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第3章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり 実施計画進行状況報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.幼児教育の充実 
2.学校教育の充実 
3.生涯学習の推進 
4.生涯スポーツの振興 
5.⻘少年の健全育成 
6.地域文化の継承と創造 
 



基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
１．幼児教育の充実 （施策①）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R2
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R3
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆

310102

決算額

事業費

賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

事業費

ローリ
ング後

事業費
笑顔
ＰＪ ―

人づくりＰＬ

ローリ
ング前

事業費

施策事業Ｎｏ

事業費

☆☆
これまでの効果

事業費

本年度予算前年度決算 進⾏状況

休・廃止

事業費

今後の方向性

事業費

事業費

―

事業費

（事業費は主に職員給与費となる）

事業費

これまでの効果

休・廃止
今後の方向性幼児期の成⻑・発達に合わせ、絵本や運動に親しむ

機会や食育など子育て全般にかかわり積極的に情報
発信をする。

予算の妥当性

決算額

個別計画

事業費

ローリ
ング後

幼児期の成⻑・発達に合わせ、絵本や運動に親しむ
機会や食育など子育て全般にかかわり積極的に情報
発信をする。

（事業費は主に職員給与費となる）

☆☆

310101

一般会計

学校教育グループ

ローリ
ング前

事業費

（事業費は主に職員給与費となる）
事 業 概 要（３年間の概要）

①-２

学校教育グループ

賑いづくりＰＬ

―

事  業  名

園・学級だよりを通し
ての情報発信や、参観
日には子育ての参考に
なる講話の機会を設け
ることが出来た.

事 業 概 要（３年間の概要）
（事業費は主に職員給与費となる） （事業費は主に職員給与費となる）

予算の妥当性

これまでの成果と
今後の課題

―

前年度決算
①-１

11037

―

これまでの成果と
今後の課題

会計名称

☆☆

―

⼥満別幼稚園管理費
（家庭教育支援）

3年間の事業費

園・学級だよりを通
しての情報発信や、
参観日には子育ての
参考になる講話の機
会を設けることが出
来た.

一般会計
暮らしづくりＰＬ

本年度予算 進⾏状況

施策事業Ｎｏ
事  業  名

111213年間の事業費

（事業費は主に職員給与費となる）

人づくりＰＬ

会計名称

―
個別計画

東藻琴幼稚園管理費
（家庭教育支援）

笑顔
ＰＪ ― 事業費
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2
基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
１．幼児教育の充実 （施策②）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R2
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R3
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

事業費

（事業費は主に職員給与費となる）

ローリ
ング後

事業費

事業費

―

これまでの効果

事業費

事業費

（事業費は主に職員給与費となる）

ローリ
ング後

前年度決算

事業費

本年度予算

事業費

これまでの効果

人づくりＰＬ

会計名称

子育てにかかわる保護者を対象に幼児期の特性の理
解へつながるよう教育に関する相談対応を⾏う。

一般会計

施策事業Ｎｏ ②-１ ☆☆
事  業  名

決算額

（事業費は主に職員給与費となる）（事業費は主に職員給与費となる）
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

進⾏状況

今後の方向性

笑顔
ＰＪ

賑いづくりＰＬ

11121

これまでの成果と
今後の課題 （事業費は主に職員給与費となる）

事業費

決算額

日常的な声かけを通
し、相談しやすい環境
づくりをしている。い
つでも相談できる体制
はできている。

暮らしづくりＰＬ

学校教育グループ

310201

事  業  名

予算の妥当性

―

☆☆

事業費

本年度予算

休・廃止

事業費

個別計画

3年間の事業費

⼥満別幼稚園管理費
（相談事業）

― ―

日常的な声かけを通
し、相談しやすい環
境づくりをしてい
る。いつでも相談で
きる体制はできてい
る。

―

学校教育グループ

11037 事業費

進⾏状況

☆☆

休・廃止

310202

暮らしづくりＰＬ

（事業費は主に職員給与費となる）

事業費

今後の方向性

☆☆

―

ローリ
ング前

事業費

予算の妥当性

ローリ
ング前

前年度決算

事業費3年間の事業費

事 業 概 要（３年間の概要）

―
個別計画

一般会計

子育てにかかわる保護者を対象に幼児期の特性の理
解へつながるよう教育に関する相談対応を⾏う。

②-２

賑いづくりＰＬ人づくりＰＬ

施策事業Ｎｏ

東藻琴幼稚園管理費
（相談事業）

会計名称

―
笑顔
ＰＪ



基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
１．幼児教育の充実 （施策③）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R2
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R3
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

休・廃止

進⾏状況

決算額

310301
学校教育グループ

⼥満別幼稚園管理費
（幼児教育事業）

3年間の事業費

（事業費は主に職員給与費となる）

笑顔
ＰＪ

事  業  名

―

これまでの成果と
今後の課題

一般会計
暮らしづくりＰＬ

幼稚園教育要領に基づき教育課程を編成し、生きる
⼒の基礎を育むため地域や学校間との連携し、幼児
期にふさわしい保育の充実を図る

―

賑いづくりＰＬ

教育要領・研究主題
を基本に研修を実施
し、保育の充実を進
め幼児期に必要な⼒
を育てている。人員
確保。暮らしづくりＰＬ人づくりＰＬ

☆☆

事業費事業費

事業費

事業費

事業費

事業費

事業費

―事業費

事業費

ローリ
ング前

進⾏状況前年度決算 これまでの効果

事業費

（事業費は主に職員給与費となる） （事業費は主に職員給与費となる）

予算の妥当性

本年度予算

今後の方向性

これまでの効果前年度決算
☆☆☆☆

―

11037

3年間の事業費

施策事業Ｎｏ
事 業 概 要（３年間の概要）

11121

個別計画
―

会計名称

これまでの成果と
今後の課題

幼稚園教育要領に基づき教育課程を編成し、生きる
⼒の基礎を育むため地域や学校間との連携し、幼児
期にふさわしい保育の充実を図る

賑いづくりＰＬ笑顔
ＰＪ

個別計画

事 業 概 要（３年間の概要）

310302

教育要領・研究主題を
基本に研修を実施し、
保育の充実を進め幼児
期に必要な⼒を育てて
いる。人員確保。

学校教育グループ

人づくりＰＬ

施策事業Ｎｏ

東藻琴幼稚園管理費
（幼児教育事業）

― ―

―

③-２

一般会計

事  業  名
③-１

会計名称

本年度予算

予算の妥当性

休・廃止事業費

ローリ
ング後

☆☆

ローリ
ング前

事業費

今後の方向性

（事業費は主に職員給与費となる）

決算額

（事業費は主に職員給与費となる）

ローリ
ング後

（事業費は主に職員給与費となる）

事業費

事業費
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4基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
１．幼児教育の充実 （施策④）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R2
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R3
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円事業費

11037

事業費

（事業費は主に職員給与費となる）

11121

ローリ
ング前

休・廃止

これまでの効果

賑いづくりＰＬ

事 業 概 要（３年間の概要）

（事業費は主に職員給与費となる）

（事業費は主に職員給与費となる）

前年度決算

事業費

本年度予算

事業費

―

―

☆☆
これまでの効果

ローリ
ング後

進⾏状況

進⾏状況

個々の困り感を把握
し、園内は元より専門
機関等と連携しながら
支援を進めている。ま
た、研修会へ参加し、
スキルアップを目指し
個々の課題に向けた支
援の充実を図ってい
る。

今後の方向性

（事業費は主に職員給与費となる）

事業費

☆☆

決算額

（事業費は主に職員給与費となる）

事業費

ローリ
ング前

事業費

―

事業費

事業費 事業費

事業費

ローリ
ング後

3年間の事業費

（事業費は主に職員給与費となる）

予算の妥当性今後の方向性
☆☆

決算額

本年度予算前年度決算

休・廃止

事業費

☆☆

予算の妥当性

事業費

事業費

310402

笑顔
ＰＪ

学校教育グループ

――

事  業  名

学校教育グループ

会計名称

これまでの成果と
今後の課題施策事業Ｎｏ

特別支援園内委員会を定期的に⾏ない必要に応じて個別
指導計画を作成し、指導の⼿⽴てを探り健やかな成⻑に
向ける。コーディネーターの指名、支援担当教諭の配
置、外部専門機関・教育相談員・保健師との連携・園内
外の研修会等参加実施。

3年間の事業費

―

一般会計

個別計画

人づくりＰＬ

310401

一般会計

暮らしづくりＰＬ

会計名称

④-１

⼥満別幼稚園管理費
（特別支援事業）

東藻琴幼稚園管理費
（特別支援事業）

④-２

個別計画

これまでの成果と
今後の課題

個々の困り感を把握し、
園内は元より専門機関等
と連携しながら支援を進
めている。また、研修会
へ参加し、スキルアップ
を目指し個々の課題に向
けた支援の充実を図って
いる。

事  業  名

暮らしづくりＰＬ

笑顔
ＰＪ

施策事業Ｎｏ

事 業 概 要（３年間の概要）

賑いづくりＰＬ

人づくりＰＬ

特別支援園内委員会を定期的に⾏ない必要に応じて個別
指導計画を作成し、指導の⼿⽴てを探り健やかな成⻑に
向ける。コーディネーターの指名、支援担当教諭の配
置、外部専門機関・教育相談員・保健師との連携・園内
外の研修会等参加実施。

― ―



基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
１．幼児教育の充実 （施策⑤）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R2
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R3
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆

ローリ
ング前

これまでの成果と
今後の課題

本年度予算

☆☆

賑いづくりＰＬ

今後の方向性

前年度決算

事業費

―

暮らしづくりＰＬ

（事業費は主に職員給与費となる）

ローリ
ング後

事業費

☆☆

11037

前年度決算
（事業費は主に職員給与費となる）

進⾏状況

予算の妥当性

―

事業費

事業費

決算額

予算の妥当性

暮らしづくりＰＬ賑いづくりＰＬ

幼稚園教育課程の基づ
き、保育計画を⽴案し
保育を進めている。

人づくりＰＬ

事 業 概 要（３年間の概要）
施策事業Ｎｏ

―

本年度予算

事 業 概 要（３年間の概要）

会計名称

今後の方向性

事業費

幼稚園教育時間終了後等に、就労・出産等保育の必
要性の認定を受けた幼児に、保護者と連携しながら
幼児期にふさわしい教育課程に基づいた保育をすす
める。

事業費

―

（事業費は主に職員給与費となる）

笑顔
ＰＪ

学校教育グループ

会計名称

事業費

〇

3年間の事業費

〇

これまでの効果

決算額

ローリ
ング後

（事業費は主に職員給与費となる）

事業費

―

一般会計

事業費

事  業  名

11121

☆☆⑤-２

東藻琴幼稚園管理費
（預かり保育事業）

310502

⑤-１

310501 3年間の事業費

事  業  名

個別計画

幼稚園教育時間終了後等に、就労・出産等保育の必
要性の認定を受けた幼児に、保護者と連携しながら
幼児期にふさわしい教育課程に基づいた保育をすす
める。

笑顔
ＰＪ

⼥満別幼稚園管理費
（預かり保育事業）

これまでの成果と
今後の課題

施策事業Ｎｏ

ローリ
ング前

事業費
#N/A

これまでの効果進⾏状況

休・廃止

事業費

（事業費は主に職員給与費となる）

#N/A

事業費

（事業費は主に職員給与費となる）

事業費事業費

休・廃止

個別計画

一般会計

学校教育グループ

人づくりＰＬ

―

幼稚園教育課程の基づ
き、保育計画を⽴案し
保育を進めている。
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6
基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
１．幼児教育の充実 （施策⑥）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R2
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R3
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 29 〜 R3
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円3年間の事業費

認定こども園等整備事
業

施策事業Ｎｏ

笑顔
ＰＪ

事  業  名
施策事業Ｎｏ

個別計画

笑顔
ＰＪ

高校・認定こども園推進室

⑥-３

―

良質かつ適切な教育及び保育の提供を⾏うため、施
設面の整備充実を図る。

ローリ
ング前

【東藻琴】建設・外構工事
嘱託職員人件費16,876千円

会計名称 一般会計 【東藻琴】建設・外構工事

暮らしづくりＰＬ

310602

事 業 概 要（３年間の概要）

3年間の事業費

⑥-１

東藻琴幼稚園管理費
（管理事業）

一般会計

―

今後の方向性

―

賑いづくりＰＬ

これまでの成果と
今後の課題

4,399

☆☆

決算額

606,082

☆☆
これまでの成果と

今後の課題 幼稚園の管理運営費
→Ｒ2.9認定こども園へ

賑いづくりＰＬ

人づくりＰＬ

4,399

事業費

これまでの効果前年度決算

幼稚園施設の整備等の維持管理により、快適で安⼼
安全な保育教育環境の充実に努める。

人づくりＰＬ

事業費

9,125

11037

606,082

認定こども園整備に向
けて施設面・運営面で
の課題整理が必要

暮らしづくりＰＬ

学校教育グループ

人づくりＰＬ

事 業 概 要（３年間の概要）

310601

会計名称

―

一般会計

―

暮らしづくりＰＬ

事  業  名

―

事業費

進⾏状況

事業費

賑いづくりＰＬ

11121

休・廃止決算額

本年度予算

幼稚園の管理運営費
→Ｒ3.9認定こども園へ

事業費

事業費

【東藻琴】実施設計、建設・工事
【女満別】建設・外構工事

☆☆

4,562

事業費 35,508

4,399

―

幼稚園の管理運営費
→Ｒ3.9認定こども園へローリ

ング後

22,108

事業費

【女満別】解体工事

事業費

事業費

358,440

前年度決算

310603

今後の方向性

3年間の事業費

休・廃止
幼稚園施設の整備等の維持管理により、快適で安⼼
安全な保育教育環境の充実に努める。

事業費

⼥満別幼稚園管理費
（管理事業）

３歳児３０人　４歳児４０人　５歳児３３名
計１０３人　預かり利用者　６７在籍

ローリ
ング前

学校教育グループ

☆☆幼稚園の管理運営費

進⾏状況

笑顔
ＰＪ

幼稚園の管理運営費

認定こども園整備に向
けて施設面・運営面で
の課題整理が必要

事業費事業費

ローリ
ング後

事業費

⑥-２施策事業Ｎｏ

事  業  名

40,746 ―

進⾏状況 これまでの効果前年度決算 本年度予算

5,222
予算の妥当性

認定こども園整備補助金　357,996千円
（女満別　実施設計　造成・建築工事）
認定こども園移行への事務費等

事業費

これまでの効果

事業費

決算額

個別計画

☆☆

会計名称

個別計画

ローリ
ング前

事業費

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題

――

―

予算の妥当性

維持継続

☆☆

今後の方向性

ローリ
ング後

事業費

事業費

976,265

事業費

485,000

606,082

予算の妥当性

事業費

本年度予算



基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
１．幼児教育の充実 （施策⑥）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 R2 〜 R7

千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 R2 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 Ｒ２ 〜 Ｒ3

千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円事業費

本年度予算

―

認定こども園等の利⽤における給食費の一部を補助
する。

今 後 の 方 向 性

―
笑顔
ＰＪ 事業費

暮らしづくりＰＬ

旧女満別幼稚園解体工事55500
旧東藻琴幼稚園解体実施設計委託2530
旧東藻琴幼稚園解体工事34680

人づくりＰＬ

認定こども園運営補助金　75,967千円
認定こども園給付費補助金65,555千円
（女満別10～3月分） 今 後 の 方 向 性

旧女満別幼稚園解体実施設計委託料

本年度予算前年度決算

ローリ
ング前

事業費 維持

これまでの効果

―

賑いづくりＰＬ

―

賑いづくりＰＬ笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ

事業費

事業費

3年間の事業費 92,710

事業費

これまでの成果と
今後の課題 ―

ローリ
ング前

給食費補助金4,787千円
（女満別通年・東藻琴10～3月）

給食費補助金5,728千円
（女満別・東藻琴通年）

給食費補助金5,728千円
（女満別・東藻琴通年）

認定こども園運営補助金　9,888千円
認定こども園給付費補助金214,101千円
（女満別・東藻琴通年）

決算額

事業費

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ

これまでの成果と
今後の課題

これまでの効果

暮らしづくりＰＬ

223,989

前年度決算

223,989

事 業 概 要（３年間の概要）

笑顔
ＰＪ

一般会計

認定こども園等給食費
補助⾦

個別計画
子ども・子育て支援計
画

☆☆

維持

事 業 概 要（３年間の概要）
前年度決算

638,304

事業費―

190,326

決算額

本年度予算

事業費

進 ⾏ 状 況

事業費223,989

事業費

予 算 の 妥 当 性

認定こども園運営補助金　9,888千円
認定こども園給付費補助金214,101千円
（女満別・東藻琴通年）

142,344

5,728

予 算 の 妥 当 性

―

進 ⾏ 状 況

5,728

進 ⾏ 状 況

ローリ
ング後

ローリ
ング後

旧⼥満別幼稚園、旧東藻琴幼稚園の解体

質の高い幼児期の学校教育及び保育の総合的な提供
を⾏う。

5,728

―

事業費

ローリ
ング後

今 後 の 方 向 性

決算額 ―

4,787

―

事業費 190,326―

16,243

⑥-９
事  業  名

施策事業Ｎｏ

会計名称

事 業 概 要（３年間の概要）

―

92,710

―

3年間の事業費

予 算 の 妥 当 性

5,728

1,923

事業費

給食費補助金（女満別10～3月）1,923千
円

☆☆

事業費

これまでの効果

―

事業費

4,787

継続

92,710

これまでの成果と
今後の課題

4,100

事業費

事業費

―

事業費

事業費

施策事業Ｎｏ ⑥-８

継続

223,989

3年間の事業費

認定こども園運営補助金　22,021千円
認定こども園給付費補助金168,305千円
（女満別通年、東藻琴10～3月分）

事業費

一般会計

310608

ローリ
ング前

暮らしづくりＰＬ

認定こども園運営事業

事  業  名

310607

施策事業Ｎｏ

旧幼稚園解体事業

会計名称

事  業  名

高校・認定こども園推進室

会計名称 一般会計

個別計画

個別計画

⑥-７

310609

7



基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
２．学校教育の充実 （施策①）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円事業費 2,298 事業費 2,298

