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宝　塚　の　教　育



基本方針 施　　策 ページ（１）幼児期の教育・保育の充実を図ります（１）幼児期の教育・保育の充実を図ります（１）幼児期の教育・保育の充実を図ります（１）幼児期の教育・保育の充実を図ります    【重点施策】【重点施策】【重点施策】【重点施策】 P.2（２）特別支援教育の充実を図ります P.2（３）子どもの問題行動に対応し、いじめや不登校をなくします P.2～3（４）学びの機会均等を保障します P.3～4（１）基礎基本を確実に定着させます P.4（２）「魅力ある授業」「わかる授業」の充実を図ります P.5（１）体育・スポーツ活動を推進します（１）体育・スポーツ活動を推進します（１）体育・スポーツ活動を推進します（１）体育・スポーツ活動を推進します    【重点施策】【重点施策】【重点施策】【重点施策】 P.5（２）食育や健康教育の充実を図ります P.5（３）安全・安心な学校給食を提供します P.5（４）基本的生活習慣の確立をめざします －（１）人権教育の充実を図ります P.6（２）道徳教育の充実を図ります P.6（３）防災教育の充実を図ります －（４）福祉教育の充実を図ります －（１）外国語活動の充実を図ります P.6（２）理数教育の充実を図ります －（３）情報教育の充実を図ります P.6（４）環境教育の充実を図ります －（１）読書活動を推進します（１）読書活動を推進します（１）読書活動を推進します（１）読書活動を推進します    【重点施策】【重点施策】【重点施策】【重点施策】 P.6～7（２）学校図書館の充実を図ります －（１）保幼小中の連携教育を進めます P.7（２）学校園での研究体制の充実を図ります P.7（３）事務業務の効率化を促進し、教育時間の確保を図ります －（１）教員の授業力向上を図ります（１）教員の授業力向上を図ります（１）教員の授業力向上を図ります（１）教員の授業力向上を図ります    【重点施策】【重点施策】【重点施策】【重点施策】 P.7（２）管理職を育成し、主幹教諭の有効活用を進めます －（３）教職員のメンタルヘルス対策を進めます －９　安全・安心な学校園の整備を進めます （１）学校園施設等の整備・充実を図ります P.7～9（１）学校の適正配置など、教育環境の整備を進めます P.9（２）情報教育の基盤整備を進めます P.9（３）地球環境にやさしい学校園づくりを進めます －（１）学校・家庭・地域の連携を強めます（１）学校・家庭・地域の連携を強めます（１）学校・家庭・地域の連携を強めます（１）学校・家庭・地域の連携を強めます    【重点施策】【重点施策】【重点施策】【重点施策】 P.9（２）学校園の情報を発信するとともに、地域の教育力を活用します P.9（３）発達段階に応じた体験活動の充実を図ります P.10（４）子育て支援事業の充実を図ります P.10（５）伝統・文化等に関する教育の充実を図ります P.10（１）誰もが学べる場と機会を整えます P.10（２）地域の学習資源を集め役立てます P.10～11（３）人と人とのつながりを築きます P.11（４）学びあいを通じて地域を考えます －１３　新鮮な学習情報を発信します （1）魅力ある図書館づくりを進めます P.11（１）文化遺産の保全継承と活用に努めます P.11（２）郷土資料の収集と情報の発信を進めます P.11（１）スポーツ機会の提供に努めます P.11～12（２）スポーツ意識の啓発を図ります －（３）スポーツ組織の充実を図ります －（４）スポーツ施設の環境整備を進めます P.12

２　学ぶ意欲を高め、確かな学力の定着を図ります３　心身ともに健やかな子どもを育てます４　命の大切さを知り、思いやりの心を持つ子どもを育てます５　時代に対応できる子どもを育てます
７　学校園の組織の充実を図ります６　ことばを大切にし、感性豊かな子どもを育てます

目次 ～教育振興基本計画後期計画の体系～目次 ～教育振興基本計画後期計画の体系～目次 ～教育振興基本計画後期計画の体系～目次 ～教育振興基本計画後期計画の体系～

１４　歴史と文化が息づくふるさとを守ります１５　市民個々のスポーツライフを支援します

８　学校教育を担う人材の育成に努めます１０　時代に応じた教育環境の整備に努めます１１　家庭・地域と連携し、子どもの発達を支援します
１２　学びの成果で地域を変えていきます

１　子ども一人ひとりが大切にされ、共に育つ教育を進めます



＜平成３０年度拡充事業等＞＜平成３０年度拡充事業等＞＜平成３０年度拡充事業等＞＜平成３０年度拡充事業等＞ （※金額は拡充額）○ いじめ防止対策推進事業（Ｐ.３）・「ＣＡＰ」いじめ防止プログラム講師謝礼 2,268千円○ 要保護及び準要保護児童生徒就学援助費（Ｐ．４）・学用品費等（新入学学用品費） 9,216千円○ 学力向上推進事業（Ｐ．５）・小学校英語教育支援講師謝礼  400千円○ ＴＡＫＡＲＡっ子いきいきスクール推進事業（Ｐ．９）・ＴＡＫＡＲＡっ子いきいきスクール推進事業委託料 100千円

