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幼稚園協会に助成

幼稚園協会連携事
業

〔一般会計〕

教育総務課 事業費（千円） 160 160 160

幼稚園振興事業

〔一般会計〕

教育総務課 事業費（千円） 6,886 6,886

【継続事業】

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

【継続事業】

幼稚園が実施する満2歳児を対象とした子
育て支援事業の参加に係る保護者負担を
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

【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、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、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

【継続事業】

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対する
助成

入園料・保育料の減免
を行う私立幼稚園に対する
助成

入園料・保育料の減免
を行う私立幼稚園に対する
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２７年度 平成２８年度 平成２９年度

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〕

子育て支援室保育課 事業費（千円）

93,976

幼稚園就園奨励費
事業

〔一般会計〕

子育て支援室保育課 事業費（千円） 93,792 93,976

1,148 1,148
Ｈ26繰越分
Ｈ27予算分
合計

1,148
0

1,148

施策６　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５　特別支援教育の充実
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平成２９年度

図書の購入
学校図書館ネットワークシ
ステム借上げ
学校司書の配置（中学校）

学校図書館活用事
業

〔一般会計〕

学校教育課 事業費（千円） 15,299 15,770 15,770

平成２８年度 平成２９年度

80 5,078

【継続事業】
学校図書センターを拠点として、各中学校
に学校司書を配置し、図書の購入、学校図
書館の環境整備や特集コーナーの設置、
教科等における調べ学習などの授業支援
を行う。
また、学校図書館システムを活用し、貸
出、返却及び蔵書管理を行い、学校図書
館の充実を図る。

図書の購入
学校図書館ネットワークシ
ステム借上げ
学校司書の配置（中学校）

図書の購入
学校図書館ネットワークシ
ステム借上げ
学校司書の配置（中学校）

心の教育推進事業

〔一般会計〕

学校教育課 事業費（千円） 34

7,534

【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、自尊感情や
他人への思いやり、生命を尊重する心、公
共の精神など、道徳の時間などを中心にし
た豊かな心を養う教育の充実に取り組む。

福祉読本編集委員会の
開催

福祉読本編集委員会の
開催

福祉読本編集委員会の開
催
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

学校教育振興事業

〔一般会計〕

教育総務課 事業費（千円） 7,842 7,534

【継続事業】

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

創意工夫展、書写展の開
催

創意工夫展・書写展
事業

〔一般会計〕

学校教育課 事業費（千円） 183 183 183

6,292 6,292

【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。

創意工夫展、書写展の開
催

創意工夫展、書写展の開
催

心の教室相談事業

〔一般会計〕

学校教育課 事業費（千円） 6,219

60

【継続事業】

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
握を行う。

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

【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２７年度

教育総務課 事業費（千円） 0 60

【新規事業】

基本的生活を形成する家庭、幼稚園、保
育園での子育てから、社会生活を営む上
で必要な知識、技能、態度の基礎を身につ
ける小学校への育ちの変化にスムーズに
移行できるように、各関係機関との連携や
家庭への情報提供を行う。

懇話会の開催
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

幼保小連携推進事
業

懇話会の開催
幼保小の連携に関する講
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
幼保小の連携に関する講
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２７年度 平成２８年度
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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

〔一般会計〕

学校給食センター 事業費（千円） 58 564 61

1,277 1,277

【継続事業】

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
「食の課題と指導の手引」
改定版の作成

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） 7,440

7,862

【拡大事業】

小中学校の食器更新計画に基づき、計画
的に更新する。

断熱食缶コンテナ、畜冷剤
凍結庫の購入

調理機器の更新 調理機器の更新

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） 3,850 7,702

【継続事業】

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
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

【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２７年度 平成２８年度 平成２９年度

学校教育相談員活
用事業

〔一般会計〕

学校教育課 事業費（千円） 2,381

5,367

【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） 5,367 5,367

【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

2,506 2,506

【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２７年度 平成２８年度 平成２９年度
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中体連春季大会、中体連
秋季大会の開催
石狩管内中体連の開催

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 5,323

9,983

【施策５　特別支援教育の充実】
事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

特別支援教育支援員（22
人）、特別支援学級介助員
の配置（14人）
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） 36,646 42,462 42,462

2,222 2,265

【継続事業】
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・特別支援学級
介助員を配置する。

特別支援教育支援員（17
人）、特別支援学級介助員
の配置（14人）
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（22
人）、特別支援学級介助員
の配置（14人）
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） 2,155

