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◎学習活動の
学習活動の充実
（公）夜間照明施設整備
（公）夜間照明施設整備事業
夜間照明施設整備事業（教育委員会事務局
事業（教育委員会事務局 社会教育課）
１０５，１４０千
１０５，１４０千円（119,609 千円）
１ 事業目的
老朽化が進む学校開放照明設備の計画的な更新（建替え）を行うことにより、利用環境
の向上と市民のスポーツやコミュニティ活動の促進を図る。
２ ２７年度の事業
２７年度の事業内容
年度の事業内容
（１）夜間照明設備工事
新居浜小学校、浮島小学校、泉川小学校、金栄小学校
（２）防球ネット更新工事
金栄小学校
３ 財源内訳
（１）国 1/3
20,168 千円（学校施設環境改善交付金）
（２）市債 75%
30,200 千円（学校教育施設等整備事業債）
（３）一財
54,772 千円

◎地域づくりの
地域づくりの推進
づくりの推進
（施）あいさつ運動推進事業費
あいさつ運動推進事業費（
事業費（教育員会事務局 学校教育課）
学校教育課）（新規）
１，０００千円
１，０００千円
１ 事業目的
地域や学校で「ふるさとを愛し、未来を拓く」子どもたちを育てるために、重要な基盤
となるものが「あいさつ」である。学校、ＰＴＡ、地域社会が協力して子どもたちに関わ
り、あいさつ運動を推進することによって、子どもたちのコミュニケーション能力を育成
し、また、相手に対する敬意や親愛の心を持ち、互いに信頼できる関係を構築することで、
地域の中で安心して生きていけるまちづくりを推進する。
２ ２７年度の事業内容
２７年度の事業内容
・あいさつ運動推進事業委託料
（１）あいさつ日本一のまちづくり推進事業委託料
５００千円
制作した啓発用のぼり旗、啓発物品をあいさつ運動で活用する。各小中学校で
の「あいさつ標語」
、
「あいさつイメージキャラクター」等の募集。
市民文化センターで「あいさつ大会」を開催し、小中学校の活動発表コンテス
ト、過去の笑顔甲子園出場者を招聘してのお笑いライブを実施する。
（２）あいさつ標語看板作製委託料
５００千円
あいさつ標語看板を制作し、市内１０中学校区概ね各１０か所の小中学校、公
民館等のフェンスや外壁等に設置する。
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◎学校教育の
学校教育の充実

（施）小・中学校教育充実費
小・中学校教育充実費（教育委員会事務局
教育充実費（教育委員会事務局 学校教育課）（拡充）
拡充）
５２，４０７千円
５２，４０７千円（
千円（49,262 千円）
千円）
１ 事業目的
小・中学校における教育活動に必要な教材や環境の整備に要する経費を公費で負担する
ことにより、教育内容の充実と保護者負担の軽減を図る。
平成２７年度は、バス料金の制度変更に伴う修学旅行にかかる費用の増額分の一部を緊
急避難策として補助することにより、保護者の経済的負担の軽減を図る。
２ ２７年度の事業内容
２７年度の事業内容
・備品購入費（学校図書館用図書購入費）
１４，４２６千円
・消耗品費（教材用紙、準教科書等、理科実験材料等）
２６，４５６千円
・使用料及び賃借料（ふるさと学習、社会見学等バス借上料）８，３０４千円
・補助金（全国合唱音楽コンクール派遣補助）
１，１３７千円
・講師謝礼、保険料等
４８６千円
・補助金（修学旅行バス料金補助金）
１，５９８千円＜※拡充＞
＜※拡充＞
３ 財源内訳
（１）県 1/2
799 千円（修学旅行バス料金補助金）
（２）一財
51,608 千円