（２）体育・スポーツ活動を推進します（２）体育・スポーツ活動を推進します（２）体育・スポーツ活動を推進します（２）体育・スポーツ活動を推進します ・子どもたちの体力・運動能力向上に向けて、体育の授業の充実や市独自の「体力向上プログ ラム」の活用を進めます。 ・中学校部活動の活動推進のため、大会参加費や旅費などの補助や外部指導者の配置を実施し ます。（３）読書活動を推進します（３）読書活動を推進します（３）読書活動を推進します（３）読書活動を推進します ・小・中学校の学校図書館司書の配置を充実します。 ・市立図書館と学校図書館の連携をより一層図り、市立図書館の団体貸出や図書館見学を促進 します。 ・各校における読書週間・朝の読書の推進を図ります。 ・読書、創作、表現など、ことばに関する活動を全市的に発表する場「ことばの祭典」事業の 実施に向けた各学校園での取組を推進します。（４）教員の授業力向上を図ります（４）教員の授業力向上を図ります（４）教員の授業力向上を図ります（４）教員の授業力向上を図ります ・校長経験者等による授業力向上支援員を学校に派遣し、若手教員の授業力や指導力の向上に 努めます。 ・学校園単位で設定した校園内研修や研究活動を行い、市内外にその成果を発表します。 ・教員の資質・指導力向上のため、時代に即応したテーマを取り上げ、教育課題に応えること のできる研修を企画・実施します。 ・学校におけるコンピュータ活用の促進を図るため、各種研修講座を開催します。（５）学校・家庭・地域の連携を強めます（５）学校・家庭・地域の連携を強めます（５）学校・家庭・地域の連携を強めます（５）学校・家庭・地域の連携を強めます ・地域コーディネーターを養成し、学校応援団の活性化を図ります。 ・地域とともにある学校づくりのため,コミュニティ・スクールの指定を進めます。 ・子どもたちの生活習慣の改善・家庭学習の習慣化を目指し、全国学力・学習状況調査の結果 を生かした家庭学習の手引きを作成し、活用を促します。

 宝塚市の教育に関する基本的な計画である教育振興基本計画は、平成28年度から後期計画がスタートしました。本計画に基づき予算を編成し、各種事業を展開していきます。 また、後期計画では本市の子どもたちの現状を踏まえ、策定からの5年間で特に力を注ぐべき施策として５つの重点施策を選定しています。各重点施策における本年度の主な取組及び主な新規・拡充事業は次のとおりです。この後期計画に基づき予算を編成し、各種事業を展開します。＜重点施策にかかる主な取組＞＜重点施策にかかる主な取組＞＜重点施策にかかる主な取組＞＜重点施策にかかる主な取組＞（１）幼児期の教育・保育の充実を図ります（１）幼児期の教育・保育の充実を図ります（１）幼児期の教育・保育の充実を図ります（１）幼児期の教育・保育の充実を図ります ・幼児教育センターを核として、公私立の幼稚園、保育所間の教職員の連携を図ります。 ・公私立幼稚園、保育所との合同研修を実施し、幼稚園教諭・保育士の資質向上に努めます。 ・就学前教育と小学校教育との滑らかな接続を図ります。
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１　子ども一人ひとりが大切にされ、共に育つ教育を進めます（１）幼児期の教育・保育の充実を図ります事 項 予算額（千円） 説 明 担 当 課 名学校教育指導事業（10-01-02） 1,022 就学前施設への指導・アドバイス等を通して幼児教育の推進を図る。 ・保育・教育アドバイザー賃金　　　　　　　　　840千円 幼児教育センターことばの教室事業（10-01-02） 364 構音障がい・発音に誤りのある就学前の幼児に対して、ことばの訓練を行う。 ・言語聴覚士謝礼　 　　　　　　　　　　　　　　32千円 ・保育用備品　　　 　　　　　　　　　　　　　　60千円 幼児教育センター幼稚園運営事業（幼稚園３年保育事業） (10-05-01) 1,681 ３年保育のために必要な消耗品・備品を購入する。 ・３年保育用備品      　　　　　　　　　    1,531千円 ・３年保育消耗品費　　　　　　　　　　　　　　150千円 幼児教育センター就学前教育推進事業（10-01-02） 1,240 「つながろう！プレ1年生！！」事業を通して、普段接することが少ない幼児同士が触れ合い、友達の輪を広げ、小学校への期待につなげる。 ・講師等謝礼　　　　　　　　　　　 　　　 　  265千円 ・消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　　  975千円 幼児教育センター
（２）特別支援教育の充実を図ります特別支援教育推進事業（10-01-02) 258,758 特別支援教育の充実を図る。 ・教育支援委員会 ・なかよし運動会・ふれあい作品展 ・さよならコンサート ・特別支援教育専門研修 ・特別支援教育交流 ・特別支援学級備品整備 ・要介護児童生徒校外活動等支援 ・要介護児童生徒修学旅行同行支援 ・介助員・幼稚園加配教諭配置

学校教育課
小・中学校運営事業（10-02-01）（10-03-01） 2,049 新設特別支援学級認可校に係る備品購入費と宝塚市が開催当番市となる教育研究大会等の分担金を計上 ・特別支援学級用備品購入費　　　　　 　　 　1,249千円 ・兵庫県中学校長会教育研究大会等開催分担金  　800千円 学校教育課特別支援学級整備事業（10-02-02）（10-03-02） 1,860 特別支援学級の整備を図る。（カーペット張替え、トイレ改造、手すりの取付け、段差の解消等） 学校教育課特別支援教育就学奨励費（10-02-02）（10-03-02） 10,854 特別支援学級に就学している児童・生徒の保護者に対して、学用品費・給食費等の一部を補助。 ・小学校　                               　 7,252千円 ・中学校　　　　                      　  　3,602千円 学事課特別支援学校教育推進事業（10-04-01） 606 個々のニーズに応じた教育を確立するとともに、障がいの状態の改善と日常生活の諸能力の向上を図る。 ・特別支援学校教育専門研修　                  12千円 ・デイキャンプ事業　　                       450千円 ・交流・体験チャレンジ事業                   144千円 学校教育課
（３）子どもの問題行動に対応し、いじめや不登校をなくします生徒指導支援事業（10-01-02） 5,707 暴力行為、いじめ等の問題や課題を抱える学校に対して支援員を配置し、学校支援チーム指導員とともに校内の安全・秩序に対する抑止と問題解決へのサポートを行う。さらに、公立学校生徒連絡協議会を開催し、情報の共有と青少年健全育成に向け研究協議を行う。また、課題の多い中学校区の小学校を拠点としてSSWを配置し支援活動を行う。 ・生活指導支援員配置                      　5,641千円 ・子どもの権利条約印刷 　　                  　48千円 ・公立学校生徒指導連絡協議会講師謝礼           18千円 ・スクールソーシャルワーカーの配置

