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 前 章  

わたしたちは、「青年よ大志をいだけ」のこころを受けつぐ北広島市の市民です。  

わたしたちのまちは、広島県人らによって築かれ、北海道の寒地稲作をうみだした、

誇りある伝統をもつまちです。  

わたしたちは、いま歴史への新しい歩みを進めようとしているこのまちと、自分のく

らしをしっかりみつめ、自分に何ができるかを問いかけながらこの憲章を実践します。  

第１章  まもろう 歴史がはぐくむ豊かな風土  

（１） 豊かな緑を守り、自然を愛するやさしい心を育てたい。  

（２） 自然との交流のなかで、スポーツやレジャーを楽しみ、生活にゆとりをもたせたい。  

（３） 市の木、市の花を愛し、やすらぎのある環境をつくりたい。  
 

第２章  つなごう 心のかようたしかなきずな  

（１） あたたかいことばをかけ合い、ふれあいの輪をひろげたい。  

（２） 思いやりの心をもって、ボランティア活動をひろめたい。  

（３） 地域の活動に関心をもち、進んで参加して交流を深めたい。  
 

第３章  のばそう 未来をつくるたくましい力  

（１） 伝統を受けつぎ、汗する活動を通して創造と夢と力を育てたい。  

（２） 未来に目を開いて、自らを発展させていく英知と勇気をもちたい。  

（３） 幼いいのちと若い力の健やかな成長を助けるために、おとなの連帯を進めたい。  
 

第４章  きずこう 個性あふれる北の文化  

（１） 人とまちと自然のとけあった、幅広い文化環境をつくりたい。  

（２） 趣味や余暇を大事にし、進んで体験する心を育てたい。  

（３） 北国の四季に親しみ、風土に根ざした文化を育てたい。  
 

（昭和59年4月1日制定） 
市の花（つつじ）             市の木（かえで） 

  北広島市民憲章 
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Ⅰ 教 育 全 般 





 

 

 

すぐれた知性と 豊かな心と たくましい身体をもって 

    自然と創造の調和を図り、進展する郷土社会へ貢献する。 
 

（昭和44年8月 制定 昭和60年3月 改訂） 

 

 
  

１ 北広島市民としての誇りと自覚を持つ人 

２ 協力して豊かなまちづくりに努める人 

３ 文化を高め生活の合理化を目指す人 

４ 健康な身体と豊かな心情や知性を持つ人 

５ 勤労を尊び生産を高める人 
 

（昭和44年8月 設定） 

 

 
 

１ 自主性を高め協力して豊かな郷土を築いていける人を育てる 

２ 思考力を深め科学的で合理的な生活を目指す人を育てる 

３ 情操を深め文化の創造につくす人を育てる 

４ 健康な心身を培い社会の進展に貢献する人を育てる 

５ 勤労の尊さを知り生産を高める実践的な人を育てる 
  

（昭和44年8月 設定） 

 

 
 

１ 豊かで住みよい郷土北広島をつくる 

２ 安定と調和のある家庭をつくる 

３ 希望に満ちた明るい青少年を育てる 

４ 健康な文化とスポーツの生活化に努める 

５ 近代的な施設、設備の充実をはかる 
  

（昭和44年8月 設定） 

 

北 広 島 市 の 教 育 理 念 

北 広 島 市 教 育 目 標 

学 校 教 育 目 標 

社 会 教 育 目 標 
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第１章 教育基本計画について 
 

この計画は、「北広島市総合計画（第５次）」における基本目標「人と文化を育むまち」に基づき、

本市がめざす教育の推進を目的とします。また、国が定めた「教育振興基本計画」を参酌した、教育

基本法第17条第２項に規定する「地方公共団体が策定する教育振興のための施策に関する基本的な

計画」としての性格を併せ持ちます。 

計画期間は、平成23年（2011年）から平成32年（2020年）までの10年間とし、計画に掲げる施

策を着実に推進するため「北広島市教育基本計画（2011-2020）推進計画」（以下「推進計画」という。）

を策定しています。 

● 教育基本計画中間年度の見直し 

教育基本計画も策定から５年目を迎え、この間、国の「第２期教育振興基本計画」が閣議決定され、教

育行政の進むべき基本的方向性が示されたほか、教育状況の変化や時代の要請、国・道の動きなど、教育

を取り巻く環境の変化を踏まえ、平成28年度からの後半５年間の教育基本計画の見直し行いました。 

● 中間年度の見直しによる主な変更点 

見直しあたっては、現教育基本計画における教育施策の基本的方向は維持しつつ、時代の変化や課

題に適切かつ速やかに対処するため、教育基本計画の具体的な展開を示している政策、施策部分つい

て見直しを行い、新たに小中学校での情報教育の充実に向けた施策として、「ＩＣＴの活用による教

育の充実」を加え、24の施策を展開することとしました。 
 

第２章 新たな時代を担う人間像 ～懐
いだ

く・励
はげ

む・挑
いど

む～ 
 

本市では、平成23年からの10年間、「北広

島市総合計画（第５次）」に基づき、「希望都

市」・「交流都市」・「成長都市」の３つの都市

像をめざして、まちづくりを進めていきます。 

 北広島には、このまちにゆかりのある先人

たちの精神や行動の中に、この 3 つの都市像

をよく表す先人の存在を実感できるという、

かけがえのない「つよみ」があり、本市の教

育は、三人の先人の「懐く」・「励む」・「挑む」

精神を、新たな時代を担う人材育成のキーワ

ードとし、今と未来を生きる北広島の人づく

りをめざします。 
 
 

第３章 大志をいだき学ぶまち 
 ～人と文化を育む８つの政策と 24 の施策～ 
 

 この計画では、これまで展開してきた取り

組みをさらに発展的に推進していくために、

「大志をいだき学ぶまち・きたひろしま」を

テーマとし、希望を懐き、交流に励み、成長

に挑む新たな時代を担う人づくりをめざし、

８つの政策と24の施策を推進します。（右図） 

  

 

 教育基本計画(2011-2020)施策体系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理 念 生涯にわたって人格を磨き、豊かな人生を送ることができる社会の実現 

テーマ 「大志をいだき学ぶまち・きたひろしま」 

新たな時代を 

担う人間像 

政  策 施   策 

希望を 

懐く人 

交流に 

励む人 

成長に 

挑む人 

やさしく支え合う 

教育連携の推進 

10 家庭の教育力向上への支援内容の充実 

11 教育相談体制の充実 

12 地域が支える健全育成活動の充実 

信頼され､魅力ある

学校づくりの推進 

８ 開かれた学校づくりの推進 

９ 教育環境の整備 

郷土愛を育む教育

活動の推進 

16 エコミュージアム構想の展開 

17 文化財の保存と活用 

生涯にわたる読書

活動の推進 

18 図書館サービスの充実 

19 子どもの読書活動推進 

芸術文化活動の 

振興 

20 個性豊かな地域文化の振興 

21 市民等との連携による芸術文化活動の展開 

学びあい、教えあう

社会教育の推進 

13 市民の学習活動への支援の充実 

14 地域や世代を見据えた学習機会の充実 

15 施設の充実による学習環境の整備 

健康づくりとスポー

ツ活動の推進 

22 健康で生きがいのあるスポーツ活動の推進 

23 競技スポーツの振興 

24 スポーツ施設の整備と運営 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

｢生きる力｣を育む

学校教育の推進 

１ 幼児教育の振興・充実 

２ 豊かな心を育む教育の充実 

３ 確かな学力を育てる教育の充実 

４ 健やかな体を育てる教育の充実 

５ ＩＣＴの活用による教育の充実 

６ 特別支援教育の充実 

７ 社会の変化や課題に対応した教育の推進 

北広島市教育基本計画（2011-2020）「大志をいだき学ぶまち・きたひろしま」 
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第４章 ８つの政策と 24 の施策を推進する５つの視点 
 