（施）持続可能な開発のための教育推進費（
（新規・政策懇談会
持続可能な開発のための教育推進費（教育委員会事務局 学校教育課）
新規・政策懇談会）
・政策懇談会）
５０９千円
５０９千円
１ 事業目的
子ども達が、変化の激しい不安定な時代を生き抜くために、
「問題解決能力」
「豊かな心
と創造的なコミュニケーション能力」
「健康・体力」を身につけ、
「多様化、複雑化する問
題を解決する力」
を育成する必要がある。
現代社会の様々な課題を自らの問題として捉え、
身近なところから取組み、解決し、実践化していこうとする力を育てることを目的に、将
来にわたって持続可能な社会を構築する担い手をはぐくむ教育（ＥＳＤ）を行う。
２ ２７年度の事業内容
２７年度の事業内容
（１）小中学校教諭先進地研修旅費
２６２千円
持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）の推進拠点であるユネスコスクール先
進地「ユネスコスクールのまち大牟田」を訪問し、教育委員会、各小中学校ほか
関係機関でのＥＳＤ推進の取組について研修する。
（２）ＥＳＤ啓発パンフレット作製費
２４７千円
主に小中学校で取り組んでいるＥＳＤ活動（環境学習・ふるさと学習・防災教
育・人権教育・福祉教育）を紹介したパンフレットを作成し、各家庭、公民館等
の関係機関に配布し、ＥＳＤ活動の重要性について広く普及啓発する。
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（公・単
公・単）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）
１４５，１０５千円
４５，１０５千円（
千円（101,243 千円）
千円）
１ 事業目的
小・中学校の施設については老朽化が進み、修繕・改修の必要な箇所が多くある。安全
で快適な教育環境の確保・維持管理を図るため、各種施設の修繕及び改修工事を施工する
とともに、高木剪定・樹木消毒委託、運動場への土入れ等を行う。
また、
運動場の排水状況が悪い学校については、
雨天後も短時間で使用可能となるよう、
運動場下に排水管を埋設し、表層を浸透性のある土に入れ替える工事を行う。
２ ２７年度の事業内容
２７年度の事業内容
（１）小学校施設環境整備事業
・工事費
３２，４３０千円
若宮小学校バスケットボード改修工事、金子小学校受水槽設備改修工事、
角野小学校体育館屋根塗装改修工事、泉川小学校体育館床改修工事
・委託料（小学校施設管理委託料）
３，１６３千円
・施設修繕料（老朽、危険個所の補修・修繕）
１７，３２４千円
・その他（消耗品、原材料費、備品購入費等）
８，８３８千円
（２）小学校運動場排水整備事業
・工事費（金栄小学校運動場排水整備工事）
５６，４３０千円
（３）中学校施設環境整備事業
・工事費
１５，０２３千円
角野中学校クラブハウス雨漏り修繕工事、大生院中学校体育館防水工事
西中学校エレベーター既存不適格解消工事
・委託料（中学校施設管理委託料）
２，２６３千円
・施設修繕料（老朽、危険個所の補修・修繕）
７，４９８千円
・その他（消耗品、原材料費、備品購入費等）
２，１３６千円
３ 財源内訳
（１）国 1/3
18,810 千円（学校施設環境改善交付金）
（２）市債 75%
28,200 千円（学校教育施設等整備事業債）
（３）一財
98,095 千円
（公）小学校大規模改造事業（教育委員会事務局
小学校大規模改造事業（教育委員会事務局 学校教育課）
８７５，４６３千円
８７５，４６３千円（
千円（32,972 千円）
千円）
１ 事業目的
学校施設は、子どもたちの学習・生活の場であるとともに、地域コミュニティの中心で
あり、非常時には防災拠点の役割を果たす施設であるため、安全かつ安心な施設環境を確
保することが必要である。また、児童生徒を取り巻く社会環境の変化に伴い、時代に即し
た機能的な施設環境を確保するためにも、学校施設の大規模改修を実施する。
２ ２７度の事業内容
・神郷小学校プール新築工事設計業務委託
１２，６６６千円
・大生院小学校プール新築工事
２４５，６３４千円
・泉川小学校南棟大規模改造工事
６１７，１６３千円
３ 財源内訳
（１）国 1/3
287,004 千円（学校施設環境改善交付金）
（２）市債 90%
516,400 千円（学校教育施設等整備事業債）
（３）一財
72,059 千円
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（施）
（施）学力向上学習支援事業
学力向上学習支援事業費（教育委員会
拡充・政策懇談会）
向上学習支援事業費（教育委員会 学校教育課）（拡充・政策懇談会）
３０，１７６千円
３０，１７６千円（
千円（1,356 千円）
千円）
１ 事業目的
児童生徒に基礎的な知識や技能を身に付けさせるとともに、主体的に学習に取り組む態
度を育成し、学習習慣の定着化と思考力、判断力、表現力、コミュニケーション力を育む
事業を推進し、確かな学力の習得を図る。
放課後に、学校の余裕教室等において学習支援の場を提供し、就学児童の放課後支援及
び学力向上対策を進める。
２ ２７年
２７年度の事業内容
（１）あかがね算数・数学コンテスト

