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１ 所管予算案総括表

（１）一般会計予算額 ［単位：千円］
平成２６年度

予算額
平成２５年度

予算額
増減額

910,473 925,749 ▲ 15,276

279,590 269,945 9,645

289,611 289,880 ▲ 269

487,151 437,824 49,327

62,419 64,782 ▲ 2,363

（２）特別会計予算額 ［単位：千円］
平成２６年度

予算額
平成２５年度

予算額
増減額

0

0

（３） 所管の重点施策 ［単位：千円］

事業名 総合計画 予算額

予算説明書の事業名 施策体系 所管課

小学校校舎等耐震補強事業 4-2 200,373

小学校の施設整備に要する経
費

学校教育 教育総務課

青山小学校新校舎等建設事業 4-2 268,414

青山小学校校舎等建設に要す
る経費

学校教育 教育総務課

市制90周年記念成人式タイム
カプセル事業

4-2 216

事務局運営に要する経費 学校教育 学校教育課

教育研究指導事業（標準学力
調査）

4-2 6,103

教育研究指導に要する経費 学校教育 学校教育課

学校いきいきプラン支援員配
置事業

4-2 55,787

学校いきいきプランに要する
経費

学校教育 学校教育課

コミュニティ・スクール推進
事業

4-2 1,600

コミュニティ・スクール推進
に要する経費

学校教育 学校教育課

課名

事業概要

教育総務課

学校教育課

生涯学習課

スポーツ健康課

別府商業高等学校

幼稚園・小中学校に支援員を配置
し、特別な支援を必要とする園児児
童生徒に対して、一人一人の教育的
ニーズに応じた適切な支援を行いま
す。

教育委員会

確実な学力の定着及び向上を図るた
め、平成25年度から実施している別
府市標準学力調査について、中学校
に社会科を追加します。

平成25年度に7校で開始したコミュニ
ティ・スクール導入に向けての調査
研究を全校で実施します。

市制施行90周年記念事業として、平
成26年度に10歳になる小学生が将来
の自分に向け、手紙や写真などを収
納したタイムカプセルを製作し、市
制100周年の年の成人式で開封して、
お祝いをします。

青山小学校と西小学校の統合に向け
て、新校舎を建設します。

小学校校舎の耐震化を進めるため、
境川小学校管理教室棟の耐震補強工
事等を行います。
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事業名 総合計画 予算額

予算説明書の事業名 施策体系 所管課

学校問題解決支援事業 4-2 225

総合教育センターに要する経
費

学校教育 学校教育課

魅力ある学校図書館づくり事
業

4-2 33,984

職員人件費 学校教育 学校教育課

中央公民館リニューアル事業 4-3 100,132

中央公民館・市民会館リ
ニューアルに要する経費

生涯学習 生涯学習課

社会教育活動総合事業 4-3 3,015

社会教育活動に要する経費 生涯学習 生涯学習課

地域教育力活性化事業 4-3 2,054

地域教育力活性化に要する経
費

生涯学習 生涯学習課

湯けむり景観保存事業 4-3 2,973

湯けむり景観保存に要する経
費

生涯学習 生涯学習課

交通安全推進事業 2,596

交通安全推進に要する経費 スポーツ健康課

体育施設整備事業 2-2 76,587

体育施設整備に要する経費 健康・医療 スポーツ健康課

体育振興事業 2-2 32,109

体育振興に要する経費 健康・医療 スポーツ健康課

各種大会や団体に補助することによ
り、市のスポーツレベルの向上と市
民のスポーツに対する関心を強めて
いきます。

市内の各市営の体育施設改修によ
り、安心かつ快適に利用できる施設
を提供していきます。

児童・生徒等の登下校時の安全を確
保するため、安全標識や路側帯等を
整備していきます。

事業概要

利用者の安全性の確保、利便性の向
上のため、耐震補強及びエレベー
ター設置工事等を行います。また、
文化財的価値を高めるため、正面階
段を設置するとともに、外壁の改修
を行います。