1,839
320103 3年間の事業費 5,517 11005 事業費

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

学校教育研究会補助金 学校教育研究会補助金 学校教育研究会補助金

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 2,298 事業費 1,839 継続学校教育研究会補助⾦

児童生徒への教育指導の実態と課題を的確に把握し、
各学校の教育活動の充実と発展並びに質の高い教育を
追及するため教職員の研究研修活動等を支援し、大空
町学校教育目標の実現に努める。

今後の方向性

1,839 事業費 1,839 事業費 1,839
学校教育研究会補助金 学校教育研究会補助金 学校教育研究会補助金

2,298

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

学校教育グループ 1,839 1,839

『学校開放除く』

施策事業Ｎｏ ①-３ 学校教育研究会補助金 学校教育研究会補助金 ☆☆

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

11004 事業費 7,403 事業費 7,212 事業費

学校教育グループ 7,206 7,015 7,345
320102 3年間の事業費 21,566

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

『学校開放除く』 『学校開放除く』

事務局費（学校教育事
務事業）

大空町教育委員会の方針に基づき学校教育及び社会
教育の具体的事業を効果的に推進するため事務局運
営体制を確⽴する。

今後の方向性
施策事業Ｎｏ ①-２ 『学校開放除く』 『学校開放除く』 ☆☆

ローリ
ング前

『学校開放除く』 『学校開放除く』 『学校開放除く』

7,542

事業費 7,345
個別計画

― ― ― 事業費 7,206 事業費 7,015
笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

11001 事業費 1,475 事業費 1,475 事業費

学校教育グループ 1,475 1,475 1,475
320101 3年間の事業費 4,425

ローリ
ング前

教育委員報酬 教育委員報酬 教育委員報酬

1,475

1,475 事業費 1,475

☆☆

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況

☆☆
予算の妥当性

維持

個別計画
― ― ― 事業費 1,475 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

教育委員報酬 教育委員報酬

決算額 1,406 事業費 1,471 継続教育委員報酬
教育委員会委員活動による教育⾏政一般、学校教育
並びに社会教育の検討課題の整理方向付けを図る。
併せて研修会等に参加し研鑽を⾏う。

教育⾏政一般、学校教
育、社会教育の検討課
題の整理を⾏った。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

施策事業Ｎｏ ①-１ 教育委員報酬 教育委員報酬 ☆☆
これまでの効果

教育委員報酬

決算額 6,251 事業費 16,906 継続
予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

維持

8



9
基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
２．学校教育の充実 （施策①）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

―

29,377 事業費 26,224 継続

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

管理費 管理費

11016 事業費 27,148 事業費 27,094 事業費

学校教育グループ 22,440 22,366 23,121
320106 3年間の事業費 67,927

ローリ
ング前

管理費
【嘱託補助教諭２名】

管理費
【嘱託補助教諭２名】

管理費
【嘱託補助教諭２名】

27,148

事業費 23,121

⼥満別⼩学校管理費
学校教育法に従い、人間性豊かな児童の育成を目指し教
育課程の改善を忠実に努め、地域や学校の特色を生かし
た相違ある教育活動を展開するとともに、児童が健康で
安全な充実した学校生活を送るための環境整備を図る。

学校からの要望を踏ま
え、計画的に施設の修
繕を実施する。

今後の方向性

個別計画
〇 ― 事業費 22,440 事業費 22,366

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

管理費
【体育館ワックス681】

決算額

320105 3年間の事業費 7,200

ローリ
ング前

体育文化協議会等参加補助金 体育文化協議会等参加補助金 体育文化協議会等参加補助金

3,000

2,400 事業費 2,400

施策事業Ｎｏ ①-６ 管理費
【嘱託補助教諭２名】

管理費 ☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題

事業費

個別計画
― ― ― 事業費 2,400 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

体育文化協議会等参加補助金 体育文化協議会等参加補助金

決算額 3,388 事業費 2,400 継続
体育文化競技会等参加
補助⾦

大空町⽴学校における体育文化活動の振興を図るた
め、各学校を代表する団体及び個人の庁内外の体育競
技大会及び文化発表大会等に参加する者を支援し、児
童生徒の心身の健全な発達と情操の高揚を図る。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

体育文化協議会等参加補助金

学校教育グループ 2,400 2,400 2,400

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

11009 事業費 3,000 事業費 3,000

施策事業Ｎｏ ①-５ 体育文化協議会等参加補助金 体育文化協議会等参加補助金 ☆☆

これまでの効果事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況

事業費 1,645 事業費 1,645320104 3年間の事業費 4,935 11007 事業費

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

教職員健康診断委託料　1,121
人間ドック負担金　324

教職員健康診断委託料　1,121
人間ドック負担金　324

教職員健康診断委託料　1,121
人間ドック負担金　324

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 1,336 事業費 1,766 継続
教職員研修・厚生福祉
事業

学校保健安全法第１５条に基づき学校職員の健康診
断を⾏う。

今後の方向性

1,645

1,645 事業費 1,645 事業費 1,645
教職員健康診断委託料　1,121
人間ドック負担金　324

教職員健康診断委託料　1,121
人間ドック負担金　324

教職員健康診断委託料　1,121
人間ドック負担金　324

1,645

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

学校教育グループ 1,645 1,645

施策事業Ｎｏ ①-４ 教職員健康診断委託料　1,019
人間ドック負担金　288

教職員健康診断委託料　1,246
人間ドック負担金　312

☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

☆☆
予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

維持

☆☆
予算の妥当性

維持



基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
２．学校教育の充実 （施策①）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円11029 事業費 事業費 事業費320109 3年間の事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 事業費 ―
語学指導外国⻘年招致
事業

国際教育交流・外国語指導推進事業に統合 今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

学校教育グループ
ローリ
ング前

事業費
個別計画

― ― ―

施策事業Ｎｏ ①-９ 国際教育交流・外国語指導推進事業に統
合

―
これまでの効果事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況

事業費 事業費320108 3年間の事業費 11146 事業費

会計名称 一般会計
ローリ
ング後笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 事業費 ―外国語活動推進事業
国際教育交流・外国語指導推進事業に統合 今後の方向性

事業費 事業費
個別計画

― ― ― 事業費

ローリ
ング前

学校教育グループ

― 事業費 13,625 事業費 13,906
笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

管理費

施策事業Ｎｏ ①-８ 国際教育交流・外国語指導推進事業に統
合

―
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

11110 事業費 15,886 事業費 16,167 事業費

学校教育グループ 13,625 13,906 13,625
320107 3年間の事業費 41,156

決算額 16,908 事業費 18,253 継続

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

管理費 管理費
【体育館ワックス225】

東藻琴⼩学校管理費
学校教育法に従い、人間性豊かな児童の育成を目指し教
育課程の改善を忠実に努め、地域や学校の特色を生かし
た相違ある教育活動を展開するとともに、児童が健康で
安全な充実した学校生活を送るための環境整備を図る。

学校からの要望を踏ま
え、計画的に施設の修
繕を実施する。

今後の方向性

施策事業Ｎｏ ①-７ 管理費
【嘱託補助教諭１名】

管理費 ☆☆

ローリ
ング前

管理費
【嘱託補助教諭１名】

管理費
【嘱託補助教諭１名　体育館ワックス225】

管理費
【嘱託補助教諭１名】

15,886

事業費 13,625
個別計画

〇 ―

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

☆☆

予算の妥当性

維持

―
予算の妥当性

―

―
予算の妥当性

―

事業費 事業費

10



11
基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
２．学校教育の充実 （施策①）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7

千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度

所管課 生涯学習課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

2,911
事業費 2,911 事業費 4,697

2,911
320112 3年間の事業費 8,733 11018 事業費

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

『女満別小学校教材費のうち児童図書以
外』教材用消耗品2011　教材用備品500、
楽器400

『女満別小学校教材費のうち児童図書以
外』教材用消耗品2011　教材用備品500、
楽器400

『女満別小学校教材費のうち児童図書以
外』教材用消耗品2011　教材用備品500、
楽器400

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 2,542 事業費 5,729 継続
⼥満別⼩学校教材費
（教材関連事業）

新学習指導要領に基づいた一人一人の個性を伸ばす
教育の展開、新しい学⼒観に基づく特色ある教育活
動を実践する。

優先順位をつけて、計
画的に教材備品を整備
する。

今後の方向性

2,911 事業費 2,911 事業費 2,911
『女満別小学校教材費のうち児童図書以
外』教材用消耗品2342　教材用備品500、
楽器400

『女満別小学校教材費のうち児童図書以
外』
教材用消耗品2342　教材用備品500、楽
器400

『女満別小学校教材費のうち児童図書以外』
教材用消耗品2,342　教材用備品500、楽器400
※【教師用指導教科書1,786】

2,911

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前学校教育グループ 2,911

管理費

施策事業Ｎｏ ①-１２ 『児童図書以外』　教材用消耗品2,357　教
材用備品515

『女満別小学校教材費のうち児童図書以
外』教材用消耗品1,960　　教材用備品996
※【教師用指導教科書2,773】

☆☆

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

11023 事業費 12,314 事業費 12,315 事業費

学校教育グループ 12,844 12,845 12,847
320111 3年間の事業費 38,536

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

管理費 管理費

東藻琴中学校管理費

学校教育法に従い、人間性豊かな生徒の育成を目指し教
育課程の改善を忠実に努め、地域や学校の特色を生かし
た創意ある教育活動を展開するとともに、生徒が健康で
安全な充実した学校生活を送るための環境整備を図る。

学校からの要望を踏ま
え、計画的に施設の修
繕を実施する。

今後の方向性

施策事業Ｎｏ ①-１１ 管理費 管理費 ☆☆

ローリ
ング前

管理費 管理費 管理費

12,317

事業費 12,847
個別計画

〇 ― ― 事業費 12,844 事業費 12,845
笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

11022 事業費 23,844 事業費 23,833 事業費

学校教育グループ 20,073 20,062 20,598
320110 3年間の事業費 60,733

ローリ
ング前

管理費 管理費 管理費
【体育館ワックス545】

24,368

20,062 事業費 20,598
個別計画

〇 ― ― 事業費 20,073 事業費
笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

管理費 管理費
【体育館ワックス545】

決算額 26,417 事業費 23,052 継続⼥満別中学校管理費
学校教育法に従い、人間性豊かな生徒の育成を目指し教
育課程の改善を忠実に努め、地域や学校の特色を生かし
た創意ある教育活動を展開するとともに、生徒が健康で
安全な充実した学校生活を送るための環境整備を図る。

学校からの要望を踏ま
え、計画的に施設の修
繕を実施する。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

管理費

施策事業Ｎｏ ①-１０ 管理費 管理費 ☆☆
これまでの効果事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況

☆☆

予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

維持

決算額 12,491 事業費 16,617 継続



基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
２．学校教育の充実 （施策①）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度

所管課 生涯学習課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7

千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

―

3,478 事業費 2,694 継続

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

『生徒図書以外』
教材用消耗品2,024　教材用備品300、楽
器400、【教師用教科書1,162】

『生徒図書以外』
教材用消耗品2,024　教材用備品300、楽
器400

11025 事業費 3,886 事業費 2,724 事業費

学校教育グループ 3,886 2,724 2,724
320115 3年間の事業費 9,334

ローリ
ング前

『生徒図書以外』
教材用消耗品2,364　教材用備品300、楽
器400、【教師用教科書1,162】

『生徒図書以外』
教材用消耗品2,364　教材用備品300、楽
器400

『生徒図書以外』
教材用消耗品2,364　教材用備品300、楽
器400

2,724

事業費 2,724

⼥満別中学校教材費
（教材関連事業）

新学習指導要領に基づいた一人一人の個性を伸ばす
教育の展開、新しい学習観に基づく特色ある教育活
動を実践する。また、情報化社会に対応できる教育
の推進を図る。

優先順位をつけて、計
画的に教材備品を整備
する。

今後の方向性

個別計画
― ― 事業費 3,886 事業費 2,724

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

『生徒図書以外』
教材用消耗品2,024　教材用備品300、楽
器400

決算額

320114 3年間の事業費

ローリ
ング前

事業費

施策事業Ｎｏ ①-１５ 『生徒図書以外』
教材用消耗品1,814　教材用備品168 楽器
（トロンボーン、ホルン、チューバ）1,318　指
導教科書178

『生徒図書以外』
教材用消耗品1,939　教材用備品755 ☆☆

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

事業費

個別計画
― ― ― 事業費 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 2,134 事業費 継続社会科副読本編集事業
新学習指導要領に基づいた一人一人の個性を伸ばす
教育の展開、新しい学⼒観に基づく特色ある教育活
動を実践する。

平成２８年度に⼩規模
改訂済み。令和２年度
からの新学習指導要領
に向けて、令和元年度
に改訂作業を⾏う。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

学校教育グループ

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

11115 事業費 事業費

1,080

施策事業Ｎｏ ①-１４ 社会科副読本改訂
【H32～H36の5年間使用】

☆☆
これまでの効果事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況

事業費 1,330 事業費 2,685320113 3年間の事業費 3,240 11118 事業費

☆☆
予算の妥当性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

『児童図書以外』
教材用消耗品830　教材用備品250

『児童図書以外』
教材用消耗品830　教材用備品250

『児童図書以外』
教材用消耗品830　教材用備品250

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 1,450 事業費 3,314 継続
東藻琴⼩学校教材費
（教材関連事業）

新学習指導要領に基づいた一人一人の個性を伸ばす
教育の展開、新しい学⼒観に基づく特色ある教育活
動を実践する。

優先順位をつけて、計
画的に教材備品を整備
する。

今後の方向性

1,080

1,080 事業費 1,080 事業費 1,080
『児童図書以外』
教材用消耗品1,080　教材用備品250

『児童図書以外』
教材用消耗品1,080　教材用備品250

『児童図書以外』
教材用消耗品1,080　教材用備品250
【教師用指導教科書1,355】

1,330

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前学校教育グループ 1,080

施策事業Ｎｏ ①-１３ 『児童図書以外』
教材用消耗品1,280　体育体操用マット170

『児童図書以外』
教材用消耗品1,311　教材用備品245
【教師用指導教科書1,758】

☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

予算の妥当性

☆☆

予算の妥当性

維持

☆☆

維持

維持

12



13
基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
２．学校教育の充実 （施策①）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7

千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 R1 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 総務課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

事業費 40 事業費 40 事業費320118 3年間の事業費 120

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

いじめ再調査委員（専門的知識を有する方）
への報償費3０　食糧費５　傷害保険料５

いじめ再調査委員（専門的知識を有する方）
への報償費3０　食糧費５　傷害保険料５

決算額 事業費 40 継続いじめ再調査実施事業
「いじめ防止対策推進法」第３０条第２項の規定に基づ
く調査を実施するため、専門的知識を有する者の意⾒を
聴くこととする。※平成２８年３⽉に「大空町いじめ再
調査委員会設置要綱」を制定。

いじめ再調査委員会の
設置実績なし

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

いじめ再調査委員（専門的知識を有する方）
への報償費3０　食糧費５　傷害保険料５

総務グループ 40 40 40 ローリ
ング前

いじめ再調査委員（専門的知識を有する方）
への報償費3０　食糧費５　傷害保険料５

いじめ再調査委員（専門的知識を有する方）
への報償費3０　食糧費５　傷害保険料５

いじめ再調査委員（専門的知識を有する方）
への報償費3０　食糧費５　傷害保険料５

40

40 事業費 40
個別計画

― ― ―

施策事業Ｎｏ ①-１８ いじめ再調査委員（専門的知識を有する方）
への報償費3０　食糧費５　傷害保険料５

いじめ再調査委員（専門的知識を有する方）
への報償費3０　食糧費５　傷害保険料５

☆☆
これまでの効果事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況

☆☆
予算の妥当性

― 事業費 1,484 事業費 1,362
笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

『生徒図書以外』
教材用消耗品1,212　教材用備品150

11120 事業費 1,484 事業費 1,362 事業費

学校教育グループ 1,484 1,362 1,362
320116 3年間の事業費 4,208

決算額 1,110 事業費 2,109 継続

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

『生徒図書以外』
教材用消耗品1,212　教材用備品150
【教師用指導教科書　968】

『生徒図書以外』
教材用消耗品1,212　教材用備品150

東藻琴中学校教材費
（教材関連事業）

新学習指導要領に基づいた一人一人の個性を伸ばす
教育の展開、新しい学習観に基づく特色ある教育活
動を実践する。また、情報化社会に対応できる教育
の推進を図る。

優先順位をつけて、計
画的に教材備品を整備
する。

今後の方向性

施策事業Ｎｏ ①-１６ 『生徒図書以外』
教材用消耗品909　教材用備品（電子ミシ
ン）99 指導教科書102

『生徒図書以外』
教材用消耗品1,238､教材用備品871

☆☆

ローリ
ング前

『生徒図書以外』
教材用消耗品1,212　教材用備品150
【教師用指導教科書　968】

『生徒図書以外』
教材用消耗品1,212　教材用備品150

『生徒図書以外』
教材用消耗品1,212　教材用備品150

1,362

事業費 1,362
個別計画

― ―

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

☆☆

予算の妥当性

維持

維持

事業費 40 事業費

決算額 事業費 継続 維持

ローリ
ング前

語学指導助手　１人 語学指導助手　１人
【専用公用車更新　1,652】

語学指導助手　１人

9,271 9,271 9,271

個別計画
― ― ― 事業費 9,271 事業費 9,271 事業費 9,271

学校教育グループ

320121 3年間の事業費 27,813 111036 事業費 806 事業費 2,328 事業費 806

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

施策事業Ｎｏ ①-２１ 語学指導助手　１人 語学指導助手(JETプログラム）1人
　　　　　　　　派遣業務委託1人

☆☆ ☆☆

国際教育交流・外国語
指導推進事業

外国語活動推進教諭の配置等により、学校教育を通
じて、国際交流を図るとともに語学⼒のレベルアッ
プに寄与する。

国際感覚の醸成と語学
⼒向上に寄与してい
る。

今後の方向性 予算の妥当性

6,471 8,193

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

語学指導助手　派遣業務委託　2人 語学指導助手　派遣業務委託　2人 語学指導助手　派遣業務委託　2人

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ



基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
２．学校教育の充実 （施策①）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 R2 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 R2 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 R2 〜 R2
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