１９８千円

数学的な考え方を駆使して難問に挑戦することを通し、優れた数学的資質能
力を備えた児童生徒を育成する。
（２）新聞制作体験学習支援事業

８６８千円

地元新聞社と協力し、中学生が取材や記事を各体験を通じて、言語やコミュ
ニケーション能力を高める。
（３）英語キャンプ開催費

１，３６８千円＜新規＞

大学生やＡＬＴ等との３日間の合宿生活を通じて、英語で聞き、話し、仲間
とともに考える楽しさと生きた英語を学び、英語力とコミュニケーション力を
深める。
（４）放課後まなび塾運営費

２７，６５２千円＜※
２７，６５２千円＜※拡充＞

小学 4 年生～6 年生を対象に、小学校の余裕教室等を活用して、放課後に教員
ＯＢなどの学習支援員による宿題の指導などの学習支援を行う「放課後まなび
塾」を運営する。
（５）学校再編検討委員会運営費
３ 財源内訳
（１）その他
100 千円（参加負担金）
（２）一財
30,076 千円

９０千円＜新規＞

（施）小学校保健充実
（施）小学校保健充実費
小学校保健充実費（教育委員会事務局 学校教育課）（新規）
新規）
１，０１７千円
１，０１７千円
１ 事業目的
児童のむし歯罹患率が県内他市に比べて高いことから、フッ化物洗口を県の指定校（４
校）以外の小学校（１３校）についても、新居浜市歯科医師会の協力のもと同様に実施し、
市内全小学校でのむし歯予防に取り組む。
集団での定期的な実施によって、広範囲で習慣的なむし歯予防を推進するとともに、児
童のむし歯予防に対する意識啓発を図る。
２ ２７年度の事業内容
２７年度の事業内容
愛媛県のモデル事業指定校以外の小学校について、フッ化物洗口実施に必要な器材・
試薬等を購入する。
・消耗品費（溶液貯蔵用ポリタンク、洗口液分注用ボトル等） ３４１千円
・医薬材料費（フッ化ナトリウム試薬ほか）
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（施）小学校教育用コンピューター整備費
（施）小学校教育用コンピューター整備費（教育委員会事務局
（拡充・政策懇談会）
拡充・政策懇談会）
小学校教育用コンピューター整備費（教育委員会事務局 学校教育課）
３９，５５９千円
３９，５５９千円（
千円（13,206 千円）
１ 事業目的
情報教育の必要性が増していく中、平成２２年度は旧機器も利用しパソコン教室用の台
数を増やし、普通教室へのＬＡＮ整備を行った。今回５年が経過し再構築時期となったた
め、
買い取りからリースに切り替えて支出の平準化を行い、
利用できる台数を維持しつつ、
効率的かつ効果的な学校ＩＣＴ環境を構築していく。
また、新居浜市政策懇談会で提言のあった教育環境の向上（電子黒板の全教室への導入）
を目指し、電子黒板機能付プロジェクターを順次整備していく。
２ ２７年度の事業内容
２７年度の事業内容
平成２４年度から順次整備している垣生小学校、泉川小学校、高津小学校に続き、平成
２７年度は高津小学校の一部と新居浜小学校に整備予定
・使用料（教育用コンピューターリース料）
２９，８３２千円
・委託料（小学校ＩＣＴ保守委託料）
５，１４８千円
・器具購入費（電子黒板機能付プロジェクターほか） ３，５１９千円
・備品購入費（デジタル教科書ライセンス料）
９０８千円
・その他（器具修繕料、手数料）
１５２千円