子どもから高齢者まで人生各期にお
いて必要課題や今日的な課題解決に
向けた学習機会を総合的に行いま
す。

地域住民によるボランティアによっ
て、学校支援並びに公民館子ども教
室を実施し、地域教育力の活性化を
図ります。

国重要文化的景観「別府の湯けむ
り・温泉地景観」を後世に引き継
ぎ、観光振興やまちづくり等に活用
するための計画を策定します。

学力向上、読書活動の充実のため、
学校に配置する図書館司書を増員し
ます。

専門的見地からの指導助言等による
適切かつ迅速な対応を行うことで、
学校に対する保護者・地域からの相
談・苦情等の解決が長期化・複雑化
することを防止し、子どもたちの学
びと育ちを保障する実践を進めるた
め、学校問題解決支援チームを設置
します。
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 ２ 事業概要（一般会計）

－ － －

款 項 目 事業

11 01 01 0538 教育委員会運営に要する経費

【事業の目的】
教育行政並びに教育財産に関する調査研究を行い、より良い教育環境の整備に努め

ます。

【事業内容】
①教育委員の報酬及び費用弁償の交付 3,333千円
教育委員の報酬及び、会議・研修参加に伴う旅費を支給します。

②教育委員の会議調査研究及び研修に伴う経費 169千円
教育委員の会議等に必要となる事務用品の購入や、会議・研修参加に伴う負担金を

支出します。
③教育委員の後援及びスポーツ・文化に伴う経費 194千円
各種イベントに対する後援を行いトロフィー等を授与するほか、新聞等に広告を掲

載します。

－ － －

款 項 目 事業

11 01 02 0539 事務局運営に要する経費

【事業の目的】
職員の研修参加等により教育行政の質の向上を図るほか、教育現場の環境整備を行

います。

【事業内容】
①職員の労働安全に伴う報酬や研修等に係る経費 2,408千円
市職員産業医の報酬や、会議・研修参加等に伴う旅費・負担金を支給します。

②教育委員会事務局の事務処理に係る経費 3,798千円
各種委員会委員への謝礼金の支払いのほか、事務処理に必要な事務用品等の購入や

各団体への負担金を支出します。
③教育現場の環境整備に係る経費 20,253千円
学校等における委託料や借上料等を支出します。

総合計画の施策体系

総合計画の施策体系

予算額

3,696

地方債

所管課

教育総務課

事業名称

その他 一般財源

3,696

国県支出金

事業名称 所管課

26,459 26,459

教育総務課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2

款 項 目 事業

11 01 02 1148 高校の統合に要する経費

【事業の目的】
県立高等学校との統合に伴い、新学校のための用地整備を行います。

【事業内容】
①施設の解体に係る経費 1,744千円
統合により、活用予定のない校舎等を解体するための設計委託料を支出します。
解体工事に伴う設計委託対象施設：柔剣道場・部室・倉庫