学校教育課

◎ 新規事業  ○ 拡充事業    平成３０年度教育委員会所管事業概要平成３０年度教育委員会所管事業概要平成３０年度教育委員会所管事業概要平成３０年度教育委員会所管事業概要
重点施策
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○ いじめ防止対策推進事業（10-01-02） 2,723 「いじめ防止等に関する条例」に基づき設置したいじめ防止対策委員会を運営する。さらに、いじめを防止するために子ども向け・教職員向けに講演会の実施や図書を購入する。 ・いじめ防止対策委員会委員報酬　　　　　 　   261千円 ・「ＣＡＰ」いじめ防止プログラム講師謝礼　  2,268千円 ・いじめ防止事例研修会講師謝礼　　　 　　  　  40千円 ・図書購入費　　　　       　                  96千円 学校教育課
教育相談事業（10-01-03） 11,110 子どもの健全育成を図る上で、適応や発達面などの教育上の諸問題に対応するため、保護者・子ども・教員等を対象に行う教育相談、不登校生徒が学校復帰や進路決定ができるよう支援する適応教室「Palたからづか｣の運営、引きこもりや中学卒業年齢対象に社会復帰に向けての支援を行うグループカウンセリングや訪問ボランティアの派遣を実施する。 ・教育相談員賃金　　 　　　　　　　　　　 　5,891千円 ・教育相談員謝礼　 　　 　　　　　　　　　　　210千円 ・青少年何でも相談ダイヤル相談員謝礼　  　  　280千円 ・中学卒業者対応教育相談員等謝礼 　　　　 　　250千円 ・訪問ボランティア謝礼                      2,100千円

教育支援課
青少年相談事業（10-06-04） 267 青少年や保護者の悩みについて相談に応じ、助言を行うとともに、関係機関との連携による継続的指導及び進行管理を行う。 ・非行防止電話面接相談 ・子どもの心を理解する講座 青少年センター青少年補導事業（10-06-04） 8,158 青少年の健全育成を目指し、非行に陥らないよう補導活動を行い、問題行動の早期発見・早期指導に努める。 ・補導委員報酬 　                  　　　　 7,618千円 青少年センター環境浄化事業（10-06-04） 322 青少年が安心して健やかに育つことができるまちづくりを推進する。 ・白ポスト運動の推進 ・危険箇所点検並びに有害環境実態調査の実施 ・白ポスト修繕費　  　　　                    312千円 青少年センター啓発事業（10-06-04） 228 青少年の非行防止・健全育成に関する各種啓発活動を実施する。 ・各種非行防止連絡会（学校－地域連携会議他） ・アトム110番連絡所事業 ・防犯パトロール、市内一斉防犯活動 ・公立中学校卒業生の追跡調査 青少年センター
青少年センター運営事業（10-06-04） 932 青少年センターの管理運営全般に関する事業を行う。 ・青少年センター運営協議会（年3回）委員報酬  　96千円 ・近畿、県、阪神青少年補導センター連絡会議及び研修会 への出席 ・青色パトロール車リース料　　　 　　　　　　 453千円 青少年センター
（４）学びの機会均等を保障します就学事務事業（10-01-02） 10,748 就学通知書の発送等の就学事務や、幼稚園就園奨励費補助等の事務を行う。学齢簿システム、就学援助システムを導入し、事務の効率化を図る。 ・　学事システム借上料　　　　　 　 　    9,559千円 学事課教育国際化推進事業（日本語の不自由なこどもサポーター事業）（10-01-02） 3,864 教育国際化推進事業の１つとして、日本語が不自由な幼児児童生徒（帰国幼児児童生徒も含む）の学校生活を支援し、地域社会に速やかに適応させることを目的に実施する。 ・日本語の不自由な子どもサポーター謝礼等   3,864千円 学校教育課子ども支援事業（10-01-03) 57,719 一斉指導になじみにくく、不登校や教室内でパニックを起こし、学級崩壊へつながる問題に対応するため、すべての配慮を要する子どもへの個別支援を行うとともに、子どもに安定した学校生活を保障することを目指して、本事業を実施する。 ・子ども支援サポーター賃金             　 46,529千円 ・学校園訪問相談事業謝礼                     500千円 ・幼稚園巡回カウンセリング事業謝礼         1,296千円 ・支援ボランティア謝礼                     9,345千円

教育支援課
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奨学助成事業（10-01-04） 22,292 経済的理由により修学困難な高校生や大学生等に対して修学資金の給付・貸付を行う。 ・奨学生選考委員会委員報酬　                  52千円 ・修学資金（給付）                     　  6,148千円 ・修学資金（貸付）                     　 14,850千円修学資金償還金の過年度滞納者に対し、収納業務をサービサーに委託して債権回収を図る。 ・修学資金償還金過年度未収金収納業務委託料　 356千円経済的理由により修学困難な私立高校進学予定者に対し入学支度金の融資あっせんを行うとともに貸付金利子の補給を行う。また、債権回収困難により損失が生じた場合、金融機関に対して損失の補償を行う。（貸付限度額300千円、貸付利息4％） ・入学支度金預託金                           825千円 ・入学支度金利子補給金　　                    60千円
学事課