（施）誕生学プログラム実施事業費
（施）誕生学プログラム実施事業費（教育委員会事務局
誕生学プログラム実施事業費（教育委員会事務局 学校教育課）（新規）
新規）
５０千円
５０千円
１ 事業目的
現代社会において、子どもたちを取り巻く環境は、いじめや不登校、性行動開始年齢の
低年齢化など様々な問題を抱えている。そのような中で、子どもたちの自己肯定力、自尊
感情を高め、いじめや自殺防止に寄与し、友達同士のお互いを尊重する気持ちなどを育む
ために、小学校３，４年生を対象に、生命の神秘や命の大切さを学ぶ授業（誕生学）を実
施する。
（協働事業）
２ ２７年度事業内容
・誕生学講師料
５０千円（講師料１０，０００円×小学校５校）
誕生学協会の専門的な知識を得た講師による生命の誕生の神秘や命の大切さ、命
をつなげる貴さなどを教える授業を実施する。
（毎年５校ずつ実施）
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（施）小・中学校非構造部材耐震対策事業
（施）小・中学校非構造部材耐震対策事業（教育委員会事務局
小・中学校非構造部材耐震対策事業（教育委員会事務局 学校教育課）
１２２，１２４千円
１２２，１２４千円（
千円（177,772 千円）
１ 事業目的
東日本大震災において、体育館等のつり天井や照明が落下し、大きな被害を被ったこと
を受けて、体育館等の非構造部材の耐震対策が急務となった。文部科学省の通知により、
高さが６ｍ以上または面積が２００㎡以上のいずれかを満たす屋内運動場等の天井につい
ては、
平成２７年度までに速やかに落下防止対策工事を講じることとなっていることから、
小学校非構造部材耐震対策工事を実施する。
２ ２７年度事業
２７年度事業内容
事業内容
（１）小学校非構造部材耐震対策事業
・新居浜小学校多目的スペース天井落下防止対策工事（１８，３６０千円）
・金栄小学校体育館天井落下防止対策工事
（２８，２９６千円）
・新居浜小学校他１２校非構造部材耐震工事
（１７，６２２千円）
※吊り天井を有しない体育館の照明器具等非構造部材の耐震対策工事
（２）中学校非構造部材耐震対策事業
・西中学校多目的スペース天井落下防止対策工事
（１７，７１２千円）
・泉川中学校体育館天井落下防止対策工事
（３２，８３２千円）
・東中学校他４校体育館非構造部材耐震工事
（７，３０２千円）
※吊り天井を有しない体育館の照明器具等非構造部材の耐震対策工事
３ 財源内訳
（１）国
1/3
32,400 千円（学校施設環境改善交付金）
（２）市債 100%
89,600 千円（緊急防災・減災事業債（100%）ほか）
（３）一財
124 千円

（施）二次検診公費負担実施事業費
（施）二次検診公費負担実施事業費（教育委員会事務局
二次検診公費負担実施事業費（教育委員会事務局 学校教育課）（新規）
新規）
１，２９８千円
１，２９８千円
１ 事業目的
新居浜市学校検尿判定委員会、愛媛県医師会学校医会心臓病対策委員会から、それぞれ
現状の学校検尿及び学校心臓検診の精度向上やシステム改善について提言を受けたことな
どから、尿検査及び心臓検診の二次検診費用の公費負担により、保護者の経済的な負担軽
減を図り、児童生徒の各疾患の早期発見に寄与する。
２ ２７年度事業
２７年度事業内容
事業内容
・役務費（二次検尿手数料）
１５３千円
＠500 円×（小学校 120 人＋中学校 180 人＋幼稚園 5 人）
・委託料（心臓二次検診委託料）
１，１４５千円
＠7,643 円×（小学１年 60 人＋中学１年 90 人）
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（施）学校図書館支援センター充実費
（施）学校図書館支援センター充実費（教育委員会事務局
拡充・政策懇談会）
学校図書館支援センター充実費（教育委員会事務局 学校教育課）（拡充・政策懇談会）
１９，３２８千円
１９，３２８千円（
千円（12,376 千円）
１ 事業目的
学校図書館法の改正により、学校に学校司書を置くよう努めなければならないとされた
ことから、学校司書（学校図書館支援員）を各学校に派遣して、学校図書館の整備運営、
図書資料を活用した授業支援を行い、学校図書館の読書センター機能と学習情報センター
機能の強化を図る。
２ ２７年度事業
２７年度事業内容
事業内容
学校図書館の様々な取組を支援する（仮称）学校図書館支援センターを学校教育課内に
設置し、学校司書８名を各学校に派遣し、教職員と連携して学校図書館の整備、調べ学習
や図書資料を活用した授業支援を行い、児童生徒の主体的な学習活動や豊かな感性などが
育まれるよう学校図書館の機能強化を進める。
・学校司書人件費（２６年度６名から２名増員して８名体制）
１７，２６７千円
・学校図書館支援センター運営費（学校図書館ＰＣリース料金など）２，０６１千円

