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基本目標４ みんなが学び成長するまち 
 

政策 14 健やかで自立心をもった感性豊かな子どもを育むまちをつくる 

 

１０６ 学校耐震補強事業(マ) (教育総務課) ７１８,０００千円 
財源

内訳 

国  市債  一般財源 

237,646  477,400  2,954 

 
    安全で安心な教育環境を確保するため、学校校舎及び体育館の耐震補強工事を進めます。 

    【事業概要】 

     〔事業内容〕 学校耐震補強計画・設計委託及び耐震補強工事 
     〔実 施 校〕 ①耐震補強計画・設計委託 

小学校 9 校 10 棟（順化・円山・安居・岡保・東藤島・東郷・日新・ 

清水東・清水南小学校） 

         中学校 1 校 1 棟（大東中学校） 

              幼稚園 1 園 1 棟（大安寺幼稚園） 

            ②耐震補強工事 

              小学校 11 校 13 棟（豊・足羽・湊・春山・松本・西藤島・鶉・鷹巣 

明新・文殊・国見小学校） 

※鶉・鷹巣・文殊については、併設校のため 

幼稚園、中学校の耐震工事を含む。 

              中学校 3 校 4 棟（森田・足羽・足羽第一中学校） 

 

 

１０７ 学校体育館非構造部材耐震化（落下防止）事業 (教育総務課) １９４,０００千円 

財源

内訳 

国  市債  一般財源 

58,974  134,100  926 

 

    学校体育館の天井や高所に設置されている照明器具等の落下防止対策を進めます。 
    【事業概要】 

〔事業内容〕 天井材の撤去、吊上バスケットゴールの撤去、 

照明器具の落下防止対策等 

〔実 施 校〕 小学校 16 校（下宇坂・羽生・明新・森田・東郷・東安居・湊・大安寺 
国見・岡保・東藤島・本郷・長橋・一乗･日新・社西小学校） 

       中学校 4 校（光陽・国見・川西・越廼中学校） 

 
 

１０８ 学校体育館バリアフリー化事業(マ) (教育総務課)  ２７,６００千円 
財源

内訳 

  市債  一般財源 

  24,800  2,800 

 

    教育活動や地域活動の場として、また災害時の避難場所として多様な役割を担っている学校

体育館のバリアフリー化を促進します。 

    【事業概要】 

〔事業内容〕 ①洋式トイレの設置 

       ②出入口玄関部へのスロープ設置 

       ③出入口ドアの引戸化等 

〔実 施 校〕 小学校 13 校（和田・清明・豊・足羽・松本・鶉・文殊・明新・西藤島 
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湊・春山・清水北・清水西小学校） 

       中学校 13 校（進明、灯明寺、足羽中学校） 

 

 

１０９ 明道中学校改築事業(マ) (教育総務課)  １,３２０,０００千円 
財源

内訳 

国  市債  一般財源 

263,522  901,600  154,878 

 

    老朽化した明道中学校校舎の改築を行い、良好な教育環境の整備を進めます。 

    【事業概要】 

 〔所 在 地〕 文京 2 丁目地係 

〔整備概要〕 南・北校舎の一体化による改築 

①構  造  鉄筋コンクリート造 5 階建  

②延床面積  約 6,900 ㎡ 

〔事業内容〕 校舎改築工事、太陽光発電設備工事等 

 

 

１１０ 小学校カウンセラー配置事業 (学校教育課) １４,５７０千円 

 

   

     いじめや不登校などの悩みを持つ児童生徒の心のケアを行うため、各小学校にカウンセラー

を派遣します。 

 

 

１１１ いきいき学校生活支援事業 (学校教育課) １０１,５５１千円 

 

   

     発達障害や身体に不自由のある児童生徒が充実した学校生活を送れるようにするため、各小

中学校にいきいきサポーターや障害児介助員を配置します。 

    【事業概要】 

（１）いきいきサポーター配置事業 

        〔事業内容〕 発達障害や不登校傾向にある児童生徒の支援 

     〔資格要件〕 教員免許所有者、保育士、社会福祉士関係の資格保有者 

（２）障害児介助員配置事業 

        〔事業内容〕 身体等に不自由のある児童生徒の支援 

 

