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平成３１年度予算要求の主な事業 

 

【 】は平成３０年度当初予算額 

 

１ 最重点事業【総合戦略事業・市長公約（指示）事業】 

【総合戦略事業】 

（１）継 ＩＣＴ活用によるわかる授業実施のための実物投影機整備事業 

                    １，７３５千円【１，５８９千円】 

   小学校 ２３台【２３台】 

   中学校 １２台【１２台】 計３５台【３５台】 

 

 

（２）継 ＩＣＴ機器整備事業（プロジェクター） 

１，９７１千円【１，９９７千円】 

   小学校 ２２台【２３台】 

   中学校 １０台【１０台】 計３２台【３３台】 

 

 

（３）継 小・中学校普通教室への教育用テレビ整備事業 

                      ９５１千円【１，４３１千円】 

   小学校  ８台【１３台】 

   中学校  ０台【４台】  計８台【１７台】 

 

 

（４）継 授業改善・学力向上のためのデジタル教材等整備事業 

         ６，３１３千円【１２，３９５千円】 

   小学校 機器借上料 フラッシュ型教材     ２，３２３千円 

             指導者用デジタル教科書    ８６９千円 

             （H31.5 リース終了） 

中学校 機器借上料 指導者用デジタル教科書  ３，１２１千円 
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（５）継 小・中学校コンピュータ教室等整備事業（H31.5 リース終了） 

        ５，２１１千円【３０，６９７千円】 

   小学校 ３，３３５千円 

   中学校 １，８７６千円 

 

 

（６）拡 ＩＣＴ支援員配置事業   ４０，２５８千円【３５，６６２千円】 

   小学校 ２５，７６４千円 

   中学校 １４，４９４千円 

ＩＣＴ支援員 ８人（各学校 ４回／月） 

 

 

（７）継 外国語指導助手配置事業  ４４，５５０千円【４３，７４０千円】 

   小学校 ５人【５人】 

   中学校 ４人【４人】 計９人【９人】 

 

 

（８）継 小学校理科観察実験アシスタント配置事業 

 ３，１０５千円【３，１０５千円】 

   謝礼 ３，１０５千円 

９校（笠岡小，中央小，金浦小、大井小，大島小，城見小，吉田小， 

神内小，北川小） ２３学級 

 

 

（９）継 教育活動支援事業         ３６，４２３千円【３６，４２３千円】 

   小学校 ３０人【３０人】 

   中学校 １１人【１２人】 

   幼稚園  ７人【 ６人】  計４８人【４８人】 

 

 

（１０）継 教育活動の質的向上のための校務支援システム整備事業 

１０，１０１円【９，９１９千円】 

   小学校 全校 ６，９６５千円 
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   中学校 全校 ３，１３６千円 

 

 

（１１）継 生徒指導・進路指導総合推進事業（パソコン整備） 

                    １８，０８０千円【４，７４３千円】 

   幼稚園 校務用パソコン  ４台【 ６台】 

   小学校 校務用パソコン ７２台【３８台】 

   中学校 校務用パソコン ４８台【２０台】 計１２４台【６４台】 

 

 

（１２）継 学校連携のための「情報共有ツール」整備事業 

２，３９８千円【２，３５５千円】 

   小・中学校へのコミュニケーションツール整備及び機器借上料 

 

 

（１３）廃 「ＣＭで伝える地域自慢コンテスト」開催事業 

０千円【１，９７２千円】 

 

 

（１４）継 地域学校協働本部事業         ２，２０８千円【２，２５７千円】 

   金浦中学校区，新吉地区，大島地区，北木島地区，中央小学校区 

神内地区，神島外浦地区，笠岡小学校区，北川小学校区，六島小学校 

   小北中学校 

 

 

（１５）継 学校施設空調設備設置事業 

   ２５０，６６３千円【１８５，７４０千円】 

   設置工事（小学校９校）   

        吉田小，今井小，神内小，陶山小，新山小，北川小，北木小 

        真鍋小，六島小 

 

 

（１６）継 学校教育施設のトイレ洋式化整備事業 



資料 1-4 

 

４２，５００千円【８，９０８千円】 

   小学校 ５校（六島小，中央小体育館，吉田小，今井小，陶山小） 

【３校（城見小，神外小，陶山小）】 

   中学校 １校 大島中 

【１校（金浦中，】  

   幼稚園 ０園       計６校【７校】 

 

 

（１７）継 児童生徒用タブレット整備事業 

４，６７２千円【４，７２４千円】 

   普通教室分        ０千円【３２，３６８千円】 

特別支援教室   ４，６７２千円【４，７２４千円】 

    

 

（１８）新 新学習指導要領に対応した小・中学校ＩＣＴ環境整備事業 

（2019.6 リース開始） 

４６，０８７千円【０千円】 

   小学校  ２９，４９６千円 

   中学校  １６，５９１千円 

 

 

（１９）新 中学校での学力向上を目指した非常勤講師配置事業 

１２，４６５千円【０千円】 

   笠岡東中，笠岡西中に各２名，長時間での学力支援の非常勤講師配置 

 

 