2,100

【継続事業】

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、通級指導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

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 2,100

【継続事業】

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

【継続事業】
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、同連盟への事業
費の支援により、生徒間の交流や習得した
技能を発揮する場の提供をはじめ、市内ス
ポーツと市教育の振興に寄与する。

中体連春季大会、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、中体連
秋季大会の開催
石狩管内中体連の開催

学校給食費公会計
化事業

〔一般会計〕

学校給食センター 事業費（千円） 0

128

【継続事業】

適正で透明な会計処理及び給食費収納に
係る教職員の事務負担の軽減のため、学
校給食費の公会計化を実施する。

学校給食費の公会計化に
向けた検討

収納管理システムの構築
公会計による給食費会計
の運営

4,627

食に関する指導の推
進事業

〔一般会計〕

学校給食センター 事業費（千円） 32 128

【拡大事業】

アレルギーがある児童生徒の保護者や教
職員を対象とした講演会や、市内小中学
校教員を対象とした給食への異物混入発
生時の対応について勉強会を開催する。

食物アレルギーに関する講
演会の開催

講演会、勉強会の開催 講演会、勉強会の開催

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
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2,806

姉妹都市子ども大使
交流事業

〔一般会計〕

教育総務課 事業費（千円） 2,806 2,806

【継続事業】
小中学生から継続して姉妹都市である東
広島市と友好親善を深めるとともに、学習
効果を還流して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に
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に
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に
参列

社会科副読本編集委員
会、郷土教材化編集委員
会の開催
デジタル教材の作成

郷土資料教材化事
業

〔一般会計〕

学校教育課 事業費（千円） 2,587 72 72

【施策６　社会の変化や課題に対応した教育の推進】

15,688 15,720

【継続事業】
地域に根ざした授業を行うため、社会科副
読本編集委員会を開催し、効果的な指導
内容・方法の工夫改善を進める。
また、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のデジタル化の
検討・作成を行う。

社会科副読本編集委員
会、郷土教材化編集委員
会の開催
社会科副読本改訂版の作
成
デジタル教材の作成

社会科副読本編集委員
会、郷土教材化編集委員
会の開催
デジタル教材の作成

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） 15,446

86,635

【継続事業】

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4名を計画的
に各小中学校に派遣

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4名を計画的
に各小中学校に派遣

学校ＩＣＴ環境整備事
業

〔一般会計〕

教育総務課 事業費（千円） 66,906 78,221

【継続事業】

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。

校務用コンピューターの更
新・保守・修繕
実物投影機の購入

校務用コンピューターの更
新・保守・修繕
教育用サーバ、プロジェク
ターの更新

校務用コンピューターの更
新・保守・修繕
教室用プロジェクターの更
新
校務支援システム導入・運
用

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
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学校運営協議会の運営、
講演会、コミュニティ・スクー
ル研究会の実施

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

〔一般会計〕

学校教育課 事業費（千円） 394 508 508

276 276

学校施設開放事業

【継続事業】

地域に開かれ、支えられる学校づくりの推
進が期待されるコミュニティ・スクールの導
入を促進するため、文部科学省の指定を
受け、試行的に西部地区にコミュニティ・ス
クールを設置し調査研究を実施する。

学校運営協議会の運営、
講演会、コミュニティ・スクー
ル研究会の実施

学校運営協議会の運営、
講演会、コミュニティ・スクー
ル研究会の実施

学校評議員等運営
支援事業

〔一般会計〕

学校教育課 事業費（千円） 276

【継続事業】
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の自己評価結果に
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

〔一般会計〕

教育総務課 事業費（千円）

【継続事業】

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。

《平成26年度終了》

【施策１　開かれた学校づくりの推進】
事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

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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【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２７年度 平成２８年度 平成２９年度

