
　文教関係

　（教育委員会）

事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　明

小 学 校 整 備 13億7,917万円 井口小学校校舎増築 5,721万6千円

財源内訳 　（スケジュール）

　国庫負担金 　　２年度　　　基本設計等
1億7,298万8千円

　　３年度　　　実施設計等
　市債

5億4,220万円 　　４～６年度　増築工事等

　一般財源
6億6,398万2千円 祇園小学校校舎増改築 780万円

　（スケジュール）

　　３年度　　　基本計画等

　　４・５年度　基本・実施設計等

　　６～８年度　増改築工事等

戸山小学校屋内運動場改築 1億2,500万円

　（スケジュール）

　　２年度　　　実施設計等

　　３年度　　　改築工事等

　　４・５年度　改築工事等

トイレの洋式化 9,120万円

　　43校

学校施設の長寿命化 1,400万円

　　大規模改修 1,140万円

　　　実施設計　６校

　　エレベーター改修 260万円

　　　実施設計　２校
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事　　業　　名 事　 業 　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　明

一般整備その他 10億8,395万4千円

中 学 校 整 備 16億4,613万8千円 祇園中学校校舎増築等 13億403万8千円

財源内訳 　（スケジュール）

　国庫負担金 　　30～２年度　校舎増築実施設計、
6,451万7千円 　　　　　　　　屋内運動場改築実施

　　　　　　　　設計、校舎増築工事、
　国庫補助金 　　　　　　　　屋内運動場改築工事

1億2,885万6千円 　　　　　　　　等

　市債 　　３年度　　　屋内運動場改築工事
9億3,820万円 　　　　　　　　等

　一般財源 　　４年度　　　既存屋内運動場・武
5億1,456万5千円 　　　　　　　　道場棟解体工事等

福祉環境整備　１校 940万円

　　スロープ設置

学校施設の長寿命化 4,040万円

　　大規模改修 400万円

　　　実施設計　２校

　　エレベーター改修 3,640万円

　　　改修工事　１校

一般整備その他 2億9,230万円
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事　　業　　名 事　 業 　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　明

高 等 学 校 整 備 4億394万円 天井等落下防止対策 7,954万円

財源内訳 　　改修工事　１校
　　　　

　市債
3億910万円 一般整備その他 3億2,440万円

　一般財源
9,484万円

特 別 支 援 学 校 整 備 2億6,412万4千円 広島特別支援学校校舎増築 2億4,482万4千円

財源内訳 　（スケジュール）

　市債 　　29～２年度　基本計画、基本・実
1億8,150万円 　　　　　　　　施設計等

　一般財源 　　３年度　　　増築工事等
8,262万4千円

　　４～６年度　増築工事等

天井等落下防止対策 930万円

　　基本設計

一般整備 1,000万円

幼 稚 園 整 備 400万円 一般整備

財源内訳

　一般財源
400万円
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事　　業　　名 事　 業 　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　明

学 校 施 設 災 害 復 旧 1億2,410万円 災害復旧工事

　 財源内訳 　　三田小学校

　国庫負担金
2,227万7千円

　県負担金
7,300万円

　市債
2,880万円

　一般財源
2万3千円
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事　　業　　名 事　 業 　費

個に応じたきめ細かな
質の高い教育の推進 （5億8,999万9千円)

　⑴　確かな学力・健
　　　やかな体をはぐ 1億6,221万8千円 学力向上の推進 1億6,032万2千円

　　　くむ教育の推進
財源内訳 　　一人一人の児童生徒が、確かな学

　　力、異文化への理解に資する英語
　一般財源 　　力、豊かなコミュニケーション能

1億6,221万8千円 　　力を身に付け、可能性を最大限発
　　揮できるよう、個に応じたきめ細
　　かな質の高い教育を推進する。

　　（主な取組内容）
　　　①研究校を指定し、個別の学習
　　　　支援が必要な児童生徒に対す
　　　　る補充学習等を行う。
　　　②広島中等教育学校において、
　　　　広島市立大学のｅラーニング
　　　　を活用した英語学習など、効
　　　　果的な教育方法の開発を目指
　　　　す。
　　　③英語教育特別研究校を指定し、
　　　　広島中等教育学校で成果があ
　　　　った英語教育のプログラムに
　　　　取り組む。
　　　④ネイティブ・スピーカーから
　　　　生きた言語を学ぶことで、身
　　　　近な話題を理解・表現できる
　　　　英語能力を育成するため、中
　　　　学校の英語指導助手を増員す
　　　　る。
　　　　（拡充内容）
　　　　　配置人数　20人→26人

