
　　　　　　　　　平成２８年度　教育委員会予算　重点事業一覧 資料　２

（単位：千円）

事業期間
総事業費

（見込み）
国県支出金 地方債 その他

Ａ：事業内容　

Ａ：事業内容　

Ａ：事業内容

Ａ：事業内容　

Ａ：事業内容　

Ａ：事業内容　

現在は紙媒体で行っている学校や児童生徒に関する様々な情報をシステム化することで、児童生
徒データの安全で効率的な活用や、通知表・指導要録・調査書等の各種帳票作成の省力化、教職
員間で児童生徒情報のリアルタイムでの共有が可能になる。

43,503 　

課名
事　　　業　　　名

（★：新たな重点施策）

事　　　業　　　概　　　要
予算内示額

左の財源内訳

特定財源
一般財源

本　年　度　事　業　内　容

庶務課
豊川市教育振興基本計画策定
事業

H27～28 6,055 3,686 3,686

教育基本法第１７条第２項の規定に基づき、平成２４年３月に策定した豊川市教育振興基本計画
について、平成２８年度に計画期間が満了となることから、第６次豊川市総合計画との整合性を
図りながら見直しを行い、新たな計画を策定する。

Ｂ：補足事項等
策定委員報酬　＠8,600*10人*6回＝516,000円
計画策定委託　2,700,000円
印刷製本費　　470,000円

33,000

夏の猛暑対策として、児童・生徒に良好な学習環境を提供するため普通教室にエアコンを設置す
る工事を実施する。

Ｂ：補足事項等庶務課

小中学校環境改善対策事業
（空調設備設置事業）

★（小中学校の普通教室に空
調設備を導入します）

H27～H31 ー 33,000

272,550 103,100252,738

H28年度に空調設備設置工事実施設計委託を発注し、H29年度より3ヶ年（予定）で設置工事を実
施する。

126,849

子どもたちが、安全で安心な学校生活を送るために、老朽化が進む既設校舎の耐震補強工事と大
規模改修工事を実施する。

Ｂ：補足事項等
H25　用地測量、校舎構造体耐久性調査
H27　校舎耐震補強等工事設計委託

H28～ ー

22,789

庶務課 校務支援システム導入事業 Ｈ28～33

2,045

H28　校舎耐震補強、大規模改修工事

学校教育課

学校教育における英語力パ
ワーアップ事業

★（英語教育を充実し、国際
社会で通用する人材を育てま
す）

庶務課 萩小学校校舎改修事業 H25～H28

2,045

数年後、小学校高学年に英語科ができ、英語活動の時間が増え、中学年には英語活動ができる。
すぐにＡＥＴの増員は困難なのでそれを補うためにも本事業が必要である。

Ｂ：補足事項等
ＤＶＤ教材購入　　等

学校教育課

部活動総合支援事業

★（部活動活性化のため、外
部指導者の活用を充実しま
す）

継続事業 ー
2,870

体育的及び文化的部活動に対し、外部指導者を招聘し、指導内容の充実を図る。また、県大会以
上の参加料を補助する。

Ｂ：補足事項等
・H26実績　2,197　
・H27予算  2,270　

2,870

ー
Ｂ：補足事項等
導入コストの大幅な縮減を見込み、豊橋市を始めとした東三河４市での共同調達を実施する。 　 43,503
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Ｂ：補足事項等
新刊全件マーク　　　　　　　　　年間1,400,000円×1.08＝1,512,000円
新刊全件マーク分館使用料　　　　年間1,000,000円×1.08＝1,080,000円
TOOLi図書館パッケージ連携版　　 年間　480,000円×1.08＝　518,400円
マークメンテナンス保守データ　　年間　200,000円×1.08＝　216,000円
典拠ファイル　　　　　　　　　　年間　 80,000円×1.08＝　 86,400円
　　　　　　　　　　　　　　　　合計3,160,000円×1.08＝3,412,800円