4 － 2

款 項 目 事業

11 01 04 0546 私立学校振興に要する経費

【事業の目的】
私立学校の教育設備や備品等を充実させ、保護者負担の軽減を図ります。

【事業内容】
①私立学校等に対する補助金・助成金 2,000千円
私立幼稚園に対し運営費補助金の交付、また、私立高等学校に対しては振興助成金
を交付します。

【対象者】
私立幼稚園 7園
私立高等学校 2校

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

教育総務課

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

1,744 1,744

2,000 2,000

教育総務課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2

款 項 目 事業

11 02 01 0551 小学校の運営に要する経費

【事業の目的】
小学校の設備整備の充実により、児童の学習環境の向上を図ります。

【事業内容】
①小学校の管理運営に要する経費 112,194千円
光熱水費や修繕料また消耗品の購入など、小学校の運営に必要な費用を支出します。

②管理保守委託料等 4,821千円
コンピュータシステム等借上げ、その他、各種委託業務の支出を行います。

③備品購入費 4,000千円
小学校の管理に必要な備品を購入します。

【対象者】
市立小学校 15校

4 － 2

款 項 目 事業

11 02 01 0552 小学校の施設維持管理に要する経費

【事業の目的】
施設の安全や衛生管理の維持・改善を行い、教育環境を保全します。

【事業内容】
①管理保守委託料等 10,472千円
施設の維持管理に必要な法定検査の手数料や委託料の支出を行います。

【対象者】
市立小学校 15校

教育総務課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

121,015 1,391 119,624

10,472 1,692 8,780

教育総務課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2

款 項 目 事業

11 02 01 0553 小学校の施設整備に要する経費

【事業の目的】
学校建物の補修・改修を行い、児童の安全を確保します。

【事業内容】
①校舎等の保守・工事等に要する経費 251,131千円

（主な工事内訳）
耐震補強工事：境川小学校管理教室棟耐震補強工事  200,373千円
※別途 平成25年度補正予算として(平成26年度繰越)

大平山小学校・境川小学校・鶴見小学校耐震補強工事
大平山小学校プール改修工事
南小学校エレベーター設備改修工事

②教育環境改善のための経費 10,258千円
教育環境の改善に係る委託料・原材料費等の支出を行います。

【実 績】
H24改築工事：2件 363,068千円

 上人小学校（教室棟）・朝日小学校（屋内運動場）
耐震化率：79.55%(H25.4.1時点)

【対象者】
市立小学校 15校

4 － 2

款 項 目 事業

11 02 01 1167 青山小学校校舎等建設に要する経費

【事業の目的】
青山小学校と西小学校の統合に伴い生徒数が増加するため、校舎等を建設・整備する

ことにより教室不足を解消し、教育環境の改善と充実を図ります。

【事業内容】
①校舎等建設に伴う経費 268,414千円
東教室棟新築工事外施設整備工事費 257,643千円
工事監理委託料・水道加入負担金等 10,771千円

教育総務課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

261,389 24,310 175,900 40,000 21,179

建物の補修や耐震補強等工事に伴う経費、また、設計委託料・借上料等の支払いを行

268,414 82,852 137,300 48,262

教育総務課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

います。
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2

款 項 目 事業

11 02 02 1007 小学校の教材に要する経費

【事業の目的】
授業における教材や図書を整備し、より良い学習環境の充実を図ります。

【事業内容】
①教材・備品の購入に係る経費 25,086千円
授業において使用する教材や備品、学校図書館に配備する図書を購入します。

②保守管理委託料等 42,161千円
コンピュータの借上料や、図書装備委託料を支出します。

【対象者】
市立小学校 15校

4 － 2

款 項 目 事業

11 03 01 0563 中学校の運営に要する経費

【事業の目的】
中学校の設備整備の充実により、生徒の学習環境の向上を図ります。

【事業内容】
①中学校の管理運営に要する経費 44,968千円
光熱水費や修繕料また消耗品の購入など、中学校の運営に必要な費用を支出します。

②管理保守委託料等 2,285千円
コンピュータシステム等借上げ、その他、各種委託業務の支出を行います。

③備品購入費 2,644千円
中学校の管理に必要な備品を購入します。

【対象者】
市立中学校 8校

教育総務課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

67,247 200 67,047

49,897 2,555 47,342

教育総務課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2

款 項 目 事業

11 03 01 0565 中学校の施設維持管理に要する経費

【事業の目的】
施設の安全や衛生管理の維持・改善を行い、教育環境を保全します。

【事業内容】
①管理保守委託料等 5,037千円
施設の維持管理に必要な法定検査の手数料や委託料の支出を行います。

②中学校用地借上料 123千円
中学校用地の一部として、土地を借り上げます。

【対象者】
市立中学校 8校

4 － 2

款 項 目 事業

11 03 01 0566 中学校の施設整備に要する経費

【事業の目的】
学校建物の補修・改修を行い、生徒の安全を確保します。

【事業内容】
①校舎等の保守・工事等に要する経費 30,491千円
建物の補修や施設整備工事に伴う経費、また、各種委託料の支払いを行います。
（主な工事内訳）
北部中学校消火設備改修工事
※別途 平成25年度補正予算として(平成26年度繰越)