この計画を推進するためには、学校教育と社会教育が互いに乗り入れ結び合う、新しい推進体制の

構築が必要です。 

生涯にわたり一貫した教育環境を保ち、市民一人ひとりの幼児期・青少年期・成人期・高齢期など

のライフステージにあった学習環境や教育機会の充実を図り、さらに家庭教育・幼児教育・学校教育・

成人教育のそれぞれを結び付け、つなげる取組みを「縦軸」とします。 

また、学校、家庭及び地域が一体となって、それぞれの役割を自覚し、地域における人材や関係機

関・団体などの持続的な連携協力を広めていく取組みを「横軸」とします。 

この「縦軸」と「横軸」の充実を図り、密接に結び付けるために、次の５つの視点により「人と

文化を育む８つの政策と24の施策」を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進計画では教育基本計画を着実に推進するため、８つの政策・24 の施策を具体化する個別事業に、３人

の先人が伝える精神性や、基本計画に定めた５つの視点を反映させます。 

平成 28 年度策定の推進計画は、28 年度から 30 年度までの３年間を計画期間とし、施策の点検評価により毎

年見直しを行い、「市の推進計画」の策定を踏まえながら、１年ごと更新していきます。（下図） 

 

「横軸」～地域の連携協力の充実と拡大 

□視点１ 生涯にわたる学習環境の充実 

いつでも、どこでも、だれでもが学習することができる学習環境を整備する視点 

□視点２ たくましく生きる力をもち、社会に貢献する人材の育成 

心身ともに健康で豊かな教養と社会性を有し、郷土を愛し、社会の一員として地

域づくりに貢献できる人材を育てる視点 

□視点３ 産・学・官・民の「協働社会」の推進 

産・学・官・民がそれぞれの機能を十分に発揮し、相互が補完し合いながら、新

たな地域づくりを進めていく視点 

□視点４ 学校、家庭及び地域住民が一体となった教育力の向上 

学校、家庭及び地域が、それぞれの役割と責任を自覚し、相互の連携協力により

地域の教育力の向上を図る視点 

□視点５ 総合的な教育施策の推進 

学校教育と社会教育はもとより、子育てや経済・労働などの分野と連携し、総合

的な教育施策を推進する視点 

「
縦
軸
」
〜
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
あ
っ
た 

学
習
環
境
の
整
備
・
充
実 

 

北広島市教育基本計画の推進計画《平成 28～30 年度》 

 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

        

        

        

        

        

        

        

北広島市教育基本計画(2011-2020) 

推進計画《平成 28～30 年度》 
点検･評

価見直し 

推進計画《平成 27～29 年度》 
点検･評

価見直し 

推進計画《平成 26～28 年度》 
点検･評

価見直し 

推進計画《平成 25～27 年度》 
点検･評

価見直し 

推進計画《平成 24～26 年度》 
点検･評

価見直し 

推進計画《平成 23～25 年度》 

中間見直し 見直し後 
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北広島市は「北広島市総合計画

望都市」・「交流都市」・「成長都市」の３つの都市像をめざします。この都市像には、北広島ゆかり

の３人の先人たちが伝える精神や行動が表れており、教育基本計画では、市が進める「まちづくり」

にふさわしい「人づくり」に重点を置き教育施策を推進していくこととしています。
 
            

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市内島松沢

は、

る情熱

磋琢磨

た人

には

 道路の整備、田畑の開墾、学校

し、村長など多くの役職を歴任し

次郎は、調和・協調・刻苦勉励を

いた広島県人25 戸の同胞のリーダーとしての

ざす「交流」のまちづくり・人づくりには

「刻苦勉励」の精神は貴重です。

 市内島松沢

可能

自律

広島

ても

 

 

教育基本計画 第２章

「希望都市」は、

「交流都市」は、 

調和・協調・刻苦勉励の「交流に励む人」が育てます。

「成長都市」は、

新たな時代を担う人間像

３人の先人が伝える、懐く・励む・挑むの精神

北広島市は「北広島市総合計画(第５次)」に基づき、平成23年からの10年間のまちづくりで「希

望都市」・「交流都市」・「成長都市」の３つの都市像をめざします。この都市像には、北広島ゆかり

の３人の先人たちが伝える精神や行動が表れており、教育基本計画では、市が進める「まちづくり」

にふさわしい「人づくり」に重点を置き教育施策を推進していくこととしています。

新たな時代を担う都市像・人間像 

市内島松沢で「青年よ 大志をいだけ」の名言を残した

、情熱・使命感・専門性を有した「希望を懐く人」であり

情熱、使命感、高い専門性は青年たちの心に、自らの能力

磋琢磨する気質を培わせ、新たな時代へ飛躍を遂げさせました

人の心を動かす人間力は、北広島がめざす「希望」のまちづくり・

には不可欠であり、現代においても「大志を懐く」「博愛」

学校や役場の建設など、開拓期のまちづくりに奔走

し、たゆまぬ努力でまちと人をリードした和田郁

を象徴する「交流に励む人」であり、彼が持って

のリーダーとしての協調の精神や努力は、北広島のめ

づくりには不可欠であり、現代においても「協調」

。 

市内島松沢に入植し、「赤毛種」という種もみを使い、

可能と言われていた稲作を成功させ、「寒地稲作の祖」となった

自律・意識改革の「成長に挑む人」です。彼の改革に挑み

広島がめざす「成長」のまちづくり・人づくりには不可欠

ても「チャレンジ精神」「自己改革」の精神は貴重です。

第２章 

「希望都市」は、 

情熱・使命感・専門性を持つ「希望を懐
い だ

く人」が育てます。

調和・協調・刻苦勉励の「交流に励む人」が育てます。 

「成長都市」は、 

自律・意識改革の「成長に挑む人」が育てます。

新たな時代を担う人間像    

人の先人が伝える、懐く・励む・挑むの精神      

年間のまちづくりで「希

望都市」・「交流都市」・「成長都市」の３つの都市像をめざします。この都市像には、北広島ゆかり

の３人の先人たちが伝える精神や行動が表れており、教育基本計画では、市が進める「まちづくり」

にふさわしい「人づくり」に重点を置き教育施策を推進していくこととしています。 

 

 

した W.S. クラーク博士

であり、彼が伝えた溢れ

能力を高め、互いに切

げさせました。彼が持ってい

のまちづくり・人づくり

」の精神は貴重です。 

、当時道南以北では不

となった中山久蔵は、

み続ける人間力が、北

不可欠であり、現代におい

。 

 

く人」が育てます。 

自律・意識改革の「成長に挑む人」が育てます。 
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平成 28年度 教 育 行 政 執 行 方 針 
 
Ⅰ はじめに 

  
平成２８年第１回定例会の開会にあたり、平成２８年度教育行政執行方針を申

し上げます。 
 
昨今のグローバル化や少子化・高齢化など社会の急激な変化により、教育をは

じめとする社会生活の様々な分野に影響が及びつつあります。 
こうした状況の中、これからの教育には、自立と共生の理念に基づく生涯学習

社会の実現が求められているところであります。 
平成２８年度は、教育基本計画見直し後の後半５年間の最初の年となります。

この計画のもと、引き続き「大志をいだき学ぶまち・きたひろしま」をテーマに、

ウイリアム・スミス・クラーク博士、和田郁次郎翁、中山久蔵翁という先人達の

精神と行動に学び、「懐く」・「励む」・「挑む」を人材育成のキーワードとして政策

を推進してまいります。 
とりわけ、学校教育におきましては、「学校教育の推進方針」のもと、義務教育

９年間を見通した連携・一貫教育を推進し、確かな学力や豊かな心、健やかな体

を調和よく育成し、一人ひとりに「生きる力」を身に付けさせるとともに、夢や

希望を抱き、社会の中で自立していくことができるよう「志を育む教育」に努め

てまいります。 
また、社会教育におきましては、新たに策定しました「社会教育の推進方針」

のもと、市民の多様な学習ニーズに応えるとともに、その学習成果や経験等が広

く活かされることで、市民一人ひとりが生きがいや、やりがいをもって生涯学習

活動に取り組めるよう、各分野の施策展開に努めてまいります。 
このように、学校教育、社会教育を施策展開の両輪とし、家庭、学校、地域の

協力のもと、自信と誇りをもち、今と未来を生きる「人づくり」の視点に立って、

教育行政を推進してまいりたいと考えております。 
  
Ⅱ 主要施策の推進 

 
 続きまして、教育行政の執行にあたり、教育基本計画の各分野における主要な

施策について申し上げます。 
 
１ 「生きる力」を育む学校教育の推進 

  はじめに、「生きる力」を育む学校教育の推進についてであります。 
  変化の激しい時代において、子どもたちが創造性豊かに、たくましく生きてい
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くためには、自律、協調、思いやる心などの豊かな人間性、よりよく問題を解決

