
教育委員会重点事業
（単位：千円）

２７年度 ２６年度

１　子どもの育ちを総合的・連続的にとらえ、「生きる力」をはぐくむ学校教育の推進

（１）豊かな心の育成を目指す教育活動の推進

　①幼稚園・保育所、小・中学校の連携を基盤とした教育の推進

　②発達や学びの連続性を踏まえた幼稚園教育の充実

　③自己を見つめさせ、道徳的実践を促す道徳教育の推進

　④自主的、実践的な態度を育て、自己を生かす能力を養う特別活動の推進

　⑥自己理解を深め、将来の生き方を考えさせるキャリア教育の推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　⑦安心と希望を与える心のケアの推進

幼・保・小・中学校連接推進事業 1,608 1,581
中学校区を単位に、幼稚園・保育所、小・中学校の教師・保育士による指
導内容、指導方法等の話し合いや幼児・児童・生徒同士の交流を推進

ふくしま・ふれあい・夢ぷらん事業 6,668 9,058
全小学校を対象に「環境」「伝統・文化」「福祉・健康」「国際理解」などの９
分野で焦点化し、特色ある教育活動を推進

中学生ドリームアップ事業 11,841 12,219
中学２年生の「地域に学ぶ中学生体験活動」を中心とし、１年生での事前
指導、３年生での事後指導に系統性、計画性をもたせ、「夢」や「志」をは
ぐくむ特色ある教育活動を展開

世界に羽ばたくふくしまっ子育成事
業

1,800 1,000
市内の各中学校で、外部講師を招き、広く世界に目を向け夢を育む講演
会を開催。市内の子ども達の代表が、アメリカンスクールに通う子ども達や
国際的企業の経営者と交流

子ども議会開催事業 525 542
小学校６年生の社会科学習の一環として、模擬体験を通して議会の仕組
みを理解させるとともに、地域社会の構成員としての自覚を育成

スクールカウンセラー活用調査研
究交付金交付

1,296 1,441
不登校生徒をはじめとする学校不適応傾向をもつ生徒への対応事業とし
て、カウンセラーを活用

児童生徒学校復帰支援事業 275 293
不登校児童生徒に対し、集団への適応力を養う指導を継続的に行い、学
校復帰を支援

子どもハートサポート事業 12,523 12,369
不登校やいじめ、問題行動等の未然防止及び早期発見のため、全小学
校に相談員を配置

心のケア推進事業 17,635 14,801
幼児・児童・生徒のカウンセリング、学校関係者や保護者への助言・支
援、カウンセリング等を行うため、市教育実践センターにスクールカウンセ
ラーを配置

スクールソーシャルワーカー緊急
派遣事業

4,342 4,342
児童・生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、児童・生徒・保護
者、学校、関係機関等との連絡調整等を図るためのスクールソーシャル
ワーカーを配置

放射線教育推進事業 720 689
放射線教育で使用する指導資料の見直し・改善と教職員等を対象とした
放射線教育指導に関する研修会の開催

（２）健やかな体の育成を目指す教育活動の推進

　①幼稚園・保育所、小・中学校の連携を基盤とした教育の推進

　②一人ひとりの体力・運動能力の向上を目指した体育・健康に関する指導の充実

　③保健教育・保健管理及び食に関する指導の充実

幼・保・小・中学校連接推進事業
〈前掲〉

1,608 1,581
中学校区を単位に、幼稚園・保育所、小・中学校の教師・保育士による指
導内容、指導方法等の話し合いや幼児・児童・生徒同士の交流を推進

学校保健対策事業 1,294 1,295
児童生徒の「心の病」の早期改善・解決を図るため養護教諭の情報交換
及び研修、並びに精神科医等専門医相談事業ほか

児童・生徒健康診断事業 17,412 17,378 児童・生徒健康診断料

学校給食設備整備事業 17,391 17,391 消耗器材整備、強化磁器食器補充、厨房設備補修更新ほか

衛生管理事業 7,863 8,271 保菌検査委託料、給食施設ふきとり検査手数料ほか

校医制度 52,198 51,674 小・中・特別支援学校、幼稚園の校医への報償金

日本スポーツ振興センター制度 19,622 20,030 日本スポーツ振興センターへの加入負担金

ふくしまの子ども体力アップ推進事
業

2,837 2,295
幼稚園児・児童生徒等へ体力向上のための運動プログラムを開発・提
供。小学校へ水泳インストラクターを派遣

小・中学生の体力向上事業 446 383
児童生徒の体力テストの結果を分析後、効果的なトレーニング方法を伝
達講習し、各校で実践

学校食物アレルギー対策事業 1,199 398
学校関係職員の食物アレルギーに関する知識と給食における除去食の
対応等の理解を深めるため、専門医を招いた研修会を実施