青山中学校・朝日中学校耐震補強工事
②教育環境改善のための経費 6,500千円
教育環境の改善に係る委託料・原材料費等の支出を行います。

【実 績】
H24改築工事：1件 270,554千円

 青山中学校（屋内運動場）
耐震化率：79.31%(H25.4.1時点)

【対象者】
市立中学校 8校

教育総務課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

5,160 739 4,421

36,991 10,000 26,991

教育総務課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2

款 項 目 事業

11 03 02 1008 中学校の教材に要する経費

【事業の目的】
授業における教材や図書を整備し、より良い学習環境の充実を図ります。

【事業内容】
①教材・備品の購入に係る経費 18,840千円
授業において使用する教材や備品、学校図書館に配備する図書を購入します。

②保守管理委託料等 9,063千円
学力支援教材の借上げや、コンピュータの保守管理委託料、図書装備委託料を支出
します。

【対象者】
市立中学校 8校

4 － 2

款 項 目 事業

11 05 01 0585 幼稚園の運営に要する経費

【事業の目的】
幼稚園の設備整備の充実により、園児の幼児教育の充実を図ります。

【事業内容】
①幼稚園の管理運営に要する経費 10,531千円
光熱水費や修繕料また消耗品の購入など、幼稚園の運営に必要な費用を支出します。

②備品購入費 2,535千円
幼稚園の管理に必要な備品を購入します。

【対象者】
市立幼稚園 15園

教育総務課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

27,903 200 27,703

13,066 1,094 11,972

教育総務課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2

款 項 目 事業

11 05 01 0587 幼稚園の施設維持管理に要する経費

【事業の目的】
施設の安全や衛生管理の維持・改善を行い、教育環境を保全します。

【事業内容】
①管理保守委託料等 2,632千円
施設の維持管理に必要な法定検査の手数料や委託料の支出を行います。

②園舎用地借上料 880千円
幼稚園用地の一部として、土地を借り上げます。

【対象者】
市立幼稚園 15園

4 － 2

款 項 目 事業

11 05 01 0588 幼稚園の施設整備に要する経費

【事業の目的】
幼稚園建物の補修・改修を行い、園児の安全を確保します。

【事業内容】
①園舎等の保守・工事等に要する経費 9,457千円
建物の補修や施設整備工事に伴う経費の支出を行います。

②教育環境改善のための経費 2,051千円
教育環境の改善に係る委託料・原材料費等の支出を行います。

【実 績】
H24耐震補強工事：1件 19,704千円

 大平山幼稚園

【対象者】
市立幼稚園 15園

教育総務課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

3,512 3,512

11,508 11,508

教育総務課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2

款 項 目 事業

03 01 03 1154

4 － 2

款 項 目 事業

11 01 02 0540 事務局運営に要する経費

総合計画の施策体系 学校教育課

予算額

3,654

地方債

所管課

学校教育課

事業名称

その他 一般財源

青少年非行防止・環境浄化に要する経費

5,044 5,044

【事業の目的】
教育行政の資質向上及び円滑な学校運営を目的として、学校評議員会の開催や市職員産業医

を配置し、また、教育活動における事務費を適切に執行します。
市制90周年記念事業として、平成26年度に10歳になる小学生がタイムカプセルを作製する事

業を実施します。

【事業内容】
①市職員産業医の配置 384千円（産業医報酬）
労働安全衛生法に基づき市立小・中学校の教職員に対し産業医を選任し、学校職員衛生委員

会の開催や教職員の健康相談を行い、教育活動を支援します。
②学校評議員会の開催 880千円（学校評議員謝礼金）
学校評議員会を各小中学校において開催します。評議員は校長の求めに応じて意見を述べ、