2,809

児童生徒の通学費
支援事業

〔一般会計〕

学校教育課 事業費（千円） 2,569 2,809

【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

対象児童生徒の保護者
に通学費の一部を助成

大型事務機器保守及び
修繕
大型事務機器の購入

学校事務機器整備
事業

〔一般会計〕

教育総務課 事業費（千円） 745 2,730 2,730

3,272 3,272

【継続事業】

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

大型事務機器保守及び
修繕
大型事務機器の購入

理科教材等整備事
業

〔一般会計〕

教育総務課 事業費（千円） 3,248

1,350

【継続事業】

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

私立学校教育振興
事業

〔一般会計〕

教育総務課 事業費（千円） 1,350 1,350

【継続事業】

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

4,430 4,430

学校教育団体活動
支援事業

〔一般会計〕

教育総務課 事業費（千円） 4,630

7,935

【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、教育関係団体で
行う事業費の一部を支援する。

教育研究会、小中学校校
長会、小中学校教頭会、進
路指導連絡協議会に助成

教育研究会、小中学校校
長会、小中学校教頭会、進
路指導連絡協議会に助成

教育研究会、小中学校校
長会、小中学校教頭会、進
路指導連絡協議会に助成

学校支援地域本部
事業

〔一般会計〕

社会教育課 事業費（千円） 7,872 7,935

【継続事業】
学校を地域全体で支える体制を整えていく
ため学校支援地域本部を設立し、地域住
民等の参画による学校支援を推進する。
「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、専門性を有する
「授業補助員」の配置による指導の充実、
地域の方がもつ優れた知識・技術を生か
す「学校支援ボランティア」の活用を行う。

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
経費の助成
授業補助員の配置（200時
間×16校）

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
経費の助成
授業補助員の配置（200時
間×16校）

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
経費の助成
授業補助員の配置（200時
間×16校）
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5,400

奨学金支給事業

〔一般会計〕

学校教育課 事業費（千円） 5,400 5,400

【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。

選考された奨学生に対
し、奨学金を支給

選考された奨学生に対
し、奨学金を支給

選考された奨学生に対
し、奨学金を支給

入学準備金の支給

高等学校等入学準
備金支給事業

〔一般会計〕

学校教育課 事業費（千円） 2,400 2,800 2,800

20,000 20,000

【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、入学準備金を支援する。

入学準備金の支給 入学準備金の支給

学校放送設備整備
事業

〔一般会計〕

教育総務課 事業費（千円） 9,807

1,625

【継続事業】

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。

学校放送設備の更新 学校放送設備の更新 学校放送設備の更新

教師用指導書等整
備事業

〔一般会計〕

学校教育課 事業費（千円） 12,604 4,334

【継続事業】

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。

平成27年度から使用する
小学校後期分及び平成28
年度から使用する中学校
前期分の指導書、教師用
教科書の配布

平成28年度から使用する
中学校後期分の指導書、
教師用教科書の配布

平成29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

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

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
除雪機の購入

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） 412 1,100 1,100

127,012 122,356

【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

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
除雪機の購入

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） 125,160

【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、PTA会費、生徒会
費、部活動費、医療費等の
援助

学用品費、修学旅行費、給
食費、PTA会費、生徒会
費、部活動費、医療費等の
援助

学用品費、修学旅行費、給
食費、PTA会費、生徒会
費、部活動費、医療費等の
援助
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【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、設備機器の新機種への更新工事
を実施する。

防音機能復旧工事
工事監理
《平成27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、設備機器の新機種への更新工事
を実施する。

実施設計
防音機能復旧工事
工事監理
《平成28年度終了》

北の台小学校校舎
屋体大規模改造・屋
体地震補強事業

〔一般会計〕

教育総務課 事業費（千円） 379,150

緑ヶ丘小学校校舎・
講堂防音機能復旧
事業

〔一般会計〕

教育総務課 事業費（千円） 66,680

24,473

東部小学校講堂防
音機能復旧事業

〔一般会計〕

教育総務課 事業費（千円） 1,030

【継続事業】

建築後37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、内外部の大
規模改造工事に併せて、地震補強工事、
非構造部材の耐震化工事、トイレ等の改
修工事を実施する。

大規模改造
工事監理
《平成27年度終了》

緑陽中学校校舎・屋
体地震補強・大規模
改造事業

〔一般会計〕

教育総務課 事業費（千円） 81,507

【継続事業】

建築後36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、校舎棟の大
規模改造工事と併せて、耐震化の必要な
体育館の地震補強工事、非構造部材の耐
震化工事、大規模改造工事を実施する。

屋体地震補強・非構造部材
耐震化工事
工事監理

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

【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

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

673 673

【継続事業】

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。

《平成26年度終了》

東部中学校エレベー
ター設備等設置事業

〔一般会計〕

教育総務課 事業費（千円）
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【継続事業】

建築後42年以上が経過し、老朽化が顕著
なため、北校舎棟の大規模改造工事を実
施する。

大規模改造工事
工事監理
《平成27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） 1,110 35,320