　⑤自己指導能力の育成を目指す生徒指導の充実
　　ア積極的な生徒指導の推進と指導体制の充実－
　　イいじめ根絶、不登校解消等に向けた取組の充実－

　⑧今日的な課題に対応する教育の充実
　　－人権教育、防災教育、放射線教育、図書館教育、環境教育、情報教育、国際理解教育、安全教育－

事　　　業　　　費
事　　　　　業　　　　　名 主　　　な　　　内　　　容



（単位：千円）

２７年度 ２６年度

事　　　業　　　費
事　　　　　業　　　　　名 主　　　な　　　内　　　容

（３）確かな学力の育成を目指す教育活動の推進

　①幼稚園・保育所、小・中学校の連携を基盤とした教育の推進

　②一人ひとりに確かな学力を確立する教科指導の充実

　③探究的な学習を通して、よりよく問題を解決する資質や能力を育てる総合的な学習の時間の充実

　④コミュニケーション能力の素地を養う小学校外国語活動の推進

　⑤一人ひとりの学びを大切にした複式学級の指導の充実

　⑥一人ひとりの教育的ニーズに応える特別支援教育の充実

幼・保・小・中学校連接推進事業
〈前掲〉

1,608 1,581
中学校区を単位に、幼稚園・保育所、小・中学校の教師・保育士による指
導内容、指導方法等の話し合いや幼児・児童・生徒同士の交流を推進

語学指導外国青年招致事業 46,058 45,168
中学校の英語教育の充実と国際理解教育を推進するためＡＬＴを招致。
ＡＬＴ９名体制により小学校からの要請にも対応

小・中学校学習指導資料作成交付
金交付

450 500
学習指導要領の趣旨に基づいた授業実践とその改善のための参考資料
の作成（小・中学校ごとに作成）

外国語活動支援事業 4,083 4,088
小学校に英語活動支援協力員を派遣し、児童が外国の文化や生活に関
心を深める国際理解教育を支援

英語教育連接推進事業 1,100 0
１中学校区をモデル地区として指定し、小・中学校外国語教育担当者に
対する研修や公開授業を実施。指導方法等の共有や指導力向上を支援

市教育委員会研究委託補助 694 750
子どもの育ちと教師の指導力向上のため、幼稚園、小・中学校に研究を
委託し、その成果を市内各校・園に普及

学力グレード･アップ事業 9,993 10,171
小学校２・４・６年生に対し国語・算数の2教科、中学校１・３年生に対し国
語・数学・英語の３教科のNRT学力検査を実施

学力向上サポート事業 24,000 0
諸学力検査から見い出された課題解決のため授業における巡回指導、
休み時間や放課後の個別指導等を行う学習支援員を中学校に配置

特別支援教育推進事業 86,311 86,305
特別支援教育が必要な児童生徒一人ひとりの障がいの状況に応じた学
習を支援するため、協力員配置や巡回指導等の支援

特別支援学級合同宿泊学習実施
経費補助

650 602
障がいのある児童生徒の自立をねらいとした事業の補助
　小学校：国立那須甲子青少年自然の家
　中学校：国立磐梯青少年交流の家

特別支援教育振興補助 250 280 特別支援教育振興のため、作品展開催の支援

就学指導審議会関連経費 3,712 3,603 就学指導審議会の運営等

福島市中学校職能開発研究協議
会補助

90 100
障がいのある生徒の社会的自立をねらいとした事業の補助、事業所見
学、会報発行

（４）子どもの育ちを支える環境づくりの推進

　①指導力の向上と教育課題の解決を目指す教職員研修の充実

　②豊かな教育活動を促す園・学校環境の整備・充実

　③園・学校運営の充実と活性化を図る学校評価の推進

　④保護者負担軽減と私学振興への支援

　⑤地域の人材等を活用した土曜授業の推進

　⑥食育に基づく、安全・安心な学校給食の提供

福島市教育実践センター運営 51,820 51,367
教職員の資質向上に資する研修及び児童生徒の学校不適応、障がい児
就学に係る相談の実施、並びに調査研究、教職員研修、教育相談等