する資質や能力、たくましく生きるための健康・体力など、「生きる力」を育むこ

とが重要であると考えております。 
 幼児教育の振興につきましては、幼児教育の連携に関する懇話会を引き続き開

催するとともに、「北広島市幼児教育連携アクションプラン」に基づき、研修会や

情報交流会などを開催してまいります。 
豊かな心を育む教育の充実につきましては、思いやりの心や人とかかわる力を

育てる豊かな体験活動を推進するとともに、市独自の福祉読本を活用するなど、

他者を思いやる教育活動を進めてまいります。 
また、考え議論する道徳授業の実践に取り組むなど、道徳教育の充実を図って

まいります。 
確かな学力を育てる教育の充実につきましては、標準学力検査及び全国学力・

学習状況調査等の結果を踏まえ、各学校において学校改善プランを改定し、授業

改善や個に応じたきめ細かな指導、教員の資質向上に努めてまいります。 
また、それぞれの中学校区で策定したスタンダードの実践に取り組み、小中学

校の連携・接続した学習・生活習慣の定着を図ってまいります。 
健やかな体を育てる教育の充実につきましては、全国体力・運動能力、運動習

慣等調査の結果を踏まえ、各校において体力向上プランを作成し、体育授業の充

実に努めてまいります。 
また、幼児期からの体力づくりや運動習慣を確立するため、幼稚園、保育園と

小中学校が連携した体力向上の調査、研究を行ってまいります。 
学校給食につきましては、安全衛生管理を徹底し、安心・安全な給食を提供す

るとともに、児童生徒が将来にわたって健康な生活が送れるよう、食の指導の充

実を図ってまいります。 
また、学校給食費の公会計化の準備を進めてまいります。 
 防災及び命を守る教育につきましては、小学校高学年の児童と中学校の全生徒

を対象に、心肺蘇生や自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の取り扱いに関する授業を

引き続き実施してまいります。 
 学校ＩＣＴ環境の整備につきましては、ＩＣＴを効果的に活用した教育を推進

するため、引き続き校務用コンピュータの更新を行うとともに、小中学校で主要

教科におけるデジタル教科書の導入を進めてまいります。 
また、校務支援システムの導入による校務の効率化を図ってまいります。 
特別支援教育の充実につきましては、中学校の特別支援教育支援員を増員し、

通常学級に在籍する特別な配慮を必要とする生徒の生活や学習の支援に努めると

ともに、教育支援委員会や特別支援教育アドバイザーを活用し、個々の教育的ニ

ーズに対応したきめ細かな支援を行ってまいります。 
社会の変化や課題に対応した教育の推進につきましては、子どもたちが成長の

足跡を確かめながら自己有用感を高め、夢や目標に向かって挑戦する人を育てる
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「きたひろ夢ノート」の実践を充実していくとともに、望ましい社会性や職業観・

勤労観を育成するキャリア教育を推進してまいります。 
 姉妹都市子ども大使交流事業につきましては、東広島市との姉妹都市交流の一

環として小中学生の相互訪問を行い、児童生徒のふるさと意識の醸成を図るとと

もに、８月６日に広島市で開催される原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式典への

参列や「ひろしま子ども平和の集い」への参加などを通して、平和教育の充実に

努めてまいります。  
 
２ 信頼され、魅力ある学校づくりの推進 

  次に、信頼され、魅力ある学校づくりの推進についてであります。 
 学校が保護者や地域から信頼され、期待に応える教育を実現するためには、子

どもを中心に据え、地域の声を活かした学校経営を進めるとともに、学校、家庭、

地域が連携した取組を一層充実させていくことが重要であると考えております。 
 開かれた学校づくりの推進につきましては、地域との協働により子ども達を育

てていくコミュニティ・スクールの充実を図るとともに、学校と地域の双方向の

連携を推進してまいります。なお、西部地区での取組の成果と課題の検証を踏ま

え、コミュニティ・スクールの拡大について検討してまいります。 
また、引き続き土曜授業を試行し、その効果や実施に伴う課題の検証を行って

まいります。 
 教育環境の整備につきましては、子どもたちの生きる力を育むため、義務教育
９年間を見通した教育計画の立案や、小中学校において一貫した授業方法に取り

組むなど、小中連携・一貫教育をより一層推進してまいります。 
学校施設の整備につきましては、今後も引き続き、施設の長寿命化を含めた大

規模改修工事に取り組み、防災施設としての機能の充実を図ってまいります。  
また、学校放送機器や暖房機の更新も実施してまいります。 
地域の教育資源を活用した学校支援につきましては、学校支援地域本部事業の

効果的な運営を進めるため、学校と地域住民が連携して、子どもたちの学びや育

ちを支援する体制づくりに努めてまいります。  
 
３ やさしく支えあう教育連携の推進 

  次に、やさしく支えあう教育連携の推進についてであります。 
 少子高齢化や情報化社会の進展に伴う様々な課題を抱える中、子どもたちが健

やかに成長するためには、家庭、学校、地域が一体となって、安全・安心で温か

く守り育てる環境づくりを進めていくことが重要であると考えております。 
 家庭の教育力向上への支援につきましては、ＰＴＡなどと連携して家庭の教育

力向上に向けた支援を充実するとともに、子どもたちの生活習慣づくりを進める

子ども朝活事業に取り組んでまいります。 
 いじめ、不登校の問題につきましては、北広島市いじめ防止基本方針に基づき、
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未然防止、早期発見・早期対応を基本とした「いじめ危機管理マニュアル」の改

訂版を活用するとともに、地域や学校において、いじめ防止のための啓発や学習

機会を設けていくほか、関係団体と連携し、不登校児童生徒へのきめ細やかな対

応を進めてまいります。 
 また、専門知識を有する人材を活用し、学校や関係機関と連携した相談体制の

充実に努めてまいります。 
 青少年の健全育成につきましては、家庭、学校、地域との連携を強化するとと

もに、各地区での、子どもたちを守り育てる健全育成活動を支援してまいります。 
 青少年の安全対策につきましては、専任指導員による巡回パトロールや、札幌

方面厚別警察署と連携した防犯教室等を実施してまいります。 
また、インターネット上などでの新しい形のいじめやトラブル、犯罪被害や生

活習慣の乱れを防ぐため、引き続きネットパトロールを実施するとともに、家庭

への啓発活動を行ってまいります。 
放課後子供教室につきましては、児童が地域社会の中で、安全・安心に多様な

体験や活動ができる環境づくりを推進するため、大曲小学校での実績を踏まえ、

更に小学校１校を拡大してまいります。 
  
４ 学びあい、教えあう社会教育の推進 

次に、学びあい、教えあう社会教育の推進についてであります。 
市民の生涯にわたる自主的な学習活動が円滑に行われるためには、必要な情報

とニーズに合ったプログラムの提供、学習環境の整備が重要であると考えており

ます。 
 市民の学習活動への支援につきましては、団体が自ら実施する学習活動を支援

するとともに、元気フェスティバルを開催して、学んだ成果の発表と市民相互の

交流を促進してまいります。 
 また、地域で身近な学習活動を展開する各地区の生涯学習振興会を支援してま

いります。 
 国際交流につきましては、市民の異文化への理解を深めるため、北広島国際交

流協議会と連携して、カナダ・サスカツーン市から派遣される高校生の受入や市

民交流事業を行ってまいります。 
 また、障がい児・者の学習機会や社会参加の場として、スポーツや文化活動を

行ってまいります。 
 公民館などの社会教育施設につきましては、市民が利用しやすい施設となるよ

う、設備等の点検や管理運営体制の充実に努めてまいります。 
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５ 郷土愛を育む教育活動の推進 