就学補助事業（10-01-04） 2,450 伊丹朝鮮初級学校及び尼崎朝鮮中級学校に在籍する市内在住の児童・生徒の保護者に対し、補助金を交付し保護者負担の軽減を図る。 ・尼崎朝鮮中級学校生徒保護者就学補助金       980千円 ・伊丹朝鮮初級学校児童保護者就学補助金     1,260千円 ・伊丹朝鮮初級学校就園補助金  　　　　       210千円 学事課
基金管理事業（10-01-04） 22 奨学基金の運用益金の積立を行う。 学事課ひょうご多子世帯保育料軽減事業（10-01-04） 2,892 子どもを生み育てやすい環境づくりを推進するため、第２子以降が利用する場合の市立幼稚園保育料及び市立認定こども園保護者負担金の一部を助成する。 ・第２子３歳未満 　　　　                 　　60千円 ・第２子３歳以上 　　　                 　 2,184千円 ・第３子以降３歳未満                           0千円 ・第３子以降３歳以上                         648千円 学事課

○ 要保護及び準要保護児童生徒就学援助費（10-02-02）（10-03-02） 149,971 経済的理由により、就学困難な児童・生徒の保護者に対して、学用品費・給食費等の援助を行うことにより、円滑な義務教育の遂行を図る。なお、平成30年度の新入学学用品から、入学前に支給することとし、支給額を小学校で20,130円増額した40,600円、中学校で23,850千円を増額した47,400円とする。 ・小学校　学用品費　                      32,420千円 医療費　                     　    100千円 給食費                          45,363千円 ・中学校　学用品費                    　  44,554千円 医療費　                            50千円 給食費　                        27,483千円
学事課

実費徴収補足給付事業（10-05-02） 233 低所得で生計困難な者の子どもが特定教育・保育等の提供を受けた場合の日用品等の購入費用等の一部を補助する。 ・副食材料費　　　　　　　　                  45千円 ・日用品費等　　　　　　                 　  188千円 学事課
２　学ぶ意欲を高め、確かな学力の定着を図ります（１）基礎基本を確実に定着させますスクールサポーター事業（10-01-02） 3,538 市立小中学校において、児童生徒の基礎学力の向上を目的として、学生等を指導補助員として学校に派遣し、主に放課後に児童生徒に対して、学習補充の支援を図る。 ・スクールサポーター賃金                   3,538千円 学校教育課学力調査事業（10-01-02） 3,395 学力の向上につなげるため、中学校２年生を対象に本市独自の学習理解度調査及び国の調査として学力・学習状況調査を行う。 ・公立中学校学習理解度調査　 　　　　 　 　2,923千円 ・啓発用リーフレット  　                 　　350千円 教育研究課学力向上推進事業（10-01-02） 5,793 子どもたちの学力の向上を図るため、小学校への「サイエンスサポーター」の配置や自己表現力に関する専門家のワークショップ講座等の開催、地域人材を活用し「寺子屋教室」等を実施する。 ・たからづか寺子屋事業                 　  1,785千円 ・サイエンスサポーター配置　　　　　　　　 2,551千円 ・自己表現力向上ワークショップ　　　　　　 1,350千円 教育研究課学校教育課
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（２）「魅力ある授業」「わかる授業」の充実を図ります学校教育指導事業（10-01-02） 2,694 学校教育の円滑な推進を図る。 ・教育計画の大要等印刷 　                    534千円 学校教育課○ 学力向上推進事業（10-01-02） 800 平成32年度の小学校外国語活動・外国語科の完全実施に向けて、英語に堪能な地域人材を活用した英語教育に取り組む。また、様々な分野で世界の第一線で活躍する兵庫ゆかりのクリエーターが中学生対象に講話や実演を行うことで、これからの社会においてより豊かな感性を働かせ、新たなアイデアを生む力を身につけさせる。 ・小学校英語教育支援講師謝礼                 400千円 ・プロから学ぶ創造力育成事業講師謝礼         400千円 
学校教育課

３　心身ともに健やかな子どもを育てます（１）体育・スポーツ活動を推進します部活動推進事業（10-03-02） 12,942 市立中学校の部活動の環境整備及び各種大会への参加を促進して、部活動を充実させることにより、生徒の心身の健全な育成に資する。 ・部活動外部指導者活用事業委託             6,510千円 ・対外課外活動等補助金　                   4,045千円 ・吹奏楽フレッシュコンサート                 270千円 ・吹奏楽部楽器購入　　　                   1,800千円 ・部活動練習場使用料　　  　                  90千円 ・中学生野球教室講師謝礼　                    84千円 ・中学校総合体育大会夏季大会看護師謝礼　　　 143千円
学校教育課

小・中学校行事振興事業（10-02-02）（10-03-02） 3,787 小・中学校の行事を支援し、教育の充実を図る。小学校 ・小・特合同音楽会 　　                  　1,248千円 ・小・特合同運動競技大会              　 　2,211千円 ・作品展等　　　　　 　　                 　　58千円中学校 ・中学校合同音楽祭　　                  　　 112千円 ・中学校連合陸上競技大会                     105千円 ・中学校駅伝大会　　　　　                    34千円 ・作品展等　　　　                   　　　 　19千円
学校教育課

（２）食育や健康教育の充実を図ります学校保健事業（10-07-01） 102,173 児童生徒の健康の保持増進を図る。 ・学校園の校医等（医師・歯科医師・薬剤師）報酬 55,583千円 ・講師等謝礼        　　                 　　180千円 ・ＡＥＤ（自動体外式除細動器）借上　　　　 1,201千円 ・心臓・尿・脊柱・結核検査手数料等　　　  18,651千円 ・検査器具滅菌業務委託　                   1,726千円 ・日本スポーツ振興センター災害共済掛金　　17,028千円
学事課

（３）安全・安心な学校給食を提供します小学校運営事業（10-02-01） 511 米飯自校炊飯実施にかかる増加分の光熱水費。 学校給食課給食事業（10-07-04） 890,992 学校給食法に基づき、市立小学校及び中学校、特別支援学校において学校給食を実施。 ・学校給食食材費　                 　　　819,737千円 ・学校給食運営費　　 　             　　　51,764千円 ・給食用備品購入費　　                 　  7,000千円 ・米飯自校炊飯実施事業経費　　　　　　    12,491千円
  学校給食課