教職員研究補助 3,704 3,928
小・中・特別支援学校教職員の資質、能力の向上を目指して、教科別研
修、領域別研修、先進校視察等の研修活動を実施

教職員研究事業 75 182
指導力の向上を図るため、小・中・特別支援学校教員及び幼稚園教諭が
一年間の研究成果を持ち寄り、研究発表、協議を実施する事業を支援

学校評議員事業 479 497 開かれた学校づくりの推進

学校図書館図書整備事業 9,163 9,163 文部科学省で定める図書標準を目途に整備

学校ＩＣＴ推進事業 160,127 139,512
コンピュータ室における児童生徒１人１台のパソコン配置を基本に、情報
教育の充実を図る。

学校教育情報ネットワークシステ
ム整備事業

144,850 189,312
校務の効率化により児童生徒と向き合う時間の確保と、教育活動の質的
改善を図るため教職員に1人1台のパソコンを配置する。

学校規模適正配置計画事業 250 24 全市的な視野に立って学校の適正規模・適正配置について検討

校舎等耐震補強事業 891,805 837,643
学校の耐震化を進めるため、１校の改築工事及び２校の耐震補強設計、
１校の耐震基本計画、５校の耐震補強工事、４校の耐震診断の実施等

預かり保育事業 4,258 4,275
子育て支援の充実を図るため、ふくしま南幼稚園と大笹生幼稚園２園で
預かり保育の実施

児童用防犯ブザー購入事業 701 663
小学生への防犯ブザー配付による犯罪の未然防止（抑制）及び緊急時の
対応の充実（小学校１年生購入事業費を計上）

就学援助・就学奨励費 281,475 304,641 学用品費、給食費等の就学援助費



（単位：千円）

２７年度 ２６年度

事　　　業　　　費
事　　　　　業　　　　　名 主　　　な　　　内　　　容

私立学校運営費等補助 11,790 80,200
私立小学校、中学校、高等学校、専修学校に対して、私学振興の充実を
図るため、運営費・設備費を補助

奨学資金給与事業 5,300 5,300
教育の機会均等をはかるため、経済的理由により修学が困難と認められ
る者（高校生等）に対する奨学資金の支給

学校司書配置モデル事業 7,811 3,895
学校図書館機能の充実を図るため、小・中学校のモデル校に「学校司
書」を各１名配置

２　ふれあいと生きがいに満ちた魅力ある生涯学習環境の創出

（１）自己実現を目指す生涯学習の推進

　①生涯学習推進体制の充実

　②生涯学習施設の整備・充実と有効活用の促進

　③地域の人材等を活かした生涯学習の推進

　④生涯学習ボランティアの活動への支援

生涯学習推進事業 1,484 312
第６次生涯学習振興計画の策定、生涯学習ボランティアを養成するため
の研修会等の実施

学習センター整備事業 500 32,200 三河台学習センター整備検討

学習センター等の施設管理運営 286,120 243,397
学習センター運営費・維持管理費、草心苑費、社会教育館費、公会堂費
等

社会教育事業 18,456 18,767 少年教室・成人講座・高齢者学級等の講座開設費等

市民生涯学習支援事業 334 357 市民団体が主体的に企画・立案した生涯学習講座の実施への支援

市民文化祭事業 300 500
各地区の生涯学習の成果発表を全市民に紹介するため、展示・発表等
の事業の開催

　⑤市民の社会参加を推進する学習機会の提供

　⑥社会の変化と市民のニーズに対応した学習の充実

　⑦家庭や地域の教育力を高める学習の促進と支援

　⑧青少年の体験活動学習と交流活動の充実

ふるさと学びカレッジ事業 775 788 シニア世代の知識や経験を地域で活用できるよう学習機会を提供

ふくしまマスターズ大学事業 4,282 4,352 一般市民を対象とした著名人による講演会の開催（年３回）

女性学級開設 2,523 2,495 女性の資質向上と自主性・実践力の養成

女性教育振興事業 310 313 女性リーダーに必要な知識・技能の習得

ＩＴ活用セミナー 1,594 1,602 高度情報化時代に対応できる成人の育成

団体事業補助 1,428 1,530 青少年、成人、ＰＴＡ等への事業補助

家庭教育学級開設 2,457 2,486 親としての人間性の醸成と、家庭教育に関する知識･技能の習得

家庭教育振興事業 148 162 家庭教育事業を充実させるための講座等の開催

青少年教育振興事業 351 425 各種研修会の開催及び派遣

ヤングカレッジ開設 2,090 2,184 仲間づくり等による人間性の醸成と居場所づくり

いきいきふれあい合宿事業 135 216 合宿による共同生活を通した、自主性・協調性・社会規範等の育成

放課後子ども教室推進事業 594 577 放課後の子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを進める

ふくしま子ども大学事業 1,000 0
次代を担う子どもたちの知的好奇心や創造力を育むためアカデミックな
学びを体験できる講座の開催

　⑨子どもの夢を育む事業の推進

　⑩図書サービスの充実による読書機会の提供

　⑪読書活動の推進と学習テーマの提供と支援

こむこむ館管理運営事業 282,917 305,352
こむこむ館学習、各種イベント・ワークショップ、企画展及び地域連携事
業等の開催。施設、館内情報システムの維持管理

