
　文教関係

　（教育委員会）

事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　明

小 学 校 整 備 19億4,831万8千円 井口小学校校舎増築 2,467万5千円

財源内訳 　（スケジュール）

　国庫負担金 　　２・３年度　基本設計、実施設計
1億2,210万円 　　　　　　　　等

　国庫補助金 　　４年度　　　増築工事
2億7,816万円

　　５～７年度　増築工事等
　市債

9億6,480万円

祇園小学校校舎増改築 4,400万円

　一般財源
5億8,325万8千円 　（スケジュール）

　　３年度　　　基本計画等

　　４年度　　　基本・実施設計等

　　５～８年度　基本・実施設計、増
　　　　　　　　改築工事等

トイレの洋式化 2億482万円

　　国において公立小中学校のトイレ
　　の洋式化率を７年度末までに95％
　　とする目標が設定されたことを受
　　け、その目標達成に向けてトイレ
　　の洋式化に取り組む。

　　　４年度　25校

学校施設の長寿命化 6億9,827万9千円

　　リニューアル改修 270万円

　　　躯体の健全性調査　１校

　　大規模改修 6億9,557万9千円

　　　実施設計　２校 257万9千円

　　　改修工事　６校 6億9,300万円
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事　　業　　名 事　 業 　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　明

一般整備その他 9億7,654万4千円

中 学 校 整 備 8億2,379万5千円 祇園中学校校舎増築等 2億8,039万5千円

財源内訳 　（スケジュール）

　国庫補助金 　　30～３年度　校舎増築実施設計、
9,164万5千円 　　　　　　　　屋内運動場改築実施

　　　　　　　　設計、校舎増築工事、
　市債 　　　　　　　　屋内運動場改築工事

4億4,430万円 　　　　　　　　等

　一般財源 　　４年度　　　既存屋内運動場・武
2億8,785万円 　　　　　　　　道場棟解体工事等

学校施設の長寿命化 2億1,630万円

　　リニューアル改修 230万円

　　　躯体の健全性調査　１校

　　大規模改修 2億1,400万円

　　　改修工事　２校

一般整備その他 3億2,710万円

高 等 学 校 整 備 6,430万円 一般整備

財源内訳

　一般財源
6,430万円
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事　　業　　名 事　 業 　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　明

特 別 支 援 学 校 整 備 10億3,580万2千円 広島特別支援学校校舎増築 10億1,980万2千円

財源内訳 　（スケジュール）

　国庫補助金 　　29～３年度　基本計画、基本・実
723万円 　　　　　　　　施設計、増築工事等

　市債 　　４年度　　　増築工事等
7億6,180万円

　　５・６年度　増築工事等
　一般財源

2億6,677万2千円

天井等落下防止対策 600万円

　　実施設計

一般整備 1,000万円

幼 稚 園 整 備 3,050万円 一般整備

財源内訳

　一般財源
3,050万円

学 校 施 設 災 害 復 旧 1億3,163万1千円 災害復旧工事

　 財源内訳 　　三田小学校

　国庫負担金
2,227万7千円

　県負担金
8,772万6千円

　市債
2,150万円

　一般財源
12万8千円
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事　　業　　名 事　 業 　費

個に応じたきめ細かな
質の高い教育の推進 （56億3,404万7千円)

　⑴　幼児教育の推進 573万1千円 幼児教育推進体制を活用した地域の幼
児教育の質向上強化事業

財源内訳
　　公立・私立を問わず全ての子ども

　国庫補助金 　　が質の高い幼児教育・保育を受け
286万5千円 　　られるよう、「乳幼児教育保育支

　　援センター」を中心として、調査・
　一般財源 　　研究や幼稚園教諭、保育士等の人

286万6千円 　　材育成等を行う。

　⑵　確かな学力・健
　　　やかな体をはぐ 3億3,751万円 学力向上の推進 3億3,589万4千円

　　　くむ教育の推進
財源内訳 　（主な取組内容）

　　①研究校を指定し、ＩＣＴを活用
　一般財源 　　　した児童生徒の学習進度や学習

3億3,751万円 　　　到達度に応じた指導等に取り組
　　　む。
　　②ネイティブ・スピーカーによる
　　　授業を行うため、全中学校に英
　　　語指導助手を配置する。
　　③タブレット端末を活用した授業
　　　の実施に向け、端末上で使用す
　　　る教材などを備えた学習支援シ
　　　ステムを導入する。