個別計画
― ― ― 事業費 事業費 事業費

ローリ
ング前

語学指導助手　１人 語学指導助手　１人
【専用公用車更新　1,652】

語学指導助手　１人

学校教育グループ

320124 3年間の事業費 311131 事業費 806 事業費 2,328 事業費 806

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

施策事業Ｎｏ ①-２４ 会計年度任用職員 ☆☆ ☆☆

外国語指導事業会計任
用職員給与費

会計年度任用職員 令和2年度中に語学指導
助手（ALT）は両地区２
名とも派遣業務委託に
よる職員となり、会計
任用職員は不在となっ
た。

今後の方向性 予算の妥当性

決算額 事業費 1,339 休・廃止 不要

会計名称 一般会計
ローリ
ング後笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

個別計画
― ― ― 事業費 3,079 事業費 3,079 事業費 3,079

ローリ
ング前

学校教育グループ 3,079 3,079 3,079
320123 3年間の事業費 9,237 311110 事業費 事業費 事業費

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

施策事業Ｎｏ ①-２３ 会計年度任用職員 ☆☆ ☆☆

東藻琴⼩学校管理費会計
年度任用職員給与費

会計年度任用職員 会計年度任用職員 今後の方向性 予算の妥当性

決算額 事業費 3,079 継続 維持

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

会計年度任用職員 会計年度任用職員 会計年度任用職員

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

継続 維持

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

会計年度任用職員 会計年度任用職員 会計年度任用職員

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

個別計画
― ― ― 事業費 事業費 6,506 事業費 6,506

ローリ
ング前

学校教育グループ 6,506 6,506
320122 3年間の事業費 13,012 311016 事業費 事業費 事業費

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

施策事業Ｎｏ ①-２２ 会計年度任用職員 ☆☆ ☆☆

⼥満別⼩学校管理費会計
年度任用職員給与費

会計年度任用職員 会計年度任用職員 今後の方向性 予算の妥当性

決算額 事業費 6,506

14
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（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 R2 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

個別計画
― ― ― 事業費 347 事業費 347 事業費 347

ローリ
ング前

学校教育グループ 347 347 347
320125 3年間の事業費 1,041 事業費 事業費 事業費

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

施策事業Ｎｏ ①-２５ 委員報酬、費用弁償 ― ―

学校運営協議会費
教育委員会、学校⻑の権限と責任の下、保護者及び
地域住⺠等の学校運営への参画や、支援協⼒を促進
することにより、学校運営の改善及び児童生徒の健
全育成に取り組むため、協議会を設置する。

今後の方向性 予算の妥当性

決算額 事業費 347 ― ―

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

委員報酬、費用弁償 委員報酬、費用弁償 委員報酬、費用弁償

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ



基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
２．学校教育の充実 （施策②）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7

千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度

所管課 生涯学習課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

―

4,824 事業費 4,988 継続

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

『学校振興事業のうち図書館司書分』
学校図書館司書配置　１名
配置委託料　4,869

『学校振興事業のうち図書館司書分』
学校図書館司書配置　１名
配置委託料　4,869

111028 事業費 4,869 事業費 4,869 事業費

学校教育グループ 4,869 4,869 4,869
320203 3年間の事業費 14,607

ローリ
ング前

『学校振興事業のうち図書館司書分』
学校図書館司書配置　１名
配置委託料　4,869

『学校振興事業のうち図書館司書分』
学校図書館司書配置　１名
配置委託料　4,869

『学校振興事業のうち図書館司書分』
学校図書館司書配置　１名
配置委託料　4,869

4,869

事業費 4,869

学校教育振興事業（学校
図書館司書配置事業）

児童・生徒の読書意欲の向上や読書習慣の定着を目
指した学校図書館の充実を図る。

図書館司書の巡回によ
り、学校図書館の環境
整備及び児童生徒の読
書活動が推進されてい
る。

今後の方向性

個別計画
― ― 事業費 4,869 事業費 4,869

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

『学校振興事業のうち図書館司書分』
学校図書館司書配置　１名
配置委託料　4,869

決算額

320202 3年間の事業費 750

ローリ
ング前

『東藻琴小学校教材費のうち児童図書』
児童図書　250

『東藻琴小学校教材費のうち児童図書』
児童図書　250

『東藻琴小学校教材費のうち児童図書』
児童図書　250

250

250 事業費 250

施策事業Ｎｏ ②-３ 『学校振興事業のうち図書館司書分』
学校図書館司書配置　１名
配置委託料　4,826

『学校振興事業のうち図書館司書分』
学校図書館司書配置　１名
配置委託料　4,869

☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題

事業費

個別計画
― ― ― 事業費 250 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

『東藻琴小学校教材費のうち児童図書』
児童図書　250

『東藻琴小学校教材費のうち児童図書』
児童図書　250

決算額 253 事業費 250 継続
東藻琴⼩学校教材費
（児童図書事業）

児童の読書意欲の向上や読書習慣の定着を目指した
学校図書館の充実を図る。

図書環境の充実を図る
ため、引き続き事業を
実施する。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

『東藻琴小学校教材費のうち児童図書』
児童図書　250

学校教育グループ 250 250 250

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

11118 事業費 250 事業費 250

事業費
『女満別小学校教材費のうち児童図書』
児童図書　330

『女満別小学校教材費のうち児童図書』
児童図書　330

『女満別小学校教材費のうち児童図書』
児童図書　330

330

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

学校教育グループ 330 330

施策事業Ｎｏ ②-２ 『東藻琴小学校教材費のうち児童図書』
児童図書　250

『東藻琴小学校教材費のうち児童図書』
児童図書　250

☆☆
これまでの効果事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況

事業費 330 事業費 330320201 3年間の事業費 990 11018 事業費

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

『女満別小学校教材費のうち児童図書』
児童図書　330

『女満別小学校教材費のうち児童図書』
児童図書　330

『女満別小学校教材費のうち児童図書』
児童図書　330

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 330 事業費 336 継続
⼥満別⼩学校教材費
（児童図書事業）

児童の読書意欲の向上や読書習慣の定着を目指した
学校図書館の充実を図る

図書環境の充実を図る
ため、引き続き事業を
実施する。

今後の方向性

330

330

施策事業Ｎｏ ②-１ 『女満別小学校教材費のうち児童図書』
児童図書　330

『女満別小学校教材費のうち児童図書』
児童図書　336

☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

☆☆
予算の妥当性

維持

☆☆
予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

維持

330 事業費 330
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基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
２．学校教育の充実 （施策②）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

290
事業費 290 事業費 290320205 3年間の事業費 870 11120 事業費

学校教育グループ

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

『東藻琴中学校教材費のうち生徒図書』
生徒図書　290

『東藻琴中学校教材費のうち生徒図書』
生徒図書　290

『東藻琴中学校教材費のうち生徒図書』
生徒図書　290

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 309 事業費 290 継続
東藻琴中学校教材費
（生徒図書事業）

生徒の読書意欲の向上や読書習慣の定着を目指した
学校図書館の充実を図る。

図書環境の充実を図る
ため、引き続き事業を
実施する。

今後の方向性

290

290 事業費 290 事業費 290
『東藻琴中学校教材費のうち生徒図書』
生徒図書　290

『東藻琴中学校教材費のうち生徒図書』
生徒図書　290

『東藻琴中学校教材費のうち生徒図書』
生徒図書　290

290

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前290

― 事業費 340 事業費 340
笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

『女満別中学校教材費のうち生徒図書』
生徒図書　340

施策事業Ｎｏ ②-５ 『東藻琴中学校教材費のうち生徒図書』
生徒図書　309

『東藻琴中学校教材費のうち生徒図書』
生徒図書　290

☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

11025 事業費 340 事業費 340 事業費

学校教育グループ 340 340 340
320204 3年間の事業費 1,020

決算額 328 事業費 313 継続

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

『女満別中学校教材費のうち生徒図書』
生徒図書　340

『女満別中学校教材費のうち生徒図書』
生徒図書　340

⼥満別中学校教材費
（生徒図書事業）

生徒の読書意欲の向上や読書習慣の定着を目指した
学校図書館の充実を図る。

図書環境の充実を図る
ため、引き続き事業を
実施する。

今後の方向性
施策事業Ｎｏ ②-４ 『女満別中学校教材費のうち生徒図書』

生徒図書　328
『女満別中学校教材費のうち生徒図書』
生徒図書　313

☆☆

ローリ
ング前

『女満別中学校教材費のうち生徒図書』
生徒図書　340

『女満別中学校教材費のうち生徒図書』
生徒図書　340

『女満別中学校教材費のうち生徒図書』
生徒図書　340

340

事業費 340
個別計画

― ―

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

☆☆
予算の妥当性

維持

☆☆
予算の妥当性

維持



基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
２．学校教育の充実 （施策③）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7

千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度

所管課 生涯学習課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 R2 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円320302 3年間の事業費 13,707

ローリ
ング前

4,569 事業費 4,569

事業費

個別計画
― ― ― 事業費 4,569 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

会計年度任用職員 会計年度任用職員

決算額 事業費 4,569 継続
学校教育振興事業会計年
度任用職員給与費

会計年度任用職員 会計年度任用職員 今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

会計年度任用職員

学校教育グループ 4,569 4,569 4,569
311028 事業費 事業費

施策事業Ｎｏ ③-２ 会計年度任用職員 ☆☆
これまでの効果事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況

事業費 3,860 事業費 3,860320301 3年間の事業費 8,019 111028 事業費

☆☆
予算の妥当性

2,673

2,673 事業費 2,673 事業費 2,673
『図書館司書及び特別支援コーディネーター
以外の分』地域コーディネーター１人､公立学
校支援､学校芸術文化鑑賞

『図書館司書及び特別支援コーディネーター
以外の分』地域コーディネーター１人､公立学
校支援､学校芸術文化鑑賞

『図書館司書及び特別支援コーディネーター
以外の分』地域コーディネーター１人､公立学
校支援､学校芸術文化鑑賞

3,860

個別計画
― ― 〇 事業費

ローリ
ング前学校教育グループ 2,673 2,673

施策事業Ｎｏ ③-１ 『図書館司書及び特別支援コーディネーター
以外の分』地域コーディネーター１人､公立学
校支援､学校芸術文化鑑賞

『図書館司書及び特別支援コーディネーター
以外の分』地域コーディネーター旅費・需用
費､公立学校支援､学校芸術文化鑑賞

☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

『図書館司書及び特別支援コーディネーター
以外の分』地域コーディネーター旅費・需用
費､公立学校支援､学校芸術文化鑑賞

『図書館司書及び特別支援コーディネーター
以外の分』地域コーディネーター旅費・需用
費､公立学校支援､学校芸術文化鑑賞

『図書館司書及び特別支援コーディネーター
以外の分』地域コーディネーター旅費・需用
費､公立学校支援､学校芸術文化鑑賞

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 4,522 事業費 821 継続学校教育振興事業（地域
コーディネーター事業）

学校における教育活動を支援するため、地域コーディ
ネーター１名を配置し、地域と学校の連携調整を図る
とともに、地域住⺠の学校支援ボランティアなどへの
参加をコーディネートし、学校応援団的役割を担う。

ファームスクールや各
種課外授業などで教員
の負担が軽減されてい
る。

今後の方向性

維持

☆☆

予算の妥当性

維持
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基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
２．学校教育の充実 （施策④）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7

千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 教育委員会 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7

千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 教育委員会 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 教育委員会 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆
予算の妥当性

維持

―

47 事業費 69 継続

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

運営委員６名
委員会２回

運営委員６名
委員会２回

11108 事業費 69 事業費 69 事業費

給食センター 69 69 69
320403 3年間の事業費 207

ローリ
ング前

運営委員６名
委員会２回

運営委員６名
委員会２回

運営委員６名
委員会２回

69

事業費 69

学校給食運営委員報酬
学校給食センターが児童生徒に安全で安心な学校給
食を提供できるようその円滑な運営を図るため、問
題点、改善点等の提⾔を⾏う。

給食費改定の検討のほ
か放射線対応や異物混
入、アレルギー対策な
ど前向きに検討してい
る。

今後の方向性

個別計画
― ― 事業費 69 事業費 69

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

運営委員６名
委員会２回

決算額

320402 3年間の事業費 118,138

ローリ
ング前

ふるさと給食月１回　幼稚園月１回 ふるさと給食月１回 ふるさと給食月１回
【蒸気ボイラー6,600】査定▲

37,450

39,517 事業費 39,124

施策事業Ｎｏ ④-３ 運営委員６名
委員会２回

運営委員６名
委員会２回

☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題

事業費

個別計画
― ― ― 事業費 39,497 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

ふるさと給食月１回 ふるさと給食月１回

決算額 42,621 事業費 41,251 継続
東藻琴学校給食セン
ター管理運営費

食習慣の形成並びに明るい社交性と良き人間関係を
育成することをねらいとする教育活動の一環として
実施するものである。

施設は、平成8年2⽉に
完成し供用開始してい
るが、建物及び調理機
器等設備の⽼朽化が進
んでおり、一般的な耐
用年数を超過して使用
している設備・機器も
あることから計画的な
更新が必要である。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

ふるさと給食月１回　幼稚園月１回（９月ま
で）

給食センター 39,497 39,517 39,124

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

11123 事業費 37,877 事業費 37,897

施策事業Ｎｏ ④-２ ふるさと給食月１回　幼稚園月１回
【給食センター屋根塗装工事6,000】

ふるさと給食月１回　幼稚園月１回 ☆☆
これまでの効果事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況

事業費 74,840 事業費 73,682320401 3年間の事業費 227,130 11107 事業費

75,344

75,851 事業費 75,935 事業費 75,344
ふるさと給食月１回　幼稚園月１回
保育所副食【磁器食器150】

ふるさと給食月１回　幼稚園月１回
保育所副食　【磁器食器150､消毒毒保管庫
948】

ふるさと給食月１回　幼稚園月１回
保育所副食　【磁器食器150、プロパン蒸発器保守
292、洗米器968】

74,933

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前給食センター 75,851 75,935

施策事業Ｎｏ ④-１ ふるさと給食月１回　幼稚園月１回
保育所副食　【磁器食器150､脱水機1,836､
炊飯器1,665】

ふるさと給食月１回　幼稚園月１回
保育所副食【プロパン蒸発器保守314】

☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

ふるさと給食月１回
保育所副食【磁器食器150】

ふるさと給食月１回
保育所副食　【磁器食器150､消毒毒保管庫
948】

ふるさと給食月１回
保育所副食　【磁器食器150、プロパン蒸発
器保守314、洗米器968】

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 74,090 事業費 77,588 継続
⼥満別学校給食セン
ター管理運営費

児童生徒が食事をともにすることにより、学校生活を豊
かにし、良き食習慣や好ましい人間関係の育成等に役⽴
て、また健康の面においても調和のとれた心身ともに健
全な人間の育成をめざす。

施設は、平成23年1⽉に
完成しているが、調理
機器については旧施設
から移設したものもあ
り、既に部品の製造が
されていない物も出て
きている状況にあり、
保守点検及び計画的な
設備の更新が必要であ
る。

今後の方向性

☆☆

予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

維持



基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
２．学校教育の充実 （施策④）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 教育委員会 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
２．学校教育の充実 （施策⑤）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆

☆☆
予算の妥当性

維持

事業費 2,937 事業費 2,937320501 3年間の事業費 111028 事業費

事業費 事業費
『学校教育振興事業のうち教育相談員分』
教育相談員1名

『学校教育振興事業のうち教育相談員分』
教育相談員1名

『学校教育振興事業のうち教育相談員分』
教育相談員1名

2,937

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

学校教育グループ

予算の妥当性

維持

施策事業Ｎｏ ⑤-１ 『学校教育振興事業のうち教育相談員分』
教育相談員1名

学校教育振興事業会計年度任用職員給与
費へ移行 ☆☆

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

学校教育振興事業会計年度任用職員給与
費へ移行

学校教育振興事業会計年度任用職員給与
費へ移行

学校教育振興事業会計年度任用職員給与
費へ移行

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 2,800 事業費 継続
学校教育振興事業（特別
支援コーディネーター事
業）

町内の保育園、幼稚園、⼩・中・高等学校に在籍するす
べての⼦どもたちの健やかな成⻑・発達のため、特別支
援コーディネーターを１名配置し、教育上の支援や援助
を要する者に対して支援を⾏い、福祉の向上と教育の充
実を図る。

不登校等の問題にコー
ディネーターが的確に
対応しており、支援の
充実が図られている。

今後の方向性

― 事業費 26,941 事業費 26,487
笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

学校給食費の補助

事業費 27,922 事業費 27,301 事業費

学校教育グループ 26,941 26,487 26,099
320404 3年間の事業費 79,527

決算額 25,996 事業費 26,982 継続

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

学校給食費の補助 学校給食費の補助

学校給食費補助⾦
安心して⼦どもを産み育てやすい環境づくりへの寄
与及び食育活動の推進を目的として、学校給食費負
担⾦相当額について補助⾦を交付する。

⼦育て世代の経済的負
担の軽減に寄与してい
る。

今後の方向性
施策事業Ｎｏ ④-４ 学校給食費の補助 学校給食費の補助 ☆☆

ローリ
ング前

学校給食費の補助 学校給食費の補助 学校給食費の補助

26,300

事業費 26,099
個別計画

― ―

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果
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21基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
２．学校教育の充実 （施策⑦）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 29 〜 30
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 29 〜 R1

千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度

所管課 生涯学習課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

―

予算の妥当性

―

― ―

346,060 事業費 完了

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

事業費 事業費 事業費

学校教育グループ

320703 3年間の事業費

ローリ
ング前

事業費

⼥満別中学校大規模改
修事業

大規模な改修を⾏うことで、生徒が安心して学校生
活を過ごすことができる快適な教育環境を提供す
る。

⽼朽化した校舎及び体
育館の大規模改修を⾏
い、教育環境の整備が
図られた。
【施工箇所】
平成３０年度
→校舎の一部と体育館
令和元年度
→校舎

今後の方向性

個別計画
― 事業費 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額

320702 3年間の事業費

ローリ
ング前

事業費

施策事業Ｎｏ ⑦-３ 工事監理 8,085
大規模改修工事 337,975

☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題

事業費

☆☆

個別計画
― ― ― 事業費 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 事業費 完了
学校教育用コンピュー
タ更新事業

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

学校教育グループ

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

事業費 事業費

施策事業Ｎｏ ⑦-２ ☆☆
これまでの効果事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況

☆☆
予算の妥当性



基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
２．学校教育の充実 （施策⑦）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 30
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 R2 〜 R2
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆
予算の妥当性