図書館の図書整備 13,751 16,708 本館図書の整備充実費

図書館オンライン事業 38,323 38,030 図書館オンライン運営費

図書館インターネット予約事業費 3,641 3,645 図書館インターネット予約事業費

図書館網整備事業 8,840 5,570 分館・学習センター図書室図書の整備充実費

読書活動推進事業 299 277 紙芝居と絵本の読み聞かせ等の開催

ブックスタート事業 1,592 0 乳児健康診査（４ヶ月）に絵本をプレゼントしながら読み聞かせを実施



（単位：千円）

２７年度 ２６年度

事　　　業　　　費
事　　　　　業　　　　　名 主　　　な　　　内　　　容

（２）心豊かな活力ある地域社会の形成を目指す文化活動の推進

　①芸術文化の鑑賞・発表機会の充実

古関裕而記念音楽祭事業 5,543 14,787 古関裕而記念音楽祭の開催

音楽堂コンサート事業 29,787 32,180 著名な演奏家によるコンサート等の開催

心ふれあい音楽鑑賞事業 2,730 2,785 小学生を対象とした音楽鑑賞・体験事業の実施

ふれあいオパールコンサート事業 500 504 高齢者の音楽団体が参加するコンサートの開催

キッズシアター（演劇教室）公演負
担金交付

1,390 1,360 小学生を対象とした演劇教室の開催負担金

「こころの劇場」鑑賞事業 2,789 2,878 小学６年生を対象としたミュージカル公演の開催

劇団四季公演負担金交付 950 1,000 劇団四季公演の共催負担金

芸術文化祭事業補助 2,336 2,530
市と文化団体連絡協議会が共催で実施する市民美術展覧会等８事業へ
の補助

古関裕而音楽賞基金積立 159 179 古関裕而記念音楽祭事業を実施するための基金への積立金

古関裕而記念館企画事業 2,083 2,098 企画展やサロンコンサート等の開催

写真美術館企画展示事業 15,348 14,837 写真美術館企画展示事業の実施

　②芸術文化団体等及び人材の育成・支援

文化団体連絡協議会運営補助 250 250 文化団体連絡協議会への運営費補助

文化団体育成補助 1,000 1,100 文化団体の事業への補助

音楽部活動支援事業 600 600 中学校部活動指定事業

合唱指導法等講習会事業 288 290 合唱指導法講習会、彫塑実技研修、合唱講習会の講師報償金

　③文化施設及び文化財施設の整備・充実

文化施設整備基金積立 1,499 1,051 文化施設を整備するための基金への積立金

音楽堂管理運営 87,494 78,680 音楽堂管理運営に係る指定管理料、備品修繕等

音楽文化総合アドバイザー制度 3,000 3,000 音楽に関する専門的知識を有するアドバイザーの設置

音楽堂施設改修事業 2,700 32,700 音楽堂建物修繕工事

古関裕而記念館管理運営 20,139 19,219 古関裕而記念館管理運営に係る指定管理料等

写真美術館管理運営 16,125 16,692 写真美術館維持管理費、運営委員会等

写真美術館再整備事業 200 0 写真美術館の復旧検討

民家園管理運営 83,862 42,582 民家園管理運営に係る指定管理料、設備修繕等

資料展示室管理運営 14,657 17,220 維持管理費、臨時職員費

飯野民俗資料展示室管理運営 515 339 警備、消防設備等保守管理委託

無形民俗文化財発信事業 520 0 無形民俗文化財の広報（公演の実施、物品の作成・販売）

宮畑遺跡整備事業 5,555 341,330 露出展棟建具工事、整備指導委員会