体力向上推進事業 161万6千円

　　児童生徒の体力の向上に取り組む
　　体力向上推進校を指定し、授業改
　　善や体育授業の質の向上を図るた
　　めの研修会等を実施する。

説　　　　　　　　　　　　　　　　明
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事　　業　　名 事　 業 　費

　⑶　豊かな心をはぐ
　　　くむ教育の推進 18万7千円 道徳教育推進事業

財源内訳 　　道徳性をはぐくむ教育 11万4千円

　一般財源 　　　道徳教育推進校を指定し、地域
18万7千円 　　　の先人の伝記等を題材として、

　　　指導方法等の実践研究を行う。

　　広島グッドチャレンジ賞の実施 7万3千円

　　　定期的な地域清掃活動や福祉施
　　　設でのボランティア活動などで
　　　社会や地域に貢献した生徒や生
　　　徒会等を表彰する。

　⑷　広島の特性を踏
　　　まえた教育の推 1,386万1千円 平和教育の推進
　　　進

財源内訳 　　平和教育プログラムの改訂 1,346万4千円

　一般財源 　　　小学校から高等学校まで全校共
1,386万1千円 　　　通の一貫した方針の下で平和教

　　　育を実施することを目的に策定
　　　した平和教育プログラムについ
　　　て、社会情勢の変化や新学習指
　　　導要領などに対応するための改
　　　訂を行う。

　　中学生による「伝えるＨＩＲＯＳ
　　ＨＩＭＡプロジェクト」の実施 39万7千円

　　　中学２・３年生の中からメッセ
　　　ージ発信者を選考し、８月６日
　　　に平和記念公園を訪れる海外の
　　　人々に対して、英語で平和への
　　　メッセージを伝える。

説　　　　　　　　　　　　　　　　明
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事　　業　　名 事　 業 　費

　⑸　特色ある学校づ
　　　くり 4億9,106万9千円 学習サポーター・特別支援教育ア

シスタント事業 4億9,011万3千円

財源内訳
　　児童生徒等に対し個別の学習支援

　国庫補助金 　　等を行う学習サポーターや、通常
1億4,459万6千円 　　の学級に在籍する肢体不自由児に

　　対し学校生活での移動支援等を行
　一般財源 　　う特別支援教育アシスタントを配

3億4,647万3千円 　　置する。

中山間地・島しょ部の小・中学校にお
ける特色ある教育の推進 95万6千円

　　小中一貫教育校（似島・戸山・
　　阿戸）における特色ある教育の
　　展開 28万4千円

　　（主な取組内容）
　　　①義務教育９年間を前期（４年）、
　　　　中期（３年）、後期（２年）
　　　　に区分した小・中の円滑な接
　　　　続
　　　②小中一貫教育校の特例を活用
　　　　した「ふるさと科」の実施

　　いきいき体験オープンスクール 67万2千円

　⑹　地域社会を支え 新
　　　る人材の育成 2,603万7千円 学校教育活動地域連携推進事業

財源内訳 　　地域社会を支える人材を育成する
　　ため、小・中学校等が地域と協議

　国庫補助金 　　した上で、「地域の自然・歴史」
788万7千円 　　「伝統文化」「キャリア教育」の

　　中からテーマを選択し、地域人材
　一般財源 　　等を活用した授業を行う。

1,815万円

説　　　　　　　　　　　　　　　　明
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事　　業　　名 事　 業 　費