―

―
予 算 の 妥 当 性

―

事業費 事業費320705 3年間の事業費 事業費

会計名称 一般会計
ローリ
ング後笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 事業費 8,000 ―
学校施設等⻑寿命化計
画策定事業

平成２５年に策定された「インフラ⻑寿命化基本計
画」において、地方公共団体は公⽴学校施設などの
個別施設毎の⻑寿命化計画を令和２年度までに策定
することとされた。

今 後 の 方 向 性

事業費 事業費
個別計画

― ― ― 事業費

ローリ
ング前

学校教育グループ

― ― 事業費 事業費
笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

施策事業Ｎｏ ⑦-５ 長寿命化計画策定委託 ―
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進 ⾏ 状 況 これまでの効果

事業費 事業費 事業費

学校教育グループ

320704 3年間の事業費

決算額 事業費 完了

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

東藻琴⼩学校体育館整
備事業

⽼朽化した体育館の新
増築を⾏い、教育環境
の整備が図られた。
平成３０年度は旧体育
館の解体工事及び外構
工事を実施し、一連の
事業を完了した。

今後の方向性
施策事業Ｎｏ ⑦-４ ☆☆

ローリ
ング前

事業費
個別計画

―

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果
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23
基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
２．学校教育の充実 （施策⑨）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R2

千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度

所管課 生涯学習課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R2

千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度

所管課 教育委員会 事業費

総計CD 千円 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R2

千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度

所管課 教育委員会 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆

☆☆

予算の妥当性

維持

― ― ― 事業費 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

施策事業Ｎｏ ⑨-３ 東藻琴高校運営管理費
【臨時職員１人】

東藻琴高校運営管理費
【臨時職員１人】【校舎改修工事】

☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題

事業費

11031 事業費 事業費 事業費

東藻琴高等学校

320903 3年間の事業費

ローリ
ング前

令和3年の新設校設置により東藻琴高校は
令和2年に閉校となるため、【新しい高校管
理費】へ事業替えをする。

事業費

東藻琴高等学校の校舎
維持管理を⾏った。令
和３年度は、新設校と
なるため、新しい高校
管理費に事業替えをす
る。

今後の方向性

個別計画

23,078 事業費 81,115 継続

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

令和3年の新設校設置により東藻琴高校は
令和2年に閉校となるため、【新しい高校管
理費】へ事業替えをする。

東藻琴高等学校管理費
北海道東藻琴高等学校の校舎等施設の維持管理及び
学校経営に寄与する。

個別計画
〇 ― ― 事業費 事業費

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

11033 事業費 事業費

決算額

320902 3年間の事業費

ローリ
ング前

令和3年度の新設校設置により東藻琴高校
は令和2年度に閉校となるため、当該補助金
は【新しい高校教育振興補助金】へ統合

事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 1,500 事業費 2,380 継続
東藻琴高等学校教育振
興補助⾦

北海道東藻琴高等学校教育振興会に対する補助⾦の
交付を⾏い同会活動に寄与する。

研修⾒学旅⾏に係る３
分の１補助及び農業ク
ラブ補助⾦。平成３０
年度から食品衛生責任
者及び危険物取扱者資
格取得等の補助を⾏っ
ている。令和３年度に
新設校となるため、新
しい高校の振興補助⾦
に統合する。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

令和3年度の新設校設置により東藻琴高校
は令和2年度に閉校となるため、当該補助金
は【新しい高校教育振興補助金】へ統合

東藻琴高等学校

維持

施策事業Ｎｏ ⑨-２ 国内研修補助金　農業クラブ補助金
危険物取扱者資格取得補助金

国内研修補助金　農業クラブ補助金   食品
衛生責任者資格取得補助金　　危険物取扱
者資格取得補助金  各種検定受験料補助
金

☆☆

これまでの効果事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況

事業費 事業費320901 3年間の事業費 11010 事業費

☆☆

予算の妥当性

事業費 事業費
令和3年度の新設校設置により女満別高校は令和
2年度に閉校となるため、当該補助金は【新しい高
校教育振興補助金】へ統合する。

個別計画
〇 ― ― 事業費

ローリ
ング前学校教育グループ

予算の妥当性

維持

施策事業Ｎｏ ⑨-１ 女高振興協議会補助金4,000(女高タイム
550､教育環境900､部活1,380､広報350､
進路320､存続ＰＲ500)

女高振興協議会補助金3,200(女高タイム
870､教育環境1,280､部活850､広報100､
進路100)

☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

令和3年度の新設校設置により女満別高校
は令和2年度に閉校となるため、当該補助金
は【新しい高校教育振興補助金】へ統合す
る。笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 4,000 事業費 3,200 継続
⼥満別高等学校振興協
議会補助⾦

⼥満別高等学校教育が時代の発展に対応した教育環境を
充実させ、多様化する社会情報の提供、体験学習の充
実、心身の健全育成のため各部活動等の充実を図り、近
未来の地域を担う人材育成のため学校教育活動の一部を
援助する。

⼥満別高校の教育活動
や部活動の充実、生徒
募集に一定の効果が
あった。令和３年度に
新設校となるため、新
しい高校の振興補助⾦
に統合する。

今後の方向性



基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
２．学校教育の充実 （施策⑨）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R2

千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度

所管課 教育委員会 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R2
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 教育委員会 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

維持

維持

☆☆
予算の妥当性

☆☆
予算の妥当性

事業費

111029 事業費 事業費 事業費320906 3年間の事業費 5,520

決算額 1,569 事業費 2,275 継続
高等学校制服購入補助
⾦

生徒募集に効果を及ぼ
している施策であり、
今後も継続的に助成す
る必要がある。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

生徒数　40名
補助金額　1,840

学校教育グループ 1,840 1,840 1,840 ローリ
ング前

1,840 事業費 1,840
個別計画

― ― ― 事業費 1,840 事業費
笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

生徒数　40名
補助金額　1,840

生徒数　40名
補助金額　1,840

維持

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

東藻琴高等学校

施策事業Ｎｏ ⑨-６ 生徒数　80名（女高校・東高校）

この補助金は翌年度の生徒用

生徒数　40名
補助金額　1,840
※　新設校設置に伴い2間口から1間口へ

☆☆
これまでの効果事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況

事業費 事業費320905 3年間の事業費 11036 事業費

町内の高校に通学する生徒の制服購入へ助成を⾏う
もの。

☆☆
予算の妥当性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

令和3年の新設校設置により東藻琴高校は
令和2年に閉校となるため、【新しい高校寄
宿舎管理費】へ事業替えをする。笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 10,632 事業費 15,597 継続
東藻琴高等学校寄宿舎
管理費

寄宿舎（緑友寮）の維持管理により入寮者の生活環
境改善に寄与する。

遠方の生徒を寄宿させ
ることにより、生徒数
の維持が出来た。令和
３年度は、新設校とな
るため、新しい高校寄
宿舎管理費に事業替え
をする。

今後の方向性

事業費 事業費

事業費

令和3年の新設校設置により東藻琴高校は
令和2年に閉校となるため、【新しい高校寄
宿舎管理費】へ事業替えをする。

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ

施策事業Ｎｏ ⑨-５ 寮生９人　寮監１人
調理委託料3,119

寮生１7人　寮監１人
調理委託料3,127

☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

11035 事業費 事業費 事業費

東藻琴高等学校

320904 3年間の事業費

令和3年の新設校設置により東藻琴高校は
令和2年に閉校となるため、【新しい高校実
習費】へ事業替えをする。

決算額 20,379 事業費 21,463 継続

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

令和3年の新設校設置により東藻琴高校は
令和2年に閉校となるため、【新しい高校実
習費】へ事業替えをする。

東藻琴高等学校実習費
（実習関連事業）

花木・野菜の栽培、肉・農産加工品等農業実習生産
物の製造と関連する施設の維持管理に寄与する。

東藻琴の道の駅で地域
商店等と東高マルシェ
を開催、また⼥満別商
工会と協賛して⼥満別
地区で商品の販売を⾏
い、広く高校をアピー
ルできた。令和３年度
は、新設校となるた
め、新しい高校実習費
に事業替えをする。

今後の方向性

施策事業Ｎｏ ⑨-４ 実習費用『マルシェ店舗借上75除く』
花木・野菜栽培、肉・農産加工製品等製造

実習費用『マルシェ店舗借上75除く』
花木・野菜栽培、肉・農産加工製品等製造

☆☆

ローリ
ング前

個別計画
― ― ― 事業費

賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

24



25
基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
２．学校教育の充実 （施策⑨）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R4

千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 R3 〜 R7

千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

―

維持

維持

予算の妥当性

―

5,843

事業費 5,306 事業費 1,956
3,703

320909 3年間の事業費 15,389 事業費

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

旧女校分2,140（女校タイム870　教育環境
640　部活430　広報100　進路100）
旧東高分3,703

旧女校分2,140（女校タイム870　教育環境
640　部活430　広報100　進路100）
旧東高分3,703

旧東高分　3,703（国内研修補助金　農業ク
ラブ補助金   資格取得補助金）

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 事業費 継続
新しい高校教育振興補
助⾦

新しい高校の教育振興会（仮称）に対する補助⾦ 町⽴移管後にも在籍す
る生徒の教育を保障す
るために、これまでの
取組を継続するととも
に、新しい高校におけ
る教育振興会の活動に
対して補助する。

今後の方向性

5,843 事業費 5,843 事業費 3,703
旧女校分3,350（女校タイム650　教育環境
1,100　部活1,280　進路320）
旧東高分1,956

旧女校分3,350（女校タイム650　教育環境
1,100　部活1,280　進路320）
旧東高分1,956

旧東高分　1,956（国内研修補助金　農業ク
ラブ補助金   資格取得補助金）

5,306

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

高校・認定こども園推進室 5,843

事業費 事業費 7,500
笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

施策事業Ｎｏ ⑨-９ ―
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

111033 事業費 事業費 事業費

学校教育グループ 7,500
320908 3年間の事業費 7,500

予算の妥当性

決算額 13,326 事業費 14,793 休・廃止

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

令和3年の新設校設置により女満別高校は
令和2年に閉校となるため、【新しい高校寄
宿舎管理費】へ事業替えをする。

第1寄宿舎解体工事　7500

⼥満別高等学校生徒寄
宿舎管理費

通学に困難な事情のある生徒が⼥満別高等学校へ進
学する機会を確保し、大空町の高等学校教育の充実
及び発展を図る。

入寮者が年々減少して
いる。

今後の方向性

施策事業Ｎｏ ⑨-８ 入寮者　18人
寄宿舎業務委託料　7,606
賄材料費　5,663

入寮者　18人
寄宿舎業務委託料　6,630
賄材料費　5,663

☆☆

ローリ
ング前

令和3年の新設校設置により女満別高校は
令和2年に閉校となるため、【新しい高校寄
宿舎管理費】へ事業替えをする。

事業費
個別計画

― ― ―

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

111030 事業費 280 事業費 280 事業費

学校教育グループ

320907 3年間の事業費

ローリ
ング前

補助金額　280（＠140×2件） 補助金額　280（＠140×2件） 補助金額　280（＠140×2件）

280

事業費

☆☆

個別計画
― ― ― 事業費 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 事業費 140 継続高等学校生徒寄宿舎受
入補助⾦

大空町内の高等学校の生徒であって、⾃宅が大空町
外にある生徒の寄宿を受け入れている者に補助⾦を
交付することにより、寄宿受入者の経済的な負担の
軽減を図り、寄宿受入者の確保に寄与する。

⼟・⽇曜⽇の寮生を受
け入れてもらってお
り、受入者の経済的負
担の軽減が図られてい
る。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

施策事業Ｎｏ ⑨-７ 補助金額　280（＠140×2件） 補助金額　280（＠140×2件） ☆☆
これまでの効果事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況

☆☆
予算の妥当性



基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
２．学校教育の充実 （施策⑨）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 R3 〜 R7

千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度

所管課 生涯学習課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 R3 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 30 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

―
予算の妥当性

維持

―
予算の妥当性

―

事業費 事業費 事業費320912 3年間の事業費

個別計画
― ― ― 事業費 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 事業費 ―

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

新しい高校づくり事業
R1高校魅⼒化推進事業に統合 今後の方向性

高校・認定こども園推進室
ローリ
ング前

事業費

個別計画
― ― ― 事業費 19,626 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

新しい高校実習費用(花木・野菜栽培、肉・
農産加工製品等製造)

新しい高校実習費用(花木・野菜栽培、肉・
農産加工製品等製造)

施策事業Ｎｏ ⑨-１２ ＊高校魅力化推進事業に統合 ―
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

事業費 16,776 事業費 16,776 事業費

高校・認定こども園推進室 19,626 19,626 15,526
320911 3年間の事業費 54,778

決算額 事業費 継続新しい高校実習費
新しい高校における実習費 町⽴移管後にも在籍す

る生徒の教育を保障す
るために、これまでの
取組を継続するととも
に、新しい高校におけ
る実習予算が必要。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

新しい高校実習費用(花木・野菜栽培、肉・
農産加工製品等製造)

施策事業Ｎｏ ⑨-１１ ―
これまでの効果事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況

ローリ
ング前

新しい高校実習費用(花木・野菜栽培、肉・
農産加工製品等製造)

新しい高校実習費用(花木・野菜栽培、肉・
農産加工製品等製造)

新しい高校実習費用(花木・野菜栽培、肉・
農産加工製品等製造)

13,436

19,626 事業費 15,526

事業費 279,434 事業費 183,792

194,340

320910 3年間の事業費 600,111 事業費

198,899 事業費 206,872 事業費 194,340
教職員人件費　　　230,580
学校維持運営費等　 26,832
校舎等管理等　　　 13,787

教職員人件費　　　238,815
学校維持運営費等　 26,832
校舎等管理等　　　 13,787

教職員人件費　　　148,230
学校維持運営費等　 21,775
校舎等管理等　　　 13,787

271,199

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

学校教育グループ 198,899 206,872

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

教職員人件費　　　151,182
学校維持運営費等　 33,628
校舎等管理等　　　 14,089

教職員人件費　　　159,581
学校維持運営費等　 303,202
校舎等管理等　　　 14,089

教職員人件費　　　151,182
学校維持運営費等　 29,069
校舎等管理等　　　 14,089笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 事業費 継続新しい高校管理運営費
新しい高校の運営費 町⽴移管後にも在籍す

る生徒の教育を保障す
るために、これまでの
取組を継続するととも
に、新しい高校の運営
及び開校に向けた備品
等の予算が必要。

今後の方向性
―

予算の妥当性

維持

施策事業Ｎｏ ⑨-１０ ―
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果
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27
基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
２．学校教育の充実 （施策⑨）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 3 〜 R7

千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

R1高校魅⼒化推進事業に統合

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 31 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 R1 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

事業費 事業費 事業費

事業費 24,785 事業費 13,103 事業費 13,103

公設塾運営事業
今後の方向性 予算の妥当性

320914

事  業  名

個別計画
― ― ―

施策事業Ｎｏ ⑨-１４ ＊高校魅力化推進事業に統合 ― ―

施策事業Ｎｏ ⑨-１３ ― ―

新しい高校寄宿舎管理
費

新しい高校における寄宿舎管理費 新しい高校への道外、
町外から生徒を受け入
れるための寄宿舎の管
理費が必要。

今後の方向性 予算の妥当性

決算額 事業費 継続 拡充

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

【東藻琴13,103千円　寮生20人　調理委託
3,127】【女満別11,682千円　寮生3人　委
託料7,180】

【東藻琴13,103千円　寮生20人　調理委託
3,127】

【東藻琴13,103千円　寮生20人　調理委託
3,127】

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

高校・認定こども園推進室 24,785 13,103 13,103
320913 3年間の事業費 50,991 事業費 25,131 事業費 25,131 事業費 25,131

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

決算額 事業費 ― ―

事業費 事業費

ローリ
ング前

高校・認定こども園推進室

3年間の事業費 年度

ローリ
ング前

【東藻琴12,026千円　寮生20人寮監1人
調理委託3,157】　【女満別13,105千円　寮
生5人　委託料7,290】

【東藻琴12,026千円　寮生20人寮監1人
調理委託3,157】　【女満別13,105千円　寮
生5人　委託料7,290】

【東藻琴12,026千円　寮生20人寮監1人
調理委託3,157】　【女満別13,105千円　寮
生5人　委託料7,290】

会計名称 一般会計
ローリ
ング後笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

個別計画
― ― ― 事業費

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

施策事業Ｎｏ ⑨-１５ 高校魅力化推進員３名
公設塾運営業務委託料
高校魅力化プロジェクト業務委託料

公設塾運営業務委託料
高校魅力化プロジェクト業務委託料

☆☆ ☆☆

高校魅⼒化推進事業
公設塾運営
新高教育課程編成
高校づくり推進委員
会・魅⼒化プロジェク
ト検討委員会実施
新高校PR業務推進

今後の方向性 予算の妥当性

決算額 24,294 事業費 26,774 継続 維持

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

公設塾
高校魅力化推進事業

公設塾
高校魅力化推進事業

公設塾
高校魅力化推進事業

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

個別計画
― ― ― 事業費 18,739 事業費 19,756 事業費 20,026

ローリ
ング前

高校魅力化推進員３名
公設塾運営業務委託料
高校魅力化プロジェクト業務委託料

高校魅力化推進員３名 高校魅力化推進員３名

高校・認定こども園推進室 18,739 19,756 20,026
320915 3年間の事業費 58,521 年度 事業費 29,023 事業費 18,878 事業費 18,878

大空町の高校を魅⼒ある高校とし、地域の担い手を
育成する高校づくりを推進する。（新しい高校づく
り事業・公設塾運営事業を統合）



基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
２．学校教育の充実 （施策⑨）

（平成 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 R2 〜 R7

千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（平成 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 R3 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（平成 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 R3 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

施策事業Ｎｏ ⑨-１６ 公設塾2名 ☆☆ ☆☆

高校魅⼒化推進事業会計
年度任用職員給与費

高校魅⼒化を推進する会計年度任用職員給与費 高校魅⼒化推進業務
公設塾運営業務
寮管理運営業務
地域連携ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ業務

今後の方向性 予算の妥当性

決算額 事業費 10,270 継続 維持

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

公設塾3名
ハウスマスター1名

公設塾3名
ハウスマスター1名
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ1名

公設塾3名
ハウスマスター1名
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ1名笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