【市長公約（指示）事業】 

（１）継 幼稚園一時預かり保育事業    ６，６２０千円【４，８７７千円】 

   賃金（手当含む）５，６７１千円 

  社会保険料     ８９４千円 

事務消耗品      ５５千円  実施園：５園 
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（２）継 中学校学力向上に向けた検定チャレンジ事業 

  ２，２８５千円【２，４８０千円】 

   英語検定 ９６９千円 

漢字検定 ６８３千円 

数学検定 ６３３千円 

    

 

（３）継 算数の学力向上を目指した非常勤講師配置事業 

３，２７２千円【３，２７２千円】 

   小学校 非常勤講師賃金 ２人【２人】 

 

 

（４）継 放課後学習サポート事業    １，５２４千円【１，９１５千円】 

   指導者謝礼 １，４５４千円，旅費 ７０千円 

   小・中学校 全校 

 

 

（５）継 かさおかホリデーチャレンジ学習支援事業 

  １，８５３千円【２，８５５千円】 

指導者謝礼 １，６８３千円，事務費 １７０千円 

市内１７小学校区 

 

 

（６）廃 かさおかサマーチャレンジ学習支援事業   ０千円【２４８千円】 

    

 

 

（７）継 英語教育推進モデル事業    ４，０９０千円【４，１０１千円】 

   報償費 １５０千円，費用弁償 ８２千円 

教材消耗品 ４千円，保険料 ２千円 

機器借上料（タブレット端末） ３，４７６千円 

車船借上料 ５２千円，イングリッシュキャンプ委託料 ３２４千円 
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（８）継 いじめ・不登校対策総合推進事業 

       １４，２４４千円【１３，２１２千円】 

   不登校対策支援員      ７人【６人】 

   巡回カウンセラー等     ５人【６人】 

   いじめ対策支援員      １人【１人】 

   小１グッドスタート支援員  ２人【４人】 

   不登校対策アドバイザー   １人【１人】  計１６人【１８人】 

 

 

（９）継 小学校における不登校対策実践研究事業 

           ３，９１３千円【３，５３１千円】 

   登校支援員 ５人【５人】 

 

 

（１０）拡 教員業務アシスタント配置事業 

      ２０，０９２千円【１２，６１２千円】 

   配置校 H30 年度 今井小，金浦小，大井小，吉田小，大島小 

       H31 年度 城見小，北川小，神内小，新吉中，大島中 

 

（１１）継 ＪＦＡ心のプロジェクト「夢の教室」事業 

                     ４８４千円【８４３千円】 

  ３クラス分    謝礼 ２９７千円，旅費 １８７千円 

 

 

（１２）廃 日本遺産シンポジウム事業      ０千円【１，１００千円】 

    

 

（１３）継 スポーツ教室・プロスポーツ誘致等拡充事業 

        １，３０６千円【１，５６６千円】 

   スポーツ教室         ９１８千円 

   トップアスリート講演会等   ３８８千円 

 

（１４）新 ５０メートルプール撤去事業    ２９，９７０千円【０千円】 
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（１５）新 （仮称）北木島駅伝大会       １，５００千円【０千円】 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ その他主な事務事業 

（１）継 地区公民館主事体制充実    ３２，５８２千円【１８，８４０千円】 

   地区公民館主事の勤務時間の変更（週２０時間⇒週３０時間） 

                    

 

 

（２）新 文化財保護事業補助金         ３，０００千円【０千円】 

   国・県・市指定の文化財の所有者，管理者，保存団体に対し，保護事業 

に要する経費について補助金を交付 

 

（３）新 木山捷平生家維持管理事業       １，８３０千円【０千円】 

   修繕工事  １，３２８千円 

   管理委託料   ３７１千円 

   事務費     １３１千円 

 

 

（４）新  図書館情報システム更新事業      ２１，７５８千円【０千円】 

   情報システムのリプレイス 

 

 

（５）継  竹喬美術館展覧会事業   １８，１８８千円【２０，９５９千円】 
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（６）新 市民会館長寿命化事業        ６８，５５３千円【０千円】 

ホール空調改修設計業務委託料  ３，１９３千円 

管理棟トイレ改修工事費    ２４，０００千円 

エレベータ更新工事費     ３４，７６０千円 

非常用蓄電池更新        ６，６００千円 

 

 

（７）新 カブトガニ博物館３０周年記念事業   １８，８８７千円【０千円】 

開館３０周年記念展示    １，７１９千円 

タッチングプール      １，５１４千円 

屋外トイレ改修ほか工事費 １１，８４３千円 

恐竜修繕費         ３，８１１千円 

 

 

（８）新  体育施設改修等事業     ８７，４９８千円【２，００６千円】 

   運動公園野球場照明改修工事       ５０，５３４千円 

茂平運動公園照明改修工事        ２３，８８９千円 

どんぐり球場１塁側防球ネット設置工事   ７，４８０千円 

体育センター駐車場舗装工事        ５，５９５千円 

 

 

（９）新 教育施設長寿命化計画策定事業    ４５，３３９千円【０千円】 

   教育施設の長寿命化計画策定委託 

 

 

（１０）新 宝くじスポーツフェア          ５００千円【０千円】 

   はつらつママさんバレーボール 

 

 

（１１）新 新予約システム導入委託料      ５，０７６千円【０千円】 

 

 

（１２）新 陸上競技２種公認用備品等購入費   ５，４２３千円【０千円】 