⑺ 学校給食の提供 46億3,543万1千円 学校給食費の公会計化 45億1,192万1千円

財源内訳 　　食材調達 44億6,925万9千円

　負担金 　　　小・中学校等の給食の実施に必
44億1,000万円 　　　要となる食材を調達する。

　一般財源 　　学校給食費の徴収管理 4,266万2千円
2億2,543万1千円

　　　各学校で徴収管理している学校
　　　給食費を給食費等管理システム
　　　により教育委員会事務局で一括
　　　管理する。

新
中学校における選択制のデリバリー
給食の解消 1億2,351万円

　　全ての中学生に栄養バランスのと
　　れた、よりおいしい給食を提供す
　　るため、デリバリー給食の解消に
　　向けた取組を行う。

　　　五日市地区学校給食センター
　　　の受配校拡大 2,956万円

　　　　対象校　大塚

　　　　時　期　４年９月

　　　デリバリー給食提供事業者に
　　　よる食缶方式での給食提供 7,368万9千円

　　　　４年度対象校　二葉、大州、
　　　　　　　　　　　宇品、矢野

　　　　　時　期　４年９月

　　　　５年度対象校　国泰寺、翠町、
　　　　　　　　　　　己斐、庚午、
　　　　　　　　　　　高取北、東原

　　　　　時　期　５年４月

　　　近隣小学校の調理場からの
　　　給食提供準備 1,614万7千円

　　　　対象校　早稲田、楠那、己斐
　　　　　　　　上、船越

　　　　時　期　５年４月

説　　　　　　　　　　　　　　　　明

－154－



事　　業　　名 事　 業 　費

　　　可部地区学校給食センターの
　　　建替え 411万4千円

　　　　給食提供校の拡充や衛生設備
　　　　の高度化を図るため、老朽化
　　　　している可部地区学校給食セ
　　　　ンターを建て替える。

　　　　　建設予定地　安佐市民病院
　　　　　　　　　　　南館跡地

　　　　　提供対象地域　安佐北区全
　　　　　　　　　　　　域及び安佐
　　　　　　　　　　　　南区の一部

　　　　（スケジュール）

　　　　　４年度　仕様・要求水準書
　　　　　　　　　の作成等、事業者
　　　　　　　　　公募

　　　　　５年度　事業者選定、事業
　　　　　　　　　者による設計

　　　　　６・７年度　事業者による
　　　　　　　　　　　整備

⑻ 私 学 助 成 1億2,422万1千円 私立幼稚園振興事業補助 5,509万3千円

財源内訳
私立幼稚園特別支援教育研究事業補助 42万2千円

　一般財源
1億2,422万1千円

 私立中学校振興事業補助 252万6千円

私立高等学校振興事業補助 4,847万2千円

私立高等学校部活動パワーアップ事
業補助 1,723万9千円

外国人学校振興事業補助 46万9千円

説　　　　　　　　　　　　　　　　明
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事　　業　　名 事　 業 　費

いじめに関する総合対
策 （3億6,670万円) いじめのない学校づくりに向け、以下

の取組を推進する。

　⑴　いじめの未然防
　　　止 474万1千円 家庭、地域、学校が連携し「いじめを

生まない支持的風土」を醸成
財源内訳

　　「みんなで語ろう！心の参観日」
　一般財源 　　の実施　 166万2千円

474万1千円

　　　各学校において外部講師（心の
　　　先生）を招へいした道徳の授業
　　　を公開し、その内容について、
　　　児童生徒や保護者・地域住民が
　　　意見交換を行う。

　　いじめ防止対策推進審議会等の運
　　営 307万9千円

　⑵　認知したいじめ
　　　への適切な対応 3億6,131万3千円 早期発見・早期対応の強化

財源内訳 　　スクールカウンセラーの配
    置 2億7,353万4千円

　国庫補助金
1億1,276万9千円 　　　小・中、高等学校等にスクール

　　　カウンセラーを配置し、いじめ
　一般財源 　　　の早期発見・早期対応の強化を

2億4,854万4千円 　　　図る。

　　スクールソーシャルワーカー等
　　の配置 6,822万8千円

　　　社会福祉等の専門的な知識・技
　　　術を用いて、問題を抱える児童
　　　生徒等の支援を行うスクールソ
　　　ーシャルワーカー等を配置し、
　　　いじめの早期発見・早期対応の
　　　強化を図る。

