
【新規】 2021推進計画（新規・拡大等）一覧表 別冊２

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

1
東部小学校校舎防音

機能復旧事業
新規

○防音機能を復旧し良好な教育環境等を確保するため、老朽

化した温度保持換気設備機器等（暖房機、空調機、送風機

等）を更新する。（更新対象：平成13年度整備）

2,300 31,360 教育総務課

2
大曲中学校校舎防音

機能復旧事業
新規

○防音機能を復旧し良好な教育環境等を確保するため、老朽

化した温度保持換気設備機器等（暖房機、空調機、送風機

等）を更新する。（更新対象：平成14年度整備）

2,300 42,410 教育総務課

3
緑陽中学校校舎内部

設備改修事業
新規

○昭和53年に建築された校舎の給水管の老朽化により、更新

が必要なことから、また、受変電設備機器等の電気設備の耐

用年数を迎えていることから計画的な更新を行う。

3,100 57,450 教育総務課

4
大曲小学校講堂防音

機能復旧事業
新規

○防音機能を復旧し良好な教育環境等を確保するため、老朽

化した温度保持換気設備機器等（暖房機、空調機、送風機

等）を更新する。（更新対象：平成15年度整備）

2,000 教育総務課

5
帰国・外国人児童生

徒教育支援事業
新規

○日本語指導等が必要な帰国・外国人児童生徒に対する指導

の充実を図るため、日本語指導支援ボランティアの派遣によ

る教育支援を行う。

822 822 822 学校教育課

6
学校における働き方

改革推進事業
新規

○教職員が教育活動に専念できる適切な環境の整備に向け、

校務支援員の配置及び部活動指導員の派遣を行う。また、労

働安全衛生法に基づき、教職員の健康管理等を行うため、必

要な知識を有する医師を1名選任する。

13,772 13,772 13,772 学校教育課

7
パラリンピック採火

式事業
新規

○東京パラリンピックの開催にあたり、聖火フェスティバル

として式典を開催する。あわせて、障がいや年齢の有無にか

かわらず楽しめるアダプテッドスポーツ大会を開催する。

400 0 0 社会教育課

担当課
計画額（千円）

№ 事業名
新規拡

大区分
前年度からの変更点等
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8
レクリエーションの

森改修事業
新規

○社会教育施設である北広島レクリエーションの森は、気軽

に森林と触れ合うことができる施設として、市内外から多く

の利用者がある。昭和59年の開設から相当年数が経過してお

り施設の老朽化のほか、散策路へのササ等の侵入が進んでい

る。さらに平成30年の9月台風の風倒被害で不通となる散策

路が発生するなど、レクリエーションの森の機能回復が必要

な状況となっていることから、改修を行いたい。また、Fビ

レッジの開業にあわせ、レクリエーションの森駐車場の無断

利用防止のためのゲート設置を行いたい。

0 14,212 25,072 社会教育課

9
スポーツ施設整備事

業
新規

○2021年度を始期とするスポーツ振興計画の目標を達成する

とともにスポーツ施設個別施設計画を推進するため、老朽化

している市内公共スポーツ施設については、利用者のニーズ

も踏まえた整備が望ましいことから、スポーツ施設の整備検

討を行う。また、自然の森キャンプ場整備事業を本事業に統

合する。

0 0 0 社会教育課

10
総合体育館ＬＥＤ化

事業
新規

○水銀ランプの製造・輸出・輸入が2021年度以降禁止となる

ことや電気使用量の削減、照度のアップ、使用に応じた調

光、電球の寿命延長などの機能面での観点を含め、メインア

リーナ及びサブアリーナで使用している水銀ランプをＬＥＤ

照明に更新する。

1,743 1,743 1,743 社会教育課

11
地域まるごと読書活

動支援事業
新規

○地域まるごと読書支援モデル事業を全市に拡大

○学校図書館活用事業を統合

○移動図書館車事業を宅配、配本事業に切り替え

○配本連絡車ルートの拡大（学校間・保育施設）

○高齢者サービスの充実（宅配・施設巡回）

33,044 33,044 文化課
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【拡大等】

2021推進計画（新規・拡大等）一覧表

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

1
学校ＩＣＴ環境整備

事業
拡大

○文科省から示されたGIGAスクール構想の実現のため、児

童生徒に1人1台学習者用PCの整備を行うことに伴い、導入

した機器が安定的に活用できるよう学校ICT環境の整備・更

新を行う。

74,862 324,546 307,384 233,694

教育総務課

小中一貫・教育

施策推進課

2
特別支援教育推進事

業
拡大

○通常学級在籍の特別支援教育対象児童1名（入学当時は特

別支援学校判定）対応のため、特別支援教育支援員を1名追

加配置する。

○教育支援委員会調査員間の調査結果のばらつきを減らすこ

とを目的とし、新たに調査員となった者に対し年2回行う。

