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政策１ 「生きる力」を育む学校教育の推進 政策１ 「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1 幼児教育の振興・充実

一貫 幼保小連携推進事業 一貫 幼保小連携推進事業
施策1 義務教育9年間の学びを支える教育活動の展開

一貫 学校教育相談員活用事業
一貫 小中一貫教育推進事業
総務 学校教育振興事業（小・中）
総務 小・中学校教育振興経費

施策2 豊かな心を育む教育の充実 施策2 豊かな心を育む教育の充実
総務 学校教育振興事業（小・中） 総務 学校教育振興事業（小・中）
学教 創意工夫展・書写展事業 学教 創意工夫展・書写展事業
学教 地域に根ざした特色ある学校教育推進事業 学教 地域に根ざした特色ある学校教育推進事業
学教 心の教室相談事業 学教 心の教室相談事業
文化 学校図書館活用事業　 文化 学校図書館活用事業　

施策3 確かな学力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
一貫 学校教育相談員活用事業 一貫 学校教育相談員活用事業
学教 学力向上推進事業 学教 学力向上推進事業
総務 小・中学校教育振興経費 総務 小・中学校教育振興経費

施策4 健やかな体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
総務 中学校体育連盟支援事業 総務 中学校体育連盟支援事業
総務 全国全道中体連・中学校文化部活動大会出場支援事業 総務 全国全道中体連・中学校文化部活動大会出場支援事業
給食 食に関する指導の推進事業 給食 食に関する指導の推進事業
給食 学校給食衛生管理事業 給食 学校給食衛生管理事業
給食 （仮称）小学校給食調理場整備事業 給食 （仮称）小学校給食調理場整備事業
学教 部活動指導員制度運用事業 学教 部活動指導員制度運用事業
学教 子どもの体力向上推進研究事業 学教 子どもの体力向上推進研究事業
学教 学校保健事業（小・中） 学教 学校保健事業（小・中）
給食 学校給食運営経費（小・中） 給食 学校給食運営経費（小・中）
給食 学校給食運提供経費（小・中） 給食 学校給食運提供経費（小・中）

施策5 ＩＣＴ活用による教育の充実 施策5 ＩＣＴ活用による教育の充実
総務 学校ＩＣＴ環境整備事業 総務 学校ＩＣＴ環境整備事業

施策6 特別支援教育の充実 施策5 特別支援教育の充実
学教 特別支援教育就学奨励費援助事業（小・中） 学教 特別支援教育就学奨励費援助事業（小・中）
学教 特別支援教育推進事業（小・中） 学教 特別支援教育推進事業（小・中）

施策7 社会の変化や課題に対応した教育の推進 施策6 社会の変化や課題に対応した教育の推進
学教 外国語指導助手活用事業 学教 外国語指導助手活用事業
総務 姉妹都市こども大使交流事業 総務 姉妹都市こども大使交流事業

総務 中学校体育連盟支援事業
総務 全国全道中体連・中学校文化部活動大会出場支援事業
総務 私立学校教育振興事業

政策２ 信頼され、魅力ある学校づくりの推進 政策２ 信頼され、魅力ある学校づくりの推進
施策8 開かれた学校づくりの推進 施策7 地域とともにある学校づくりの推進

学教 学校評議員等運営支援事業 学教 学校評議員等運営支援事業
一貫 コミュニティ・スクール推進事業 一貫 コミュニティ・スクール推進事業

施策9 教育環境の整備 施策8 9年間の学びを支える教育環境の整備
総務 学校教育団体活動支援事業 総務 学校教育団体活動支援事業
学教 教師用指導書等整備事業（小・中） 学教 教師用指導書等整備事業（小・中）
総務 学校施設空気環境測定事業（小・中） 総務 学校施設空気環境測定事業（小・中）
総務 学校事務機器整備事業（小・中） 総務 学校事務機器整備事業（小・中）
総務 学校放送設備整備事業 総務 学校放送設備整備事業
総務 理科教材等整備事業(小・中） 総務 理科教材等整備事業(小・中）
総務 学校施設管理機器整備事業(小・中） 総務 学校施設管理機器整備事業(小・中）
総務 北の台小学校講堂防音機能復旧事業 総務 北の台小学校講堂防音機能復旧事業
総務 大曲小学校校舎防音機能復旧事業 総務 大曲小学校校舎防音機能復旧事業
総務 東部中学校校舎大規模改造事業 総務 東部中学校校舎大規模改造事業
総務 大曲中学校校舎大規模改造事業 総務 大曲中学校校舎大規模改造事業