 次に、郷土愛を育む教育活動の推進についてであります。 
 市制２０周年の節目の年に、「温故知新」の精神に立って、まちの歴史を振り返

りながら、郷土愛を育むとともに未来に継承すべき地域遺産などを見出し、整理

する取組が重要であると考えております。 
 エコミュージアム構想の展開につきましては、エコミュージアムセンター知新

の駅におきまして、郷土の歴史や自然に関する企画展のほか、常設の展示や学芸

員によるミニ企画などを展開してまいります。加えて、学校の学習活動や体験学

習での活用を進めるとともに、今後のサテライトの指定や広報に努めてまいりま

す。 
 また、地域遺産に関わる調査研究を深めるとともに、関係する機関等との連携

と交流を進めてまいります。 
  さらに、「まちを好きになる市民大学」の継続により、「まるごときたひろ博物
館員」を養成し、市民参加型のエコミュージアムを推進してまいります。 
 文化財の保存と活用につきましては、国指定史跡「旧島松駅逓所」を貴重な観

光資源として公開できるよう維持管理を行いながら、ライトアップなどＰＲに努

めてまいります。 
 また、旧島松駅逓所の保存に関する基礎的調査を行うとともに、今後の大規模

改修に向けた検討を進めてまいります。  
 
６ 生涯にわたる読書活動の推進 

次に、生涯にわたる読書活動の推進についてであります。 
  子どもから高齢者まで、あらゆる世代で読書や学習を続けることができるよ 
う、市民との協働により読書環境を充実させることが重要であると考えており 
ます。 
  図書館サービスにつきましては、幅広い世代への読書や学習活動が継続される
よう資料や情報の充実や、ボランティアとの連携による読書普及事業の開催に努

めてまいります。 
子どもの読書活動につきましては、「北広島市子どもの読書活動推進計画」に基

づき、幼稚園、保育園及び小学校への図書巡回事業を継続するとともに、学校や

ボランティアとの協働により、子どもたちの読書活動を推進してまいります。  
 
７ 芸術文化活動の振興 

次に、芸術文化活動の振興についてであります。 
  芸術文化への理解を深め、素晴らしさを実感し、生涯を通じて文化的な営みを
続けることができるよう、環境を整えていくことが重要であると考えております。 
  個性豊かな地域文化の振興につきましては、各種文化団体において行われてお
ります特色ある芸術文化活動を支援し、その活性化に努めてまいります。 
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  また、芸術文化ホールの改修につきましても、引き続き計画的に進めてまいり
ます。 
市民等との連携による芸術文化活動の展開につきましては、芸術文化ホール運

営委員会などとの協働により、質の高い芸術鑑賞機会の提供や若手芸術家の育成

事業の実施、学校や各地域との連携事業などの開催を進めてまいります。  
 
８ 健康づくりとスポーツ活動の推進 

 次に、健康づくりとスポーツ活動の推進についてであります。 
 市民が健康でいきいきとした生活を営むためには、スポーツ・レクリエーショ

ンなどの情報とニーズや年代に応じたプログラムの提供、地域のスポーツ環境の

整備が重要であると考えております。 
 健康で生きがいのあるスポーツ活動の推進につきましては、スポーツ推進委員

や生涯学習振興会と連携して、各種スポーツ大会や地域での健康・体力づくりを

進めてまいります。 
 また、きたひろしま３０㎞ロードレースにつきましては、全国から訪れるラン

ナーに本市の魅力を積極的に発信してまいります。 
 競技スポーツの振興につきましては、ジュニアスポーツ活動の振興と子どもた

ちのスポーツ機会の充実を図るため、市体育協会などスポーツに関係する団体と

連携協力して、スポーツアカデミー事業や各種スポーツ教室を開催してまいりま

す。 
 また、国際大会や全国大会等への出場に対する支援を行ってまいります。 
 スポーツ施設の整備につきましては、大曲ファミリー体育館の改修に向け、実

施設計を行ってまいります。 
 
Ⅲ むすび 

 
  以上、平成２８年度教育行政の各分野における主要な方針をご説明申し上げま
した。 
北広島市の未来を担う子どもたちが、その個性を伸ばし、自らの力で明るい未

来を切り開いていくことができるよう、家庭、学校、地域が総ぐるみで子どもた

ちの学びを支える体制を整えるとともに、市民の誰もが生涯を通じて豊かに学ぶ

ことができる生涯学習社会の構築を進めることが重要であると考えております。 
本年度は、市制施行２０周年の節目の年に当りますことから、市長部局との連

携を図りながら、継承、充実、創造の視点をもって市民参加による記念事業に取

り組むなど、総合的に教育施策を推進してまいります。 
  市議会議員の皆様並びに市民の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げ、
平成２８年度の教育行政執行方針といたします。 
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政策１ 「生きる力」を育む学校教育の推進 政策４ 学びあい、教えあう社会教育の推進
施策1 幼児教育の振興・充実 施策13市民の学習活動への支援内容の充実