※（経常）就園奨励補助費
※（経常）就園奨励補助費（教育委員会事務局
就園奨励補助費（教育委員会事務局 学校教育課）（拡充）
拡充）
１０３，６９７千円（
１０３，６９７千円（48,756 千円）
千円）
１ 事業目的
私立幼稚園に子ども（満３歳以上）を通園させている家庭に対し、世帯の所得の状況に
応じて保育料等を軽減し、保護者の経済的負担の軽減と幼稚園教育の一層の普及充実を図
る。
２ ２７年度事業内容
・就園奨励補助金（９８，６１７千円）
世帯の所得状況（市民税額）
、扶養人数等に応じて幼稚園就園奨励補助金を支出する。
（低所得世帯、多子世帯の保護者負担の軽減）
低所得世帯、多子世帯の保護者負担の軽減）＜※拡充＞
平成２７年度から、多子世帯の保護者負担の軽減を拡充するため、小学校３年生
までの兄姉がいる世帯まで補助対象を拡大（これまでは同時在園のみ）し、第２子
の補助金額は年額保育料の概ね半額、第３子の補助金額は概ね無料の水準まで補助
単価を引き上げる。
（保育園と同様）
また、市民税非課税世帯の保育料を月額 3,000 円に引き下げる国の方針を受け、
市民税非課税世帯の補助単価を自己負担が 3,000 円となる水準まで引き上げる。
・基幹システム改修委託料（４，６００千円）
・基幹システム使用料（４８０千円）
３ 財源内訳
（１）国
1/3
24,654 千円（幼稚園就園奨励費補助金）
（２）一財
79,043 千円
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◎特別支援教育の
特別支援教育の充実
（施）幼稚園・小・中学校特別支援教育充実費
（施）幼稚園・小・中学校特別支援教育充実費（教育委員会事務局
幼稚園・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）
発達支援課）
１３０，４５３千円
１３０，４５３千円（
千円（122,945 千円）
１ 事業目的
障がいや発達課題のある幼児・児童・生徒が在籍する幼稚園、小・中学校において、生
活や学習上の困難を有する子どもに対し、生活上の介助や学習指導上の支援を行うために
学校特別支援教育支援員を配置し、特別な教育的支援を必要としている児童・生徒の学習
効果を高めるとともに、園児の生活支援と幼稚園・学校生活へのよりよい適応を図る。
通学区域外の自閉症・情緒障がい特別支援学級に通学する児童・生徒に、その通学費の
一部を補助する。また、心身に障がい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費補助金を交付し、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 ２７年度事業
２７年度事業内容
事業内容
（１）幼稚園特別支援教育充実費
○学校特別支援教育支援員報酬等
（５，３４３千円）
・生活介助員 ７人（神郷幼稚園２人 王子幼稚園５人配置予定）
○私立幼稚園特別支援教育事業補助金
（４，６８０千円）
・補助対象者
私立幼稚園の設置者
・補助対象園児（ア）身体障害者手帳の所持者（イ）療育手帳の所持者
（ウ）専門機関において障害を有すると判断された者
・補助金の額
障害児１人につき月額３０，０００円
（２）小学校特別支援教育充実費
○学校特別支援教育支援員報酬等（１０４，４９１千円）
・特別支援学級指導員５人（浮島小 ５人予定）
肢体不自由児特別支援学級の重度心身障がい児の学級運営補助、生活支援
・学校生活介助員 ７８人（２人１組体制で配置）
通常学級における肢体不自由児の生活介助、自閉症・情緒障がい、知的障がい
特別支援学級等の生活介助、学習補助
（新居浜、宮西、金子、金栄、高津、浮島、惣開、垣生、神郷、多喜浜、泉川、
船木、中萩、大生院、角野の各小学校に配置予定）
・学校支援員 １４人（通常学級における発達障がい児等の学習支援等）
（新居浜、宮西、金子、金栄、高津、浮島、惣開、若宮、垣生、神郷、多喜浜、
泉川、船木、中萩、大生院、角野 の各小学校に配置予定）
○階段昇降機実技講習会謝金（３２千円）
○修学旅行等特別活動引率支援員旅費等 （７７千円）
○自閉症・情緒障害特別支援学級通学補助金（３９８千円）
（３）中学校特別支援教育充実費
○学校特別支援教育支援員報酬等
（１５，２６６千円）
・学校生活介助員 ２０人（２人１組体制で配置）
通常学級における肢体不自由児の生活介助、自閉症・情緒障がい、知的障がい
特別支援学級等の生活介助、学習補助
（東中、西中、南中、北中、泉川中、船木中、大生院中に 配置予定）
○修学旅行等特別活動引率支援員旅費等
（７３千円）
○自閉症・情緒障がい特別支援学級通学補助金（９３千円）
52

