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◎市民の学習活動の拡充
(単)公民館施設環境整備事業（教育委員会事務局 社会教育課）（拡充）
８，７０５千円（5,710 千円）
１ 事業目的
老朽化著しい公民館施設の修繕や備品の更新等を行うことにより、施設の適正な維持管理
を推進し、利用者に良好な使用環境を提供する。
２ 事業年度
平成１９年度
３ １９年度の事業内容
□施設修繕料 ３，４００千円
・老朽・危険箇所修繕
□手数料 ４０５千円
・合併処理浄化槽等汚泥汲取り等
□委託料 ３００千円
・高木剪定、樹木消毒
□工事請負費 ２，８００千円
・垣生、中萩公民館公共下水道接続工事
□備品購入費 １，８００千円
・公民館備品購入

◎学校教育の充実
(施)幼稚園障害児教育充実費（教育委員会事務局 学校教育課）（新規）
７３９千円
１ 事業目的
様々な障害を抱えた園児に対して、ノーマライゼーションの進展に対応した幼児教育を受
ける機会を確保し、幼稚園生活の安全の確保を図り、支援を行う。
２ 事業年度
平成１９年度〜
３ １９年度の事業内容
□報酬 ７３９千円
・安全確保や学級運営に困難がある場合に必要な介助を行う生活介助員の報酬（１名）
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(施)小・中学校夢広がる学校づくり推進事業費（教育委員会事務局 学校教育課）
３，７９０千円（4,000 千円）
１ 事業目的
学校独自の創意工夫された事業展開を図り、児童・生徒が自ら考え、頭の中で総合化して
判断し、表現し、行動できる力を育み、「豊かな心」、「健やかな体」を培い、自立した社会
人となるため、たくましく生きていく基礎を養う。
２ 事業年度
平成１７年度〜
３ １９年度の事業内容
学 校 名
新居浜小学校
宮西小学校
金栄小学校

事

業

名

伝えよう、広げよう、元気な新小
英語に親しもう、ワイワイトープをみんなの宝物にしよう等
コミュニケーションの輪を広げよう
実践的なコミュニケーション能力の育成等
花いっぱいの学校
自然に親しみ､環境を守る子どもの育成