体力向上推進事業 189万6千円

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

説　　　　　　　　　　　　　　　　明
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事　　業　　名 事　 業 　費

　⑵　豊かな心をはぐ
　　　くむ教育の推進 18万7千円 道徳教育推進事業

財源内訳 　　道徳性をはぐくむ教育 11万4千円

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

　　　指導方法等の実践研究を行う。

　　広島グッドチャレンジ賞の実施 7万3千円

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

　⑶　広島の特性を踏
　　　まえた教育の推 39万9千円 平和教育の推進
　　　進

財源内訳 　　中学生による「伝えるＨＩＲＯＳ
　　ＨＩＭＡプロジェクト」の実施

　一般財源
39万9千円 　　　中学２・３年生の中からメッセ

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

　⑷　特色ある学校づ
　　　くり 4億2,719万5千円 学習サポーター・特別支援教育ア

シスタント事業 4億2,612万4千円

財源内訳
　　児童生徒等に対し個別の学習支援

　国庫補助金 　　等を行う学習サポーターや、通常
1億2,489万6千円 　　の学級に在籍する肢体不自由児に

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

3億229万9千円 　　置する。

説　　　　　　　　　　　　　　　　明
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事　　業　　名 事　 業 　費

中山間地・島しょ部の小・中学校にお
ける特色ある教育の推進 107万1千円

　　小中一貫教育校（似島・戸山・
　　阿戸）における特色ある教育の
　　展開 50万円

　　（主な取組内容）
　　　①義務教育９年間を前期（４年）、
　　　　中期（３年）、後期（２年）
　　　　に区分した小・中の円滑な接
　　　　続
　　　②小中一貫教育校の特例を活用
　　　　した「ふるさと科」の実施
　　　③遠隔授業システムによる他校
　　　　との交流授業の実施

　　いきいき体験オープンスクール 57万1千円

安全な学校給食の提供 495万円 ＬＩＮＥを活用した学校給食の食物ア
レルギー・献立に関する情報の提供

財源内訳
　　アレルギー原因食物等を事前に登

　一般財源 　　録した児童生徒や保護者等に対し、
495万円 　　その使用や献立に関する情報をＬ

　　ＩＮＥを活用して提供する。　

説　　　　　　　　　　　　　　　　明
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事　　業　　名

いじめに関する総合対
策 （3億6,490万5千円) いじめのない学校づくりに向け、以下

の取組を推進する。

　⑴　いじめの未然防
　　　止 479万8千円 家庭、地域、学校が連携し「いじめを

生まない支持的風土」を醸成
財源内訳

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

479万8千円

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

　　いじめ防止対策推進審議会等の運
　　営 313万6千円

　⑵　認知したいじめ
　　　への適切な対応 3億5,920万8千円 早期発見・早期対応の強化

財源内訳 　　スクールカウンセラーの配
    置 2億7,550万6千円

　国庫補助金
1億1,203万4千円 　　　小・中、高等学校等にスクール

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

2億4,717万4千円 　　　図る。

　　スクールソーシャルワーカー等
　　の配置 6,418万9千円

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

　　　（拡充内容）
　　　　スクールソーシャルワーカー
　　　　の配置人数　16人→18人

事　 業 　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　明
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事　　業　　名 事　 業 　費

　　生徒指導支援員の配置 1,951万3千円

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

　⑶　教職員の資質向
　　　上 89万9千円 生徒指導体制の充実

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

　一般財源 　　制を強化するとともに、生徒指導
89万9千円 　　主事及び教育相談・支援主任を対

　　象とした研修を実施する。

不登校等対策の推進 1億994万4千円 不登校等対策ふれあい事業

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

　国庫補助金 　　て、学校内外で相談活動等を行う。
3,659万6千円

　一般財源
7,334万8千円

「ひろしま型チーム学   

校」の構築 8,608万4千円 まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト
の実施 5,040万円

財源内訳
　　プロジェクト実施校の学校協力者

　国庫補助金 　　会議等のコーディネーターを中心
2,298万3千円 　　として、家庭・地域による教育支

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

6,310万1千円 　　　
　　（拡充内容）
　　　実施校　48校→56校

説　　　　　　　　　　　　　　　　明
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事　　業　　名 事　 業 　費