じょーもぴあ宮畑開園準備 22,156 0 体験学習施設備品購入等

じょーもぴあ宮畑管理運営 40,406 0 宮畑遺跡史跡公園管理運営等

文化施設整備検討事業 500 1,000 文化施設整備方針の検討

　④文化財の調査・保護・保存

文化財保護審議会制度 288 288 文化財保護審議会委員報酬

文化財関係団体補助 427 450 文化財関係団体連絡協議会への運営費補助

資料叢書等編集・刊行事業 2,258 1,254 資料叢書の刊行

資料目録作成事業 3,809 2,946 電子ファイル機器借上、臨時職員費

文化財保護事業 3,423 3,504
指定文化財の維持管理費、安洞院多宝塔修復、明治竹ノ花の五輪塔修
復

埋蔵文化財調査事業 91,388 49,414 市内遺跡試掘調査・発掘調査等

（公財）市振興公社運営費補助 51,530 55,155 文化財調査室運営に係る補助



（単位：千円）

２７年度 ２６年度

事　　　業　　　費
事　　　　　業　　　　　名 主　　　な　　　内　　　容

　⑤文化財の活用による企画展示事業の推進

ふくしまの伝統文化継承事業 4,814 5,000 民家園の季刊誌の発行

資料展示室歴史ふれあい事業 2,219 1,777 企画展・公開講座開催及び関連事業

　⑥文化財施設の教育利用の推進と交流人口の拡大による利用の促進

旧広瀬座事業 3,900 2,000 旧広瀬座での公演等

民家園園内事業 295 330 民家園のつどい補助等

じょーもぴあ宮畑開園事業 7,900 0
開園セレモニー、宮畑ミステリー大賞表彰式、出張なんでも鑑定団収録
等

じょーもぴあ宮畑活用推進事業 8,116 0
じょーもぴあ・遺跡の案内人事業、じょーもぴあ活用推進協議会事業、
じょーもぴあ宮畑まつり等

（３）スポーツ・レクリエーションの推進

　①生涯スポーツの推進

市家庭バレーボール大会開催 475 500 家庭バレーボール大会の開催

生涯スポーツ推進事業 7,876 7,625 地区体育連盟及びスポーツ少年団への運営費・事業費補助

市民体育祭開催 4,750 5,000 陸上競技をはじめ全４０種目開催の市民体育祭への事業費補助

ふくしま健康マラソン大会開催 1,900 2,000 ふくしま健康マラソン大会の開催

県民スポーツ市大会開催 465 465 県民スポーツ市大会の事業費補助

学校体育施設開放事業 16,952 16,928 学校の体育館・校庭等開放事業

スポーツ奨励メダル交付事業 3,984 3,622 市主催各種スポーツ大会へのメダル交付事業

(公財)市スポーツ振興公社事業補
助

8,929 10,070 スポーツ振興に資するスポーツ教室開催等への補助

スポーツ振興基金積立事業 1,260 710 スポーツを振興するための基金への積立金

　②競技力の向上

競技スポーツ振興事業 14,666 14,901
競技力向上のための支援事業、優秀選手表彰並びに中学校部活動指
定事業

スポーツ選手育成事業 5,900 5,800 全国大会等出場選手への激励金

各種スポーツ大会等補助 26,261 25,874 各種スポーツ大会等の事業及び派遣への補助

　③スポーツ施設の整備充実と効率的活用の促進

体育施設管理運営事業 312,565 311,589
(公財)市スポーツ振興公社等への体育施設管理運営に係る指定管理及
び直営施設の管理運営事業

(公財)市スポーツ振興公社運営費
補助

32,424 35,000 (公財)市スポーツ振興公社の運営に係る補助

体育施設オンライン運用事業 16,693 16,747 施設予約業務等オンラインに係る費用