高津小学校

ふるさと発見
公園たんけん、まちたんけん、ワクワク高津発見等

惣開小学校

日本のよさを見直そう
日本の伝統文化や行事の体験等

若宮小学校

地域を学ぼう､地域と学ぼう､そして､地域と生きよう
地域の人々とともに行う集会等の活動等

垣生小学校

地球大好きっ！みんなで楽しくエコアクション！
にいはまスクールエコ運動の推進等

神郷小学校

２１世紀に生きる神郷っ子（食育・職育・エネルギー・環境）
食と環境についての学習等

多喜浜小学校

「地域と共に歩む」
多喜浜の自然や歴史、文化に触れよう！伝統文化に触れよう！

船木小学校

児童の心が豊かに育つ環境づくり
飼育栽培活動を充実させるための環境づくり等

中萩小学校

情報教育 夢広がるホームページ
コンピュータ等を活用した、情報活用の実践力の育成等

大生院小学校
角野小学校
大生院中学校

障害者とともに生きる力を育てる
障害児に配慮した学習環境の改善等
知ろう、話そう、伝えよう！角野っ子
表現力の育成、「話すこと・聞くこと」の充実等
思いや気持ちを表現し、伝え合う力を育てる
感じる心の育成、伝え合う力の育成等
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(施)中学生海外派遣費（教育委員会事務局 学校教育課）
５，５４８千円（5,260 千円）
１ 事業目的
中学生の国際交流活動を促進し、国際感覚を身に付けた人材を育成する。
２ 事業年度
昭和６１年度〜
３ 事業概要
市内の中学生をアメリカウィスコンシン州フランクリン市へ派遣し、ホームステイや生徒
との交流活動を行う。また、フランクリン市から生徒の訪問を受け入れ、学校やホームステ
イ先において交流を行い、相互交流を実施する。
４ １９年度の事業内容
□委託料 ４，０７７千円
・中学生 ２０名
・アメリカ（８泊１０日）
□旅費 １，２０５千円
・教育委員、指導主幹、教職員
□使用料及び賃借料 ８４千円
・フランクリン市生徒の施設見学研修バス借上料
□事務費 １８２千円
５ 財源内訳
□中学生実費徴収金（800 千円）□一財（4,748 千円）
(施)中学校ハートなんでも相談員設置事業費（教育委員会事務局 学校教育課）
３，３６０千円（3,360 千円）
１ 事業目的
生徒、保護者、教員等に対して相談活動を行うハートなんでも相談員を設置することによ
り、悩みや不安、ストレス等を和らげ、問題行動、不登校等を未然防止し、早期発見、早期
解決を図る。
２ 事業年度
平成１７年度〜（平成１０年度から中学校心の教室推進費として実施、平成１７年度に事
業名を変更）
３ １９年度の事業内容
□報償費 ３，３６０千円
・東中、西中、南中、泉川中、船木中、中萩中、大生院中の７校に設置するハートなん
でも相談員の謝金（年間１２０日（１日４時間程度））
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(施)いじめ・不登校問題等対策費（教育委員会事務局 学校教育課）
８，８７２千円（8,634 千円）
１ 事業目的
学校に行きたくても行けない児童・生徒が、適応教室（あすなろ教室）において様々な体
験活動を通じ、再登校、進学できるように支援する。
２ 事業年度
平成５年度（１０月）〜
３ １９年度の事業内容
①適応指導教室（あすなろ教室）
・月曜〜金曜
・毎日の活動は自主性に任せて実施
・登山、自然の家など野外活動を実施
・カウンセリング（月１回）
②不登校に関する電話相談、面接相談、訪問相談
・月曜〜金曜 午前９時〜午後５時
③いじめ１１０番
・月曜〜金曜 午前９時〜午後５時
④在宅学習のためのＩＴ支援
・不登校による学習の遅れや出席日数不足が学校復帰や中学校卒業後の進路選択の妨げ
となっている場合があるため、自宅においてＩＴ等を活用した学習活動を行った場合、
出席扱いとすることができるようになった。
（平成１７年７月６日付文部科学省初等中
等教育局長通知）
・インターネットを活用した学習支援システムの導入
⇒適応指導教室１施設＋不登校児童生徒の家庭利用（１００名まで）に対応
(施)子どもと親の相談員設置事業費（教育委員会事務局 学校教育課）
６７６千円（348 千円）
１ 事業目的
小学校において、不登校などの未然防止や早期発見、早期対応、学校運営の課題や児童虐
待への対応等を行う。
２ 事業年度
平成１６年度〜
３ １９年度の事業内容
□報償費 ６７２千円
・泉川小、中萩小において、不登校などの未然防止並びに早期発見及び早期対応に関す
る調査研究を行う相談員の謝金（年間１０５日（１日４時間程度））
□消耗品費 ４千円
４ 財源内訳
□県（676 千円）
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(施)いじめ・暴力から身を守る学習事業費（教育委員会事務局 学校教育課）（新規）
１，１８０千円
１ 事業目的
子どもへの暴力防止（ＣＡＰ）プログラムを実施することにより、子どもたちが様々な暴
力にあったとき、その場面において基本的な対処が行えるよう、また教職員、保護者におい
てもこのことを認識し、それぞれの事案についての初期対応が図れるよう学習する。
２ 事業年度
平成１９年度〜
３ 事業概要
市内全小学校の４年生、保護者及び教職員を対象に、それぞれを対象とした３つのワー
クショップ形式で構成されるプログラムを実施する。子どもワークショップにおいては、
子ども自身が自ら暴力から身を守るために何ができるか伝え、
「いやと言う」
「逃げる」
「相
談する」という基本的な対処の仕方や護身術等について学習し、自ら考え意見を述べ、ロ
ールプレイ（役割劇）に参加する形式で実施する。また、保護者、教職員のワークショッ
プにおいては、子どもワークショップの模擬等を行い、子どもたちの暴力から逃れる行動