0 0

【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。

実施設計
防音機能復旧工事
工事監理
《平成28年度終了》

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

【継続事業】

建築後24年以上が経過し、老朽化が顕著
なため、校舎棟の大規模改造工事を実施
する。

大規模改造工事
工事監理
《平成29年度終了》

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

【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8校(東部小、西部
小、大曲小、西の里小、双葉小、緑ヶ丘
小、西部中、広葉中の8校)について、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 非構造部材耐震化の検討

大曲中学校北校舎
棟大規模改造事業

〔一般会計〕

教育総務課 事業費（千円） 149,327

Ｈ26繰越分
Ｈ27予算分
合計

82,950
0

82,950

【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。

実施設計
防音機能復旧工事
工事監理
《平成29年度終了》

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）

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） 1,110 35,320

427,400

広葉中学校校舎・講
堂防音機能復旧事
業

〔一般会計〕

教育総務課 事業費（千円）

【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。

防音機能復旧工事
工事監理
《平成27年度終了》
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1,545

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） 8,659 11,664

【新規事業】

市内小中学校敷地内の老朽化した遊具の
修繕や駐車場舗装、グレーチングなどの外
構工事を実施する。

小学校遊具修繕、周辺整
備

小学校遊具新設
小中学校駐車場等周辺整
備

小中学校駐車場等周辺整
備

実施設計

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） 1,200

教育総務課 事業費（千円） 316,074 387,700

1,280

【新規事業】

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。

西の里中学校校舎
防音機能復旧事業

〔一般会計〕

教育総務課 事業費（千円）

【新規事業】

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

【継続事業】
大規模改造工事を実施していない築20年
以上経過している屋内体育館の4校(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
(吊り天井、照明器具、バスケットゴール等)
を実施する。

《大曲中・西の里中》
大規模改造工事
非構造部材耐震化工事
工事監理

《大曲東小・東部中》
大規模改造工事
非構造部材耐震化工事
工事監理
《平成28年度終了》

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

屋体大規模改造・非
構造部材耐震化事
業

〔一般会計〕
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青少年健全育成大会の開
催
地域で子どもを守り育てる
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
地域で子どもを守り育てる
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

不登校いじめ対策・
教育相談事業

〔一般会計〕

学校教育課 事業費（千円） 458 292

【拡大事業】

いじめに関して効果的な研修やアドバイス
などを行うため、学校等でいじめ防止に関
する研修会などを開催する。

研修会の開催 研修会の開催 研修会の開催

336 336

青少年健全育成啓
発事業

〔一般会計〕

学校教育課 事業費（千円） 336

292

【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、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
地域で子どもを守り育てる
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

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

不登校いじめ対策・
教育相談事業
《旧事業名》
不登校対策・教育相
談事業

〔一般会計〕

学校教育課 事業費（千円） 13,187 13,057 13,067

120 120

【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。
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
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

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

【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２７年度 平成２８年度 平成２９年度

家庭教育支援事業

〔一般会計〕

社会教育課 事業費（千円） 60

325

【継続事業】

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

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

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

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

【継続事業】

児童生徒の健全育成を進めるため、各学
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ＰＴ
Ａ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

【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２７年度 平成２８年度 平成２９年度

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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成人式開催事業

〔一般会計〕

成人式の開催 成人式の開催

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
安全確認の実施
通学路安全指導員による
安全指導の実施
ネットパトロールの実施

青少年安全対策事
業

〔一般会計〕

安全指導員の増員

放課後子ども教室事
業

〔一般会計〕

学校教育課 事業費（千円） 988 988

937 937

【拡大事業】

学習アドバイザーを補助をする安全管理員
を増員する。
新たに小学校1校で放課後子ども教室実施
に向けた準備事業を実施する。

安全指導員の増員

放課後子ども教室事
業

〔一般会計〕

学校教育課 事業費（千円） 1,323

696

【継続事業】

放課後や長期休暇中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て学
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、学習アドバイザーの
配置により放課後子ども教
室を開催