　　　（拡充内容）
　　　　スクールソーシャルワーカー
　　　　の配置人数　18人→19人

説　　　　　　　　　　　　　　　　明
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事　　業　　名 事　 業 　費

　　生徒指導支援員の配置 1,955万1千円

　　　問題行動を起こす児童生徒や学
　　　校への支援を行う生徒指導支援
　　　員を配置し、いじめの早期発見・
　　　早期対応を図る。

　⑶　教職員の資質向
　　　上 64万6千円 生徒指導体制の充実

財源内訳 　　小・中、高等学校等の生徒指導体
　　制の充実を図るため、教育相談体

　一般財源 　　制を強化するとともに、生徒指導
64万6千円 　　主事及び教育相談・支援主任を対

　　象とした研修を実施する。

不登校等対策の推進 1億1,258万4千円 不登校等対策ふれあい事業

財源内訳 　　ふれあいひろば推進員が不登校や
　　不登校傾向にある児童生徒に対し

　国庫補助金 　　て、学校内外で相談活動等を行う。
3,741万8千円

　　（拡充内容）
　一般財源 　　　重点校　28校→48校

7,516万6千円

「ひろしま型チーム学   

校」の構築 1億361万円 まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト
の実施 5,670万円

財源内訳
　　地域団体の代表者等で構成する実

　国庫補助金 　　行委員会のコーディネーターを中
2,508万3千円 　　心として、家庭・地域による教育

　　支援活動や体験活動、学校による
　一般財源 　　　地域貢献活動を推進する。

7,852万7千円 　　　
　　（拡充内容）
　　　実施校　56校→63校

説　　　　　　　　　　　　　　　　明
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事　　業　　名 事　 業 　費

コミュニティ・スクールの導入 1,386万円

　　学校運営への地域住民や保護者等
　　の参画を一層推進するため、小・
　　中、高等学校等において、学校協
　　力者会議を再編し、法定の「学校
　　運営協議会」を設置する。

　　（拡充内容）
　　　設置校　44校→209校

子どもの安全対策推進事業 3,305万円

　　「子ども安全の日」事業の実施 602万7千円

　　　毎月22日を「子ども安全の日」
　　　とし、学校や家庭、地域で様々
　　　な取組を実施する。

　　地域ぐるみの学校安全体制整
　　備推進事業 1,854万9千円

　　　地域学校安全指導員による学校
　　　巡回指導や学校安全ガードボラ
　　　ンティアへの指導・助言を行う。

 

　　登下校体制整備 378万円

　　　新小学１年生への防犯ブザーの
　　　支給

　　見守り・巡回活動その他 469万4千円

説　　　　　　　　　　　　　　　　明
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事　　業　　名 事　 業 　費

学校における働き方改
革の推進●●●●●● 2億5,085万2千円 これまで教職員が担ってきた役割の見

（一部再掲） 直しと業務の効率化を図り、限られた
財源内訳 時間の中で児童生徒に向き合う時間を

十分に確保することなどにより、総合
　国庫補助金 的な指導を持続的に行うことのできる

7,770万7千円 学校教育体制を構築する。

　一般財源 　　採点システムの運用 1,232万円
1億7,314万5千円

　　（拡充内容）
　　　導入校　４校→40校

　　中学校部活動指導員の配置 9,667万5千円

　　（拡充内容）
　　　配置人員　143人→158人

　　幼稚園の園庭清掃等の委託 114万6千円

　　教育情報化推進のための学校支
　　援体制の整備 9,175万6千円

　　　年度替わりの利用者変更に伴う
　　　タブレット端末の設定変更等や
　　　ＩＣＴ機器のトラブル対応を行
　　　う体制を整備する。

　　新
　　インターネット出願システムの導
　　入 380万1千円

　　　４年度に実施する高等学校等の
　　　入学者選抜から、入学願書の提
　　　出、選抜料の支払、受検票の発
　　　行などの手続をインターネット
　　　上で行うためのシステムを導入
　　　する。