基金管理事業（10-07-04） 340 学校給食における給食用物資の確保に資するため、学校給食費調整基金への積立を行う。 学校給食課

重点施策
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４　命の大切さを知り、思いやりの心を持つ子どもを育てます（１）人権教育の充実を図ります人権教育文化事業（10-06-07） 1,963 人権文化センターを拠点として、家庭・地域の教育力の向上をめざして教育文化事業を実施する。 ・識字教室指導者謝礼                  　　 1,037千円 学校教育課人権文化創造活動支援事業（10-06-07） 1,199 人権文化センター等の施設を活用して人権課題について学習し、実践活動を通じて人権文化の創造に資する力を養う。 ・人権文化創造活動指導者謝礼  　　　　　　 1,000千円 学校教育課人権教育総務事業（10-06-07） 6,663 人権教育に係る総合調整を行う。 ・人権教育推進委員会委員報酬                 972千円 ・人権・同和教育振興委託                   4,884千円 ・阪神地区人権・同和教育研究協議会負担金　   228千円 学校教育課人権教育推進事業（10-06-07） 4,683 学校教育、社会教育において、人権尊重社会の実現に向けて、教育・啓発の事業を実施する。 ・人権教育指導員謝礼  　                   1,210千円 ・地域人権教育活動推進員謝礼               1,109千円 学校教育課
（２）道徳教育の充実を図ります生命の尊さ講座事業（10-01-02） 537 市立１２中学校に産婦人科医、思春期保健相談士、助産師等を招き生徒への講演会を実施する。また、赤ちゃんやその保護者との交流を通して命の大切さについて学ばせる。 ・講師謝礼　　　　　　                    　 320千円 ・講師派遣手数料　　　   　                  100千円 学校教育課
５　時代に対応できる子どもを育てます（１）外国語活動の充実を図ります教育国際化推進事業（英語学習指導助手（ALT）派遣事業・中学生国際交流推進事業）（10-01-02） 3,292 本市の児童・生徒の英語活用力育成を図るために、市立学校へＡＬＴの派遣を行う。また、国際交流事業として、本市在住中学生と豪州メルビル市のアップルクロス校生の交流を行う。 ・英語学習指導助手学校園派遣事業             279千円 ・中学生国際交流推進事業                   3,013千円 教育研究課中学校行事振興事業（英語祭）（10-03-02） 160 英語力の向上を図るため、市内の中学校から各学年ごとの代表による英語の暗唱、寸劇、朗読等を行う英語祭を実施する。 教育研究課（３）情報教育の充実を図りますスクールネット活用事業（10-01-03） 233,917 市立学校園におけるコンピュータ活用やネットワーク関連の研究・研修ができるよう、スクールネット宝塚のネットワーク関連の環境を整備する。 ・教育用コンピュータシステム運用保守委託料 19,175千円 ・校務支援システム機器及び外部メール借上料 21,453千円 ・セキュリティ強化対策機器の賃貸借及び保守 21,009千円 ・校務用コンピュータ機器等の賃貸借及び保守 56,226千円

教育研究課
６　ことばを大切にし、感性豊かな子どもを育てます（１）読書活動を推進します学校図書館教育推進事業（10-01-02） 33,419 １日４時間、週４日程度（年間130日）学校図書館司書を市立小中学校全校に配置し、児童生徒の読書活動を推進するとともに学校図書館を活用した学習を積極的に推進し学力向上を図る。また、各学校の図書ボランティアを育成する。 学校教育課重点施策
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学校図書館ネットワーク運用事業（10-01-03） 7,206 学校図書館及び教育総合センターのコンピュータをネットワークで結び、蔵書や貸出状況等を管理し活用することによって、学校図書館教育の推進を図る。 ・学校図書館システム機器借上料　    　　 　5,985千円 ・TRCマーク使用料　 　　                 　1,145千円 学校教育課
７　学校園の組織の充実を図ります（１）保幼小中の連携教育を進めます保幼小中連携教育推進事業（10-01-02） 196 保育所（園）・幼稚園・小学校・中学校が連続性・一貫性を持った教育の実践に努め、保幼小中の連携教育の推進を図る。 ・講師等謝礼　　　 　　　                   　36千円 ・のぼり等　　　　　　 　　                　160千円 幼児教育センター
（２）学校園での研究体制の充実を図ります幼児教育センター研究研修事業（10-01-02） 3,441 幼稚園教諭として豊かな感性と人間性の涵養に努め、資質の向上を図る。また保育所職員としての知識と技術の向上に努める。さらに囲碁への興味関心がふくらむよう子どもや教員へ指導の充実を図る。 ・講師等謝礼　　 　　　 　                   350千円 ・幼稚園教育指定研究委託               　    930千円 ・保育所所内研修　　　　　                 　560千円 ・保育所特別支援講師謝礼                 　1,192千円 ・囲碁研修　 　　　　　                    　315千円

幼児教育センター
教科書・副読本事業（10-01-02） 4,388 公立学校教科用図書の採択及び特別支援学級教科用図書の選定を行う。また、社会科副読本「わたしたちのまち宝塚」を作成する。 ・教科用図書選定委員会委員報酬　　　  　　　 155千円 ・社会科副読本（小） 　                  　3,911千円 教育研究課教育総合センター管理運営事業（10-01-03） 38,367 教育総合センター維持管理を行う。 ・施設保守管理等委託料　　　　　　    　　22,463千円 教育研究課視聴覚センター事業（10-01-03） 208 視聴覚教材の収集・貸出等や自主ソフト制作の支援を行う。 教育研究課パワーアップ支援室運営事業（10-01-03） 1,616 市立学校の教職員が、時間内外における自己研究・自己研鑽の場である「パワーアップ支援室」の運営を行う。 教育研究課８　学校教育を担う人材の育成に努めます（１）教員の授業力向上を図ります研究・研修事業（10-01-03） 10,601 教職員自らが、豊かな人間性の涵養に努め、確かな子ども理解のもと、子どもたちの「生きる力」を育むため、教職員の研鑚意識・実践的指導力を高める研究・研修を行う。 ・指定研究教育研究事業委託料　　　　  　　 6,200千円 教育研究課
９　安全・安心な学校園の整備を進めます（１）学校園施設等の整備・充実を図ります学校施設管理総務事業（10-01-01） 26,644 学校園施設の管理のために、県及び関係各市との調整等の庶務事務、法令に基づくＰＣＢ含有機器廃棄のための調査業務及び建築基準法12条に基づく定期点検業務委託などを行う。また、学校施設内における通勤車両駐車許可等の各種事務についても行う。 ・PCB廃棄物処理委託料　　　　　　　　　 　4,207千円 ・建築物定期点検業務委託料　　 　　　　　17,900千円 施設課