総務 ◇ 幼稚園協会連携事業 社教 ◇ 生涯学習市民活動団体支援事業

総務 ◇ 幼稚園振興事業 社教 ◇ 元気フェスティバル連携事業

学教 ★ 幼保小連携推進事業 社教 ◇ 生涯学習振興会支援事業

施策2 豊かな心を育む教育の充実 施策14地域や世代を見据えた学習機会の充実

総務 ◇ 学校教育振興事業（小・中） 社教 ◇ 国際交流事業

学教 ◇ 創意工夫展・書写展事業 社教 ◇ フレンドリーセンター運営事業

学教 ◇ 地域に根ざした特色ある学校教育推進事業 社教 ◇ 中央公民館活動推進事業

学教 ■ 心の教室相談事業 図書 ◇ 生涯学習支援情報システム整備事業

学教 ◇ 学校図書館活用事業　 施策15施設の充実による学習環境の整備

施策3 確かな学力を育てる教育の充実 社教 ◇ 林間学園・レクリエーションの森開放事業

学教 ◇ 学校教育相談員活用事業 社教 ◇ 公民館管理事業

学教 ◇ 学力向上推進事業 社教 ◇ 社会教育施設等草刈経費

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 政策５ 郷土愛を育む教育活動の推進

総務 ◇ 中学校体育連盟支援事業 施策16エコミュージアム構想の推進

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 エコ ■ エコミュージアム普及推進事業

給食 ◇ 食に関する指導の推進事業 施策17文化財の保存と活用

給食 ◇ 学校給食衛生管理事業 エコ ◇ 文化財保存・活用事業

給食 ★ 学校給食公会計化事業 エコ ◇ 郷土文化伝承支援事業

学教 ★ 子どもの体力向上推進研究事業 エコ ★ 旧島松駅逓所大規模改修事業

学教 ◇ 学校保健事業（小・中）

給食 ◇ 学校給食運営経費（小・中） 政策６ 生涯にわたる読書活動の推進
施策5 ＩＣＴ活用による教育の充実 施策18図書館サービスの充実

総務 ◇ 学校ＩＣＴ環境整備事業 図書 ◇ 図書館サービス提供事業

施策6 特別支援教育の充実 図書 ◇ 図書館フィールドネット連携事業

学教 ◇ 特別支援教育就学奨励費援助事業（小・中） 図書 ◇ 図書館運営経費

学教 ■ 特別支援教育推進事業（小・中） 施策19子どもの読書活動推進

学教 ◇ 特別支援教育アドバイザーの配置 図書 ◇ 幼児読書活動推進事業

施策7 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 政策７ 芸術文化活動の振興

総務 ◇ 姉妹都市こども大使交流事業 施策20個性豊かな地域文化の振興

文化 ◇ 文化賞・スポーツ賞等表彰事業

政策２ 信頼され、魅力ある学校づくりの推進 文化 ◇ 市民文化祭奨励事業

施策8 開かれた学校づくりの推進 文化 ◇ 文化団体活動支援事業

学教 ◇ 学校評議員等運営支援事業 文化 ◇ 文化施設修繕事業

学教 ◇ コミュニティ・スクール推進事業 文化 ◇ 芸術文化ホール設備修繕事業

施策9 教育環境の整備 文化 ◇ 文化施設維持管理

総務 ◇ 学校教育団体活動支援事業 文化 ◇ 芸術文化ホール管理

学教 ◇ 教師用指導書等整備事業（小・中） 文化 ◇ 北広島市芸術文化振興審議会

総務 ◇ 学校施設空気環境測定事業（小・中） 施策21市民等との連携による芸術文化活動の展開

総務 ◇ 学校事務機器整備事業（小・中） 文化 ◇ 芸術文化ホール運営委員会連携事業

総務 ◇ 小学校放送設備整備事業 文化 ◇ 花ホールスタッフの会支援等事業

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８ 健康づくりとスポーツ活動の推進

総務 ◇ 東部小学校講堂防音機能復旧事業 施策22健康で生きがいのあるスポーツ活動の推進

総務 ◇ 大曲東小学校講堂防音機能復旧事業 社教 ◇ きたひろしま３０Kmロードレース連携事業

総務 ◇ 東部中学校講堂防音機能復旧事業 社教 ◇ 市民スポーツ活動推進事業

総務 ◇ 大曲中学校屋体大規模改造・非構造部材耐震化事業 社教 ◇ スポーツ推進委員に関する経費

総務 ◇ 西の里中学校屋体大規模改造・非構造部材耐震化事業 施策23競技スポーツの振興

総務 ◇ 大曲東小学校屋体大規模改造・非構造部材耐震化事業 社教 ■ スポーツアカデミー事業

総務 ◇ 東部中学校屋体大規模改造・非構造部材耐震化事業 社教 ◇ スポーツ大会出場支援事業

総務 ◇ 小学校周辺環境整備事業 社教 ◇ 体育協会活動支援事業

社教 ◇ 学校支援地域本部事業 社教 ◇ スポーツ少年団育成事業

学教 ◇ 児童生徒の通学費支援事業 施策24スポーツ施設の整備と運営

学教 ◇ 高等学校等入学準備金支給事業 社教 ◇ 学校施設（体育館）開放事業

学教 ◇ 要保護・準要保護児童生徒援助事業 社教 ◇ 大曲ファミリー体育館改修事業

学教 ◇ 奨学金支給事業 社教 ◇ 体育施設の管理

総務 ◇ 私立学校教育振興事業

学教 ★ 小中一貫教育推進事業 政策１～８を支える管理的経費

総務 ◇ 小・中学校管理経費 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

政策３ やさしく支えあう教育連携の推進 総務 ◇ 教育委員会事務局運営経費

施策10家庭の教育力向上への支援内容の充実 学教 ◇ 教職員永年勤続表彰伝達式

社教 ■ 家庭教育支援事業 総務 ◇ 「きたひろしまの教育」作成

学教 ◇ 北広島市ＰＴＡ連合会支援事業 総務 ◇ 北広島市教育施策審議会

施策11教育相談体制の充実 総務 ◇ 教員住宅管理

学教 ◇ 不登校いじめ対策・教育相談事業 総務 ◇ 小・中学校運営経費

施策12地域が支える健全育成活動の充実 学教 ◇ 小・中学校管理経費

学教 ◇ 青少年健全育成事業【事業名変更】 社教 ◇ 社会教育事務経費

学教 ◇ 青少年安全対策事業 社教 ◇ 社会教育委員

学教 ■ 放課後子供教室事業 社教 ◇ 保健体育事務経費

社教 ◇ 成人式開催事業 社教 ◇ スポーツ推進審議会

平成28年度　北広島市教育委員会　教育施策体系

(◇継続 ■拡大 ★新規 ) 総務：教育総務課　　学教：学校教育課　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　　図書：図書館　　給食：給食センター　
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北広島市教育委員

性  別

男

女

男

男

男

教   育   委   員

行    政    組    織 

委   員

教 育 長

教育総務
ス タ ッ フ

教 育 総 務 課

平成26年10月1日

委   員

(平成28年4月1日現在）

役 職 名 就任年月日

平成21年10月1日

氏     名

松
まつ

　本
もと

　  　懿
あつし

石
いし

  井
い

  雅
まさ

  恵
え

佐
さ

  藤
とう

  元
もと

  治
はる

委 員 長 平成23年10月1日

委   員
(職務代理)

平成20年10月1日

大
おお

　山
やま

  秀
ひで

　之
ゆき

学校教育
ス タ ッ フ

平成24年10月1日吉
よし

　田
だ

　孝
たか

　志
し

(平成28年4月1日現在）

庶 務 担 当
教育委員会会議、学校教育予算経理、教材・教具の整備、幼稚園
関係、教育関係団体・中体連等補助、子ども大使、事務局職員等
の任免
教育基本計画の進行管理、教育施策の推進、学校ＩＣＴ環境整備

施 設 担 当
学校施設・設備の整備、学校及び教職員住宅の維持管理、教職
員住宅の入退居

教育支援担当
児童生徒の就学､就学援助､特学奨励費､特別支援教育､学校保
健､奨学金､高等学校等入学準備金、

学校の適正規模・適正配置､教育課程、教職員人事、教職員の研
修、学級編制、教科用図書の採択、外国語指導助手

学 校 教 育 ・
小中一貫担当

教

教
 

育
 

部

（

学 校 教 育 課

（ 中 央 公 民 館 ）

（西の里公民館）

（ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｾﾝﾀｰ）

（芸術文化ホール）

(図書館）

非常勤職員の状況

教育総務課 ～ 業務主事：14名、事務補助員：14名

学校教育課 ～ 特別支援学級介助員：14名、特別支援教育支援員：19名

学校教育相談員：1名 特別支援教育アドバイザー：2名

外国語指導助手：4名 通学路安全指導員：2名

教育相談員：1名、適応指導教室指導員：2名、専任指導員：2名

心の教室相談員：11名、スクールカウンセラー4名、臨床心理士1名

社会教育課 ～ 生涯学習推進アドバイザー：4名

エコミュージアムセンター ～ 学芸員：1名

学校給食センター ～ 栄養士：3名、ボイラー技師：2名

学 校 給 食
セ ン タ ー

業 務
ス タ ッ フ

エコミュージアム
セ ン タ ー

エ コ ミ ュ ー
ジ ア ム 担 当

文 化 課
管理運営
ス タ ッ フ

エ コ ミ ュ
ー ジ ア ム
ス タ ッ フ

学校給食センター等の管理運営、給食の献立作成・調理・配送、
給食費の徴収

業 務 担 当

エコミュージアムの推進、文化財の保存・活用、エコミュージアムセ
ンター知新の駅及び旧島松駅逓所の管理運営

使用申請・許可、備品の管理・貸出、施設の管理・契約業務、生涯
学習支援情報システムの運営、文化事業の企画・運営、芸術文化
振興審議会、芸術文化諸計画の策定、文化賞等の表彰

図書等の貸出・管理、図書館・移動図書館、図書等の購入・契約
事務、地区図書館の管理・運営

文 化 振 興 ・
管 理 担 当

読 書 推 進 ・
管 理 担 当

育

委

員

会

体育施設の管理運営、スポーツ・レクリエーションの普及・振興、学
校体育館開放事業、スポーツ推進審議会、スポーツ推進委員

青少年の総合相談・指導（適応指導、教育相談）、青少年健全育
成、関係機関・団体との連絡調整支援、体験活動の推進

社 会 教 育 課

社会教育担当

青 少 年 担 当
青 少 年
ス タ ッ フ教

 
育
 

長

体 育 担 当

社会教育関係団体､生涯学習振興会､フレンドリーセンター事業､
国際交流事業､学校支援地域本部事業､レクリェーションの森・林
間学園の施設管理､公民館の管理運営､社会教育委員社会教育

