開催

家庭教育支援実践活動
推進事業等の実施
家庭教育交流会の開催

家庭教育支援実践活動
推進事業等の実施
家庭教育交流会の開催

社会教育課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

【拡大】

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
【拡大】
相談時間の増

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） 14,806 14,919 12,991

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

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

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

青少年課 事業費（千円） 346 346 346

事業内容

●第３節　家庭・青少年健全育成の推進

【施策２　教育相談体制の充実】

事業内容

【施策１　家庭の教育力向上への支援の充実】

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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事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26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） 74 74 74

青少年健全育成連絡
協議会支援事業

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、安全安心な地域環
境づくりをめざすため、各地区の青少年健
全育成連絡協議会の活動を支援する。

青少年健全育成連絡協
議会への支援

青少年健全育成連絡協
議会への支援

青少年健全育成連絡協
議会への支援

青少年課 事業費（千円） 450 450 450

【拡大】

青少年安全対策事業

問題行動等の未然防止や対応のため、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。
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、地域、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
【拡大】
学校統合に伴い通学路
安全指導員を配置し、
巡回パトロール及び交
差点の横断指導を実施

専任指導員による補導
巡視活動や不審者対応
学校、地域、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
通学路安全指導員によ
る巡回パトロール及び
交差点横断指導

専任指導員による補導
巡視活動や不審者対応
学校、地域、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
通学路安全指導員によ
る巡回パトロール及び
交差点横断指導

青少年課 事業費（千円） 10,239 10,359 10,359

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） 696 696 696

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、学習
支援等の活動を行う。大曲小学校において
モデル実施。

コーディネーター、安
全管理員、学習アドバ
イ ザ ー 、 支 援 ボ ラ ン
ティアの配置
放課後子ども教室の開
催

コーディネーター、安
全管理員、学習アドバ
イ ザ ー 、 支 援 ボ ラ ン
ティアの配置
放課後子ども教室の開
催

コーディネーター、安
全管理員、学習アドバ
イ ザ ー 、 支 援 ボ ラ ン
ティアの配置
放課後子ども教室の開
催

青少年課 事業費（千円） 1,117 1,117 1,117

事業内容

【施策３　地域が支える健全育成活動の充実】
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事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

生涯学習市民活動団
体支援事業

生涯学習の振興を図るため、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
ト等の事業に対し助成

市民団体が企画した講
座・発表会・コンサー
ト等の事業に対し助成

市民団体が企画した講
座・発表会・コンサー
ト等の事業に対し助成

社会教育課 事業費（千円） 1,500 1,500 1,500

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、実行委員会
を組織し、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） 543 543 543

【拡大】

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、各地区に設立された
住民主導の組織「生涯学習振興会」を支援
する。未設置地区については、生涯学習振
興会設立に向け支援する。

西部・西の里・大曲地
区の生涯学習振興会に
助成
【拡大】
東部地区生涯学習振興
会に助成
団地地区に生涯学習振
興会設立に向け検討

西部・西の里・大曲・
東部地区の生涯学習振
興会に助成

西部・西の里・大曲・
東部地区の生涯学習振
興会に助成

社会教育課 事業費（千円） 17,929 17,929 17,929

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26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生涯学習活動を通じて
学び交流する場を提供する。

フレンドリーセンター
の管理
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
スキーツアー事業の実
施

フレンドリーセンター
の管理
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
スキーツアー事業の実
施

フレンドリーセンター
の管理
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
スキーツアー事業の実
施

社会教育課 事業費（千円） 1,120 1,120 1,120

事業内容

●第４節　社会教育の充実

【施策１　学習活動への支援の充実】

事業内容

【施策２　学習機会の充実】

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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事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

中央公民館活動推進
事業

市民やサークル、子ども等の相互交流の場
を提供し、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。

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

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

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

社会教育課 事業費（千円） 355 355 355

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、図書館及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
次期システム更新の検
討

文化課 事業費（千円） 19,306 19,306

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

中央公民館大規模改
修事業

建築後36年以上経過しており、老朽化が
著しいことから、大規模改修を行う。

実施設計
大規模改修工事
工事監理委託

大規模改修工事

社会教育課 事業費（千円） 49,270 153,902

事業内容

事業内容

【施策３　施設の充実による学習環境の整備】
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事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26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） 130 130 130

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。

拠点施設の改修設計
拠点施設の改修
備品の購入

拠点施設の開館・運営

文化課 事業費（千円） 0 20,000

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。

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

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
コア施設オープニング
事業

文化課 事業費（千円） 536 618 1,150

旧島松駅逓所周辺整
備事業

より多くの市民に観覧してもらい、駅逓所
を身近に感じ知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隣地の整備を行う。

旧島松駅逓所保存・活
用基本計画の策定

実施設計及び測量

文化課 事業費（千円） 0 6,510

●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】

事業内容

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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事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

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。

広島音頭保存会に助成
北広島ふるさと太鼓保
存会に助成

広島音頭保存会に助成
北広島ふるさと太鼓保
存会に助成

広島音頭保存会に助成
北広島ふるさと太鼓保
存会に助成

文化課 事業費（千円） 212 212 212

文化財保存・活用事
業

本市の文化財や郷土資料を周知し、郷土に
対する愛着とふるさと意識の高揚を図るた
め、国指定文化財と北広島市文化財保護審
議会が指定する市指定文化財、郷土の自然
や歴史を後世に伝えるために適切な保存と
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
存会に助成
北広島市文化財保護審
議会の開催