コミュニティ・スクールの導入 290万4千円

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

　　（拡充内容）
　　　設置校　３校→44校

子どもの安全対策推進事業 3,278万円

　　「子ども安全の日」事業の実施 607万5千円

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

　　地域ぐるみの学校安全体制整
　　備推進事業 1,854万9千円

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

 

　　登下校体制整備 381万3千円

　　　新小学１年生への防犯ブザーの
　　　支給

　　見守り・巡回活動その他 434万3千円

説　　　　　　　　　　　　　　　　明

－159－



事　　業　　名 事　 業 　費

学校における働き方改
革の推進●●●●●● 1億4,099万2千円 これまで教職員が担ってきた役割の見

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

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

3,111万4千円 学校教育体制を構築する。

　一般財源 　　採点システムの運用 523万4千円
1億987万8千円

　　中学校部活動指導員の配置 9,441万5千円

　　高等学校校務支援システムの運用
　　等 409万8千円

　　幼稚園の園内清掃の外部委託 101万4千円

　　スクールロイヤーの活用 59万4千円

　　給食費等管理システムの構築 3,521万2千円

　　働き方改革推進フォーラムの開催
　　等 42万5千円

私 学 助 成 1億2,207万1千円 私立幼稚園振興事業補助 5,409万3千円

財源内訳
私立幼稚園特別支援教育研究事業補助 42万2千円

　一般財源
1億2,207万1千円

 私立中学校振興事業補助 237万6千円

私立高等学校振興事業補助 4,847万2千円

私立高等学校部活動パワーアップ事
業補助 1,623万9千円

外国人学校振興事業補助 46万9千円

説　　　　　　　　　　　　　　　　明
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事　　業　　名 事　 業 　費

青少年の育成・成長支   

援●●●●●●●●● 2,326万9千円 電子メディアに関する講習会等の開催 111万9千円

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

　国庫補助金 　　生徒や地域住民等を対象に、電子
74万8千円 　　メディアに関する講習会等を開催

　　する。
　一般財源

2,252万1千円

１０（テン）オフ運動の推進 6万6千円

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

少年サポートセンターひろしまの運
営 2,208万4千円

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

説　　　　　　　　　　　　　　　　明
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事　　業　　名 事　 業 　費

子どもの居場所の確保 15億7,415万3千円 児童館の整備 4億2,056万円

財源内訳 　　新設 1億9,408万円

　国庫補助金 　　　春日野児童館 1億8,988万円
2億6,257万3千円

　　　　場　所　安佐南区山本新町二
　県補助金 　　　　　　　　丁目

2億1,414万5千円

　　　（スケジュール）
　市債 　

3億920万円 　　　　２年度　実施設計
　　　　

　一般財源 　 　　　　３年度　建設工事
7億8,823万5千円

　　　石内児童館 420万円
　

　　　　場　所　佐伯区五日市町石内

　　　（スケジュール）

　　　　３年度　実施設計
　　　　
　　　　４年度　校舎改修工事

　　建替え 1億6,138万円

　　　竹屋児童館
　
　　　　場　所　中区鶴見町

　　　（スケジュール）

　　　　元・２年度　実施設計等
　　　　
　　　　３年度　　　建設工事

　　　　４年度　　　既存児童館解体
　　　        　　　工事

　　空調設備整備 6,510万円

　　　実施設計、備品購入　47館

説　　　　　　　　　　　　　　　　明
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事　　業　　名 事　 業 　費

民間放課後児童クラブ運営費等
補助 11億5,359万3千円

　　民間事業者に対する補助を行い、
　　児童の受入枠の拡大を図る。

　　　継続　42学区　74クラス

質の高い幼児教育・保
育の提供 554万1千円 乳幼児教育保育推進体制の充実・活用

強化事業
財源内訳

　　公立・私立を問わず全ての子ども
　国庫補助金 　　が質の高い幼児教育・保育を受け

277万1千円 　　られるよう、「乳幼児教育保育支
　　援センター」を中心として、調査・

　一般財源 　　研究や幼稚園教諭、保育士等の人
277万円 　　材育成等を行う。

学校における感染症対
策等ああああああああ 2億5,114万5千円 スクール・サポート・スタッフの配置

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

　国庫補助金 　　スタッフを全ての市立幼稚園・学
6,028万5千円 　　校に配置する。

　一般財源
1億9,086万円

説　　　　　　　　　　　　　　　　明
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