フィールド５ 教育文化
～市民の力が育まれ、次世代へ継承される社会の実現～

◎芸術文化の
芸術文化の振興
（単）文化施設環境整備事業
スポーツ文化課）
課）
（単）文化施設環境整備事業（教育委員会事務局
文化施設環境整備事業（教育委員会事務局 スポーツ文化
８６，０１４千円
８６，０１４千円（
千円（269,726 千円）
千円）
１ 事業目的
老朽化が進んでいる文化施設について施設の整備や設備更新を行い、利用環境の改善、
利便性の向上を図る。
２ ２７年度の事業内容
年度の事業内容
（１）文化施設環境整備事業

５３，９４６千円

・音響設備更新工事、中ホール吊物改修工事、別館トイレ洋式化工事、
大ホール照明設備リース料、大ホール音響設備リース料、座席クリーニング料、
中ホールインテリア更新
（２）郷土資料展示施設環境整備事業

３２，０６８千円

・郷土美術館の解体にあたり所蔵している郷土資料を新施設に移設展示するため、必
要な改修工事等を行う。

（施）総合文化施設管理運営費（企画部
（施）総合文化施設管理運営費（企画部 総合文化施設準備室）
１４５，０４７千円
４５，０４７千円（
千円（108,815 千円）
千円）
１ 事業目的
平成２７年度にオープンする総合文化施設について、指定管理者による効果効率的な管
理運営を行うとともに、美術品の収集計画等の策定のための収集評価委員会の開催、アド
バイザーの招へい、開館事業などを実施することにより多くの市民に利用してもらえる施
設をめざす。
２ ２７年度の事業内容
２７年度の事業内容
・報償費（収集評価委員、アドバイザー等報償費）