個別計画
― ― ― 事業費 13,923 事業費 17,371 事業費 18,011

ローリ
ング前

高校・認定こども園推進室 13,923 17,371 18,011
320916 3年間の事業費 49,305 事業費 事業費 事業費

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

施策事業Ｎｏ ⑨-１７ ― ―

高校魅⼒化推進事業任
期付職員給与費

寮管理運営業務・高校
魅⼒化推進業務

今後の方向性 予算の妥当性

決算額 事業費 継続 維持

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

寮管理・運営に係るハウスマスター1名
(任期付職員)

寮管理・運営に係るハウスマスター1名
(任期付職員)

寮管理・運営に係るハウスマスター1名
(任期付職員)

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

個別計画
― ― ― 事業費 5,550 事業費 5,550 事業費 5,550

ローリ
ング前

高校・認定こども園推進室 5,550 5,550 5,550
320917 3年間の事業費 16,650 事業費 事業費 事業費

これまでの効果

施策事業Ｎｏ ⑨-１８ ― ―

大空高等学校管理費会計
年度任用職員給与費

新設する大空高校において臨時職員として採用する
会計年度任用職員給与費

令和３年度は、新設校
となるため、大空高校
管理費会計年度費任用
職員給与費に事業替え
をする。

今後の方向性 予算の妥当性

決算額 事業費 継続 維持

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

報酬等　1,771
社会保険料等　265

報酬等　1,771
社会保険料等　265

報酬等　1,771
社会保険料等　265

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

大空高校寮管理・運営に係るハウスマスター
任期付き職員

個別計画
― ― ― 事業費 2,036 事業費 2,036 事業費 2,036

ローリ
ング前

高校・認定こども園推進室 2,036 2,036 2,036
320918 3年間の事業費 6,108 事業費 事業費 事業費

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況

28



29
（平成 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 Ｒ３ 〜 Ｒ７
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

個別計画
― ― ― 事業費 15,000 事業費 400,000 事業費

ローリ
ング前

高校・認定こども園推進室 15,000 400,000
3年間の事業費 415,000 事業費 事業費 事業費

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

施策事業Ｎｏ ⑨-１９ ― ―

大空高校寄宿舎整備事業
大空高校生徒が利用する寄宿舎の整備 今後の方向性 予算の妥当性

決算額 事業費 ― ―

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

寄宿舎建設基本設計 寄宿舎建設実施設計25,000
寄宿舎建設工事375,000

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ



基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
２．学校教育の充実 （施策⑩）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 」 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆

維持

☆☆
予算の妥当性

維持

―

2,199 事業費 3,443 継続

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

認定者36名
就学援助費

認定者36名
就学援助費

11020 事業費 3,516 事業費 3,516 事業費

学校教育グループ 3,516 3,516 3,516
321003 3年間の事業費 10,548

ローリ
ング前

認定者36名
就学援助費

認定者36名
就学援助費

認定者36名
就学援助費

3,516

事業費 3,516

要保護・準要保護児童
就学援助費

学校教育法第１９条の定めるところにより、経済的
理由によって就学困難と認められる児童の保護者に
対し、必要な援助を⾏う。

保護者の経済的負担軽
減に寄与している。

今後の方向性

個別計画
― ― 事業費 3,516 事業費 3,516

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

認定者36名
就学援助費

決算額

321002 3年間の事業費 1,413

ローリ
ング前

利子助成 利子助成 利子助成

676

471 事業費 471

施策事業Ｎｏ ⑩-３ 認定者36名
就学援助費

認定者36名
就学援助費

☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題

事業費

個別計画
― ― ― 事業費 471 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

利子助成 利子助成

決算額 275 事業費 471 継続
入学資⾦借入⾦利⼦等
助成⾦

大学等へ新たに入学する方が、入学に必要な資⾦と
して借り入れた借入⾦の利⼦及び信用保証料の一部
を助成することで、教育機会の確保及び充実に資す
る。

進学時の保護者負担軽
減のため、引き続き事
業を実施する。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

利子助成

学校教育グループ 471 471 471

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

111012 事業費 701 事業費 692

施策事業Ｎｏ ⑩-２ 利子助成 利子助成 ☆☆
これまでの効果事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況

事業費 3 事業費 3321001 3年間の事業費 3 11012 事業費

☆☆
予算の妥当性

1

1 事業費 1 事業費 1
『予算は奨学基金預金利子分のみ』
運用金額は　7,890

『予算は奨学基金預金利子分のみ』
運用金額は　7,890

3

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

学校教育グループ 1 1

予算の妥当性

維持

施策事業Ｎｏ ⑩-１ 『予算は奨学基金預金利子分のみ』
運用金額は　7,890

『予算は奨学基金預金利子分のみ』
運用金額は　7,890

☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

『予算は奨学基金預金利子分のみ』
運用金額は　7,890

『予算は奨学基金預金利子分のみ』
運用金額は　7,890

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 事業費 1 継続奨学基⾦繰出⾦
本町住⺠の⼦弟で、高等学校以上に就学しようとす
る者または、在学者のうち経済的理由から修学が困
難なものに学費を貸与し、等しく教育を受ける機会
を提供し、教育の振興を図る。

奨学⾦の活用により、
大学進学等費用の支援
がなされ、就学者の経
済的負担の軽減につな
がっている。
貸与型から給付型への
制度の⾒直しが今後の
課題である。

今後の方向性

30



31
基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
２．学校教育の充実 （施策⑩）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆
予算の妥当性

維持

維持

維持

事業費 717 事業費

11028 事業費 717 事業費 717 事業費321006 3年間の事業費 2,151

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

就学奨励扶助費 就学奨励扶助費

決算額 1,476 事業費 1,572 継続
特別支援教育就学奨励
費扶助費（中）

特別支援学級に就学する生徒の保護者の経済的負担
を軽減するため、特別支援学級への就学のために必
要な援助を⾏う。

保護者の経済負担軽減
のため、引き続き事業
を実施する。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

就学奨励扶助費

学校教育グループ 717 717 717 ローリ
ング前

就学奨励扶助費 就学奨励扶助費 就学奨励扶助費

717

717 事業費 717
個別計画

― ― ―

837 837

施策事業Ｎｏ ⑩-６ 就学奨励扶助費 就学奨励扶助費 ☆☆
これまでの効果事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況

事業費 837 事業費 837321005 3年間の事業費 2,511 11021 事業費

☆☆
予算の妥当性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

就学奨励扶助費 就学奨励扶助費 就学奨励扶助費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 726 事業費 1,252 継続
特別支援教育就学奨励
費扶助費（⼩）

特別支援学級に就学する児童の保護者の経済的負担
を軽減するため、特別支援学級への就学のために必
要な援助を⾏う。

保護者の経済負担軽減
のため、引き続き事業
を実施する。

今後の方向性

837

837 事業費 837 事業費 837
就学奨励扶助費 就学奨励扶助費 就学奨励扶助費

837

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

学校教育グループ

― 事業費 3,232 事業費 3,232
笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

認定者32名
就学援助金

施策事業Ｎｏ ⑩-５ 就学奨励扶助費 就学奨励扶助費 ☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

11027 事業費 3,232 事業費 3,232 事業費

学校教育グループ 3,232 3,232 3,232
321004 3年間の事業費 9,696

☆☆
予算の妥当性

決算額 2,373 事業費 4,051 継続

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

認定者32名
就学援助金

認定者32名
就学援助金

要保護・準要保護生徒
就学援助費

学校教育法第１９条の定めるところにより、経済的
理由によって就学困難と認められる生徒の保護者に
対し、必要な援助を⾏う。

保護者の経済的負担軽
減に寄与している。

今後の方向性
施策事業Ｎｏ ⑩-４ 認定者32名

就学援助金
認定者32名
就学援助金

☆☆

ローリ
ング前

認定者32名
就学援助金

認定者32名
就学援助金

認定者32名
就学援助金

3,232

事業費 3,232
個別計画

― ―

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果



基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
２．学校教育の充実 （施策⑩）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（平成 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 R2 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（平成 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 R2 〜 R2
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆
予算の妥当性

維持

☆☆
予 算 の 妥 当 性

―

事業費 事業費321009 3年間の事業費 事業費

会計名称 一般会計
ローリ
ング後笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 事業費 5,000 完了
新型コロナウイルス感染
症困窮学生支援⾦事業

町の奨学⾦貸付を受けている方が、就学継続を断念
することがないように必要な経費の一部を奨学⾦貸
付に上乗せ支給するもの。

コロナ禍で不安を抱え
ながら学生生活を送っ
ている奨学生に経済的
支援をすることができ
た。

今 後 の 方 向 性

事業費 事業費
個別計画

― ― ― 事業費

ローリ
ング前

事業費 1,000 事業費 1,000
笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

奨学金返還に対する補助

施策事業Ｎｏ ⑩-９ 奨学金貸付者に支援金を支給 ☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進 ⾏ 状 況 これまでの効果

事業費 事業費 事業費
1,000 1,000 1,000

321008 3年間の事業費 3,000

決算額 事業費 1,000 継続

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

奨学金返還に対する補助 奨学金返還に対する補助

奨学⾦返済支援事業
町外からの移住・定住を促進するとともに、奨学⾦
を利用して進学した方が地元に戻ってきやすい環境
を整えるため、奨学⾦の返還を補助する制度。

奨学⾦を返済しながら
町に定住している若者
の経済負担軽減に寄与
している。

今後の方向性
施策事業Ｎｏ ⑩-８ 奨学金返還に対する補助 ☆☆

ローリ
ング前

事業費 1,000
個別計画

― ― ―

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

事業費 2,000 事業費 2,000 事業費

学校教育グループ

321007 3年間の事業費

ローリ
ング前

高校、大学 高校、大学 高校、大学

2,000

事業費
個別計画

― ― ― 事業費 事業費
笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 1,500 事業費 休・廃止
多⼦世帯高校・大学進
学祝い⾦支給事業

第３⼦以降の⼦への支援。高等学校等入学時、大学
等入学時にそれぞれ１回ずつ１０万円。

多⼦世帯の経済負担軽
減に寄与してきたが、
財政的課題もあり令和
元年度限りで事業終
了。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

不要

施策事業Ｎｏ ⑩-７ 高校、大学 ☆☆
これまでの効果事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況

☆☆
予算の妥当性

32
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基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
２．学校教育の充実 （施策⑪）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
２．学校教育の充実 （施策⑫）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
２．学校教育の充実 （施策⑫）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆

☆☆

☆☆

事業費 997 事業費 997321301 3年間の事業費 2,991 11013 事業費
997

997 事業費 997 事業費 997
修繕料　700
補修用原材料200

修繕料　700
補修用原材料200

修繕料　700
補修用原材料200

997

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

総務グループ 997 997

予算の妥当性

維持

施策事業Ｎｏ ⑬-１ 修繕料　700
補修用原材料400

修繕料　700
補修用原材料200

☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

修繕料　700
補修用原材料200

修繕料　700
補修用原材料200

修繕料　700
補修用原材料200

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 904 事業費 1,201 継続教員住宅維持管理費
教員住宅の教育財産に係る適正配置及び維持管理を
⾏い過疎地の学校に勤務する教員の福利厚生の充実
を図る。

適正に管理している。 今後の方向性

事業費 2,436 事業費 2,604321201 3年間の事業費 7,728 11006 事業費
2,604

2,688 事業費 2,436 事業費 2,604
高校通学対策助成金 高校通学対策助成金 高校通学対策助成金

2,688

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

学校教育グループ 2,688 2,436

予算の妥当性

維持

施策事業Ｎｏ ⑫-１ 高校通学対策助成金 高校通学対策助成金 ☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

高校通学対策助成金 高校通学対策助成金 高校通学対策助成金

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 2,926 事業費 3,276 継続高校通学対策助成⾦
大空町外の高等学校へ通学する生徒の通学費は一部
高額となることから、その通学費の一部を補助する
ことにより、保護者の負担軽減を図る。

高校進学に伴う家計負
担の軽減に寄与してい
る。

今後の方向性

事業費 94,742 事業費 87,742321101 3年間の事業費 237,223 11030 事業費
79,741

69,741 事業費 87,741 事業費 79,741

94,742

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

学校教育グループ 69,741 87,741

『地域間バス除く』
【女満別更新(中型)25,000】

『地域間バス除く』
【東藻琴更新(大型)25,000】

『地域間バス除く』
【東藻琴中型18,000】

予算の妥当性

維持

施策事業Ｎｏ ⑪-１ 『地域間バス除く』
【女満別更新(中型)20,898】

『地域間バス除く』 ☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

『地域間バス除く』 『地域間バス除く』
【東藻琴更新(中型)18,000】

『地域間バス除く』
【東藻琴マイクロ10,000】

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 94,772 事業費 84,836 継続
スクールバス運⾏事業
（スクールバス事業）

へき地の遠距離通学児童・生徒の登下校並びに学校
⾏事等の利用拡大運⾏を図り教育⽔準の向上に資す
る。

児童・生徒の登下校の
確保に資するため、引
き続き事業を実施す
る。
スクールバスの計画的
な更新が必要となる。

今後の方向性



基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
３．生涯学習の推進 （施策①）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆
予算の妥当性

維持

☆☆
予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

維持

施策事業Ｎｏ ①-１ 社会教育関連一般事務費 社会教育関連一般事務費 ☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

決算額 16,257 事業費 11,798 継続社会教育総務事務費
・社会教育委員活動
・公⽤⾞の維持管理
・職員の研修への参加経費

大空町の教育を支える
社会教育委員としての
役割は大きい。東藻琴
地区施設の維持管理の
ために使う公⽤⾞がな
い。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

社会教育関連一般事務費 社会教育関連一般事務費 社会教育関連一般事務費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

3,780 事業費 2,974 事業費 3,174
社会教育関連一般事務費 社会教育関連一般事務費 社会教育関連一般事務費

3,780

個別計画 大空町教育推進計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

社会教育グループ 3,780 2,974
事業費 2,974 事業費 3,174

3,174
330101 3年間の事業費 9,928 11038 事業費

施策事業Ｎｏ ①-２ 社会教育総務事務費に統合 ☆☆
これまでの効果事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況

決算額 事業費 継続社会教育委員報酬
社会教育総務事務費へ統合 今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

個別計画 大空町教育推進計画
― ― ― 事業費 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

社会教育グループ

330102 3年間の事業費

ローリ
ング前

事業費

施策事業Ｎｏ ①-３ 生涯学習奨励員16名
生涯学習奨励員補助金
創年講座【福留氏旅費】

生涯学習奨励員16名
生涯学習奨励員補助金

☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

11040 事業費 事業費 事業費

決算額 420 事業費 380 継続

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

生涯学習奨励員16名
生涯学習奨励員補助金

生涯学習奨励員16名
生涯学習奨励員補助金

生涯学習推進事業
生涯学習奨励員による
・大空検定の作成・実施
・町⺠大学講座の開催
・町の史跡等をめぐるお宝発⾒ツアーの実施

生涯学習奨励員におい
て、大空検定の作成や
町⺠大学の企画運営、
お宝発⾒ツアー等多く
の生涯学習事業を実践
している。今後は検定
受講者等による人材の
発掘と養成、活⽤を検
討する必要がある。

今後の方向性

個別計画 大空町教育推進計画
〇 ― ―

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

生涯学習奨励員16名
生涯学習奨励員補助金

ローリ
ング前

生涯学習奨励員16名
生涯学習奨励員補助金

生涯学習奨励員16名
生涯学習奨励員補助金

生涯学習奨励員16名
生涯学習奨励員補助金

420

事業費 380

11048 事業費 420 事業費 420 事業費

社会教育グループ 380 380 380
330103 3年間の事業費 1,140

事業費 380 事業費 380

34



35
基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
３．生涯学習の推進 （施策①）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7

千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

予算の妥当性

維持

☆☆
予算の妥当性

維持

☆☆
予算の妥当性

維持

☆☆

進⾏状況 これまでの効果

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

施策事業Ｎｏ ①-４ ＰＴＡ連合会研修活動支援

決算額 142 事業費 114 継続町ＰＴＡ連合会補助⾦
町ＰＴＡ連合会による
・児童生徒健全育成に関わる研修の開催
・ブロック・管内等広域研修への参加

町ＰＴＡ連合会におい
て、各種研修事業を開
催し、児童生徒の健全
育成に資することがで
きた。

今後の方向性

個別計画 大空町教育推進計画
― ― ― 事業費 114 事業費 114

ＰＴＡ連合会研修活動支援
（コロナ禍により活動自粛）

☆☆

社会教育グループ 114 114 114

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

ＰＴＡ連合会研修活動支援 ＰＴＡ連合会研修活動支援
（東部地区研修会当番）

330104 3年間の事業費 342

ローリ
ング前

ＰＴＡ連合会研修活動支援 ＰＴＡ連合会研修活動支援
（東部地区研修会当番）

ＰＴＡ連合会研修活動支援

142

事業費 114
笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

ＰＴＡ連合会研修活動支援

施策事業Ｎｏ ①-５ 女性のつどい、友愛セール・フリーマーケット、
女性研修会（2回）

女性のつどい、友愛セール・フリーマーケット、
女性研修会（コロナ禍により縮小）

☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算

11050 事業費 142 事業費 242 事業費

決算額 322 事業費 300 継続

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

女性のつどい、友愛セール・フリーマーケット、
女性研修会（2回）

女性のつどい、友愛セール・フリーマーケット、
女性研修会（2回）

女性のつどい、友愛セール・フリーマーケット、
女性研修会（2回）

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

個別計画 大空町教育推進計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

社会教育グループ 300 300
事業費 322 事業費 322

町⾃治会⼥性部連絡協
議会補助⾦

町⾃治会⼥性部連絡協議会による
・⼥性のつどい、⼥性研修、友愛セールの開催
・町主催のイベントへの協⼒

地域の⼥性の⾃⼰研鑽
や交流の場として、多
くの研修や事業に取り
組んでいる。

今後の方向性

300
330105 3年間の事業費 900 11052 事業費

300 事業費 300 事業費 300
女性のつどい、友愛セール・フリーマーケット、
女性研修会（2回）

女性のつどい、友愛セール・フリーマーケット、
女性研修会（2回）

女性のつどい、友愛セール・フリーマーケット、
女性研修会（2回）

322

施策事業Ｎｏ ①-６ 高齢者大学
【高齢者リーダー研修会】

高齢者大学 ☆☆
これまでの効果事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況

決算額 502 事業費 590 改善高齢者教育振興事業
高齢者大学「ことぶき大学」の開設 高齢者の学びの場、社

会参加の機会、情報交
流の場として、40年に
渡りことぶき大学を開
設している。６０代か
ら８０代までの幅広い
ニーズに答えられるよ
う授業内容や受講方法
等検討する必要があ
る。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

