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◎市民の学習活動の拡充
(施)地域主導型公民館推進費（教育委員会事務局 社会教育課）（拡充）
３０，５４６千円（12,965 千円）
１ 事業目的
公民館の活動において、地域住民が主体的に企画立案・運営できる体制に移行するこ
とで、自分たちの地域を愛し、より良くしていく風土を醸成することを目的とし、職員
体制の転換を図る。
２ 事業年度
平成２０年度～
３ 事業概要
地域主導型公民館に移行した公民館６館（Ｈ２０年度金子、惣開、若宮、泉川、Ｈ２
１年度新居浜、金栄）に加え、新たに移行しようとする公民館（口屋跡記念、高津、浮
島、垣生、神郷、多喜浜、船木、大生院）８館の計１４館において、正規職員の代わり
に公募による非常勤職員を配置し、地域の実態に即した、より効果効率性の高い管理運
営形態への移行を目指す。
４ ２２年度の事業内容
(１)報酬等 ３０，５４６千円
非常勤職員 １４名（報酬及び共済費）

◎学校教育の充実
(施)発達支援教育充実費（教育委員会事務局 発達支援課）（拡充）
３，４７３千円（1,346 千円）
１ 事業目的
巡回相談による早期発見、その後の療育専門家による早期教育相談、個別療育指導、
療育訓練、理学療法士や心理相談員による家族相談、就学相談の強化を図り、障害や発
達課題のある子どもたちが、家庭や地域の人たちと一緒に、より豊かに、自尊心をもっ
て、自立した生活ができることを目指し、幼稚園、保育園、小学校と連携を強化しなが
ら幼児、学齢期における早期発見、早期療育支援体制の整備充実と研修等による人材育
成を進める。
２ 事業年度
平成２１年度～
３ ２２年度の事業内容
(１) 報償費 ２，３３２千円
相談事業（巡回、早期教育、就学）謝金等
(２) 旅費等 ６０４千円
研修会講師旅費、就労移行調査研究旅費等
(３) 委託料 １８２千円
早期教育相談療育指導委託料
(４)消耗品・保険料等 ３５５千円
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(単)発達支援センター整備事業（教育委員会事務局 発達支援課）（新規）
２４，１９８千円
１ 事業目的
障害や発達課題のある子ども及びその家族に対して、必要な支援を包括的、継続的に
実施することを目的に、地域における発達支援の中核的機関として、子ども発達支援セ
ンターを設置し、総合相談、権利擁護、ケアマネジメント、家庭支援、早期療育、支援
のネットワークづくり等の各業務の充実を図り、発達支援の諸施策の機能強化を図る。
２ 事業年度
平成２２年度
３ ２２年度の事業内容
(１) 工事費等 ２１，１９９千円
相談室及びプレイルーム等の個室化改修工事、トイレの洋式化改修工事、建物北側
広場整地工事等
(２) 備品購入費 ２，９９９千円
テーブル、椅子、保育用品等購入
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(施)小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）
４，０００千円（4,000 千円）
１ 事業目的
地域の実態に応じ、各学校が創意工夫し、地域に開かれた特色ある学校づくりを通し
て、自ら考え、判断し、表現できる力を育むとともに、豊かな心、健やかな体を培い、
たくましく生きる児童の育成を図る。
２ 事業年度
平成１７年度～
３ ２２年度の事業内容
(１) 報償費
８３０千円
講師謝金
(２) 備品購入費 ７４４千円
教材備品購入
(３) 事業費 ２，４２６千円
活動用消耗品費、自動車借上料等
学 校 名
新居浜小学校