１，１６４千円

・旅費（収集評価委員、アドバイザー等招へい旅費）

１，７０１千円

・需用費

５８千円

・役務費（郷土美術館所蔵品燻煙手数料、総合文化施設火災保険料） ３４２千円
・委託料

１４１，７８２千円

指定管理委託料
開館準備支援業務委託
開館プロジェクト委託料
郷土美術館所蔵美術品移管委託料
美術館使用料徴収業務委託料
３ 財源内訳
（１）その他
145,047 千円（美術館使用料、合併振興基金繰入金）
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（施）総合文化施設
（施）総合文化施設開館記念事業費
新規）
総合文化施設開館記念事業費（企画部
開館記念事業費（企画部 総合文化施設準備室）（新規）
９１，８４５千
９１，８４５千円
１ 事業目的
新居浜市総合文化施設及び新居浜市美術館の開館を祝して、開館年度を通じて各種の開
館記念事業を実施する。
発案から建設まで４０年のあゆみや、市民団体やアドバイザーとの協働企画など、総合
文化施設の事業コンセプトを広く市内外へアピールする。
また美術館開館記念展では新居浜と日本というテーマで、日本近代美術史における新居
浜及び住友の関わりを紹介する。
２ ２７年度の事業内容
２７年度の事業内容
（１）総合文化施設オープニング事業
１）美術館部門
①寺坂公雄展
②４０年の歩み～美術館から総合文化施設～
③美術館開館記念展Ⅰ
２）総合文化部門
④開館記念式典
⑤鴻上尚史記念イベント
⑥虚構の劇団新作公演
⑦にいはまからはばたいた才能たち
⑧市民参加型音楽パフォーマンス
３）市民協働部門
⑨市民協働企画事業
（２）美術館事業
⑩美術館開館記念展Ⅱ
⑪美術館常設展示
３ 財源内訳
（１）繰入金
91,845 千円（合併振興基金繰入金）
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◎スポーツの振興
スポーツの振興と
振興と競技力の
競技力の向上
（単）体育施設環境整備事業
スポーツ文化課）
課）（拡充）
体育施設環境整備事業（教育委員会事務局
整備事業（教育委員会事務局 スポーツ文化
拡充）
６２，２８２千
６２，２８２千円（35,260 千円）
１ 事業目的
体育施設の利用環境の安全性を高めるため、老朽化により改修が必要な施設を計画的に
整備するとともに、施設管理に必要な備品類を順次更新することにより、利便性の高い施
設としての機能を維持していく。また、
「銅山の里自然の家」の立地条件を把握するため地
すべり調査を実施する。
２ ２７年度
２７年度の事業内容
年度の事業内容
・委託料（東平地すべり調査業務委託料）

１６,４０５千円

・工事請負費

４３,２５６千円

①東雲市民プール塗装改修工事（流水・ｽﾗｲﾀﾞｰﾌﾟｰﾙ 9 月以降施工予定）
②多喜浜体育館１階競技場床研磨改修工事（７月中旬以降施工予定）
③山根公園屋内プール熱交換器取替工事（9 月以降施工予定）
④市営野球場スタンド入口等修繕工事（10 月以降施工予定）
⑤市営サッカー場芝改良工事（5 月以降施工予定）
・備品購入費

２,６２１千円

①収納庫２棟(市営サッカー場) ②柔道畳交換(武徳殿)６５枚

（公）市民体育館耐震補強対策事業
スポーツ文化課）
課）（新規）
市民体育館耐震補強対策事業（教育委員会事務局
事業（教育委員会事務局 スポーツ文化
新規）
１３１，９４７千円
１３１，９４７千円
１ 事業目的
市民体育館耐震診断の結果により強度不足の判定となった箇所を設計委託に基づき補強
対策工事を実施し、安心・安全な施設機能を回復する。
Ｈ25 年度 市民体育館耐震診断、H26 年度 市民体育館耐震設計
Ｈ27 年度 市民体育館耐震対策工事
２ ２７年度の事業内容
２７年度の事業内容
・工事請負費
１３１，８２５千円
（１）工期予定（平成 27 年 9 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日）
（２） 工事内容
①ブロック壁撤去乾式壁復旧工事
･アリーナ階１階東、南、西壁面、シャワー室、トイレ外
②構造スリット作成…柱と一体化している壁にスリットを設け壁と柱を分離
（トレーニング室、幼児体育室外）
③躯体補強（柱増厚(打増)工事…14 本、柱頭鋼板巻…14 箇所）
・事務費
１２２千円
３ 財源内訳
（１）国 １/3
43,941 千円（防災安全交付金）
（２）市債 90%
79,000 千円（公共事業等債）
（３）一財
9,006 千円
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（単）国体関連施設整備事業
（単）国体関連施設整備事業（
港湾管理課）
国体関連施設整備事業（企画部 港湾管理課）
１０６，０２４千円
１０６，０２４千円（
千円（186,594 千円）
１ 事業目的
平成２９年度に開催する｢えひめ国体｣の円滑な開催に向けて、セーリング競技会場であ
るマリンパーク新居浜に、所用の施設を計画的に整備し、｢えひめ国体｣の開催に備える。
２ 事業年度
平成２６年度～平成２９年度
３ 事業概要
（１）場所 垣生３丁目 マリンパーク新居浜内
（２）全体計画
・ヨット艇庫建設工事、斜路（常設、仮設）設置工事
・艇置場整備工事、駐車場整備工事、浮桟橋改修工事
（３）事業期間 平成２５年度～２９年度
４ ２７年度の事業内容
・工事費