学校運営や教育活動の活性化や課題解決を図ります。
③教育指導及び学校事務における事務費の執行 3,564千円（印刷製本費2,657千円、消耗品費
343千円、通信運搬費259千円、広告料（新1年生新聞広告料）33千円、筆耕翻訳料（卒業証

書筆耕）30千円、自動車借上料50千円、大分県中学校文化連盟負担金192千円）
教育指導及び学務事務の円滑な実施のため、別府市学校教育指導方針や小・中学校通知表、

小・中学校・幼稚園卒業証書等を作成します。別府市中学校英語・国語弁論大会に出場する生
徒を会場まで安全に輸送するための交通費を支給します。大分県中学校文化連盟負担金を納入
し、大分県及び別府市の中学校の文化活動を支援します。
④市制90周年タイムカプセル作製に伴う経費 216千円（消耗品費）
市制90周年記念事業として、平成26年度に10歳になる小学生が、市制100周年の年の成人式

で開封する計画で、将来の自分に向け手紙や写真などを収納したタイムカプセルを作製しま
す。

3,654

国県支出金

所管課

学校教育課

【事業の目的】
青少年の非行防止及び地域環境の浄化を目的として、青少年補導活動を実施します。補導活

動における補導員の資質向上を図ります。

【事業内容】
①青少年補導活動の実施 3,610千円（補導員謝礼金2,988千円、普通旅費333千円、消耗品費
等289千円）
地域における青少年の非行の早期発見及び地域環境の安全を確保するため、補導活動を行い

ます。
②補導員の研修実施 44千円（会場借上料）
補導活動を行う補導員の資質向上のため、研修会を実施します。

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2

款 項 目 事業

11 01 02 0541 奨学金に要する経費

4 － 2

款 項 目 事業

11 01 02 0806 学校規模適正化審議会に要する経費

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

学校教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

18,166 1,660 16,506

【事業の目的】
学業人物ともに優秀で経済的理由により就学困難な者に対して、奨学金の贈与又は貸与を行

うことにより、経済的支援を行い、広く有用な人材の育成を行います。

【事業内容】
①高等学校奨学金の贈与 15,282千円（高等学校奨学金）
要保護及び準要保護世帯の高等学校又は高等専門学校に在学する生徒に対し奨学金を贈与

し、経済的な支援を行い、有用な人材を育成します。
②大学奨学金の貸与 2,880千円（大学奨学金）
経済的理由により就学困難な大学生に対し奨学金を貸与し、経済的な支援を行い有用な人材

を育成します。
③奨学生選考委員会の開催 4千円（普通旅費）
奨学生選考のため、教育委員、市長、市議会議員代表1名、民生委員代表2名、学識経験者1

名、市内学校長代表1名から構成される選考委員会を開催します。

【実施方法・実績等】
経済状況、人物、成績等を総合的に判断し奨学生選考委員会において奨学生を決定します。
H24年度 【高校】195人 15,175千円 【大学】4人 1,920千円
H25年度 【高校】191人 14,564千円 【大学】6人 2,880千円（※決算見込）

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

学校教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

149 149

【事業の目的】
少子化における学校間格差の解消、隣接する通学区域における地域住民との協議、調査、審

議を行い教育効果及び教育環境の向上を図るため、教育委員会の諮問に応じて、別府市立学校
規模適正化審議会を開催し、学校規模の適正化及び通学区域の見直しを行います。

【事業内容】
①学校規模適正化審議会の開催 149千円（委員報酬138千円、費用弁償11千円）
別府市立学校規模適正化審議会を開催し、学校規模の適正化及び通学区域の見直しを行いま

す。
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2

款 項 目 事業

11 01 02 1095 学校支援センター運営に要する経費

4 － 2

款 項 目 事業

11 01 03 0542 教育研究指導に要する経費

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

学校教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

858 858

【事業の目的】
学校事務の効率化、効果的な運用及び教職員の事務の負担軽減を図るため、学校支援セン

ターを設置し、教職員に対する支援体制を確立し学校事務職員の人材育成を行います。

【事業内容】
①学校支援センター運営に伴う経費 858千円（消耗品費430千円、燃料費94千円、通信運搬
費260千円、ファックス等借上料74千円）
学校支援センターの運営に要する事務費等を執行します。