コーディネーター、安全管
理員、学習アドバイザーの
配置により放課後子ども教
室を開催

コーディネーター、安全管
理員、学習アドバイザーの
配置により放課後子ども教
室を開催

社会教育課 事業費（千円） 683 696

【継続事業】

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

【継続事業】 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。
子どもたちの安全確保のため、スクール
ガードリーダーによる学校施設、通学路等
の安全確認を実施する。また、通学路安全
指導員による登下校時の安全指導を実施
する。
ネットトラブルから子どもたちを守るため、
小中学校においてネットパトロールを実施
する。

専任指導員による補導、巡
視活動や不審者対応
学校・自治会・関係機関等
との情報交換
不審者情報のメール配
信
スクールガードリーダーに
よる学校施設・通学路等の
安全確認の実施
通学路安全指導員による
安全指導の実施
ネットパトロールの実施

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
安全確認の実施
通学路安全指導員による
安全指導の実施
ネットパトロールの実施

青少年健全育成連
絡協議会支援事業

〔一般会計〕

学校教育課 事業費（千円） 450

【継続事業】

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

学校教育課 事業費（千円） 9,174 8,877 8,929

450 450

【継続事業】

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
業への参画
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
業への参画
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
業への参画
青少年の体験交流事業
の実施

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

【施策３　地域が支える健全育成活動の充実】

65

青少年健全育成振
興事業

〔一般会計〕

学校教育課 事業費（千円） 65 65
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【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、各地区に設立された住民
主導の組織「生涯学習振興会」を支援す
る。

西部・西の里・大曲・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

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

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

生涯学習振興会支
援事業

社会教育課 事業費（千円） 18,136 18,307 18,307

〔一般会計〕

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】

675 675

生涯学習市民活動
団体支援事業

〔一般会計〕

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

【継続事業】

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

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） 757 992

【継続事業】

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。

スキー教室の開催
太鼓教室の開催
レクの森工作教室の開催
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
レクの森工作教室の開催
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
レクの森工作教室の開催
施設管理

355 355

中央公民館活動推
進事業

〔一般会計〕

社会教育課 事業費（千円） 347

992

【施策２　学習機会の充実】
事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９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

1,500

【継続事業】

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） 1,500 1,500

【継続事業】

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・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

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

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
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【施策３　施設の充実による学習環境の整備】
事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

0 0

林間学園・レクリエー
ションの森整備事業

〔一般会計〕

社会教育課 事業費（千円） 0

0

【新規事業】

経年劣化によって腐食、破損しているアス
レチック、管理棟、炉場、展望台等を計画
的に改修を行う。

整備に向けた検討 整備に向けた検討 整備に向けた検討

西の里公民館改修
事業

〔一般会計〕

社会教育課 事業費（千円） 0 0

【新規事業】

建築後38年が経過し、耐震化の必要があ
ることから、今後の施設の総合的な利用を
検討しながら、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

【新規事業】

建築後54年が経過し、老朽化が進んでい
ることから、施設の解体を行う。

解体に向けた検討 解体に向けた検討 解体に向けた検討

「生涯学習支援システム」
の活用による学習機会の
充実。

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） 11,642 11,390 11,390

【継続事業】

図書館情報システム・施設予約管理システ
ムからなる生涯学習支援情報システムを
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。

「生涯学習支援システム」
の活用による学習機会の
充実。

「生涯学習支援システム」
の活用による学習機会の
充実。

0

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

フレンドリーセンター
施設解体工事事業

〔一般会計〕

社会教育課 事業費（千円） 0 0

【継続事業】

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。

《平成26年度終了》

中央公民館大規模
改修事業

〔一般会計〕

社会教育課 事業費（千円）
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旧島松駅逓所周辺
整備事業

〔一般会計〕

5,708

エコミュージアム普
及推進事業

〔一般会計〕

エコミュージアムセンター 事業費（千円） 4,054 5,708

5,972

文化財保存・活用事
業

〔一般会計〕

エコミュージアムセンター 事業費（千円） 5,920 5,972

【継続事業】

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
文化財等調査補助員の配
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
文化財等調査補助員の配
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
文化財等調査補助員の配
置