高齢者大学
【３町交歓会】

個別計画 大空町教育推進計画
〇 ― ― 事業費 740 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

高齢者大学 高齢者大学

ローリ
ング前

高齢者大学
【３町交歓会】

高齢者大学 高齢者大学

645

590 事業費 590

11053 事業費 795 事業費 645 事業費

社会教育グループ 740 590 590
330106 3年間の事業費 1,920



基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
３．生涯学習の推進 （施策①）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 R2 〜 R2
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
３．生涯学習の推進 （施策②）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7

千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度

所管課 生涯学習課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆
予算の妥当性

維持

☆☆
予算の妥当性

維持

―
予算の妥当性

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況

施策事業Ｎｏ ①-７ 成人式費用（秋岡マサコ） 成人式費用
（コロナ対策により文化会館開催）

☆☆
これまでの効果

決算額 354 事業費 467 継続成人式開催費
成人式の開催 大人の仲間入りを祝う

式典として開催し、節
目のイベントとなって
いる。今後は、１８歳
以上が成人の位置付け
になることに伴い、参
加対象者をどのように
していくかの検討が必
要である。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

成人式費用

個別計画
― ― ― 事業費 467 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

成人式費用 成人式費用

社会教育グループ 467 387 387
330107 3年間の事業費 1,241

ローリ
ング前

成人式費用 成人式費用 成人式費用

396

387 事業費 387

施策事業Ｎｏ ①-８ 町民舞台実行委員会補助金
（コロナ禍により中止）

―
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

11044 事業費 396 事業費 396 事業費

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

大空町１５年記念町⺠舞
台実⾏委員会補助⾦

周年事業としての実施（過去５年１０年記念で実
施）

コロナ禍により、やむ
なく中止とした。演劇
公演についてのガイド
ラインは依然として厳
しく、今後実施に向け
てのハードルは高い。

今後の方向性

個別計画
― ― ―

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 事業費 ― ―

事業費 事業費 事業費330108 3年間の事業費

ローリ
ング前

事業費事業費 事業費

施策事業Ｎｏ ②-１ ジュニアリーダー・ボランティアリーダー参加
青少年顕彰受賞報償

ジュニアリーダーコース参加
青少年顕彰受賞報償

☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

決算額 463 事業費 558 継続少年教育事業
・リーダー研修会への参加
・顕彰式の実施
・朝活（サマー・ウィンタースクール）事業の実施

未来の地域の人材育成
のための取組として、
リーダー研修会の実施
や顕著な取り組みをし
ている児童生徒を表彰
する顕彰式等を実施し
ている。また、学校と
連携し、⻑期休業中の
補充学習時に併せて朝
活事業も実施してい
る。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

ジュニアリーダーコース参加
青少年顕彰受賞報償

ジュニアリーダーコース参加
青少年顕彰受賞報償

ジュニアリーダーコース参加
青少年顕彰受賞報償

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

558 事業費 558 事業費 558
ジュニアリーダーコース参加
青少年顕彰受賞報償

ジュニアリーダーコース参加
青少年顕彰受賞報償

ジュニアリーダーコース参加
青少年顕彰受賞報償

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前社会教育グループ 558 558

事業費 600 事業費 600
558

330201 3年間の事業費 1,674 11058 事業費 600

36
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基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
３．生涯学習の推進 （施策③）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆
予算の妥当性

維持

☆☆
予算の妥当性

維持

☆☆
予算の妥当性

維持

施策事業Ｎｏ ③-１ 社会教育施設総合一般管理費
【施設管理報酬費60】

社会教育施設総合一般管理費 ☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

決算額 422 事業費 503 継続
社会教育施設一般管理
費

・研修会館、伝承館、農村環境改善センター、⻘年館の
修繕
・⻘年館燃料費、光熱⽔費

指定管理施設等の修繕
を随時実施している。
今後も⽼朽化している
施設が多いため、指定
管理者と協議の上、修
繕を進めていく必要が
ある。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

社会教育施設総合一般管理費 社会教育施設総合一般管理費 社会教育施設総合一般管理費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

541 事業費 541 事業費 541
社会教育施設総合一般管理費 社会教育施設総合一般管理費 社会教育施設総合一般管理費

541

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

総務グループ 541 541
事業費 541 事業費 541

541
330301 3年間の事業費 1,623 11133 事業費

施策事業Ｎｏ ③-２ 研修会館（指定管理施設） 研修会館（指定管理施設） ☆☆
これまでの効果事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況

決算額 11,938 事業費 12,043 休・廃止研修会館管理費
机・パネルの更新 ⻑年の使⽤により⽼朽

化いしていた机・パネ
ル・マイクを年次的に
更新することができ
た。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

研修会館（指定管理施設）

個別計画
― ― ― 事業費 12,043 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

研修会館（指定管理施設） 研修会館（指定管理施設）
研修会館建替基本設計1000

総務グループ 12,043 12,043 13,043
330302 3年間の事業費 37,129

ローリ
ング前

研修会館（指定管理施設）

12,043

12,043 事業費 13,043

施策事業Ｎｏ ③-３ 伝承館（指定管理施設） 伝承館（指定管理施設） ☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

11134 事業費 12,043 事業費 12,043 事業費

決算額 2,489 事業費 2,340 継続

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

伝承館（指定管理施設） 伝承館（指定管理施設）

伝承館管理費
施設の維持管理 囲碁・織物・陶芸サー

クル等多くの団体が利
⽤している。⽼朽化し
ているため計画的な修
繕が必要である。

今後の方向性

個別計画
― ― ―

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

伝承館（指定管理施設）

ローリ
ング前

伝承館（指定管理施設） 伝承館（指定管理施設） 伝承館（指定管理施設）

2,760

事業費 2,360

11135 事業費 2,760 事業費 2,760 事業費

総務グループ 2,360 2,360 2,360
330303 3年間の事業費 7,080

事業費 2,360 事業費 2,360



基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
３．生涯学習の推進 （施策③）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度

所管課 生涯学習課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

施策事業Ｎｏ ③-４ 東藻琴生涯学習センタ―管理費
【外壁・屋根等改修工事３０,００0千円）

決算額 32,761 事業費 4,554 継続

☆☆
予算の妥当性

維持
生涯学習センター管理
費

・外壁・屋根改修 外壁・屋根の改修工事
を実施したことで、施
設の安全性の確保と⻑
寿命化を図ることがで
きた。今後は、郷土資
料や⽂化財を展⽰する
ことで、より多くの方
に足を運んでもらえる
ようにする。

今後の方向性

個別計画
― ― ― 事業費 3,889 事業費 8,943

東藻琴生涯学習センタ―管理費
【郷土資料室備品５００千円】

☆☆

社会教育グループ 3,889 8,943 3,468

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

東藻琴生涯学習センタ―管理費 東藻琴生涯学習センタ―管理費
【空調設備点検委託料150千円　隔年】
【高圧受変電設備改修工事５,３１０千円】

330304 3年間の事業費 16,300

ローリ
ング前

東藻琴生涯学習センタ―管理費 東藻琴生涯学習センタ―管理費
【空調設備点検委託料150千円　隔年】
【高圧受変電設備改修工事５,３１０千円】

東藻琴生涯学習センタ―管理費

3,468

事業費 3,468
笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

東藻琴生涯学習センタ―管理費

施策事業Ｎｏ ③-５ 改善センター（指定管理施設） 改善センター（指定管理施設）
【耐震調査4,862】

☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

11136 事業費 3,468 事業費 8,928 事業費

決算額 11,336 事業費 17,525 継続

☆☆
予算の妥当性

維持

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

改善センター（指定管理施設） 改善センター（指定管理施設）
【耐震実施設計9,000】

改善センター（指定管理施設）
【大規模改修工事150,000】

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

社会教育グループ 12,998 21,756
事業費 26,961 事業費 12,220

農村環境改善センター
管理費

・ステージ裏外壁の補修
・舞台吊物保守点検
・耐震調査

外壁や舞台吊物の改修
も実施することがで
き、施設の⻑寿命化を
一部図ることができ
た。今後も多くの改修
が必要である。

今後の方向性

162,220
330305 3年間の事業費 196,974 110619 事業費

12,998 事業費 21,756 事業費 162,220
改善センター（指定管理施設） 改善センター（指定管理施設）

【自動ドア修繕605】
【直流電源装置　蓄電池取替13,600】

改善センター（指定管理施設）

12,179

☆☆施策事業Ｎｏ ③-６ ふるさと館施設管理費 ふるさと館施設管理費 ☆☆
これまでの効果事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況

決算額 101 事業費 161 改善ふるさと資料館管理費
郷土資料の保管・展⽰開放 郷土資料の保管・展⽰

を⾏っているが、施設
が⽼朽化している。資
料の整理に併せて、展
⽰場所の移設について
も検討する。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

ふるさと館施設管理費

個別計画
― ― ― 事業費 161 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

ふるさと館施設管理費 ふるさと館施設管理費

ローリ
ング前

ふるさと館施設管理費 ふるさと館施設管理費 ふるさと館施設管理費

117

138 事業費 138

11137 事業費 117 事業費 117 事業費

社会教育グループ 161 138 138
330306 3年間の事業費 437

予算の妥当性

維持
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基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
３．生涯学習の推進 （施策③）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 29
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況

施策事業Ｎｏ ③-７ 山園ふるさとセンター管理費 山園ふるさとセンター管理費 ☆☆
これまでの効果

決算額 245 事業費 235 継続

☆☆
予算の妥当性

維持
山園ふるさとセンター
管理費

郷土資料の保管・展⽰開放 開拓資料の保管・展⽰
を⾏っているが、施設
が⽼朽化している。資
料の整理に併せて、展
⽰場所の移設について
も検討する。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

山園ふるさとセンター管理費
【樹木伐採委託料300】

個別計画
― ― ― 事業費 535 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

山園ふるさとセンター管理費 山園ふるさとセンター管理費

社会教育グループ 535 235 235
330307 3年間の事業費 1,005

ローリ
ング前

山園ふるさとセンター管理費 山園ふるさとセンター管理費 山園ふるさとセンター管理費

185

235 事業費 235

施策事業Ｎｏ ③-８ 事務局費のうち学校開放事業5校分 事務局費のうち学校開放事業5校分 ☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

11138 事業費 185 事業費 185 事業費

☆☆

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

事務局費のうち学校開放事業5校分 事務局費のうち学校開放事業5校分

事務局費（学校開放事
業）

定期的に利⽤されてい
る状況である。備品等
の点検更新を検討する
必要がある。

今後の方向性

個別計画
― ― ―

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

学校教育に支障のない範囲で学校開放を⾏い、町⺠
の⾃主的なスポーツ、学習活動を促進する

事務局費のうち学校開放事業5校分

決算額 144 事業費 200 継続 維持

11004 事業費 200 事業費 200 事業費

学校教育グループ 200 200 200
330308 3年間の事業費 600

ローリ
ング前

事務局費のうち学校開放事業5校分 事務局費のうち学校開放事業5校分 事務局費のうち学校開放事業5校分

200

事業費 200事業費 200 事業費 200

施策事業Ｎｏ ③-９ ☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

決算額 事業費 継続
旧豊住⼩学校運営管理
費

社会教育事務総務費に統合 定期的に利⽤されてい
る状況である。施設の
改修を検討する必要が
ある。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

事業費 事業費
施設の管理運営 施設の管理運営 施設の管理運営

15,883

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

総務グループ

事業費 14,288 事業費 14,288330310 3年間の事業費 事業費

予算の妥当性

☆☆
予算の妥当性

維持



（平成 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 Ｒ２ 〜 Ｒ７
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
３．生涯学習の推進 （施策④）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7

千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

施策事業Ｎｏ ④-１ 図書館運営協議会委員4名　開催2回 図書館運営協議会委員4名　開催2回 ☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

決算額 事業費 継続
図書館運営協議会委員
報酬

下記事業に統合 今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

図書館運営協議会委員4名　開催2回 図書館運営協議会委員4名　開催4回 図書館運営協議会委員4名　開催3回

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

事業費 事業費
図書館運営協議会委員4名　開催2回 図書館運営協議会委員4名　開催4回 図書館運営協議会委員4名　開催3回

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

社会教育グループ

事業費 事業費330401 3年間の事業費 11078 事業費

施策事業Ｎｏ ④-２ 図書館管理運営指定管理
【返却ボックス387】

図書館管理運営指定管理
【図書館システム更新7,150】【返却ボックス
405】

☆☆
これまでの効果事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況

決算額 54,748 事業費 66,053 継続図書館管理運営費
・受変電設備改修工事
・地下タンク内コーティング
・屋根漏⽔等改修工事
・エレベーター改修工事

利便性を維持するため
に図書館システムの更
新を⾏うことができ
た。今後は、屋根の漏
⽔やエレベーター改修
等施設の⽼朽化に伴
い、大規模な改修も必
要となる。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

図書館管理運営指定管理
【受電設備改修工事1,609】
【地下タンク内コーティング420】

個別計画
― ― ― 事業費 59,062 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

図書館管理運営指定管理
【女満別屋根漏水等改修工事36,986】
【エレベーター改修工事16,735】

図書館管理運営指定管理
【玄関自動ドア673】

社会教育グループ 59,062 110,584 57,396
330402 3年間の事業費 227,042

ローリ
ング前

図書館管理運営指定管理
【女満別屋根漏水設計委託3,000】
【地下タンク内コーティング420】

図書館管理運営指定管理
【女満別屋根漏水改修工事50,000】
【暖房機更新2,058】

図書館管理運営指定管理

58,801

110,584 事業費 57,396

11079 事業費 60,587 事業費 111,077 事業費

☆☆
予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

維持

施策事業Ｎｏ ③-１２ Ｈ３０・Ｒ1は社会教育総務事務費に計上して
いた管理経費を、Ｒ２分離整理

管理経費 ☆☆ ☆☆

豊住交流センター管理
費

豊住交流センター管理経費
（Ｒ２以降、事業費を社会教育総務事務費から分割
整理）

適切な維持管理が必要
である

今後の方向性 予算の妥当性

決算額 事業費 14,222 継続 維持

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

管理経費 管理経費 管理経費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

57,450 事業費

個別計画
― ― ― 事業費 15,883 事業費 14,288 事業費 14,288

ローリ
ング前

【現施設解体工事57,450】

社会教育グループ 15,883 14,288 14,288
330312 3年間の事業費 44,459 事業費 事業費

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果
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基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
３．生涯学習の推進 （施策⑤）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 総務課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7

千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
３．生涯学習の推進 （施策⑥）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 総務課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

施策事業Ｎｏ ⑤-５ 稲城市民祭における交流
氷川町交流事業

稲城市民歳における交流
氷川町交流事業、氷川町への大空町民派遣交流
※新型コロナウイルス感染症対策により中止

☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

決算額 78 事業費 89 改善

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

稲城市民歳における交流
氷川町交流事業

稲城市民歳における交流
氷川町交流事業、氷川町への大空町民派
遣交流

稲城市民歳における交流
氷川町交流事業

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

企画グループ 189 755
事業費 962 事業費 178

姉妹都市・友好町交流
事業

姉妹都市である東京都稲城市、友好町である熊本県
氷川町との交流を通して、お互いの住⺠が相互に交
流できる仕組みづくりを目指す。

これまで町⺠の⾏き来
により交流は図られて
きたが、そこからもう
一歩新たな交流が図ら
れるきっかけづくりが
今後必要である。

今後の方向性

189
330505 3年間の事業費 1,133 10253 事業費

維持

189 事業費 755 事業費 189
稲城市民祭における交流
氷川町交流事業

稲城市民歳における交流
氷川町交流事業、氷川町への大空町民派
遣交流

稲城市民歳における交流
氷川町交流事業

178

☆☆施策事業Ｎｏ ⑤-６ 稲城市教育交流補助金（1528）
ふれあいスタディin氷川（１４７２）

コロナ禍により、事業中止 ☆☆
これまでの効果事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進 ⾏ 状 況

決算額 3,114 事業費
姉妹都市・友好町教育
交流事業

姉妹都市である東京都稲城市、友好町である熊本県氷川
町との教育交流を通して、社会性を養う。
⼩学校児童５年生（稲城）
中学校２年生（氷川）
⽂化・スポーツ交流（稲城・氷川）

児童生徒の社会性を養
うことができ、物事の
考え方や視野を広める
ことができた。今後も
継続した取り組みが必
要である。

今 後 の 方 向 性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

稲城市教育交流補助金（1528）
ふれあいスタディin氷川（１４７２）
文化・スポーツ交流（３００）

個別計画
― ― ― 事業費 3,805 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

稲城市教育交流補助金（1528）
ふれあいスタディin氷川（１４７２）

ローリ
ング前

稲城市教育交流補助金（1528）
ふれあいスタディin氷川（１４７２）

稲城市教育交流補助金（1528）
ふれあいスタディin氷川（１４７２）
文化・スポーツ交流（３００）

稲城市教育交流補助金（1528）
ふれあいスタディin氷川（１４７２）

3,508

3,505 事業費 3,805

事業費 3,508 事業費 3,808 事業費

社会教育グループ 3,805 3,505 3,805
330506 3年間の事業費 11,115

施策事業Ｎｏ ⑥-１ 元気づくり応援事業
（国内外研修事業）

元気づくり応援事業
（国内外研修事業）

☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

決算額 171 事業費 200 改善
元気づくり応援事業
（国内外研修事業）

大空町元気づくり応援事業補助⾦交付要綱に基づき
個性豊かで優れた人材の育成を図る。④国内（外）
研修事業︓補助対象経費の１/２以内で５万円(２０
万円）を限度

平成29年度に事業運⽤
の課題を整理し、町⺠
が⾃主的・主体的に⾏
う産業等を活かしたま
ちづくりの活動支援の
内容が整った。元気な
まちづくりを応援する
支援策としてのＰＲが
必要である。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