総務 ●●学校長寿命化計画改修事業
総務 小中学校周辺環境整備事業 総務 小中学校周辺環境整備事業
社教 学校支援地域本部事業 社教 学校支援地域本部事業
学教 児童生徒の通学費支援事業 学教 児童生徒の通学費支援事業
学教 高等学校等入学準備金支給事業 学教 高等学校等入学準備金支給事業 
学教 要保護・準要保護児童生徒援助事業 学教 要保護・準要保護児童生徒援助事業
学教 奨学金支給事業 学教 奨学金支給事業
総務 私立学校教育振興事業 総務 私立学校教育振興事業
一貫 小中一貫教育推進事業 一貫 小中一貫教育推進事業
総務 小・中学校管理経費 総務 小・中学校管理経費

施策9 学校ＩＣＴ環境の整備
総務 学校ＩＣＴ環境整備事業

政策３ やさしく支えあう教育連携の推進 政策３ やさしく支えあう教育連携の推進
施策10 家庭の教育力向上への支援内容の充実 施策10 幼児教育・家庭の教育力向上への支援の充実

一貫 幼保小連携推進事業
社教 家庭教育支援事業 社教 家庭教育支援事業
学教 北広島市ＰＴＡ連合会支援事業 学教 北広島市ＰＴＡ連合会支援事業

施策11 教育相談体制の充実 施策11 教育相談体制の充実
学教 不登校いじめ対策・教育相談事業 学教 不登校いじめ対策・教育相談事業

施策12 地域が支える健全育成活動の充実 施策12 地域が支える健全育成活動の充実
学教 青少年健全育成事業 学教 青少年健全育成事業
学教 青少年安全対策事業 学教 青少年安全対策事業
社教 放課後子供教室事業 社教 放課後子供教室事業
社教 成人式開催事業 社教 成人式開催事業

政策４ 学びあい、教えあう社会教育の推進 政策４ 結び合い、学び合う社会教育の推進
施策13 市民の学習活動への支援内容の充実 施策13 人を育む社会教育の充実

社教 生涯学習市民活動団体支援事業 社教 生涯学習市民活動団体支援事業
社教 元気フェスティバル連携事業 社教 元気フェスティバル連携事業
社教 生涯学習振興会支援事業 社教 生涯学習振興会支援事業

施策14 地域や世代を見据えた学習機会の充実 施策14 学び合う生涯学習機会の充実
社教 国際交流事業 社教 国際交流事業
社教 フレンドリーセンター運営事業 社教 フレンドリーセンター運営事業
社教 フレンドリーセンター施設解体事業 社教 フレンドリーセンター施設解体事業
社教 中央公民館活動推進事業 社教 中央公民館活動推進事業
図書 生涯学習支援情報システム整備事業 図書 生涯学習支援情報システム整備事業

施策15 施設の充実による学習環境の整備 施策15 学びと活動・活躍の循環
社教 林間学園・レクリエーションの森開放事業 社教 林間学園・レクリエーションの森開放事業
社教 公民館管理事業 社教 公民館管理事業
社教 社会教育施設等草刈経費 社教 社会教育施設等草刈経費

　総務：　教育総務課　　学教：学校教育課　一貫：小中一貫教育課　社教：社会教育課　文化：文化課
総務：教育総務課　学教：学校教育課　一貫：小中一貫・教育施策推進課　社教：社会教育課 　文化：文化課　エコ：エコミュージアムセン

ター

【現行】　平成31年度　教育施策体系

　エコ：エコミュージアムセンター　給食：学校給食センター

【次期】　２０２１年度～　教育施策体系

　　　給食：学校給食センター

管理的経費
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政策８ 健康づくりとスポーツ活動の推進 政策５ スポーツ活動の推進
施策22 健康で生きがいのあるスポーツ活動の推進 施策16 健康で生きがいのあるスポーツ活動の推進

社教 きたひろしま３０Kmロードレース連携事業 社教 きたひろしま３０Kmロードレース連携事業
社教 市民スポーツ活動推進事業 社教 市民スポーツ活動推進事業
社教 スポーツ振興計画策定事業 社教 スポーツ振興計画策定事業
社教 スポーツ推進委員 社教 スポーツ推進委員

施策23 競技スポーツの振興 施策17 競技スポーツの振興
社教 スポーツアカデミー事業 社教 スポーツアカデミー事業
社教 スポーツ大会出場支援事業 社教 スポーツ大会出場支援事業
社教 体育協会活動支援事業 社教 体育協会活動支援事業
社教 スポーツ少年団育成事業 社教 スポーツ少年団育成事業
社教 スポーツ合宿・全国大会等誘致事業 社教 スポーツ合宿・全国大会等誘致事業

施策24 スポーツ施設の整備と運営 施策18 スポーツライフの充実と環境整備
社教 学校施設（体育館）開放事業 社教 学校施設（体育館）開放事業
社教 大曲ファミリー体育館改修事業 社教 大曲ファミリー体育館改修事業
社教 自然の森キャンプ場整備事業 社教 自然の森キャンプ場整備事業
社教 体育施設の管理 社教 体育施設の管理