【施策２　文化財の保存と活用】
事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

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

郷土文化伝承支援
事業

〔一般会計〕

エコミュージアムセンター 事業費（千円） 212 212 212

【継続事業】

従来の博物館的要素のみばかりではなく、
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。

《平成26年度終了》

エコミュージアム拠
点施設等整備事業

【継続事業】

本市の郷土芸能を後世に伝えるため、保
存・継承している団体を支援する。

広島音頭保存会への助
成
北広島ふるさと太鼓保
存会への助成

広島音頭保存会への助
成
北広島ふるさと太鼓保
存会への助成

エコミュージアムセンター 事業費（千円） 0

【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。

整備に向けた検討

【施策１　エコミュージアム構想の推進】
事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

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

〔一般会計〕

エコミュージアムセンター 事業費（千円）

【継続事業】
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、行政と市民の協働に
より、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・まちづくりを推
進する。
また、郷土に関する学習や体験学習を通し
て、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。

施設の運営
エコミュージアム推進
委員会の開催
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
常設展示・企画展示・講演
会の開催

仮）エコミュージアム事業推
進委員会の検討
施設の運営
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
常設展示・企画展示・講演
会の開催

仮）エコミュージアム事業推
進委員会の検討
施設の運営
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
常設展示・企画展示・講演
会の開催
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

【継続事業】

広島県から入植して130周年を迎えるにあ
たり、先人たちの足跡に思いを馳せながら
未来のまちづくりを描く年とするため記念
事業を実施する。

《平成26年度終了》

きたひろ130年記念
事業

〔一般会計〕

総務課 事業費（千円）
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図書館サービス提供
事業

〔一般会計〕

文化課 事業費（千円）

第６節　読書活動の充実 施策１　図書館サービスの充実

20,876 22,050

【継続事業】

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。

平成２７年度 平成２８年度 平成２９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

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

1,500

図書館フィールドネッ
ト連携事業

〔一般会計〕

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

【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。
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13,000 12,540

28,597 26,927

【継続事業】

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、北広
島音楽協会に対する助成

北広島市文化連盟、北広
島音楽協会に対する助成

北広島市文化連盟、北広
島音楽協会に対する助成

文化施設修繕事業

〔一般会計〕

650

【継続事業】

640 640

文化団体活動支援
事業

【継続事業】

芸術文化ホール(客席、舞台、音響、照明
設備等)の安全性や芸術文化振興のため
の機能維持を図るため、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。

舞台設備等修繕（操作・制
御盤一般部品交換修繕）

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）

文化課 事業費（千円） 21,330

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

文化課 事業費（千円） 0 0

【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。

吊物・活動室屋上防水改修
工事（その2）

文化施設共用部屋上防水
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）

図書館屋上防水改修工事
（その4）／空調設備等修繕

市民文化祭奨励事
業

〔一般会計〕

文化課 事業費（千円） 650 650

市民総合文化祭、地区文
化祭に対する助成

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

事業費（千円） 9,380

文化賞等表彰式の開催 文化賞等表彰式の開催

【施策１　個性豊かな地域文化の振興】

市民総合文化祭、地区文
化祭に対する助成

〔一般会計〕

文化課 事業費（千円） 640

【継続事業】

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、地区文
化祭に対する助成

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

芸術文化ホール設
備修繕事業

〔一般会計〕

文化課

0

文化賞等表彰事業

〔一般会計〕

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

第７節　芸術文化の振興
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

【施策２　市民等との連携による芸術文化活動の展開】

文化課 事業費（千円） 320320

【継続事業】

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対
する助成
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対
する助成
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対
する助成
花ホールボランティア講習
会の実施

北広島市芸術文化ホー
ル運営委員会に対する助
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） 11,835 11,882 11,882

【継続事業】

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
ル運営委員会に対する助
成
委員会での自主事業の
実施

北広島市芸術文化ホー
ル運営委員会に対する助
成
委員会での自主事業の
実施

320

花ホールスタッフの
会支援事業

〔一般会計〕
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

社会教育課

〔一般会計〕

事業費（千円） 300 0

【継続事業】

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

事業費（千円） 497

事業名
（担当課）

事業内容

スポーツ少年団本部に対す
る助成

スポーツ少年団育成
事業

〔一般会計〕

スポーツ大会出場支
援事業

〔一般会計〕

事業費（千円） 1,000 1,500

257

きたひろしま３０ｋｍ
ロードレース連携事
業

施策３　スポーツ施設の整備と運営

【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】
年度計画

平成２７年度 平成２８年度

【継続事業】

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対す
る助成

スポーツ少年団本部に対す
る助成

【継続事業】

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対す
る助成

北広島市体育協会に対す
る助成

北広島市体育協会に対す
る助成

3,118

453 453

3,118

【継続事業】

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、きたひろしま30ｋｍロードレースを開
催する。

きたひろしま30㎞ロードレー
ス実行委員会への支援

きたひろしま30㎞ロードレー
ス実行委員会への支援

きたひろしま30㎞ロードレー
ス実行委員会への支援

【継続事業】

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、スナッグゴ
ルフ大会、いちにのジャン
プ大会、30㌔歩ける会など
各種スポーツ・レクリエー
ションイベントの開催