や相談を受けるときの対応等について学習する。
４ １９年度の事業内容
□報償費 １，１８０千円
・教職員ワークショップ（２時間）
・保護者ワークショップ（２時間）
・子どもワークショップ（２時間）
(単)小学校施設環境整備事業（教育委員会事務局 学校教育課）
４６，６５６千円（124,982 千円）
１ 事業目的
小学校の施設・設備の適正な保守及び維持管理を図り、児童が安全で快適な教育を受ける
ことができる環境をつくる。
２ 事業年度
平成１９年度
３ １９年度の事業内容
□工事費 １９，２５２千円
・泉川小家庭科室改修、理科室改修、受水槽改修工事
・船木小家庭科室改修、受水槽更新工事
・金子小受水槽改修、職員室床改修、手洗い場設置工事
・惣開小プールろ過器改修工事
□施設修繕料 ２０，４１０千円
・老朽化による学校施設・設備等の修繕
□委託料等 ６，９９４千円
・高木剪定委託料、遊具購入、排水路浚渫等
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(単)中学校施設環境整備事業（教育委員会事務局 学校教育課）
３２，６８０千円（45,829 千円）
１ 事業目的
中学校の施設・設備の適正な保守及び維持管理を行い、生徒が安全で快適な教育を受ける
ことができる環境をつくる。
２ 事業年度
平成１９年度
３ １９年度の事業内容
□工事費 １７，１５９千円
・東中、西中、南中、泉川中、中萩中、大生院中空調設置工事
・東中高架水槽塗装工事
・南中放送設備改修、プール電動五方弁改修工事
・中萩中トイレ改修工事
□施設修繕料 ９，７８９千円
・老朽化による学校施設・設備等の修繕
□委託料等 ５，７３２千円
・高木剪定委託料、生徒用机・いす購入、排水路浚渫等
(施)小・中学校障害児教育充実費（教育委員会事務局 学校教育課）
３９，１９７千円（44,802 千円）
１ 事業目的
障害を持つ児童・生徒の個々のニーズに柔軟に対応した、地元の小・中学校において教育
を受ける機会を確保し、適切な指導、支援を行う。
２ 事業年度
平成１４年度〜
３ １９年度の事業内容
□報酬等 ３８，７１０千円
・情緒障害特別支援学級、ことばの教室等において、障害のある子どもたちへの教育に
従事する指導員の報酬等（７名）、安全確保や学級運営に困難がある場合に必要な介
助を行う生活介助員の報酬等（３０名）
・指導員・生活介助員旅費(468 千円)
□負担金補助及び交付金 ４８７千円
・情緒障害児の区域外通学交通費一部補助
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◎芸術文化・科学の振興
(単)文化施設環境整備事業（教育委員会事務局 体育文化課）
３７，５００千円（24,683 千円）
１ 事業目的
芸術文化の創作活動や発表の機会が充実したものとなるように文化施設・設備の適正な保
守及び維持管理を行い、施設を利用する市民の利便性の向上と快適な使用環境の提供を図る。
２ 事業年度
平成１９年度
３ １９年度の事業内容
□工事費 ２１，４０３千円
・市民文化センター大ホール舞台天井裏補強、舞台音響設備改修、舞台せり上
がり改修工事
・市民文化センター別館非常用畜電池改修工事
・市民文化センター本館会議室等窓枠改修工事
□使用料賃借料 １６，０９７千円
・市民文化センター大ホール調光設備・調光負荷設備リース料
(施)芸術文化振興費（教育委員会事務局 体育文化課）
１，０４７千円（935 千円）
１ 事業目的
市民が芸術公演を体験し、また子どもたちも身近な地域で芸術公演を体験することにより、
豊かな時間を共有する。
２ 事業年度
平成１９年度
３ １９年度の事業内容
□委託料等 ９１５千円
・郷土芸能発表会委託料(300 千円)
・学校出前コンサート委託料(565 千円)
瀬戸フィルハーモニー交響楽団
Ｈａｎｄｓ ｔｗｏ Ｈａｎｄｓ（本市出身）
・消耗品等(50 千円)
□負担金補助及び交付金 １３２千円
・東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校演奏会補助金
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(施)郷土美術館充実費（教育委員会事務局 体育文化課）
７，２０９千円（4,163 千円）
１ 事業目的
中央の優れた芸術文化を紹介する特別企画展、地域作家を紹介する企画展や文化教室、自
然漫歩を開催することにより文化の向上を図る。
２ 事業年度
平成１９年度
３ １９年度の事業内容
□委託料 ３，９５９千円
・企画展委託料(225 千円)新居浜市在住の作家の作品展
・特別企画展委託料(3,734 千円)日本画家故橋本明治氏、橋本弘安氏の日本画展(拡充)
□報償費等 ２，５０２千円
・作家等謝礼金、特別企画展ポスター等印刷外
□施設修繕料等 ７４８千円
・老朽箇所修繕、美術品火災保険料、専門図書購入外

◎スポーツ・レクリエーションの振興
(単)体育施設環境整備事業（教育委員会事務局 体育文化課）
２５，２６０千円（10,291 千円）
１ 事業目的
体育施設・設備の適正な保守及び維持管理を行い、施設を利用する市民の利便性の向上と
快適な使用環境の提供を図る。
２ 事業年度
平成１９年度
３ １９年度の事業内容
□工事費 ２４，２５４千円
・市民体育館競技場入口床改修工事
・山根公園屋内プール熱交換機改修、２階空調熱交換機改修工事
・市営野球場放送設備改修工事
・東雲競技場スタート部分レーン改修工事
・多喜浜体育館バスケットボールゴール改修工事
□備品購入 １，００６千円
・市民テニスコートコートドレイナー、山根総合体育館ベルトバイブレーター、銅山の
里自然の家冷凍冷蔵庫
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