
　（教育委員会）

事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　明

　
小 学 校 整 備 2億5,945万3千円 校舎耐震化対策 8,440万円

財源内訳 　　耐震診断  ４校　　 900万円

　国庫補助金 　　  似島、古田、三田、湯来南
413万2千円

　　耐震補強工事立案・評価  ９校  7,540万円

　市債     
5,160万円 　　　千田、吉島、本川、神崎、尾長、

　　　青崎、比治山、皆実、己斐
　一般財源

2億372万1千円 　
石内小学校校舎増築 2,480万円

　　実施設計等

戸山小学校改造 340万円

　　基本設計

宇品小学校屋内運動場改築 680万円

　　実施設計

法面改修　2校 4,380万円

　　戸坂城山、己斐東

アスベスト対策 1,710万円

　　除去工事　　３校 1,240万円

　　　上温品、飯室、日浦

　　実施設計　　10校 470万円

　　　吉島東、上温品、戸坂城山、大州、
　　　安西、三入、飯室、久地、日浦、
　　　美鈴が丘
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事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　明

一般整備 5,293万2千円

一般補修 2,622万1千円

　
中 学 校 整 備 1億4,306万1千円 校舎耐震化対策 2,020万円

財源内訳 　　耐震診断　６校

　国庫補助金 　　　国泰寺、牛田、翠町、似島、観音、
110万円 　　　庚午

　市債
1,380万円 戸山中学校改築 990万円

　一般財源 　　基本設計
1億2,816万1千円

伴第二中学校初度備品整備 4,978万4千円

温品中学校法面改修 1,170万円

  

アスベスト対策 1,050万円

　　除去工事　　１校 330万円

　　　安佐南

　　実施設計　　10校 720万円

　　　大州、仁保、観音、城南、安佐、
　　　安佐南、安西、亀山、日浦、五日市

一般整備 2,517万8千円

一般補修 1,579万9千円
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事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　明

高 等 学 校 整 備 917万3千円 市立工業高校備品整備 192万9千円

財源内訳
一般整備 481万円

　一般財源
917万3千円

一般補修 243万4千円

特別支援学校整備 102万7千円 一般整備 82万円

財源内訳
一般補修 20万7千円

　一般財源
102万7千円

幼 稚 園 整 備 506万2千円 一般整備 372万6千円

財源内訳
一般補修 133万6千円

　一般財源
506万2千円
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事　　業　　名 事　 業 　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　明

新しい教育の推進 3,804万円 「ひろしま型カリキュラム」の導入 440万円

　　新
財源内訳 　　小学校英語教育推進事業

　国庫委託金 　　　文部科学省からの委託事業を活
560万円 　　　用し、小学校における英語科の

　　　指導方法等の確立に向けて、地
　一般財源 　　　域人材の活用を研究し、ALT・

3,244万円 　　　非常勤講師との比較検証を行う。

特別支援教育アシスタント事業 2,257万3千円

　　小・中学校の通常の学級に在籍す
　　る肢体不自由児、学習障害児、注
　　意欠陥多動性障害児等に対し、特
　　別支援教育アシスタントを配置し、
　　学校生活における補助及び安全確
　　保等の支援を行う。

プロフェッショナル人材活用事業 102万円

　　高校生の学習意欲や職業意識を高
　　めるため、第一線で活躍している
　　企業人や大学教授などによる講義
　　やインターンシップを実施する。

子どもの生活習慣確立支援事業 16万8千円

　　幼児児童の生活習慣の確立を図る
　　ため、啓発リーフレットを作成し、
　　家庭へ配布する。

 
中学校演劇鑑賞推進事業 280万9千円

　　中学校１年生に文化芸術を直接鑑
　　賞する機会を提供し、豊かな心と
　　感性を持った人間を育成する。
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事　　業　　名 事　 業 　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　明

新
「仲間と学ぶ宿泊体験教室」事業 120万円

　　文部科学省から委託を受け、長期
　　にわたる宿泊を伴う共同生活等の
　　体験活動について、調査研究を実

　施する。

教職員人事管理システムの運用 33万円

　　指導力不足等教員に関する認定・
　　対応策等について、第三者機関と
　　して中立な立場で専門的・多角的
　　な見地から検討する判定委員会を
　　設置し、意見、助言等を求める。

幼・保・小連携推進事業 54万円

　　「幼稚園と保育園のよりよい連携
　　のあり方検討委員会」の提言の具
　　体化に向けて、小学校への円滑な
　　移行を視野に入れた幼保連携を実
　　現するため、新たに３６小学校区
　　を指定して、幼稚園・保育園・小
　　学校の教員等で構成する連携推進
　　委員会を設置し、合同研修会や交
　　流事業を行う。

市立特別支援学校の建替 500万円

　　施設の老朽化及び狭隘化を解消す
　　るための市立特別支援学校の建替
　　に係る基本計画の策定を行う。
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事　　業　　名 事　 業 　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　明

平 和 教 育 の 推 進 507万3千円 青少年国際平和未来会議ヒロシマの開
催 430万4千円

財源内訳
　　本市の姉妹・友好都市等世界の国

　一般財源 　　国の青少年が互いに世界平和につ
507万3千円 　　いて考え、意見を交換しあうこと

　　により、友情と相互理解を深める。

広島・長崎市児童生徒平和のつどい 76万9千円

　　被爆都市である両市の児童生徒が、
　　平和学習等を通じて平和意識の高
　　揚と被爆体験の継承を図る。

新
食育推進計画の策定 210万7千円 教育、保健衛生、農林漁業等、食育の

推進に関する各分野の取組を体系的に
財源内訳 とりまとめた推進計画を策定する。

　一般財源
210万7千円

学校給食への取組み 2,179万4千円 衛生管理対策

財源内訳 　　学校給食衛生管理基準改訂に伴う
　　給食備品の整備

　一般財源
2,179万4千円
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事　　業　　名 事　 業 　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　明

青少年の育成・成長
支援 1,219万2千円 飲酒・喫煙防止啓発事業 15万円

財源内訳 　　幼児・児童生徒の飲酒・喫煙を防
　　止するため、保護者啓発用のパン

　県委託金 　　フレットを作成配布するとともに、
292万6千円 　　ふれあい活動推進協議会と協力し

　　て幼児・児童生徒が飲酒・喫煙を
　市債 　　しない環境づくりを推進する。

340万円

新
　一般財源 いじめ・不登校等予防的生徒指導の推

586万6千円 進 292万6千円

　　文部科学省から委託を受け、大学
　　と連携して不登校や、いじめ、暴
　　力行為等の予防的生徒指導の取組
　　の充実を図る実践的な研究を行う。　

暴走族追放カードの作成・配布 11万6千円

　　暴走族加入防止・離脱相談センタ
　　ーの連絡先等が記載された暴走族
　　追放カードを作成の上、小学校５
　　年生に配布し、暴走族への加入防
　　止・離脱の促進を図る。

児童館の整備 900万円

　　大町児童館 520万円

　　　実施設計

　　福祉環境整備 380万円

　
　　　便所改修、階段手すり設置等
　
　　　　真亀児童館
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