 

１１２ 外国人・帰国児童生徒日本語指導事業 (学校教育課) ２,２９８千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    2,298 

 

    外国籍・帰国児童生徒が充実した学校生活を送れるようにするため、ボランティアによる日

本語指導等を支援します。 

     〔事業内容〕 外国籍・帰国児童生徒への日本語指導、保護者への通訳・翻訳支援 

 

 

 

財源

内訳 

    一般財源 

    14,570 

財源

内訳 

    一般財源 

    101,551 
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１１３ コア・ティーチャー養成事業 (学校教育課) １,３２８千円 

財源

内訳 

 県    

 1,328    

 

    学力を充実させる授業を行うため、授業づくりの中心となる教員を育成します。 

     〔事業内容〕 研究指定校で授業づくりの実践研究、授業公開の実施 

 

 

○拡  １１４ 英語活動推進事業(マ) (学校教育課) ３０,５７７千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    30,577 

 

    小学生が英語を用いてコミュニケーションを図れるよう、また外国の言語や文化について理

解を深められるようにするために、ＡＬＴを活用した英語活動を推進します。 

    【事業概要】      

〔事業内容〕 ＡＬＴを全小学校 5、6 年生の学級に派遣 

〔ＡＬＴ数〕 7 名 

〔派遣回数〕 1 学級 22 回/年（平成 25 年度の 1 学級 21 回/年から拡充） 

 

 

○拡  １１５ 学校図書館支援員事業 (学校教育課) ２７,３２４千円 

財源

内訳 

    一般財源 

    27,324 

 

    学校図書館の運営や読書活動を支援する学校図書館支援員を増員し、小中学生の国語力の向

上や読書活動の活発化を図ります。 

    【事業概要】 

     〔事業内容〕 学校図書館支援員を全小中学校 69 校に派遣 

〔支援員数〕 22 名（平成 25 年度 20 名） 

 

 

１１６ 地域に生きる学校づくり推進事業 (学校教育課) ２６,８８５千円 

財源

内訳 

 県 市債  一般財源 

 800 1,700  24,385 

 

    子どもたちの「生きる力」を育むため、創意工夫による特色ある学校教育を推進するととも

に、家庭・地域と一体となり子どもたちの教育について考え行動する気運を高めます。 

    【事業概要】 

     〔事業内容〕 学校や地域の実情に応じた特色ある教育活動の推進 

     〔主な取組〕 ①体験活動の充実 

            ②地域の人材・資源の活用の充実 

             ・ゲストティーチャー 

             ・教育活動ボランティア 

③保・幼・小・中の交流 

             ・合同体験入学 

       ・幼児・児童・生徒間の交流 

④教育ウィーク（学校公開週間）の実施を中心とした学校公開 

⑤地域・学校協議会の設置と運営 

⑥中学校区連絡会の運営 
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１１７ 放課後児童健全育成事業 (学校教育課) ２７６,０００千円 

 

   

     放課後留守家庭児童の健全な育成と、保護者が安心して働ける環境を確保するため、放課後児童

会及び放課後児童クラブの運営を行います。 

    【事業概要】 

     〔内  容〕 放課後児童会、放課後児童クラブの運営委託料等 

〔設 置 数〕 ①放課後児童会  ：28 か所 

②放課後児童クラブ：29 か所（新規 3 か所） 

〔運営主体〕 ①放課後児童会  ：福井市社会福祉協議会、竹伸会 

②放課後児童クラブ：社会福祉法人、地区運営委員会、ＮＰＯ法人 

 

 

○拡  １１８ 私立幼稚園就園奨励支援事業 (学校教育課) ２３０,０００千円 

 

 

 

     子育て世帯の負担軽減を図るため、私立幼稚園の保育料補助を拡充します。 

    【事業概要】 

     〔事業内容〕 私立幼稚園保育料の補助 
     〔拡充内容〕 ①第 2 子（小 1 から小 3 に兄姉あり）の補助単価の増 
            ②補助対象者の所得制限の撤廃 

  

財源

内訳 

 県 市債  一般財源 

 153,902 4,500  117,598 

財源

内訳 

 県   一般財源 

 51,366   178,634 
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