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
存会に助成
北広島市文化財保護審
議会の開催

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
存会に助成
北広島市文化財保護審
議会の開催

文化課 事業費（千円） 5,212 5,212 5,212

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24年度 平成25年度 平成26年度

【拡大】

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。

図書や視聴覚資料等の
購入・情報検索データ
ベースの活用
【拡大】
高齢者への図書の宅配

図書や視聴覚資料等の
購入・情報検索データ
ベースの活用
高齢者への図書の宅配

図書や視聴覚資料等の
購入・情報検索データ
ベースの活用
高齢者への図書の宅配

文化課 事業費（千円） 21,162 21,162 21,162

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） 1,500 1,500 1,500

●第６節　読書活動の充実

事業内容

○平成23年度で終了した事業

　・図書館AVサロン視聴覚資料充実事業（2,800千円）

　・子どもの読書活動推進計画策定事業（335千円）

【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】

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24年度 平成25年度 平成26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） 203 203 203

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。

北広島市文化連盟に助
成
北広島音楽協会に助成

北広島市文化連盟に助
成
北広島音楽協会に助成

北広島市文化連盟に助
成
北広島音楽協会に助成

文化課 事業費（千円） 640 640 640

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） 650 650 650

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。

文化施設屋上防水シー
ト修繕
エントランス高天井ダ
ウンライト修繕
ギャラリーAVサロンス
ライディングウォール
修繕
舞台音響設備増幅器等
修繕

温水ボイラー分解整備
図書館テラス修繕
業務用プロジェクター
の購入
電波障害設備撤去

舞台照明設備修繕

文化課 事業費（千円） 8,086 13,616 14,756

事業内容

○平成23年度で終了した事業（事業費）

　・芸術文化創造プラン策定事業（582千円）

●第７節　芸術文化の振興

【施策１　個性豊かな地域文化の振興】

第７節 芸術文化の振興 施策１ 個性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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事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

芸術文化ホール運営
委員会連携事業

市と協働で芸術鑑賞型事業及び芸術創造事
業を推進し、市民の主体的な芸術文化活動
の活発化と資質向上を図るため、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
委員会による自主事業
の実施

北広島市芸術文化ホー
ル運営委員会に助成
委員会による自主事業
の実施

北広島市芸術文化ホー
ル運営委員会に助成
委員会による自主事業
の実施

文化課 事業費（千円） 12,792 11,942 11,942

花ホールスタッフの
会支援等事業

市及び運営委員会等が主催する鑑賞事業の
サポート活動やバーコーナーの運営など、
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を支援する。

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

文化課 事業費（千円） 380 380 380

【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
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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24年度 平成25年度 平成26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
業を積極的に計画また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
を助成する。

「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） 300 300 300

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） 205 300 300

市民スポーツ活動推
進事業

子どもから高齢者、障がい者までさまざま
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
近 隣 市 交 流 事 業 等
（パークゴルフ大会）
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、31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
近隣市交流事業等（家
庭婦人スポーツ大会）
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、32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） 300 270 270

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26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、全国または全道規模のスポー
ツ大会に出場する選手（役員）に対して費
用の一部を助成する。

スポーツ大会出場費の
助成

スポーツ大会出場費の
助成

スポーツ大会出場費の
助成

社会教育課 事業費（千円） 1,350 1,350 1,350

●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】

事業内容

【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24年度 平成25年度 平成26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） 3,118 3,118 3,118

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） 453 453 453

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
ポーツリーダーの養成
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
ポーツリーダーの養成
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
ポーツリーダーの養成
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） 1,109 1,109 1,109

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。

スポーツ賞等表彰式の
開催

スポーツ賞等表彰式の
開催

スポーツ賞等表彰式の
開催

社会教育課 事業費（千円） 336 336 336

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26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） 4,500 4,500 4,500

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12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） 4,532 4,778 4,778

事業内容

【施策３　スポーツ施設の整備と運営】

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24年度 平成25年度 平成26年度

【拡大】

西の里ファミリー体
育館改修事業

建築後26年以上経過しており、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。

【拡大】
調査委託の実施

実施設計

改修工事
工事監理委託

≪H26で事業終了≫

社会教育課 事業費（千円） 4,725 2,800 69,386

【拡大】

総合体育館大規模改
修事業

建築後25年以上経過しており、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。

大規模改修工事
工事監理委託
【拡大】
備 品 等 の 購 入 ・ リ
ニューアル記念事業

≪H24で事業終了≫

社会教育課 事業費（千円） 349,819

運動広場整備事業
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。

施設整備調査の実施 施設整備

社会教育課 事業費（千円） 2,820 100,000

事業内容

○平成23年度で終了した事業（事業費）

　・西部プール建設事業（11,678千円）

58 



第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

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。

大学との連携に向け、
調査などの実施

大学との連携に向け、
調査などの実施

大学との連携に向け、
調査などの実施

政策調整課 事業費（千円） 0 0 0

●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】

事業内容

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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事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26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） 27 27 27

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26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。

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

本市でのスポーツ交流
の実施

社会教育課 事業費（千円） 385 1,186 385

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

「 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

秘書課 事業費（千円） 943 943 943

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26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。

国際交流協議会が実施
す る カ ナ ダ ・ サ ス カ
ツーン市の交流受入及
び市民交流事業の実施
への支援

国際交流協議会が実施
す る カ ナ ダ ・ サ ス カ
ツーン市への交流派遣
及び市民交流事業の実
施への支援

国際交流協議会が実施
す る カ ナ ダ ・ サ ス カ
ツーン市の交流受入及
び市民交流事業の実施
への支援

社会教育課 事業費（千円） 420 1,490 420

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３　国際交流の促進】

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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