○調査員が使用するWISC-Ⅳ発達検査コンプリートセットの

不足により調査業務に支障が出ているため、新たに2セット

購入する。

46,212 52,890 52,604 52,604 学校教育課

3
要保護・準要保護児

童生徒援助事業
拡大

○就学援助認定者のうち小1・4・中1年を対象にスキー用具

購入費を上限ありの実費支給としているが、児童の成長度合

に配慮した支給を行うため、支給対象を小1・3・5・中1年に

拡大する。また、これまでは支給対象用具として、板・金

具・ポール・靴の4品目に限定していたが、４品目と同様に

スキーに必要なゴーグル、グローブ等を支給対象に加えるに

あたり、対象学年の児童生徒に対して上限額を定額支給する

こととする。

108,600 131,824 131,824 131,824 学校教育課

4
不登校いじめ対策・

教育相談事業
拡大

○【スクールカウンセラー配置時間の増加】重大な課題を抱

える児童生徒の対応、教職員の支援、病院など関係機関との

連携、保護者との信頼関係を築くために、専門資格を有する

SCの役割は大きく、週1回程度の勤務が必要であるため。

12,609 14,842 14,842 14,842 学校教育課

担当課№ 事業名
新規拡

大区分
前年度からの変更点等

計画額（千円）
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【拡大等】

2021推進計画（新規・拡大等）一覧表
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新規拡
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5
中央公民館活動推進

事業
拡大

○学校支援地域本部事業・公民館活動推進事業・家庭教育支

援事業における事業の内容を精査し、学校支援活動につなが

るような地域人材の育成のための公民館事業・家庭教育支援

事業を効果的に実施するために、学校支援地域本部事業の一

部スクラップと、公民館事業及び家庭教育支援事業のビルド

を行った。

490 1,613 1,222 1,222 社会教育課

6 家庭教育支援事業 拡大

○子どもの生活習慣の乱れや若年層の自己肯定感・自己有用

感の低さが指摘されている中、すべての教育の出発点である

家庭教育を支援するため「子ども、保護者、親子」それぞれ

を対象とした事業を「集める・届ける・発信する」の３視点

からアプローチすることにより、包括的に家庭の教育力向上

を図る。

369 539 539 539 社会教育課

7
学校支援地域本部事

業
－

○コーディネーター業務を見直した。

○令和3年度以降については学校支援地域本部事業を900千円

減額し、家庭教育支援事業へ170千円、公民館活動推進事業

730千円へ振り向けた。

7,760 6,860 6,860 6,860 社会教育課

8 成人式開催事業 拡大

○2022年4月に改正民法が施行され、成年年齢が18歳となる

が、当市においては成年年齢引き下げ後も引き続き20歳を対

象に「成人としての自覚と責任を改めて促す」ことを目的に

式典を行うこととし、成人が18歳となることから式典名称の

変更を検討するため横幕の印刷費用を計上した。

○新型コロナウイルス感染拡大防止対策として式典を2回に

分けて開催することとし、警備等委託費の増額及び式典映像

のオンライン公開に係る委託費用を計上した。

600 690 740 690 社会教育課
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【拡大等】

2021推進計画（新規・拡大等）一覧表

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
担当課№ 事業名

新規拡

大区分
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9

きたひろしま３０㎞

ロードレース連携事

業

拡大

○新型コロナウイルスの感染対策として、非対面式の受付(ナ

ンバーカードなどの事前送付等）、スタート時のソーシャル

ディスタンスを守るための時差式スタートなどの対策を十分

にとったうえで開催するため、実行委員会への支援を行う。

700 1,300 1,300 1,300 社会教育課

10
小中一貫教育推進事

業
拡大

○小学校高学年から中学校にかけての学習指導面において、

「授業の理解度」や「教科の好き嫌い」など学習上の悩みを

抱える子どもが増える傾向が明らかになっていることから、

小学校段階からの持続可能な教科担任制への実践研究を行う

ため、中学校教諭が小学校へ指導を行う場合の後補充等とし

て時間講師を配置する。

2,134 7,024 4,456 4,554
小中一貫・教育

施策推進課

11
コミュニティ・ス

クール推進事業
拡大

○地域とともにある学校づくりを推進するための有効な仕組

みであることから、令和５年度の全市拡大に向けて取り組み

を進める。

2,292 2,440 3,210 3,910
小中一貫・教育

施策推進課
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