学校教育課 読書教育推進事業 継続事業 ー 4,400 4,400

中学校区に一人の巡回司書を配置して、専門的な知識を持った司書が、読書環境の整備など読書
活動を推進する。

Ｂ：補足事項等
・H26実績　4,301
・H27予算　4,360

生涯学習課

平和公園（仮称）整備事業

★（豊川海軍工廠跡地に平和
公園を整備します）

H28～29 ー 24,660 22,400 27 2,233

豊川海軍工廠跡地に、平和公園整備及び供用開始の準備を行う。

Ｂ：補足事項等
平和公園整備事業については、これまで公園緑地課が事業を進めてきたが、供用開始後に生涯学
習課が所管する施設整備（交流施設・残存遺構）等について、平成28年度以降生涯学習課が予算
化し事業を進める。

生涯学習課 旅籠大橋屋保存整備事業 H27～30 ー 14,271 2,071

市指定文化財旅籠大橋屋の活用のため、保存整備事業を行う。

Ｂ：補足事項等
H26年度　文化財調査の実施（決算：1,495千円）
H27年度　土地購入（予算：46,118千円）

115,000

図書館システム及び自動書庫システムの更新

Ｂ：補足事項等
図書館システム更新一式　　　　
自動書庫システム更新一式　　　
合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
図書館システム及び自動書庫システムの更新    115,000,000円

中央図書館 書誌情報使用料 H28～ 17,065 3,413

115,000中央図書館
図書館システム及び自動書庫
システム更新事業

H28 115,000

現在、契約している日販マークの販売が終了するため、マークを変更する。
（マークとは、図書資料等のデータベースであり、図書の登録、レファレンス等の用途で活用さ
れており、図書館には欠かせないものである）

生涯学習課

地域の伝統継承事業支援

★（地域の伝統継承事業に支
援します）

H28～ ー

指定文化財の祭礼や芸能で使用する衣装、楽器、小道具などの修理、新調費用に対して補助す
る。

Ｂ：補足事項等
H28年度　　制度設計
H29年度～　補助

5,200 7,000

3,413
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駅伝大会（豊川リレーマラソ
ン）開催事業

★（参加者、観客数の多いス
ポーツイベントの開催を支援
します）

Ｈ26～ －

17,834

Ｈ28

豊川リレーマラソンを実施し、市陸上競技場の有効活用を図るとともに、市スポーツ振興計画の
基本的な柱である「する」「観る」「支える」スポーツの振興を図る。平成２８年度からは、ゲ
ストランナーを招致する。

Ｂ：補足事項等

17,834

1,000 1,000
リレーマラソン負担金

豊川市陸上競技場について、日本陸上競技連盟の第３種公認競技場としての公認を継続するため
必要な更新を行う。

Ｂ：補足事項等

学校給食課
学校給食センター蒸気管改修
事業

H28～H31 －

スポーツ課 陸上競技場３種公認検定事業 Ｈ28

スポーツ課

スポーツ課 体育施設整備事業

2,800

蒸気管（一次）の老朽化による改修が必要となっているが、その際、管末までの蒸気圧を0.3MPa
→0.8MPaとするために必要な管径等を決定する。

Ｂ：補足事項等
H28は設計委託、H29からH31で改修を行う。

12,592学校給食課 学校給食施設改修・修繕事業 H27～ －

2,800

12,592

学校給食センターは平成14年に供用開始し、厨房機器、ボイラー、空調等設備、厨芥処理機等は
耐用年数を経過しているものもあり、これらの機器や設備に故障・事故等が生じた場合、給食を
中止せざるを得ない事態となるため、既存機器設備の改修修繕を事前に行うことで使用期間の延
長を図る。

Ｂ：補足事項等
・自動食器浸漬機オーバーホール  2,341千円
・食器供給装置オーバーホール　  4,600千円
・食器整理装置オーバーホール　  5,651千円
※平成28年度以降の改修・修繕はその時点の劣化状況等により判断する。

82,984

豊川市スポーツ振興計画の「するスポーツ」、「観るスポーツ」、「支えるスポーツ」の振興の
拠点となる体育施設・設備の整備、補修を計画的に図りつつ、施設・設備の延命化に努める。

Ｂ：補足事項等
飛散防止フィルム貼作業委託
点字ブロック設置工事　　　　　　　　　　等

陸上競技場３種公認検定員謝礼　　　　　　２６千円
陸上競技場３種公認更新修繕　　　１０，５００千円
陸上競技場備品　　　　　　　　　　７，３０８千円

82,984 82,984

17,834
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