・ 体 育
ス タ ッ フ

（
部
長
１

、
次
長
２

）
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（平成28年4月1日現在）

担当課 担　　当 審議会・委員会等名 設置の目的・所管業務等

北広島市教育委員会
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき設
置

北広島市教育施策審議会
教育施策の推進に係る計画及び教育委員会が実施する事務事
業の点検評価等に関する調査審議

北広島市教職員住宅委員会
教職員住宅の確保・適正配置の調査、研究、入居者の調整、営
繕重点事項の調整

北広島市余裕教室活用計画
                              検討委員会

余裕教室の有効活用を図るため、活用計画の策定、活用に関す
る調整

北広島市学校林運営審議会
学校林の経営計画の樹立その他学校林の管理について重要な
事項を調査審議

北広島市奨学生選考委員会
教育委員会の諮問に応じ、高等学校等の就学に必要な学費の
一部を支給する奨学生の選考について審議し、答申

北広島市教育支援委員会
心身に障がいのある児童生徒の就学に関し、必要な事項の調
査、審議

北広島市立学校結核対策委員会
結核に関する健診結果の把握、精密検査対象児童生徒につい
て調査審議

学校教育・小
中一貫担当

北広島市立小学校及び中学校
                           通学区域審議会

教育委員会の諮問に応じ、小・中学校の通学区域の設定・変更
に関する事項を調査・審議し、答申

北広島市青少年健全育成推進委員会 青少年の健全育成に関係し必要な事項を調査審議

北広島市いじめ等問題対策委員会
いじめや不登校の実態把握や改善策、防止対策に関して調査
審議

社会教育担当 北広島市社会教育委員
社会教育法の規定に基づき設置、教育委員会に対し、社会教
育・青少年教育・家庭教育に関する諸計画の立案・助言

北広島市スポーツ推進審議会
スポーツの推進に関する事項について調査・審議し、教育委員
会に建議

北広島市スポーツ推進委員
住民のスポーツ推進のため、実技指導や各種大会の企画運営
及び事業協力

北広島市芸術文化振興審議会
芸術文化の振興に関する事項や計画の策定及び文化賞等の選
考について調査・審議

北広島芸術文化ホール運営委員会
芸術文化ホール事業の企画立案と自主事業（芸術鑑賞事業及
び芸術創造事業）の実施

読 書 推 進 ・
管  理  担  当

北広島市図書館協議会
図書館法の規定に基づき設置、図書館・諸室の運営に関する協
議

エコミュージ
アムセン

ター

エコミュージア
ム 担 当

北広島市文化財保護審議会
文化財保護法及び北広島市文化財保護条例に基づき、文化財
の指定・保存・活用等についての調査・審議

北広島市小学校給食運営委員会
小学校給食の運営を適正かつ円滑に行うための重要な事項に
ついて教育委員会に助言

北広島市中学校給食運営委員会
中学校給食の運営を適正かつ円滑に行うための重要な事項に
ついて教育委員会に助言

各種審議会・委員会等の状況

学校給食
センター

施 設 担 当

教育総務課

業 務 担 当

社会教育課

学校教育課

体 育 担 当

青 少 年 担 当

文化課

管理運営担当

庶 務 担 当

教育支援担当
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教育費の推移

議　会　費 189,673 1.2% 206,276 0.9% 184,576 0.7%

総　務　費 1,073,476 4.6% 1,928,551 4.9% 3,793,689 15.1%

民　生　費 7,583,530 34.5% 7,900,674 34.4% 7,947,108 31.7%

衛　生　費 1,748,252 6.0% 1,476,777 7.9% 1,140,780 4.5%

農林水産費 79,006 0.2% 101,656 0.4% 338,370 1.3%

商工労働費 362,172 2.3% 349,138 1.6% 379,814 1.5%

土　木　費 2,480,797 9.0% 2,911,676 11.3% 2,939,524 11.8%

消　防　費 195,550 1.0% 129,510 0.9% 130,762 0.5%

教　育　費 1,859,593 8.2%2,750,6838.4% 1,842,526 7.3%

公　債　費 2,534,291 12.5% 2,465,263 11.5% 2,284,020 9.1%

諸支出金 66,379 0.1% 63,807 0.3% 63,068 0.3%

職　員　費 3,825,383 20.3% 3,879,156 17.4% 4,026,066 16.0%

予　備　費 35,000 0.2% 35,000 0.2% 35,000 0.1%

計 22,033,102 100.0% 24,198,167 100.0% 25,105,303 100.0%

平成28年度　予　算
（単位：千円）

平成26年度 平成27年度 平成28年度

議会費; 184,576; 
0.7%

総務費; 3,793,689; 
15.1%

民生費; 7,947,108; 
31.7%

衛生費; 1,140,780; 
4.5%

農林水産費; 
338,370; 1.3%

商工労働費; 
379,814; 1.5%

土木費; 2,939,524; 
11.8%

消防費; 130,762; 
0.5%

教育費; 1,842,526; 
7.3%

公債費; 2,284,020; 
9.1%

諸支出金; 63,068; 
0.3%

職員費; 4,026,066; 
16.0%

予備費; 35,000; 0.1%

平成28年度 北広島市一般会計歳出予算内訳

（総額 25,105,303千円）

教育総務費; 
314,184; 17.1%

小学校費; 375,014; 
20.4%

中学校費; 409,353; 
22.2%学校給食総務費; 

14,020; 0.8%
小学校給食運営費; 

115,038; 6.2%

中学校給食運営費; 
144,719; 7.9%

社会教育費; 75,171; 
4.1%

青少年健全育成費; 
30,929; 1.7%

保健体育費; 
117,899; 6.4%

芸術文化ホール費; 
153,210; 8.3%

図書館費; 92,989; 
5.0%

平成28年度 教育費内訳

（総額 1,842,526千円）
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○教育総務課 ○学校教育課

　幼稚園振興事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6,886 千円 　学校図書活用事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,771 千円

　幼稚園協会連携事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160 千円 　学校教育相談員活用事業・・・・・・・・・・・・・・・ 2,403 千円

　学校教育振興事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,842 千円 　学力向上推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,367 千円

　姉妹都市子ども大使交流事業・・・・・・・・・・・・・・・3,274 千円 　子どもの体力向上推進研究事業・・・・・・・・・・・・・440 千円

　中学校体育連盟支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,323 千円 　特別支援教育推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・38,626 千円

　全国・全道中体連・中学校文化部 　外国語指導助手活用事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,647 千円

　　　　　　　　　　活動大会出場支援事業・・・・・・・・ 　地域に根差した特色ある学校教育推進事業・・・・・・ 403 千円

　学校ICT環境整備事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71,416 千円 　学校評議員等運営支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・276 千円

　学校教育団体活動支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・4,780 千円 　教師用指導書等整備事業・・・・・・・・・・・・・・・・1,101 千円

　学校施設空気環境測定事業・・・・・・・・・・・・・・・・673 千円 　コミュニティ・スクール推進事業・・・・・・・・・・・・・・ 524 千円

　学校事務機器整備事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,023 千円 　幼保小連携事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100 千円

　理科教材等整備事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,242 千円 　児童生徒の通学費支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・2,805 千円

　学校施設管理機器整備事業・・・・・・・・・・・・・・・・1,174 千円 　特別支援教育就学奨励費援助事業・・・・・・・・・2,107 千円

　小学校周辺環境整備事業・・・・・・・・・・・・・・・・・6,102 千円 　要保護・準要保護児童生徒援助事業・・・・・・・・・125,156 千円

　大曲東小学校屋体大規模改造事業・・・・・・・・・128,190 千円 　奨学金支給事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400 千円

　東部小学校講堂防音機能復旧事業・・・・・・・・・・・・19,530 千円 　高等学校等入学準備金支給事業・・・・・・・・・・・2,780 千円

　小学校放送設備整備事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,990 千円 　青少年健全育成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,003 千円

　私立学校教育振興事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500 千円 　北広島市ＰＴＡ連合会支援事業・・・・・・・・・・・・・・325 千円

　東部中学校講堂防音機能復旧事業・・・・・・・・・・・・38,780 千円 　不登校いじめ対策・教育相談事業・・・・・・・・・・・・・・・・・12,944 千円

　東部中学校屋体大規模改造事業・・・・・・・・・169,800 千円 　青少年安全対策事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,249 千円

　大曲東小学校講堂防音機能復旧事業・・・・・・・・・・・・1,050 千円 　放課後子供教室事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,696 千円

　大曲東小学校屋体非構造部材 　創意発明工夫展・書写展事業・・・・・・・・・・・・・・・175 千円

耐震化事業【繰越明許】・・・ 　心の教室相談事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,050 千円

　東部中学校屋体非構造部材 　小中一貫教育推進【繰越明許】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・942 千円

耐震化事業【繰越明許】・・・

　西の里中学校屋体大規模改造・非構造 ○文化課

部材耐震化事業【繰越明許】・・・ 　芸術文化ホール運営委員会連携事業・・・・・・・・・11,719 千円

　大曲中学校屋体大規模改造・非構造部 　花ホールスタッフの会支援事業・・・・・・・・・・・・ 320 千円

材耐震化事業【繰越明許】・・・ 　市民文化祭奨励事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・650 千円