学校園安全推進事業（10-01-02） 1,159 学校生活が安全な環境の中で送れるよう学校・家庭・地域が連携して子ども達の安全を確保する取組として、防犯ブザーの無償貸与やすみれ子ども安全マップを活用し、学校生活の円滑な運営を図る。 ・防犯ブザーの購入 　　                      909千円 ・実践的安全教育総合支援事業(県委託事業)     250千円 学校教育課

重点施策

7



小学校施設警備事業（10-02-01）特別支援学校施設警備事業（10-04-01） 30,675 市立小学校・特別支援学校において、平日の夜間に警備員による学校施設の警備を行う。 ・小学校施設管理委託　                    30,246千円 ・特別支援学校施設管理委託                   429千円 教育企画課小学校施設管理事業中学校施設管理事業特別支援学校施設管理事業幼稚園施設管理事業（10-02-01）（10-03-01）（10-04-01）（10-05-01）
7,907 機器警備により、学校施設の火災・盗難を防止し、財産保全を図る。 ・小学校施設警備委託　                     1,747千円 ・中学校施設警備委託　　                     858千円 ・特別支援学校施設警備委託                 　 32千円 ・幼稚園施設警備委託　                       540千円特別支援学校のスクールバスの運行及び施設の管理運営を行う。 ・特別支援学校施設管理運営業務委託　　　　   135千円 ・ｽｸｰﾙﾊﾞｽ運行管理業務委託料　　　　　　 　 4,000千円

教育企画課
小学校施設管理事業中学校施設管理事業特別支援学校施設管理事業幼稚園施設管理事業（10-02-01）（10-03-01）（10-04-01）（10-05-01）

103,670 市立小学校・中学校・特別支援学校・幼稚園施設の維持管理により、良好な教育環境を保全する。 ・小学校施設管理事業　                    58,342千円 ・中学校施設管理事業　                    37,985千円 ・特別支援学校施設管理事業                 3,502千円 ・幼稚園施設管理事業　                     3,841千円 施設課
小学校施設整備事業 (10-02-01) 502,591 市立小学校の既存施設を改修等整備し、教育環境の改善及び向上を図る。また、１校で当初予定を延長し、仮設校舎等を継続使用する。 ・施設修繕                                57,204千円 ・トイレ改修工事設計委託（１校）　　　　　 1,773千円 ・校舎等改修工事設計委託（５校）          27,385千円 ・旧園舎除却工事設計委託（１校）　　　　　 1,078千円 ・仮設校舎等借上（１校）                     546千円 ・旧通学用地下道埋戻工事（１校）　　　　  12,960千円 ・校舎等老朽改修工事（３校）　　　　　　 401,645千円※別途、繰越明許予算として、校舎等老朽改修工事費 693,563千円、トイレ改修工事費28,384千円を予算措置

施設課
中学校施設整備事業（10-03-01） 218,100 市立中学校の既存施設を改修等整備し、教育環境の改善及び向上を図る。 ・施設修繕                                32,601千円 ・校舎等改修工事設計委託（２校）          10,691千円 ・空調設備更新工事設計委託（１校）         2,832千円 ・校舎等老朽改修工事（１校）　　　   　　151,276千円 ・仮設校舎買収（１校）                    20,700千円※別途、繰越明許予算として、校舎等老朽改修工事費 239,854千円、トイレ改修工事費41,492千円を予算措置

施設課
長尾中学校屋内運動場改築事業（10-03-03） 768,666 老朽化した屋内運動場の改築及び校地整備により、教育環境の改善・向上を図る。 ・消火栓設置工事申請手数料　  　　　　　　　　20千円 ・旧屋体・プール除却工事設計委託　　  　　 2,582千円 ・屋内運動場新築工事　　                 761,765千円 ・植栽工事　　　　　　　                 　4,163千円 ・下水道受益者負担金                 　　　　136千円※別途、逓次繰越予算として屋内運動場新築工事費430,520千円 を予算措置

施設課
長尾中学校屋内運動場改築事業（10-03-03） 9,400 老朽化した屋内運動場の改築及び校地整備により、教育環境の改善・向上を図る。（備品等） ・長尾中学校屋内運動場改築事業　　　  　　 9,400千円 教育企画課特別支援学校施設整備事業（10-04-01） 8,463 市立特別支援学校施設の既存施設を改修等整備し、教育環境の改善及び向上を図る。 ・施設修繕　                               8,463千円 施設課幼稚園施設整備事業（10-05-01） 138,073 市立幼稚園の既存施設を改修等整備し、教育環境の改善及び向上を図る。 ・施設修繕                                 5,000千円 ・園舎等整備工事設計委託（２園）           6,403千円 ・園舎等老朽改修工事（２園）　　  　　　　92,196千円 ・保育室空調整備工事（４園）　　　　　　　37,474千円※別途、繰越明許予算として園舎等老朽改修工事費42,484千円 を予算措置