体育施設整備事業 135,390 72,600 国体記念体育館雨漏り改修工事、信夫ヶ丘球場グラウンド改修工事等

　・その他（復興のシンボルとなる事業の推進）

パークゴルフによる生涯スポーツ
振興事業

29,516 485,955
公認パークゴルフ場を供用開始し管理運営するとともに、生涯スポーツの
振興、交流人口の拡大及び地域活性化を図り、本市の復興を内外に発
信

福島体育館再整備事業 76,700 187,460 武道館と一体になった福島体育館の再整備に向けて、実施設計を実施

ふくしまの子ども体力アップ推進事
業

1,000 2,000 プレイリーダーを養成し、運動を取り入れた集団遊びの開催



（単位：千円）

２７年度 ２６年度

事　　　業　　　費
事　　　　　業　　　　　名 主　　　な　　　内　　　容

３　未来を担う子どもたちが夢と希望を持てる復興

（１）放射線の低減対策

　①きめこまやかな除染によるより安全な教育環境の確保

文化施設・体育施設・社会教育施
設除染事業

実施予定
（政策推進部
予算対応）

実施予定
（政策推進部
予算対応）

公共施設の除染事業を実施し、子どもからお年寄りまでだれもが安心して
利用できる安全な施設整備の推進

（２）子どもたちの心と体の健康

　①心の教育推進者の育成と心のケアの推進

心のケア推進事業＜前掲＞ 17,635 14,801
幼児・児童・生徒のカウンセリング、学校関係者や保護者への助言、支
援、カウンセリング等を行うため、市教育実践センターにスクールカウンセ
ラーを配置

　②未来を担う人材の育成を目的とした体験事業の推進

ふくしまの子ども夏のリフレッシュ
体験事業

67,900 120,000
自然体験・交流活動を通して、子どもたちの力強い成長を支え、復興を
担う人材を育成

こむこむ元気応援事業 8,000 7,000
子どもからお年寄りまで、世代間交流を通じて家族の絆を深めるためのイ
ベントを実施

　③放射性物質の測定継続による安全・安心な学校給食の提供

学校給食まるごと検査事業 43,886 48,030
安全で安心な給食を提供するため、給食のモニタリング検査を毎日実施
し、速やかに公表

　④放射線を正しく理解する事業の推進

こむこむ館の館学習事業 〔注１〕 90 148
昔から身近なものに含まれている自然の中に存在している放射性物質や
自然放射線について、実験・観察を通して理解させるワークショップ等の
実施

　⑤子どもたちの体力・運動能力向上事業の充実

ふくしまの子ども体力アップ推進事
業＜前掲＞

2,837 2,295
幼稚園児・児童生徒等へ体力向上のための運動プログラムを開発・提
供。小学校へ水泳インストラクターを派遣

　・その他（教室エアコンの整備）

教室エアコン整備事業 4,168,131 1,106,941
全小・中学校、特別支援学校の教室、管理室等、幼稚園の管理室等にエ
アコンを設置

（３）学校生活の安全と安心の確保

　①施設の耐震化及び老朽化対策の推進

校舎等耐震補強事業＜前掲＞ 891,805 837,643
学校の耐震化を進めるため、１校の改築工事及び２校の耐震補強設計、
１校の耐震基本計画、５校の耐震補強工事、４校の耐震診断の実施等

　②放射線教育の推進

放射線教育推進事業＜前掲＞ 720 689
放射線教育で使用する指導資料の見直し・改善と教職員等を対象とした
放射線教育指導に関する研修会の開催

〔注１〕：こむこむ館の館学習事業費は、こむこむ館管理運営事業費（９ページ）の中から館学習事業にあたる事業費を掲載