　　スクールロイヤーの活用 59万5千円

　　働き方改革推進フォーラムの開催
　　等 189万7千円

　　学校給食費の徴収管理（再掲） 4,266万2千円

説　　　　　　　　　　　　　　　　明
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事　　業　　名 事　 業 　費

青少年の健全な心身の   

育成と社会性のかん養 2,216万5千円 電子メディアに関する講習会等の開催 113万7千円

　 財源内訳 　　インターネットの危険性や正しい
　　使い方等の啓発を行うため、児童

　国庫補助金 　　生徒や地域住民等を対象に、電子
67万3千円 　　メディアに関する講習会等を開催

　　する。
　一般財源

2,149万2千円

１０（テン）オフ運動の推進 7万8千円

　　「夜９時以降はスマートフォン等
　　による送信をしない」、「遅くと
　　も夜10時までには使用をやめる」
　　等の１０（テン）オフ運動を展開
　　する。

少年サポートセンターひろしまの運営 2,095万円

　　非行防止対策の総合的かつ効果的
　　な施策を推進するため、市教育委
　　員会職員と県警察職員が常駐する
　　少年サポートセンターひろしまを
　　運営する。

放課後対策等の充実 16億3,266万1千円 児童館の整備 3億3,711万1千円

財源内訳 　　新設 7,510万1千円

　国庫補助金 　　　石内児童館 7,107万1千円
2億9,025万3千円

　　　　場　所　佐伯区五日市町石内
　県補助金

2億4,983万9千円 　　　（スケジュール）

　市債 　 　　　　３年度　実施設計
2億5,300万円 　　　　

　　　　４年度　校舎改修工事
　一般財源 　

8億3,956万9千円

説　　　　　　　　　　　　　　　　明
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事　　業　　名 事　 業 　費

　　　早稲田児童館 403万円
　

　　　　場　所　東区牛田早稲田四丁
　　　　　　　　目

　　　（スケジュール）

　　　　４年度　実施設計
　　　　
　　　　５年度　校舎改修工事

　　建替え 1億2,601万円

　　　竹屋児童館
　
　　　　場　所　中区鶴見町

　　　（スケジュール）

　　　　元～３年度　実施設計、建設
　　　　　　　　　　工事等
　　　　
　　　　４年度　　　建設工事、既存
　　　　　　　　　　児童館解体工事

　　空調設備整備 1億3,600万円

　　　実施設計　22館 2,700万円

　　　整備工事　22館 1億900万円

説　　　　　　　　　　　　　　　　明
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事　　業　　名 事　 業 　費

放課後児童クラブのサービスの充実
等 3,422万8千円

　　サービス向上策の先行実施 16万2千円

　　　保護者が注文した昼食やおやつ
　　　について、本市が配送料を負担
　　　して提供するサービス向上策を
　　　５年度から本格的に実施するに
　　　当たり、各区１クラブで先行的
　　　に実施する。

　　　　実施期間　４年７・８月

　　放課後児童クラブ利用料金収
　　納システムの改修等 3,406万6千円

民間放課後児童クラブ運営費等
補助 12億6,132万2千円

　　民間事業者に対する補助を行い、
　　児童の受入枠の拡大を図る。

　　　継続　42学区　77クラス

　　　新規　１学区　石内北

学校における感染症対
策等ああああああああ 2億4,643万2千円 スクール・サポート・スタッフの配置

財源内訳 　　学校内の消毒などの感染症対策等
　　に従事するスクール・サポート・

　国庫補助金 　　スタッフを全ての市立幼稚園・学
5,945万8千円 　　校に配置する。

　一般財源
1億8,697万4千円

説　　　　　　　　　　　　　　　　明
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