　文化団体活動支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・640 千円

○社会教育課 　文化賞・スポーツ賞等表彰事業・・・・・・・・・・・・ 631 千円

　フレンドリーセンター運営事業・・・・・・・・・・・・・・・802 千円 　生涯学習支援情報システム整備事業・・・・・・・・11,379 千円

　成人式開催事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・683 千円 　文化施設修繕事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25,472 千円

　学校支援地域本部事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,869 千円 　芸術文化ホール設備修繕事業・・・・・・・・・・・・・・・13,000 千円

　家庭教育支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 410 千円 　図書館サービス提供事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,847 千円

　中央公民館活動推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・ 347 千円 　図書館フィールドネット連携事業・・・・・・・・・・・・・・・・1,500 千円

　元気フェスティバル連携事業・・・・・・・・・・・・・・・・675 千円

　生涯学習市民活動団体支援事業・・・・・・・・・・1,500 千円 ○エコミュージアムセンター

　国際交流事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 392 千円 　エコミュージアム普及推進事業・・・・・・・・・・・・・・・6,436 千円

　生涯学習振興会支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,749 千円   文化財保存・活用事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,524 千円

　市民スポーツ活動推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・555 千円   郷土文化伝承支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・212 千円

　スポーツアカデミー事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,178 千円  旧島松駅逓所大規模改修事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・214 千円

　きたひろしま３０kmロードレース連携事業・・・・・・・300 千円

　スポーツ大会出場支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500 千円 ○給食センター

　体育協会活動支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,118 千円 　学校給食衛生管理事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,403 千円

　スポーツ少年団育成事業・・・・・・・・・・・・・・・・ 453 千円 　食に関する指導の推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・ 62 千円

　学校施設（体育館）開放事業・・・・・・・・・・・・・・・・5,264 千円 　学校給食費公会計化事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,555 千円

　大曲ファミリー体育館改修事業・・・・・・・・・・・・・・・6,100 千円 　学校給食運営経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・259,757 千円

61,470 千円

平成28年度　主な教育費の課別内訳

2,100 千円

83,880 千円

112,300 千円

104,900 千円
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●小学校外国語活動巡回指導教員研修事業 

□事業の目的 

小学校外国語活動巡回指導教員（以下、巡回指導教員という。） 

が市内全小学校を巡回し、学級担任とのティーム・ティーチング 

や模擬授業、小学校外国語活動に関する教員研修の企画及び教員 

への指導助言等を行い、小学校教員の外国語活動等の指導力と英 

語力の向上を図る。 

□取組の様子 

①模擬授業、授業公開…ＡＬＴを活用した授業において巡回指導 

教員がＴ１の役割で模範授業を行っている。参観日などで保護者 

や地域住民にも巡回指導教員の授業を公開している。 

②学級担任とのティーム・ティーチング…指導案作成や授業の事 

前の打ち合わせ等を担任と一緒に行う。児童のモチベーション 

を高めるような授業を工夫し、教材準備等について小学校の先 

生方に指導助言を行う。 

③教員研修の企画、教員への指導助言等 

小学校教員の英語力向上のための研修を行い、知識・技能を高めるとともに、研修をとおし

て児童の理解の程度に応じた英語で授業を進める意識を高め、授業者の英語力の向上を図る。

児童が英語を使って活動する授業の在り方やその指導方法について、授業を視察し指導助言を

行う。 

4月に巡回指導教員導入後、外国語活動の授業改善について小学校の先生方の意識が高まってい

る。英語を用いながらプリントを配布することから始まり、授業での英語使用場面も増えている。 

●小中高一貫ふるさとキャリア教育推進事業について 

□研究主題（テーマ） 

産学官民の連携・協働による系統的なキャリア教育の実践 

～２１世紀型能力と地域の未来を担う人材の育成を目指した体験活動の取組～ 

□取組内容  

（１）「地域ダイスキ！プロジェクト」  

※小中は「きたひろ夢ノート」を活用 

（２）「子どもダイスキ！プロジェクト」 

（３）校内推進委員会の設置 

（４）地域未来づくり会議の開催 

□取組状況～西の里中学校の実践 

（１）地域人材（地域の教育資源）と 

①「総合的な学習の時間」の連携 

１年生「地域交流学習」～西の里地区の歴史・農業・商業・福祉・環境を学ぶ 

   ２年生「職業体験学習」～西の里地区の事業所で実際の職業を体験 

   ３年生「キャリア講演会」～西の里中卒業生による職業講話 等 

  ②行事、課外活動（ボランティア）の連携 

     百人一首大会、地域清掃活動、交通安全街頭啓発 

  ③部活動の連携 

  ④その他の連携   

次世代育成交流会、西の里地区健連協豆まき大会、授業体験 

（２）学校支援地域本部との連携 空手授業、箏などの和楽器授業 

 

３年生「キャリア講話」 

卒業生による職業講話 

西の里中学校の伝統行事 

百人一首大会 

特集「北海道教育委員会研究校・指定事業等の概要」 
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【成果】 ・生活チェックシートを活用したことにより、生活習慣に対する意識付けができた。

・他学校、他学年の子と一緒に事業に参加することにより、交流することの楽しみを感じていた。

・事業中、「楽しかった」「初めてみた」という声が多かったことから、楽しみながら子どもたちの好奇心を刺激するこ

とができた。 

・普段関わることのない、地域の大人と接することにより異世代交流が促進された。

【課題】 ・学校での学習会や少年団活動等のイベントが盛んに行なわれている時期であることから参加しやすい日程の工夫が必
要である。 

・親子プログラムの保護者の参加が少ないため、内容や趣旨を理解してもらう必要がある。

・事業後の継続した生活習慣の意識付けとして広報活動を検討する必要がある。

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○プログラム 

月日 
時刻 

7月30日(木) 7月31日(金) 

8：30 
 
 
9:00 
 
 
9:30 
 
 

10:00 
 
 

10:30 
 
 

11:00 
 
 

11：30 
 
 

12:00 
 
 
12：30 

開会 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

ラジオ体操 

集合 

ラジオ体操 

自習学習 

※学校支援ﾎﾞﾗ

ﾝﾃｨｱ登録者に

よる指導 

英語について

学ぼう 

※国際交流協

議会による 

運営 

HIPHOPダンス 

体験 

 

※スタジオオ

ンワードによ

る運営 

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 

デイキャンプ 

 

※国際交流協

議会による 

運営 

生活ﾁｪｯｸﾀｲﾑ 
解散 

生活ﾁｪｯｸﾀｲﾑ 
解散 

 

 

 

 

■プロジェクトチーム構成員 
 東部小学校、北の台小学校、東部小学校
島国際交流協議会、北広島ゴロッケー協会、北広島市スポーツ推進委員

■実施期間（第１回）７月３０日（木）～
（第２回）８月 ５日（水）～

■参加対象 東部小学校、北の台小学校
■参加実績（参加者）児童 ２４名、
     （運営ボランティア） １５
■会  場 中央公民館、広葉交流センター

毎朝のラジオ体操 

自習学習 

北海道教育委員会の補助事業である、子どもの生活習慣づくり推進事業「子ども朝活」事業として、東部
地区を対象に実施しました。 
以下の項目を目的として、学校を始めとする各関係団体とプロジェクトチームを立ち上げ、企画、立案か

ら事業の運営まで関わっていただきながら実施しました。
■事業の目的 １ 長期休業中における学習・運動を含めた望ましい生活習慣の定着を図る。

２ 地域の方や異学年との交流を図る。

 

特集 

生活チェックシートを活用したことにより、生活習慣に対する意識付けができた。 

・他学校、他学年の子と一緒に事業に参加することにより、交流することの楽しみを感じていた。

・事業中、「楽しかった」「初めてみた」という声が多かったことから、楽しみながら子どもたちの好奇心を刺激するこ

・普段関わることのない、地域の大人と接することにより異世代交流が促進された。 

学校での学習会や少年団活動等のイベントが盛んに行なわれている時期であることから参加しやすい日程の工夫が必

・親子プログラムの保護者の参加が少ないため、内容や趣旨を理解してもらう必要がある。

・事業後の継続した生活習慣の意識付けとして広報活動を検討する必要がある。 

 

8月1日(土) 8月5日(水) 8月6日(木) 