施設課
8



西谷認定こども園管理運営事業（10-05-01） 2,847 西谷認定こども園の保育施設に在籍する子どもの給食に係る賄材料費及び消耗品費。 学校給食課小学校運営事業、中学校運営事業特別支援学校運営事業幼稚園運営事業西谷認定こども園管理運営事業（10-02-01）（10-03-01）（10-04-01）（10-05-01）
715,971 学校備品の老朽更新、施設の保全管理、学校図書の充実など教育環境の向上を図る。 ・小学校運営事業　  　                   412,736千円 ・中学校運営事業　                  　   250,067千円 ・特別支援学校運営事業                    12,515千円 ・幼稚園運営事業　　　                    40,021千円 ・西谷認定こども園管理運営事業　　　 　　　  632千円 教育企画課

中学校施設開放事業（10-03-01） 16,977 市立中学校において、平日の夜間に管理員による学校施設の管理を行う。 ・中学校施設管理委託　                    16,977千円 教育企画課１０　時代に応じた教育環境の整備に努めます（１）学校の適正配置など、教育環境の整備を進めます教育総務事業（10-01-01） 18,589 教育委員会の円滑な運営のための総務事務 ・教育委員報酬                　　         7,954千円 ・教育委員会事務執行等評価謝礼　　 　　　 　 140千円 ・通学バス運行委託　 　                    7,500千円 ・県市町村教育委員会連合会等分担金　 　    　714千円 教育企画課教職員総務事業（10-01-01） 216,842 市立小・中・特別支援学校に勤務している市職員と県費負担教職員、教育委員会事務局や幼稚園に勤務する市職員の人事管理全般を行う。 ・アルバイト賃金                 　　　  199,988千円 ・講師等謝礼　　　　                 　 　　  55千円 ・ミドルリーダーのためのスキルアップ研修講師謝礼 30千円 ・職場復帰のための指導員謝礼　　　　　　 　　120千円 ・県費負担教職員健康診断手数料 　　　　　 11,289千円 ・学校教職員健康相談業務委託料　　　　　　 2,905千円 ・幼稚園採用試験問題作成等委託料  　　　　　 341千円 ・各種会議等出席者負担金　　                 178千円 ・産業医報酬　　　　　　　　                 360千円
職員課

（２）情報教育の基盤整備を進めます教育用コンピュータ運用事業(10-02-02）(10-03-02)(10-04-01)(10-05-01) 35,697 学習指導要領に基づき、情報教育推進のために導入した教育用コンピュータ及び校務用コンピュータの運用・更新を行う。 ・小学校　 　　　　 　                    21,547千円 ・中学校　　　 　                　　   　12,122千円 ・特別支援学校                       　 　 1,323千円 ・幼稚園　　　　 　　                   　　 705千円 教育研究課
１１　家庭・地域と連携し、子どもの発達を支援します（１）学校・家庭・地域の連携を強めます学校支援地域本部事業（10-06-01） 1,964 地域住民の知識・経験を活かし、学校の支援ニーズに応じたボランティア活動などにより学校の教育活動を応援するとともに、学校・家庭・地域が一体となって「地域ぐるみで子どもを育てる」体制づくりを進めることにより地域の教育力を向上させ、学校を核とした地域づくりを目指す。 ・宝塚市学校支援地域本部事業業務委託　　　1,964千円 社会教育課
（２）学校園の情報を発信するとともに、地域の教育力を活用します○ ＴＡＫＡＲＡっ子いきいきスクール推進事業（10-01-02） 5,871 地域の教育力を活用し、学校・家庭・地域が一体となった特色ある教育活動を推進する。 ・ＴＡＫＡＲＡっ子いきいきスクール推進事業委託 5,871千円 学校教育課

重点施策
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（３）発達段階に応じた体験活動の充実を図ります小学校体験活動事業（10-02-02） 44,437 命のつながりや大切さ等を発展的に学ぶため、自然学校事業と環境体験事業との系統性を持たせ、体験活動の充実を図るとともに、地域や学校の実情に応じた体験活動を支援する。小学校３年生、５年生を対象とする。 学校教育課トライやる・ウィーク推進事業（10-03-02）（10-04-01） 9,160 中学校２年生を対象に、地域や自然の中で様々な体験活動を実施することにより、地域に学び、自分を見つめ、他人を思いやる心情を育てるとともに、自立性を高め、「生きる力」を育むことを目指す学校教育活動を推進する。 ・中学校 　　　　　                        9,010千円 ・特別支援学校 　　   　                   　150千円 学校教育課
（４）子育て支援事業の充実を図ります幼稚園運営事業（子育て支援型預かり保育） (10-05-01) 3,431 幼児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の就労及び子育てを支援するため、幼稚園の教育時間終了後に保護者の希望により、引き続き幼稚園で保育を実施する。なお、長期休業期間中も実施する。 ・有償ボランティア謝礼                 　  2,061千円 ・光熱水費　　　　 　                      1,370千円

  幼児教育センター
（５）伝統・文化等に関する教育の充実を図ります伝統・文化教育推進事業（10-01-02） 1,824 宝塚歌劇の優れた舞台芸術の鑑賞や邦楽などの伝統文化に触れ合うなどして、子どもの豊かな情操や感性を育む。 ・宝塚歌劇鑑賞　　　　　                   1,125千円 ・管弦楽団コンサート鑑賞                     100千円 ・邦楽のつどい　　　　　                   　400千円 ・のびのびパスポート　　                     192千円 ・小中学生文化・スポーツ奨励　　　　　　　　   7千円 学校教育課
１２　学びの成果で地域を変えていきます（１）誰もが学べる場と機会を整えます行事保険（10-06-01） 2,600 市管理施設（医療・住宅・学校・保育所・道路・上水道施設は対象外）及び市の業務遂行上の過失による法律上の賠償責任が生じる場合の賠償責任保険と市主催行事への参加者及びボランティアが被災した場合の見舞金の補償保険として、全国市長会市民総合賠償補償保険に加入する。 社会教育課中央公民館整備事業（10-06-03） 356,470 平成29年12月に第１期開館した中央公民館について、引き続き第２期建築工事を実施する。全館オープンは平成31年2月を予定。 ・中央公民館建設工事費                   326,385千円 ・植栽工事費　　　　　                   　5,200千円 ・備品購入費                              22,532千円※別途逓次繰越予算として、中央公民館工事費57,809千円を予算 措置