１０６，０２４千円

浮桟橋改修工事
カメラ増設工事
５ 財源内訳
（１）県 2/3
（２）市債 100%
（３）一財

C=97,848 千円、斜路シラ材撤去工事
C=1,242 千円、風速計改修工事

C=1,134 千円
C=5,800 千円

756 千円（えひめ国体市町等競技施設整備費補助金）
97,800 千円（港湾整備事業債）
7,468 千円

（施）国民体育大会開催対策費（
民体育大会開催対策費（企画部 国体推進
国体推進室
推進室）（拡充）
拡充）
３０，４４９千円
３０，４４９千円（
千円（3,899 千円）
千円）
１ 事業目的
平成２９年に開催される国体を成功裏に導くための事務費及び平成２６年９月２２日に
設立した愛顔つなぐえひめ国体新居浜市実行委員会への負担金
２ ２７年度の事業内容
・国民体育大会開催対策事業
人件費（臨時・非常勤職員） １１，９４０千円
先進地視察旅費
２，７８９千円
使用料及び賃借料（自動車等） １，７５９千円
その他事務費
４００千円
負担金（実行員会）
１３，０６１千円
〔内訳〕
総務費（会議費や事務局運営費）
６０５千円
開催推進費（広報啓発用消耗品やホームページ開設費用等）
５，４０２千円
大会開催費（競技会場レイアウト設計費用等）
７，０５４千円
・国体花いっぱい推進事業
委託料（国体花いっぱい推進事業） ５００千円
３ 財源内訳
（１）県 10/10
1,944 千円（えひめ国体市町等競技施設整備費補助金）
（２）一財
28,505 千円
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（単）国体施設
（単）国体施設整備事業
国体推進室
国体施設整備事業（
整備事業（企画部 国体推進
推進室）
６８，６８８千円
６８，６８８千円（
千円（40,813 千円）
１ 事業目的
平成２９年に開催される国体における競技会場及び練習会場、アップ会場について、参
加選手が安全かつ快適に使用できるよう施設整備を行うもの。
２ 事業年度
平成２５年度～平成２８年度
３ ２７年度の事業内容
年度の事業内容
・市営サッカー場アップ場設置設計業務委託料
４，０９４千円
・市営野球場整備工事（防球フェンス改修）
３２，１６８千円
・市営野球場内野席改修及び塗装工事
１２，０７１千円
・国体サッカー練習会場芝生化事業
２０，３５５千円
（内訳）
工事請負費
１６，８３８千円
備品購入費
１，６４９千円
その他事務費
１，８６８千円
４ 財源内訳
（１）県 1/2
2,046 千円（えひめ国体市町等競技施設整備費補助金）
（２）一財
66,642 千円

◎近代化産業遺産の
近代化産業遺産の保存・
保存・活用の
活用の充実
（単）端出場水力発電所公開活用費
（単）端出場水力発電所公開活用費（
端出場水力発電所公開活用費（企画部 別子銅山文化遺産課）
別子銅山文化遺産課）（新規）
２０，６８４千
２０，６８４千円
１ 事業目的
別子銅山の近代化を支えた象徴である旧端出場水力発電所について、将来にわたって保
存活用を図るため、文化財としての価値を損ねることなく公開活用を前提とした耐震補強
などの具体的な整備方針と保存活用についての計画を策定。別子銅山産業遺産を活かした
まちづくりへ貢献する。
２ 事業年度
平成２７年度～平成２８年度
３ 事業概要
旧端出場水力発電所の構造調査、耐震診断を含む整備方針、保存活用計画策定業務につ
いての委託事業。
学識経験者等の専門委員による保存活用計画策定委員会設置にかかる旅費、報償費等。
４ 財源内訳
（１）国 1/2
10,342 千円（文化財建造物等を活用した地域活性化事業費補助金）
（２）繰入金
10,342 千円（あかがね基金繰入金）
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