元気づくり応援事業
（国内外研修事業）

元気づくり応援事業
（国内外研修事業）

元気づくり応援事業
（国内外研修事業）

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

200 事業費 200 事業費 200

200

個別計画
― ― 事業費

ローリ
ング前

企画グループ 200 200
事業費 200 事業費 200

200
330601 3年間の事業費 600 10233 事業費

元気づくり応援事業
（国内外研修事業）

元気づくり応援事業
（国内外研修事業）

元気づくり応援事業
（国内外研修事業）

―

☆☆
予算の妥当性

予 算 の 妥 当 性

維持

稲城市教育交流補助金（1528）
ふれあいスタディin氷川（１４７２）
文化・スポーツ交流（３００）

継続

☆☆

予算の妥当性

維持



基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
４．生涯スポーツの振興 （施策①）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆
予算の妥当性

維持

☆☆
予算の妥当性

維持

☆☆
予算の妥当性

維持

施策事業Ｎｏ ①-１ 武道館管理費 武道館管理費 ☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

決算額 1,322 事業費 1,440 継続武道館管理費
・Ｈ２８ 柔道用たたみ購入 外壁・屋根の改修工事

が今後必要と判断す
る。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

武道館管理費 武道館管理費 武道館管理費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

1,389 事業費 1,389 事業費 1,389
武道館管理費 武道館管理費 武道館管理費

1,389

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

社会教育グループ 1,389 1,389
事業費 1,389 事業費 1,389

1,389
340101 3年間の事業費 4,167 11096 事業費

施策事業Ｎｏ ①-２ ゲートボールセンター管理費（指定管理施
設）

ゲートボールセンター管理費（指定管理施
設）

☆☆
これまでの効果事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況

決算額 6,308 事業費 6,379 継続
ゲートボールセンター
管理運営費

・Ｈ29 防球ネット取替工事
・
・
・

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

ゲートボールセンター管理費（指定管理施
設）

個別計画
― ― ― 事業費 6,378 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

ゲートボールセンター管理費（指定管理施
設）

ゲートボールセンター管理費（指定管理施
設）

社会教育グループ 6,378 6,378 6,378
340102 3年間の事業費 19,134

ローリ
ング前

ゲートボールセンター管理費（指定管理施
設）

ゲートボールセンター管理費（指定管理施
設）

ゲートボールセンター管理費（指定管理施
設）

6,378

6,378 事業費 6,378

施策事業Ｎｏ ①-３ 屋外ゲートボール場管理費 屋外ゲートボール場管理費 ☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

11139 事業費 6,378 事業費 6,378 事業費

決算額 520 事業費 586 継続

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

屋外ゲートボール場管理費 屋外ゲートボール場管理費

屋外ゲートボール場管
理費

高齢者が健康で生きがいのある生活を営む場として
活用しているゲートボール場を適正な管理運営を⾏
う。

ゲートボール協会の会
員さんが高齢になり、
利用者減 施設の今後
の在り方を検討必要

今後の方向性

個別計画
― ― ―

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

屋外ゲートボール場管理費

ローリ
ング前

屋外ゲートボール場管理費 屋外ゲートボール場管理費 屋外ゲートボール場管理費

608

事業費 608

11097 事業費 608 事業費 608 事業費

社会教育グループ 608 608 608
340103 3年間の事業費 1,824

事業費 608 事業費 608

42
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基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
４．生涯スポーツの振興 （施策①）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

維持

☆☆
予算の妥当性

維持

☆☆

進⾏状況 これまでの効果

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

施策事業Ｎｏ ①-４ 指定管理施設【東藻琴プール上屋修繕
8,586、アリーナ床ウレタンワックス、バレー
ボール支柱】

決算額 45,520 事業費 37,825 継続
Ｂ＆Ｇ海洋センター管
理運営費

・指定管理施設
・⼥満別Ｂ＆Ｇ海洋センター改修工事

令和元年東藻琴プール
（上屋）を改修し快適
な施設となった。
令和３年度以降、施設
の多機能化を図るため
の改修を実施。

今後の方向性

個別計画
― ― ― 事業費 118,323 事業費 66,491

Ｂ＆Ｇ海洋センター管理費（指定管理施設） ☆☆

社会教育グループ 118,323 66,491 37,248

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

【女満別改修・インストラクター養成】
防災倉庫、ＬＥＤ、冷暖房、遊具、健康増進
室

【東藻琴プール改修】
缶体、プールサイド

340104 3年間の事業費 222,062

ローリ
ング前

Ｂ＆Ｇ海洋センター管理費（指定管理施設）
【東藻琴LED化800、暖房修繕5,500】

指定管理施設
【女満別LED化1,800】

Ｂ＆Ｇ海洋センター管理費（指定管理施設）

35,553

事業費 37,248
笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

Ｂ＆Ｇ海洋センター管理費（指定管理施設）

施策事業Ｎｏ ①-５ 艇庫管理費 艇庫管理費 ☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算

11140 事業費 50,701 事業費 35,426 事業費

決算額 25 事業費 27 継続

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

艇庫管理費 艇庫管理費 艇庫管理費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

社会教育グループ 61 61
事業費 61 事業費 61

艇庫管理費
施設維持のみ 消防艇の保管や海洋ク

ラブのカヌー等が保管
されている。

今後の方向性

61
340105 3年間の事業費 183 11098 事業費

61 事業費 61 事業費 61
艇庫管理費 艇庫管理費 艇庫管理費

61

施策事業Ｎｏ ①-６ すぱーく東藻琴管理費
【屋外コート暗渠排水工事668】

すぱーく東藻琴管理費 ☆☆
これまでの効果事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況

決算額 3,426 事業費 2,778 継続すぱーく東藻琴管理費
・屋外ゲートボール場暗渠排水工事
・暖房機更新

ゲートボール愛好者の
全天候型の施設として
愛用されている。施設
が⽼朽化いしており、
今後年次的な改修が必
要となる。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

すぱーく東藻琴管理費

個別計画
― ― ― 事業費 2,734 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

すぱーく東藻琴管理費
【LED化4,893】

すぱーく東藻琴管理費
【暖房機更新1,225】

ローリ
ング前

すぱーく東藻琴管理費 すぱーく東藻琴管理費
【暖房機更新1,225】

すぱーく東藻琴管理費

2,566

7,627 事業費 3,959

11116 事業費 2,566 事業費 3,791 事業費

社会教育グループ 2,734 7,627 3,959
340106 3年間の事業費 14,320



基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
４．生涯スポーツの振興 （施策①）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆
予算の妥当性

維持

☆☆
予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

維持

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況

施策事業Ｎｏ ①-７ スキー場管理費
整備委託200

スキー場管理費
【整備委託200】【ロープ塔ゴム取替９４】

☆☆
これまでの効果

決算額 1,284 事業費 1,421 継続スキー場管理費
・圧雪⾞更新 町内学校のスキー授

業、スキー協会による
スキー教室等の利用が
ある。定期的なロープ
塔の更新が必要。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

スキー場管理費

個別計画
― ― ― 事業費 1,377 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

スキー場管理費 スキー場管理費

社会教育グループ 1,377 1,377 1,377
340107 3年間の事業費 4,131

ローリ
ング前

スキー場管理費 スキー場管理費 スキー場管理費

1,309

1,377 事業費 1,377

施策事業Ｎｏ ①-８ 多目的運動広場管理費 多目的運動広場管理費 ☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

11117 事業費 1,309 事業費 1,509 事業費

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

多目的運動広場管理費
【照明受変電設備改修工事3,536】

多目的運動広場管理費

多目的運動広場管理費
・管理棟トイレ改修
・多目的グラウンド内照明改修

少年野球やパークゴル
フ等多くの町⺠に利用
されている。パークゴ
ルフ場の整備が必要で
ある。

今後の方向性

個別計画
― ― ―

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

多目的運動広場管理費

決算額 1,469 事業費 2,312 継続

11119 事業費 1,667 事業費 1,667 事業費

社会教育グループ 5,041 1,505 1,505
340108 3年間の事業費 8,051

ローリ
ング前

多目的運動広場管理費 多目的運動広場管理費 多目的運動広場管理費

1,667

事業費 1,505事業費 5,041 事業費 1,505

施策事業Ｎｏ ①-９ 施設管理費
野球場、多目的広場、テニスコート

施設管理費
野球場、多目的広場、テニスコート ☆☆

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

ローリ
ング前

社会教育グループ

決算額 20,804 事業費 21,301 継続体育施設一般管理費

・⼥満別運動公園 野球場・多目的運動広場・⼥満
別テニスコートの維持費
・東藻琴多目的運動広場・東藻琴野球場・東藻琴弓
道場等の施設管理費が計上されている。
・東藻琴弓道場物置解体工事 野球場外構工事
フェンス工事

今後も継続的に進めて
いく必要がある。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

施設管理費
野球場、多目的広場、テニスコート

施設管理費
野球場、多目的広場、テニスコート

施設管理費
野球場、多目的広場、テニスコート

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

22,418 事業費 21,508 事業費 21,608
施設管理費
野球場、多目的広場、テニスコート

施設管理費
野球場、多目的広場、テニスコート

施設管理費
野球場、多目的広場、テニスコート

22,617

個別計画
― ― ― 事業費

22,418 21,508
事業費 25,307 事業費 21,807

21,608
340109 3年間の事業費 65,534 11095 事業費
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基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
４．生涯スポーツの振興 （施策①）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 29
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆
予算の妥当性

維持

☆☆
予算の妥当性

―

施策事業Ｎｏ ①-１０ 東藻琴相撲場管理費 東藻琴相撲場管理費 ☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

決算額 251 事業費 255 継続東藻琴相撲場管理費
維持管理のみ 相撲少年団や相撲合宿

での利用がある。
今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

東藻琴相撲場管理費
【ガス給湯器取替108】

東藻琴相撲場管理費 東藻琴相撲場管理費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

323 事業費 323 事業費 323
東藻琴相撲場管理費
【ガス給湯器取替108】

東藻琴相撲場管理費 東藻琴相撲場管理費

323

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

社会教育グループ 323 323
事業費 323 事業費 323

323
340110 3年間の事業費 969 46244 事業費

施策事業Ｎｏ ①-１１ ☆☆
これまでの効果事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況

決算額 事業費 完了野球場整備事業
今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

個別計画
⼤空町都市公園⻑寿命
化計画

― ― ― 事業費 事業費
笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

社会教育グループ

340111 3年間の事業費

ローリ
ング前

事業費

事業費 事業費 事業費



基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
４．生涯スポーツの振興 （施策②）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆

予算の妥当性

維持

☆☆
予算の妥当性

維持

☆☆
予算の妥当性

維持

施策事業Ｎｏ ②-１ 社会体育における一般事務費 社会体育における一般事務費 ☆☆

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

決算額 252 事業費 203 継続社会体育事務費

町⺠の健康づくりを積極的に振興するために、知
識・実技指導技術の向上、スポーツ活動の促進を図
るために実施する社会体育事業において、必要な事
務的経費。

今後も継続的に進めて
いく必要がある。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

社会体育における一般事務費 社会体育における一般事務費 社会体育における一般事務費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

205 事業費 205 事業費 205
社会体育における一般事務費 社会体育における一般事務費 社会体育における一般事務費

182

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

社会教育グループ 205 205
事業費 182 事業費 182

205
340201 3年間の事業費 615 11085 事業費

施策事業Ｎｏ ②-２ スポーツ活動振興事業に統合 ☆☆
これまでの効果事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況

決算額 事業費 継続スポーツ推進委員報酬
スポーツ活動振興事業に統合 今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

個別計画
― ― ― 事業費 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

社会教育グループ

340202 3年間の事業費

ローリ
ング前

事業費

施策事業Ｎｏ ②-３ スポーツ活動振興事業に統合 ☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

11086 事業費 事業費 事業費

決算額 事業費 継続

会計名称 国保会計
ローリ
ング後

スポーツ教室開催事業
スポーツ活動振興事業に統合 今後の方向性

個別計画
― ― ―

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

ローリ
ング前

町民スポーツ教室 町民スポーツ教室 町民スポーツ教室

事業費

11087 事業費 事業費 事業費

社会教育グループ

340203 3年間の事業費

事業費 事業費
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基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
４．生涯スポーツの振興 （施策②）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7

千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度

所管課 生涯学習課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

不要

☆☆
予算の妥当性

維持

☆☆
予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

施策事業Ｎｏ ②-４ 町民スポーツ大会関連費用
（スポーツ推進委員会関連、スポーツ教室
関連、スポーツ協会補助金）

決算額 3,526 事業費 4,441 継続スポーツ活動振興事業
各種町⺠スポーツ⼤会の開催。
スポーツ推進委員に係る経費。
各種団体への支援。

町⺠のニーズに的確に
応え推進していく必要
がある。

今後の方向性

個別計画
― ― ― 事業費 3,919 事業費 3,919

町民スポーツ大会関連費用
（スポーツ推進委員会関連、スポーツ教室
関連、スポーツ協会補助金）

☆☆

社会教育グループ 3,919 3,919 3,919

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

町民スポーツ大会関連費用
（スポーツ推進委員会関連、スポーツ教室
関連、スポーツ協会補助金）

町民スポーツ大会関連費用
（スポーツ推進委員会関連、スポーツ教室
関連、スポーツ協会補助金）

340204 3年間の事業費 11,757

ローリ
ング前

町民スポーツ大会関連費用
（スポーツ推進委員会関連、スポーツ教室
関連、スポーツ協会補助金）

町民スポーツ大会関連費用
（スポーツ推進委員会関連、スポーツ教室
関連、スポーツ協会補助金）

町民スポーツ大会関連費用
（スポーツ推進委員会関連、スポーツ教室
関連、スポーツ協会補助金）

4,122

事業費 3,919
笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

町民スポーツ大会関連費用
（スポーツ推進委員会関連、スポーツ教室
関連、スポーツ協会補助金）

施策事業Ｎｏ ②-５ ☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

11088 事業費 4,122 事業費 4,122 事業費

決算額 事業費 継続

会計名称 一般会計
ローリ
ング後笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

社会教育グループ

事業費 事業費

体育協会補助⾦
スポーツ活動振興事業に統合 今後の方向性

340205 3年間の事業費 11090 事業費

事業費 事業費

施策事業Ｎｏ ②-６ 大会実行委員会交付金 大会実行委員会交付金
最終大会予定だったところ、新型コロナウィ
ルス感染症の影響で中止

☆☆

これまでの効果事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況

決算額 700 事業費 休・廃止

ジェットラインさわやか
マラソン⼤会実⾏委員会
交付⾦

町⺠を対象としたマラソン⼤会。 少子化により、参加者
が減少傾向にある。事
業内容の⾒直を検討し
た結果、令和２年度を
最終開催とする予定
だったが、新型コロナ
ウイルス感染防止のた
め中止となった。令和
３年度をもって最終開
催とする。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

大会実行委員会交付金
最終大会ゲストランナー招へい・記念品（参
加賞）

個別計画
― ― ― 事業費 1,230 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

ローリ
ング前

事業費

11092 事業費 事業費 事業費

社会教育グループ 1,230
340206 3年間の事業費 1,230



基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
４．生涯スポーツの振興 （施策②）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 30
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆
予算の妥当性

維持

☆☆
予算の妥当性

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況

施策事業Ｎｏ ②-７ 実行委員会交付金 実行委員会交付金 ☆☆
これまでの効果

決算額 1,640 事業費 193 継続
もこと山ふきおろしマラ
ソン⼤会実⾏委員会交付
⾦

⼤空町⺠及び町外のマラソン愛好者を対象に開催
し、マラソンを通じたスポーツの振興と⼤空町を全
道・全国にアピールすることを目的とする。

町内外のマラソン愛好
者に北海道内でしめく
くり⼤会として⻑年親
しまれている。今後
は、商工観光とも連携
し、町のＰＲ等をより
積極的に⾏っていく必
要がある。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

実行委員会交付金

個別計画
― ― ― 事業費 1,640 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

実行委員会交付金 実行委員会交付金

社会教育グループ 1,640 1,640 1,640
340207 3年間の事業費 4,920

ローリ
ング前

実⾏委員会交付⾦ 実⾏委員会交付⾦ 実⾏委員会交付⾦

1,200

1,640 事業費 1,640

施策事業Ｎｏ ②-８ ☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

11093 事業費 1,200 事業費 1,200 事業費

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

野球場オープン記念事
業

今後の方向性

個別計画
― ― ―

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

決算額 事業費 完了 ―

事業費 事業費 事業費340208 3年間の事業費

ローリ
ング前

事業費事業費 事業費
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基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
４．生涯スポーツの振興 （施策③）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7

千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度

所管課 生涯学習課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7

千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆
予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

維持

☆☆
予算の妥当性

維持

施策事業Ｎｏ ③-１ ☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

決算額 事業費 継続
スポーツ少年団活動補
助⾦

スポーツ活動振興事業に統合 今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

事業費 事業費
個別計画

― ― ― 事業費

ローリ
ング前

社会教育グループ

事業費 事業費340301 3年間の事業費 11091 事業費

施策事業Ｎｏ ③-２ 補助率　在学生少年2/3　一般1/3
1人当たり限度額　全道20　全国50
指導者資格講習参加も対象

補助率　在学生少年2/3　一般1/3
1人当たり限度額　全道20　全国50
指導者資格講習参加も対象

☆☆

これまでの効果事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況

決算額 907 事業費 800 継続体育振興補助⾦
文化、芸能、スポーツ⼤会参加に対する助成事業。 成人に対する助成内容

を一部⾒直し。
引き続き支援は必要。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

補助率　在学生少年2/3　一般1/3
1人当たり限度額　全道20　全国50
指導者資格講習参加も対象

個別計画
〇 ― ― 事業費 800 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

補助率　在学生少年2/3　一般1/3
1人当たり限度額　全道20　全国50
指導者資格講習参加も対象

補助率　在学生少年2/3　一般1/3
1人当たり限度額　全道20　全国50
指導者資格講習参加も対象

社会教育グループ 800 800 800
340302 3年間の事業費 2,400

ローリ
ング前

補助率　在学生少年2/3　一般1/3
1人当たり限度額　全道20　全国50
指導者資格講習参加も対象

補助率　在学生少年2/3　一般1/3
1人当たり限度額　全道20　全国50
指導者資格講習参加も対象

補助率　在学生少年2/3　一般1/3
1人当たり限度額　全道20　全国50
指導者資格講習参加も対象

800

800 事業費 800

施策事業Ｎｏ ③-３ 海洋クラブ補助金
海洋性スポーツを中心に活動
小学生対象

海洋クラブ補助金
海洋性スポーツを中心に活動
小学生対象

☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

11094 事業費 800 事業費 800 事業費

決算額 100 事業費 80 継続

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

海洋クラブ補助金
海洋性スポーツを中心に活動
小学生対象（救助艇船検分計上）

海洋クラブ補助金
海洋性スポーツを中心に活動
小学生対象

海洋クラブ活動補助⾦
⼥満別湖畔を拠点とし、海洋性スポーツを中⼼に活
動。

⻘少年の健全育成のた
めに必要な事業。

今後の方向性

個別計画
― ― ―

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

海洋クラブ補助金
海洋性スポーツを中心に活動
小学生対象

ローリ
ング前

海洋クラブ補助金
海洋性スポーツを中心に活動
小学生対象

海洋クラブ補助金
海洋性スポーツを中心に活動
小学生対象

海洋クラブ補助金
海洋性スポーツを中心に活動
小学生対象

100

事業費 80

11142 事業費 100 事業費 100 事業費

社会教育グループ 95 80 80
340303 3年間の事業費 255

事業費 95 事業費 80



基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
４．生涯スポーツの振興 （施策③）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆
予算の妥当性