中央公民館
公民館管理運営事業(10-06-03) 145,086 東公民館管理運営事業　                     53,080千円西公民館管理運営事業　                     52,019千円中央公民館管理運営事業 　                  39,771千円 (・末広駐車場指定管理料                   3,356千円)公民館管理運営事業　　　                   　 216千円 東公民館西公民館中央公民館中央公民館公民館講座事業(10-06-03) 8,728 多様化する学習ニーズや今日的学習課題を見据え、各種講座の充実を図り、市民の生涯学習活動を推進する。（宝塚市民カレッジ、市民ｾﾐﾅｰ、人権啓発推進等） 東公民館（２）地域の学習資源を集め役立てます社会教育推進事業（10-06-01） 2,969 本市社会教育施設との連絡調整や、関係機関、団体との連携を図りながら社会教育・生涯学習推進に向けた施策を実施するとともに、障がい（児）者の社会教育活動を支援する。 ・社会教育委員報酬 　　                 　 1,217千円 ・ことばの教室補助金　 　　                  650千円 社会教育課
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宝塚自然の家管理事業（10-06-05） 6,205 休所中の宝塚自然の家について、里山や散策路をはじめとする野外活動施設の維持管理を行う。 ・光熱水費 　　　　　                      1,784千円 ・草刈等業務手数料                         1,834千円 ・施設清掃等業務委託料                  　 1,734千円 社会教育課宝塚自然の家利活用推進事業（10-06-05） 10,842 休所中の宝塚自然の家のアスレチックの点検・改修を行うとともに、日・祝を中心に一般開放の拡充に向けて取り組む。 ・アスレチック修繕料                      3,920千円 ・アスレチック点検業務委託料　 　  　　   1,080千円 ・受付業務委託料                          1,013千円 ・リーダーハウス撤去工事費　　　　　　　　2,560千円 社会教育課
（３）人と人とのつながりを築きます２０歳のつどい事業（10-06-01） 3,818 新成人を祝福し、成人としての自覚を促す契機とするため、成人式を開催する。 ・対象 平成10（1998）年4月2日～ 平成11（1999）年4月1日生まれ 社会教育課
１３　新鮮な学習情報を常に発信します（１）魅力ある図書館づくりを進めます中央図書館管理運営事業（10-06-06） 111,288 公共図書館としての役割を十分に果たすため、市民サービスの向上を図り、幅広く資料を収集・整理・保存し、市民の生涯学習活動をサポートする図書館づくりに努める。また、「子どもの読書活動推進計画」の実践に努め、子どもの読書環境を支える図書館機能の充実を図る。4月に図書館システム更新を行う。老朽化した外壁等の改修工事を昨年度に引き続き行う。 ・図書購入費　　　                       18,000千円 ・建物総合管理業務委託料                  9,067千円 ・図書館システム借上料　                 16,419千円 ・外壁等改修工事費　　                 　26,834千円

中央図書館
西図書館管理運営事業（10-06-06） 39,917 公共図書館としての役割を十分に果たすため、市民サービスの向上を図り、幅広く資料を収集・整理・保存し、市民の生涯学習活動をサポートする図書館づくりに努める。また、「子ども読書活動推進計画」の実践に努め、子どもの読書環境を支える図書館機能の充実を図る。 ・図書購入費 　　　　　                 　15,000千円 ・管理運営等委託　 　                   　10,074千円 西図書館
１４　歴史と文化が息づくふるさとを守ります（１）文化遺産の保全継承と活用に努めます桜ガ丘資料室維持管理事業（10-06-01） 1,465 市へ寄贈された旧松本邸を、中央図書館市史資料室の分室として、引き続き資料の保存や整理などに活用する。 中央図書館文化財保護事業（10-06-02） 8,600 文化財の調査と指定・保存及び国・県・市指定文化財の保守管理点検を行う。 ・発掘調査業務委託料                  　  1,953千円 社会教育課（２）郷土資料の収集と情報の発信を進めます市史編集事業（10-06-01） 4,635 既存歴史資料を活用するための整理及び新歴史資料を収集し、分析、記録する。 中央図書館歴史民俗資料館管理運営事業（10-06-02） 7,708 小浜地域の小浜宿資料館、西谷地域の旧東家住宅及び米谷地域の旧和田家住宅の各資料館の管理運営を行う。 社会教育課１５　市民個々のスポーツライフを支援します（１）スポーツ機会の提供に努めます社会体育振興事業(10-07-02) 7,542 社会体育の振興を図るため、市民スポーツ大会の実施、スポーツ活動のための機会の提供、指導者の確保、育成及び団体の育成等を実施する。 スポーツ振興課11



ハーフマラソン実施事業(10-07-02) 4,000 社会体育の振興を図るため、宝塚市街地及び宝塚・西宮の両市域の武庫川河川敷をコースとして、ハーフマラソンを実施する。 スポーツ振興課（４）スポーツ施設の環境整備を進めます学校体育施設開放事業(10-07-02) 11,893 社会体育の振興を図るため、市立小学校の体育館、運動場を市民のスポーツやレクリエーション活動の場に、また市立小学校のプールを校区内の児童に開放する。 スポーツ振興課スポーツ施設管理運営事業(10-07-03) 200,212 市民のスポーツレクリエーション活動振興の環境づくりを図るため、スポーツ施設等の適正な管理運営を行う。 ・スポーツ施設指定管理料　　　　　　 　　122,530千円 スポーツ振興課
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