政策７ 芸術文化活動の振興 政策６ 芸術文化活動の振興
施策20 個性豊かな地域文化の振興 施策19 だれもが参加できる地域文化の振興

文化 文化賞・スポーツ賞等表彰事業 文化 文化賞・スポーツ賞等表彰事業
文化 市民文化祭奨励事業 文化 市民文化祭奨励事業
文化 文化団体活動支援事業 文化 文化団体活動支援事業
文化 青少年芸術文化大会出場支援事業 文化 青少年芸術文化大会出場支援事業
文化 文化施設修繕事業 文化 文化施設修繕事業
文化 芸術文化ホール設備修繕事業 文化 芸術文化ホール設備修繕事業
文化 文化施設維持管理 文化 文化施設維持管理
文化 芸術文化ホール管理 文化 芸術文化ホール管理
文化 北広島市芸術文化振興審議会 文化 北広島市芸術文化振興審議会

施策21 市民等との連携による芸術文化活動の展開 施策20 創造と交流を生む文化芸術活動の展開
文化 芸術文化ホール運営委員会連携事業 文化 芸術文化ホール運営委員会連携事業
文化 花ホールスタッフの会支援等事業 文化 花ホールスタッフの会支援等事業

政策５ 郷土愛を育む教育活動の推進 政策７ 郷土愛を育む教育活動の推進
施策16 エコミュージアム構想の展開 施策21 エコミュージアム構想の推進

エコ エコミュージアム普及推進事業 エコ エコミュージアム普及推進事業
施策17 文化財の保存と活用 施策22 文化財の保存と活用

エコ 文化財保存・活用事業 エコ 文化財保存・活用事業
エコ 郷土文化伝承支援事業 エコ 郷土文化伝承支援事業
エコ 旧島松駅逓所大規模改修事業 エコ 旧島松駅逓所大規模改修事業

政策６ 生涯にわたる読書活動の推進 政策８ 生涯にわたる読書活動の推進 ※市総合計画上「読書活動の充実」
施策18 図書館サービスの充実 施策23 図書館サービスの充実

図書 図書館サービス提供事業 図書 図書館サービス提供事業
図書 図書館フィールドネット連携事業 図書 図書館フィールドネット連携事業
図書 図書館運営経費 図書 図書館運営経費

施策19 子どもの読書活動推進 施策24 地域まるごと読書活動支援の充実
図書 幼児読書活動推進事業 図書 幼児読書活動推進事業

政策１～８を支える管理的経費 政策９ 開かれた教育行政の推進・確かな教育行政の運営

　　総務　◇　小・中学校運営経費 施策25 開かれた教育行政の推進

　　学教　◇　小・中学校管理経費 総務 教育委員会の運営（教育委員会会議の主宰）

　　社教　◇　社会教育事務経費 総務
教育委員会事務局の運営
（教育長及び教育委員の資質の向上、
都市教育委員会及び管内市町村教育委員会等との連携強化）

　　社教　◇　社会教育委員 総務
教育の振興（教育施策審議会の運営、
事務事業の点検評価、きたひろしまの教育の作成）

　　社教　◇　保健体育事務経費 施策26 確かな教育行政の運営

　　社教　◇　スポーツ推進審議会 総務 小・中学校の管理・運営（学校業務主事及び
総務 教職員の住宅の確保
総務 学校施設空気環境測定事業（小・中）
総務 学校事務機器整備事業（小・中）
総務 学校放送設備整備事業
総務 理科教材等整備事業(小・中）
総務 学校施設管理機器整備事業(小・中）

政策１～８を支える管理的経費

　　総務　◇　小・中学校運営経費

　　学教　◇　小・中学校管理経費

　　社教　◇　社会教育事務経費

　　社教　◇　社会教育委員

　　社教　◇　保健体育事務経費

　　社教　◇　スポーツ推進審議会

学教  ◇　教職員永年勤続表彰伝達式

　総務  ◇　「きたひろしまの教育」作成

　総務  ◇　北広島市教育施策審議会

　総務  ◇　教員住宅管理

総務  ◇　「きたひろしまの教育」作成

　総務  ◇　教育委員会事務局運営経費

　学教  ◇　教職員永年勤続表彰伝達式

　総務  ◇　学校業務主事に関する経費

総務  ◇　北広島市教育施策審議会
総務  ◇　教員住宅管理

総務  ◇　教育委員に関する経費

総務  ◇　学校業務主事に関する経費

　総務  ◇　教育委員に関する経費

総務  ◇　教育委員会事務局運営経費

比較しやすいように、平成31年度の政策の順番

を並び替えています。