維持

☆☆

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

施策事業Ｎｏ ③-４ 総合型地域スポーツクラブ支援補助

決算額 100 事業費 80 継続
総合型地域スポーツクラ
ブ支援事業補助⾦

国が推進している総合型地域スポーツクラブ（豊
住）への運営補助。

地域スポーツの活動拠
点として重要である。

今後の方向性

個別計画
― ― ― 事業費 80 事業費 80

総合型地域スポーツクラブ支援補助 ☆☆

社会教育グループ 80 80 80

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

総合型地域スポーツクラブ支援補助 総合型地域スポーツクラブ支援補助

340304 3年間の事業費 240

ローリ
ング前

総合型地域スポーツクラブ支援補助 総合型地域スポーツクラブ支援補助 総合型地域スポーツクラブ支援補助

100

事業費 80
笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

総合型地域スポーツクラブ支援補助

施策事業Ｎｏ ③-５ ウインタースポーツ実行委員会補助 ウインタースポーツ実行委員会補助 ☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

11147 事業費 100 事業費 100 事業費

決算額 200 事業費 200 継続
予算の妥当性

維持

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

ウインタースポーツ実行委員会補助 ウインタースポーツ実行委員会補助 ウインタースポーツ実行委員会補助

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

社会教育グループ 200 200
事業費 200 事業費 200

ウインタースポーツ実
⾏委員会補助⾦

スケートリンクの造成・管理を⾏う団体への補助。 地域の特色を活かした
スケート競技の普及・
振興が図れている。

今後の方向性

200
340305 3年間の事業費 600 111134 事業費

200 事業費 200 事業費 200
ウインタースポーツ実行委員会補助 ウインタースポーツ実行委員会補助 ウインタースポーツ実行委員会補助

200

50



基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
５．⻘少年の健全育成 （施策①）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆
予算の妥当性

維持

☆☆
予算の妥当性

維持

☆☆
予算の妥当性

維持

施策事業Ｎｏ ①-１ 青少年問題協議会　16人 青少年問題協議会　16人 ☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

決算額 43 事業費 69 継続
⻘少年問題協議会委員
報酬

・⻘少年による問題⾏動等の情報交流
・⻘少年健全育成研修会の開催

⻘少年の指導・育成・
保護・矯正に関する総
合的な施策の確⽴に必
要な審議会を開催して
いる。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

青少年問題協議会　16人 青少年問題協議会　16人 青少年問題協議会　16人

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

78 事業費 78 事業費 78
青少年問題協議会　16人 青少年問題協議会　16人 青少年問題協議会　16人

132

個別計画 大空町教育推進計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

社会教育グループ 78 78
事業費 132 事業費 132

78
350101 3年間の事業費 234 10372 事業費

施策事業Ｎｏ ①-２ 芸術鑑賞、指導者養成、青少年健全育成、
文化会館管理、法人運営

芸術鑑賞、指導者養成、青少年健全育成、
文化会館管理、法人運営

☆☆
これまでの効果事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況

決算額 42,707 事業費 50,244 継続⻘少年育成協会補助⾦
大空町⻘少年育成協会が実施する⻘少年の健全育成
及び文化の振興等に資する業務に係る経費を補助す
る

これまで、芸術性の高
い鑑賞事業や⻘少年の
健全育成、施設管理に
努めている。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

芸術鑑賞、指導者養成、青少年健全育成、
文化会館管理、法人運営

個別計画
― ― ― 事業費 46,617 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

芸術鑑賞、指導者養成、青少年健全育成、
文化会館管理、法人運営

芸術鑑賞、指導者養成、青少年健全育成、
文化会館管理、法人運営

社会教育グループ 46,617 46,617 46,617
350102 3年間の事業費 139,851

ローリ
ング前

芸術鑑賞、指導者養成、青少年健全育成、
文化会館管理、法人運営

芸術鑑賞、指導者養成、青少年健全育成、
文化会館管理、法人運営

芸術鑑賞、指導者養成、青少年健全育成、
文化会館管理、法人運営

34,758

46,617 事業費 46,617

施策事業Ｎｏ ①-３ 青少年健全育成指導員12名
消耗品・負担金

青少年健全育成指導員12名
消耗品・負担金

☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

11039 事業費 34,758 事業費 34,758 事業費

決算額 244 事業費 424 継続

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

青少年健全育成指導員12名
消耗品・負担金

青少年健全育成指導員12名
消耗品・負担金

⻘少年健全育成指導員
報酬

・合同補導
・会議の開催

条例に基づき指導員１
２名を配置。情報収集
や情報交換を⾏ってい
る。地域での巡回活動
もここなっている。

今後の方向性

個別計画
― ― ―

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

青少年健全育成指導員12名
消耗品・負担金

ローリ
ング前

青少年健全育成指導員12名
消耗品・負担金

青少年健全育成指導員12名 青少年健全育成指導員12名

424

事業費 424

11066 事業費 424 事業費 424 事業費

社会教育グループ 424 424 424
350103 3年間の事業費 1,272

事業費 424 事業費 424

51



52
基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
５．⻘少年の健全育成 （施策②）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆
予算の妥当性

維持

☆☆

施策事業Ｎｏ ②-１ 子ども会育成連絡協議会補助 子ども会育成連絡協議会補助
（コロナ禍において、事業縮小して実施）

☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

決算額 314 事業費 301 継続
子ども会育成連絡協議
会補助⾦

・子どもミニ運動会
・子ども七夕まつり
・ジュニアリーダー研修会（科学の祭典）

子ども会単位の地域活
動と子どもの健全育成
を奨励・支援してい
る。組織の再編や子ど
も会単位だけでなく、
町全体での取り組みに
シフトしていく必要が
ある。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

子ども会育成連絡協議会補助 子ども会育成連絡協議会補助 子ども会育成連絡協議会補助

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

301 事業費 301 事業費 301
子ども会育成連絡協議会補助 子ども会育成連絡協議会補助 子ども会育成連絡協議会補助

314

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

社会教育グループ 301 301
事業費 314 事業費 314

301
350201 3年間の事業費 903 11061 事業費

施策事業Ｎｏ ②-２ 運営委員会報償費
放課後子ども教室にかかる経費

運営委員会報償費
放課後子ども教室にかかる経費

☆☆
これまでの効果事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況

決算額 1,299 事業費 1,365 継続
子ども放課後週末活動
支援事業

放課後子供教室推進事業（子どもワールド21）を開設 核家族化や地縁の希薄
化により、孤⽴しがち
な保護者に対して、家
庭教育に関する情報や
学習の機会を提供しつ
つ、支援するネット
ワークを構築すること
ができている。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

運営委員会報償費
放課後子ども教室にかかる経費

個別計画
― ― 〇 事業費 1,365 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

運営委員会報償費
放課後子ども教室にかかる経費

運営委員会報償費
放課後子ども教室にかかる経費

社会教育グループ 1,365 1,365 1,365
350202 3年間の事業費 4,095

ローリ
ング前

運営委員会報償費
放課後子ども教室にかかる経費

運営委員会報償費
放課後子ども教室にかかる経費

運営委員会報償費
放課後子ども教室にかかる経費

1,375

1,365 事業費 1,365

11062 事業費 1,375 事業費 1,375 事業費

予算の妥当性

維持



基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
５．⻘少年の健全育成 （施策③）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（平成 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 R2 〜 R7

千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
５．⻘少年の健全育成 （施策④）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

施策事業Ｎｏ ③-１ 【社会教育コーディネーター　1名】 家庭教育支援講座、家庭教育ナビゲーター
養成講座、学びカフェの実施

☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

決算額 2,994 事業費 114 継続
子育て支援ネットワー
ク充実事業

家庭教育支援講座、家庭教育ナビゲーター養成講座、学
びカフェの実施
※社会教育コーディネーター配置にかかる経費は会計年
度任⽤職員給与費へ移動

核家族化、地縁の希薄
化により、孤⽴しがち
な保護者への情報や学
習機会の提供、家庭教
育支援者のネットワー
ク構築を図ることがで
きた。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

家庭教育支援講座、家庭教育ナビゲーター
養成講座、学びカフェの実施

家庭教育支援講座、家庭教育ナビゲーター
養成講座、学びカフェの実施

家庭教育支援講座、家庭教育ナビゲーター
養成講座、学びカフェの実施

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

114 事業費 114 事業費 114
【社会教育コーディネーター　1名】 【社会教育コーディネーター　1名】 【社会教育コーディネーター　1名】

個別計画 大空町教育推進計画
― ― 〇 事業費

ローリ
ング前

社会教育グループ 114 114
事業費 3,109 事業費 3,109

114
350301 3年間の事業費 342 11043 事業費

施策事業Ｎｏ ③-２ 【社会教育コーディネーター　1名】 ☆☆
これまでの効果事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況

3,109

決算額 事業費 3,027 継続
子育て支援ネットワーク
充実事業会計年度任⽤職
員給与費

社会教育コーディネーター１名 放課後子ども教室推進
事業のコーディネート
を担う社会教育コー
ディネーターにより、
子どもワールド21への
参加呼びかけ、、関係
機関との連絡調整、地
域の協⼒者の確保、活
動プログラムの企画を
⾏っている。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

【社会教育コーディネーター　1人】

個別計画 大空町教育推進計画
― ― 〇 事業費 2,824 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

【社会教育コーディネーター　1名】 【社会教育コーディネーター　1人】

社会教育グループ 2,824 2,824 2,824
3年間の事業費 8,472

ローリ
ング前

2,824 事業費 2,824

事業費 事業費 事業費350302

施策事業Ｎｏ ④-１ 青年団体協議会補助金
青年団体連携会議補助金

青年団体協議会補助金
青年団体連携会議補助金
（コロナ禍により、事業縮小して実施）

☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

決算額 454 事業費 384 改善⻘年教育振興事業
・⻘年団体協議会への支援
・⻘年団体連携会議への支援（盆踊り保存会、龍舞
隊、ＪＡ⻘年部、商⼯会⻘年部）

地域⻘年の使命を果た
すために必要な諸課題
を解決するため、主体
的な学習活動を支援、
リーダー養成を⾏って
いる。郷土発展のた
め、⻘年層が主体と
なった町づくりを⾏っ
ていく必要がある。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

青年団体協議会補助金
青年団体連携会議補助金

青年団体協議会補助金
青年団体連携会議補助金

青年団体協議会補助金
青年団体連携会議補助金

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

384 事業費 384 事業費 384
青年団体協議会補助
青年団体連携会議補助金

青年団体協議会補助
青年団体連携会議補助金

青年団体協議会補助
青年団体連携会議補助金

個別計画
〇 ― ― 事業費

ローリ
ング前

社会教育グループ 384 384
事業費 454 事業費 454

384
350401 3年間の事業費 1,152 11056 事業費 454

☆☆
予算の妥当性

☆☆
予算の妥当性

維持

維持

☆☆
予算の妥当性

維持
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基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
６．地域文化の継承と創造 （施策①）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
６．地域文化の継承と創造 （施策②）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7

千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度

所管課 生涯学習課 事業費

総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆
予算の妥当性

維持

☆☆

予算の妥当性

拡充

☆☆
予算の妥当性

維持

施策事業Ｎｏ ①-２ ☆☆
これまでの効果事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況

決算額 事業費 継続
郷土歴史文化保勝会補
助⾦

文化財管理費に統合 今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

個別計画 大空町教育計画
― ― ― 事業費 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

社会教育グループ

360102 3年間の事業費

ローリ
ング前

事業費

111040 事業費 事業費 事業費

施策事業Ｎｏ ②-１ 指定古木管理報償費等 指定古木管理報償費等
【女満別湿生植物群落調査委託3,300】

☆☆

事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

決算額 503 事業費 4,912 継続文化財管理費

・指定古⽊維持管理
・文化財保護審議会報酬
・指定文化財管理報酬
・郷土・歴史文化保勝会補助⾦

湿生群落や遺跡等後世
に伝えていくべき文化
財の適正な管理保全を
⾏っている。今後は、
管理保全のための調査
を含め、国に要望して
いる補助を活用し適正
に管理していく必要が
ある。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

指定古木管理報償費等
【元町遺跡改修1843】

指定古木管理報償費等、委員報酬（改選
期会議2回）、【女満別湿生植物群落工事
8,800】、【環境保全対策設計委託1,200】

指定古木管理報償費等

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

3,030 事業費 11,119 事業費 1,073
指定古木管理報償費等
【元町遺跡改修1493】
（環境整備委託）

指定古木管理報償費等
委員報酬（改選期会議2回）

指定古木管理報償費等

2,586

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前社会教育グループ 3,030 11,119

事業費 1,139 事業費 1,093
1,073

360201 3年間の事業費 15,222 11075 事業費

施策事業Ｎｏ ②-２ ☆☆
これまでの効果事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況

決算額 事業費 継続
文化財保護審議会委員
報酬

文化財管理費に統合 今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

個別計画
― ― ― 事業費 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

社会教育グループ

360202 3年間の事業費

ローリ
ング前

委員報酬 委員報酬 委員報酬

事業費

111008 事業費 事業費 事業費
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基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
６．地域文化の継承と創造 （施策④）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

基本目標 第３章 いきがい はぐくむ 学びのまちづくり
６．地域文化の継承と創造 （施策⑥）

（令和 1 年度） （令和 2 年度）

千円 千円

年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度

事業期間 28 〜 R7
千円 千円 千円

実施年度 3 年度 4 年度 5 年度
所管課 生涯学習課 事業費
総計CD 千円 予算CD 千円 千円 千円

☆☆
予算の妥当性

維持

☆☆

施策事業Ｎｏ ④-１ 文化団体協議会補助金 文化団体協議会補助金
（コロナ禍により、事業を縮小して実施）

☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

決算額 450 事業費 200 継続文化団体協議会補助⾦
文化団体協議会への支援 大空町の文化の振興の

ために寄与している。
高齢化と団体の減少が
課題。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

文化団体協議会補助金
道民芸能祭当番

文化団体協議会補助金 文化団体協議会補助金

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

200 事業費 200 事業費 200
文化団体協議会補助金
道民芸能祭当番

文化団体協議会補助金 文化団体協議会補助金

500

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

社会教育グループ 200 200
事業費 450 事業費 450

200
360401 3年間の事業費 600 11071 事業費

施策事業Ｎｏ ④-２ 文化会館借上げ等 文化会館借上げ等
（コロナ禍により、リージョナルシアター事業延
期、町民文化祭中止）

☆☆

これまでの効果事  業  名
事 業 概 要（３年間の概要）

これまでの成果と
今後の課題

前年度決算 本年度予算 進⾏状況

決算額 919 事業費 1,190 継続芸術文化振興事業
・町⺠文化祭の実施
・総合型芸術文化倶楽部の開設

文化団体協議会と共催
し、町⺠文化祭を開始
することで、芸術文化
活動の発表の機会を創
出することができてい
る。今後は、地域文化
の継承発展のための取
組がさらに必要であ
る。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

文化会館借上げ
（リージョナルシアター事業）

個別計画
― ― ― 事業費 1,190 事業費

笑顔
ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

文化会館借上げ等 文化会館借上げ等

社会教育グループ 1,190 1,190 1,190
360402 3年間の事業費 3,570

ローリ
ング前

文化会館借上げ等 文化会館借上げ 文化会館借上げ等

1,256

1,190 事業費 1,190

11112 事業費 1,256 事業費 1,256 事業費

施策事業Ｎｏ ⑥-１ 教育文化合宿補助金
合宿見込み　バスケ・合唱・相撲・柔道・法
務

教育文化合宿補助金
合宿見込み　バスケ・合唱・相撲・柔道・法
務

☆☆
事  業  名

事 業 概 要（３年間の概要）
これまでの成果と

今後の課題
前年度決算 本年度予算 進⾏状況 これまでの効果

決算額 5,001 事業費 1,193 継続教育文化合宿補助⾦
質の高い教育文化団体等を本町に誘致し、地域の教
育・文化交流の向上を図りながら、地域の活性化を
目的として合宿誘致事業を支援する。

地域の活性化・交流人
⼝の拡大・地域競技⼒
の向上が図れている。

今後の方向性

会計名称 一般会計
ローリ
ング後

教育文化合宿補助金
合宿見込み　バスケ・合唱・相撲・柔道・野
球

教育文化合宿補助金
合宿見込み　バスケ・合唱・相撲・柔道・野
球

教育文化合宿補助金
合宿見込み　バスケ・合唱・相撲・柔道・野
球笑顔

ＰＪ

人づくりＰＬ 賑いづくりＰＬ 暮らしづくりＰＬ

7,963 事業費 7,963 事業費 7,963
教育文化合宿補助金
合宿見込み　バスケ・合唱・相撲・柔道・法
務

教育文化合宿補助金
合宿見込み　バスケ・合唱・相撲・柔道・法
務

教育文化合宿補助金
合宿見込み　バスケ・合唱・相撲・柔道・法
務

個別計画
― ― ― 事業費

ローリ
ング前

社会教育グループ 7,963 7,963
事業費 9,638 事業費 9,638

7,963
360601 3年間の事業費 23,889 11051 事業費 9,638

予算の妥当性

維持

☆☆
予算の妥当性

維持