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

各種障がい者スポーツ
大会の支援、スーパー
ドッジボール大会、スナッグ
ゴルフ大会、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

平成２９年度

1,500

社会教育課

社会教育課

体育協会活動支援
事業

〔一般会計〕

事業費（千円） 3,118

社会教育課

社会教育課

事業費（千円） 453

スポーツ大会出場費の助
成

スポーツ大会出場費の助
成

市民スポーツ活動推
進事業

〔一般会計〕

400

0

施策２　競技スポーツの振興

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
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社会教育課 事業費（千円） 182 304

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

【施策３　スポーツ施設の整備と運営】

西の里ファミリー体
育館改修事業

〔一般会計〕

社会教育課 事業費（千円） 214,380

304

社会教育課 事業費（千円）

【継続事業】

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
《平成27年度終了》

【継続事業】

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

【継続事業】

建築後28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。

改修工事
工事施工監理
《平成27年度終了》

【拡大事業】

利用団体の増加に伴い、利用日・時間が
不足しているため、開放対象施設に西の
里中学校を追加する。

西の里中学校の開放 西の里中学校の開放 西の里中学校の開放

【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】

市民の健康維持及び体力向上に資するた
め、学校の体育館を開放してスポーツ活動
の場を提供する。

市内小中学校13校で実施 市内小中学校13校で実施 市内小中学校13校で実施

全国中学生空手道
選抜大会連携事業

社会教育課 事業費（千円） 4,500

539

4,930 4,969 4,969

社会教育課 事業費（千円） 526 539

スポーツ賞等表彰式の開
催

1,109 1,109

〔一般会計〕

〔一般会計〕

学校施設（体育館）
開放事業

〔一般会計〕

〔一般会計〕

〔一般会計〕

スポーツアカデミー
事業

学校施設（体育館）
開放事業

スポーツ賞等表彰事
業

社会教育課 事業費（千円） 1,098
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

自然の森キャンプ場
整備事業

〔一般会計〕

社会教育課 事業費（千円） 15,200

0 0

【新規事業】

駐車場が不足していることから、駐車場用
地を取得、整備する。

駐車場用地取得、整備
《平成28年度終了》

運動広場整備事業

〔一般会計〕

社会教育課 事業費（千円） 0

165,715

【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

大曲ファミリー体育
館改修事業

〔一般会計〕

社会教育課 事業費（千円） 4,180

【継続事業】

建築後29年が経過し、老朽化が進むととも
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、改修を実施す
る。

実施設計
工事監理委
改修工事
《平成29年度終了》
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第９節　大学との連携

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

大学連携推進事業

〔一般会計〕

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。

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】

政策推進室企画課 事業費（千円） 100

【継続事業】

連携事業の推進
学生地域活動支援助成金
の交付

連携事業の推進
学生地域活動支援助成金
の交付

連携事業の推進
学生地域活動支援助成
金、大学連携事業調査研
究事業補助金の交付

1,305

施策２　地域活動の促進

305
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【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２７年度 平成２８年度 平成２９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】
事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

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

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 0

71

国際交流事業

〔一般会計〕

社会教育課 事業費（千円） 1,404

1,040

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

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

カナダ・サスカツーン
市の交流派遣
市民交流事業の実施
ボランティア登録と活動機
会の拡大（ホームスティ、通
訳）
記念事業の実施

カナダ・サスカツーン
市の交流受入
市民交流事業の実施
ボランティア登録と活動機
会の拡大（ホームスティ、通
訳）

カナダ・サスカツーン
市の交流派遣
市民交流事業の実施
ボランティア登録と活動機
会の拡大（ホームスティ、通
訳）

姉妹都市交流事業

〔一般会計〕

秘書課 事業費（千円） 1,040 1,040

【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

「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

392 1,254

近隣市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）

【施策１　広域的な交流の促進】
事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

【継続事業】

71

【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。

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

地域交流事業

〔一般会計〕

政策推進室企画課 事業費（千円） 25
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