テーマ
伝えよう、広げよう、元気な新小

宮西小学校

コミュニケーションの輪を広げよう

金栄小学校

笑顔広がる交流の輪

高津小学校

ふるさと発見

浮島小学校

地域とともに育つ 浮島っ子
－つなげよう ひと・もの・こと－

惣開小学校

日本のよさを見直そう

若宮小学校

広げよう、ともに生きる力

垣生小学校

地球大好き！みんなで楽しくエコアクション！

神郷小学校
多喜浜小学校

スクールエコ運動を通して、
２１世紀をたくましく生きていける子どもを育てる
地域と共に歩む
～歴史・文化・人との触れ合いを通して～

泉川小学校

地域とともに育つ、泉川っ子
～つなげよう 石山の教え～

船木小学校

児童の心が豊かに育つ環境づくり

中萩小学校

伝えよう 広げよう Let’s try

大生院小学校
角野小学校

コミュニケーション能力の向上と豊かな表現力の育成
チャレンジ・ザ・スポーツ 角野っ子スタジアム

(公)小・中学校施設環境整備事業（教育委員会事務局 学校教育課）（拡充）
１１８，１８５千円（48,199 千円）
１ 事業目的
小・中学校の施設・設備の適正な保守及び維持管理を図り、児童・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。
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２ 事業年度
平成２２年度
３ ２２年度の事業内容
(１)工事費 ６９，００５千円
①扇風機設置工事
②泉川小家庭科室改修工事
③金子小・中萩小理科室改修工事
④垣生小・船木中運動場排水整備工事
⑤東中木造校舎撤去工事
(２)施設修繕料 ２６，８５２千円
老朽化による学校施設・設備等の修繕
(３)委託料等 １６，２４８千円
①高木剪定、排水路浚渫等
②中萩小焼却炉撤去委託料
③垣生小・船木中運動場排水整備設計委託料
(４)消耗品等 ６，０８０千円
机椅子購入、電話機更新、真砂土購入
４ 財源内訳
(１) 国 1/3（16,797 千円）
(２) 市債 75％（28,700 千円）
(３) 一財（72,688 千円）
(施)小・中学校特別支援教育充実費（教育委員会事務局 発達支援課）
６６，５３１千円（59,659 千円）
１ 事業目的
障害や発達課題のある児童・生徒の個々の教育的ニーズに柔軟に対応し、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。また、LD、ADHD、
高機能自閉症等の発達障害のある児童に対して、
教育支援等を行う学校支援員を配置し、
特別支援教育の充実を図る。
２ 事業年度
平成１４年度～
３ ２２年度の事業内容
(１)報酬等 ６５，８１２千円
①自閉症・情緒障害及び肢体不自由特別支援学級、ことばの教室等において、障害等
のある子どもたちへの学習支援に従事する指導員の報酬等（７名）
②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
（４６名）
③LD、ADHD、高機能自閉症等の児童に対する指導、支援を行う学校支援員の報酬等（６
名）
④指導員・生活介助員旅費等(370 千円)
(２)負担金補助及び交付金 ７１９千円
通学区域外の自閉症・情緒障害児学級に通学する児童生徒の通学交通費一部補助
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(施)幼稚園特別支援教育充実費（教育委員会事務局 発達支援課）（拡充）
７，９６４千円（0 千円）
１ 事業目的
障害や発達課題のある幼児が在園する市立幼稚園において、生活や学習上の困難を有
する園児に対し、生活上の介助の支援を行うために生活介助員を配置し、生活支援と園
の生活へのよりよい適応を図る。また、心身に障害を有する幼児が在園する私立幼稚園
が実施する特別支援教育に要する経費の一部に対して特別支援教育事業補助金を交付し、
市内の私立幼稚園における特別支援教育の振興と就園機会の促進を図る。
２ 事業年度
平成１９年度～
３ ２２年度の事業内容
(１)報酬
７６４千円
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）
(２)負担金補助及び交付金 ７，２００千円
私立幼稚園特別支援教育事業費補助金 障害児１名につき月額３０，０００円

◎芸術文化・科学の振興
(単)広瀬歴史記念館（旧広瀬邸）整備事業（教育委員会事務局 体育文化課）
５４，０７２千円（0 千円）
１ 事業目的
広瀬歴史記念館展示館と旧広瀬邸を結ぶ桜園の園路を整備し、移動及び桜園散策の利
便性を高めるとともに、旧広瀬邸内の馨原文庫（煉瓦書庫）
、靖献堂（持仏堂）
、新座敷
からこれらに接続する渡り廊下、及び茶室指月庵を整備し、内部公開スペースを拡大す
る。
２ 事業年度
平成２２年度
３ ２２年度の事業内容
(１)工事費 ５４，０７２千円
４ 財源内訳
(１)市債 75％（40,500 千円）
（交付税算入率 30％）
(２)あかがね基金繰入金（13,572 千円）

◎スポーツ・レクリエーションの振興
(施)市民体育充実強化費（教育委員会事務局 体育文化課）（拡充）
７，９１３千円（4,764 千円）
１ 事業目的
地域における生涯スポーツの普及と健康増進、本市競技スポーツの振興と競技レベル
の向上を図る。
２ 事業年度
平成２２年度
３ ２２年度の事業内容
(１)報償費 ２，８００千円
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各種全国大会出場奨励金
(２)消耗品費 １，９７６千円
社会体育指導者活動用ユニホーム購入
(３)委託料 １，５３７千円
地域スポーツ育成事業委託料
(４)補助金 １，６００千円
①駅伝大会補助金
②全国招待尐年剣道大会補助金
③スペシャルオリンピックス全国大会出場事業補助金
④西日本小学生ソフトボール大会補助金
⑤市民マラソン大会補助金

43