集合 

ラジオ体操 

集合 

ラジオ体操 

集合 

ラジオ体操 

自習学習 

※保護者は、 

「食育教室」 

自習学習 

※学校支援ﾎﾞﾗ

ﾝﾃｨｱ登録者に

よる指導 

自習学習 

※学校支援ﾎﾞﾗ

ﾝﾃｨｱ登録者に

よる指導 

親子de 

スポーツ体験

① 

 

※スポーツ推

進員による 

運営 

おもしろ科学

実験教室 

 

※東部地区生

涯学習振興会

との共同開催 

フィールﾄﾞ 

ワーク 

※市教委によ

る運営 

知新の駅見学 

※学芸員によ

る運営 

※学校支援ﾎﾞﾗ

生活ﾁｪｯｸﾀｲﾑ 
解散 

生活ﾁｪｯｸﾀｲﾑ 
解散 

生活ﾁｪｯｸﾀｲﾑ 
解散 

生活ﾁｪｯｸﾀｲﾑ

東部小学校、北の台小学校、東部小学校PTA、北の台小学校PTA、東部地区生涯学習振興会、北広
島国際交流協議会、北広島ゴロッケー協会、北広島市スポーツ推進委員

■実施期間（第１回）７月３０日（木）～ ８月１日（土）（３日間） 
５日（水）～ ８月８日（土）（４日間） 
小学校４～６学年 

２４名、保護者 ７名 
１５名 （講 師） ３名 

中央公民館、広葉交流センター  

 

親子deスポーツ体験② 

北海道教育委員会の補助事業である、子どもの生活習慣づくり推進事業「子ども朝活」事業として、東部

項目を目的として、学校を始めとする各関係団体とプロジェクトチームを立ち上げ、企画、立案か
ら事業の運営まで関わっていただきながら実施しました。 

長期休業中における学習・運動を含めた望ましい生活習慣の定着を図る。
地域の方や異学年との交流を図る。 

 

・他学校、他学年の子と一緒に事業に参加することにより、交流することの楽しみを感じていた。 

・事業中、「楽しかった」「初めてみた」という声が多かったことから、楽しみながら子どもたちの好奇心を刺激するこ

 

学校での学習会や少年団活動等のイベントが盛んに行なわれている時期であることから参加しやすい日程の工夫が必

・親子プログラムの保護者の参加が少ないため、内容や趣旨を理解してもらう必要がある。 

8月7日(金) 8月8日(土) 

集合 

ラジオ体操 

集合 

ラジオ体操 

農業収穫体験 

 

※下河原農園

による協力 

親子de 

スポーツ体験 

② 

 

※ゴロッケー

協会による 

運営 

自習学習 

※学校支援ﾎﾞﾗ

ﾝﾃｨｱ登録者に

よる指導 

生活ﾁｪｯｸﾀｲﾑ 
解散 

生活チェックタイム 

／保護者プログラム 

解散 

、東部地区生涯学習振興会、北広
島国際交流協議会、北広島ゴロッケー協会、北広島市スポーツ推進委員 

おもしろ科学実験教室 

北海道教育委員会の補助事業である、子どもの生活習慣づくり推進事業「子ども朝活」事業として、東部

項目を目的として、学校を始めとする各関係団体とプロジェクトチームを立ち上げ、企画、立案か

長期休業中における学習・運動を含めた望ましい生活習慣の定着を図る。 

農業収穫体験 
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 北広島市内の教育関係施設 

学校 

1 東部小学校 ・・・・・・・・・・・・ 372-3511 

2 西部小学校 ・・・・・・・・・・・・ 376-2104 

3 大曲小学校 ・・・・・・・・・・・・ 376-2253 

4 西の里小学校 ・・・・・・・・・・ 375-2520 

5 西の里小学校陽香分校 ・・ 375-3673 

6 双葉小学校 ・・・・・・・・・・・・ 373-5665 

7 緑ヶ丘小学校 ・・・・・・・・・・・ 373-3330 

8 北の台小学校 ・・・・・・・・・・ 373-3500 

9 大曲東小学校 ・・・・・・・・・・ 377-7000 

10 東部中学校 ・・・・・・・・・・・・ 372-3030 

11 西部中学校 ・・・・・・・・・・・・ 376-2252 

12 大曲中学校 ・・・・・・・・・・・・ 376-2354 

13 西の里中学校 ・・・・・・・・・・ 375-2843 

14 西の里中学校陽香分校 ・・ 375-3673 

15 広葉中学校 ・・・・・・・・・・・・ 373-4918 

16 緑陽中学校 ・・・・・・・・・・・・ 372-2239 

17 北広島高等学校 ・・・・・・・・ 372-2281 

18 北広島西高等学校 ・・・・・・ 375-2771 

19 札幌日大高等学校 ・・・・・・ 375-2611 

20 札幌日大中学校 ・・・・・・・・ 375-5311 

21 札幌養護学校共栄分校 ・・ 373-6859 

22 白樺高等養護学校 ・・・・・・ 376-2353 

23 道都大学 ・・・・・・・・・・・・・・ 372-3111 

24 北海道歯科技術専門学校 ・ 372-2457 

文化・教養施設 

25 芸術文化ホール ・・・・・・・・・ 372-7667 

26 図書館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 373-7667 

27 中央公民館 ・・・・・・・・・・・・・ 373-0101 

28 東記念館 ・・・・・・・・・・・・・・・ 373-2171 

29 西の里公民館 ・・・・・・・・・・  375-4300 

30 エコミュージアムセンター ・・ 373-0188 

31 西の里会館 ・・・・・・・・・・・・・ 375-3469 

32 大曲会館 ・・・・・・・・・・・・・・・ 376-3964 

33 農民研修センター ・・・・・・・・ 376-3935 

34 北広島団地住民センター ・・ 372-0676 

35 ふれあい学習センター ・・・・ 370-7373 

36 石狩教育研修センター ・・・・ 373-0880 

市役所関係 

51 市役所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 372-3311 

52 市教育委員会 ・・・・・・・・・・・ 372-3311 

53 学校給食センター ・・・・・・・・ 373-2487 

スポーツ施設等（教育委員会管理分） 

37 総合体育館 ・・・・・・・・・・・・・ 372-0808 

38 西の里ファミリー体育館 ・・・ 375-2933 

39 大曲ファミリー体育館 ・・・・・ 377-3309 

40 輪厚児童体育館 ・・・・・・・・・ 376-3380 

41 東部住民プール ・・・・・・・・・ 372-8808 

42 西の里住民プール ・・・・・・・ 375-3838 

43 大曲住民プール ・・・・・・・・・ 377-7180 

44 西部プール ・・・・・・・・ 090-7654-1243 

45 緑葉公園プール ・・・・・・・・・ 372-3582 

46 白樺プール ・・・・・・・・・・・・・ 372-5375 

47 緑葉公園野球場 ・・・・・・・・・ 372-0147 

48 緑葉公園テニスコート ・・・・・ 372-0147 

49 レクリエーションの森 ・・・・・ 373-2050 

50 自然の森キャンプ場 ・・・・・・ 377-8112 

20


	H28
	組織図
	審議会等
	H22グラフ
	主要施策予算 
	H28グラフ
	小・中学校一覧
	通学区域
	小学校版書式
	小学校版書式
	小学校版書式
	小学校版書式
	小学校版書式
	小学校版書式
	小学校版書式
	小学校版書式
	中学校版書式
	小学校版書式
	中学校版書式
	中学校版書式
	中学校版書式
	陽香分校（中）
	中学校版書式
	中学校版書式
	１ページ
	グラフデータ
	２ページ
	H27児童生徒健康診断実施結果
	H26児童生徒健康診断実施結果
	H27用資料
	Sheet1
	就学援助・奨学金
	学校医名簿
	通学費助成状況 
	特別支援教育
	学校給食
	Sheet1
	市内幼稚園・保育園
	工程表
	各種学校
	各種学校
	問題行動・不登校・相談
	年表
	問題行動・不登校・相談
	組織図
	H28
	組織図
	H28グラフ
	H22グラフ
	主要施策予算 
	小・中学校一覧
	小学校版書式
	就学援助・奨学金
	問題行動・不登校・相談
	審議会等
	H28グラフ
	年表