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

学校教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

9,333 9,333

【事業の目的】
児童・生徒の確かな学力の定着及び向上を図るため、標準学力調査を実施することにより、

学習の課題を明確にし、課題克服に向けた授業の改善及び家庭学習における支援を行います。
また、学力向上支援教材の利用及び校務用パソコンを配置し、教育指導における教職員の支援
を行います。

【事業内容】
①別府市標準学力調査の実施 6,103千円（標準学力調査委託料）
確実な学力の定着及び向上を図るための資料とするため、4月に実施される全国学力調査

(【対象学年】小6・中3)及び大分県基礎・基本定着状況調査(【対象学年】小5・中2)に加え
て、1月に小3～6、中1～2を対象に別府市標準学力調査を実施します。平成26年度から中学校
の実施教科に社会科を追加します。
②教職員の資質向上及び教育指導の支援 3,230千円（講師謝礼金122千円、普通旅費等149千
円、学力向上支援教材借上料1,720千円、備品購入費等1,239千円）
教職員に対し、教科領域等における研修会の実施及び各種研究会への派遣を行います。ま

た、学力向上支援教材により授業等における支援を行います。
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2

款 項 目 事業

11 01 03 0543 教育活動活性化に要する経費

4 － 2

款 項 目 事業

11 01 03 0544 就学指導に要する経費

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

学校教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

1,282 1,282

【事業の目的】
喫緊の教育問題等に対する理解を深めるため、教育講演会を開催し、教職員の資質向上を図

ります。
「総合的な学習の時間」の実践研究を中心に、園児・児童・生徒の自然体験活動、ボラン

ティア活動等を計画的に実施することにより、学校（園）の文化や校風を活かした特色ある学
校づくりを推進します。

【事業内容】
①教育講演会の開催 200千円（講師謝礼金）
学校教育の現状と課題を踏まえ、今後の学校教育の推進に係る講演会を実施することによ

り、教育や教師像のあり方についての研修を深め、別府市教職員の資質向上を図ります。
②特色ある学校（園）づくりの推進 1,082千円（講師謝礼金940千円、通信運搬費82千円、損
害保険料60千円）
「総合的な学習の時間」において、専門知識を持った講師を招聘し、園児・児童・生徒の自

然体験活動、ボランティア活動等を行い、学校（園）の文化や校風を活かした特色ある学校づ
くりを推進します。

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

学校教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

237 237

【事業の目的】
障がい児適正就学指導委員会を設置し、心身に障がいのある学齢児童及び生徒に対し、障が

いの種別及び程度の的確な判定を行い、その能力や特性に応じた適切な教育を行うことによ
り、教育の機会均等を確保し、義務教育を適正に実施します。
特別支援連携協議会を設置することにより、学習障がい、注意欠陥/多動性障がい及び高機

能自閉症等を含めた障がいのある園児・児童・生徒に対する教育支援体制の整備を図ります。

【事業内容】
①障がい児適正就学指導委員会の開催 187千円（委員謝礼金114千円、消耗品費等73千円）
心身に障がいのある学齢児童及び生徒の義務教育における教育の機会を確保するため、障が

いの種別及び程度の的確な判定を行い、その能力や特性に応じた適切な教育を行います。
②特別支援連携協議会の開催 50千円（委員謝礼金）
学習障がい、注意欠陥/多動性障がい及び高機能自閉症等を含めた障がいのある園児・児

童・生徒の支援体制を整備し、教育の機会を確保します。
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2

款 項 目 事業

11 01 03 0545 教育祭に要する経費

4 － 2

款 項 目 事業

11 01 03 0719 外国青年招致に要する経費

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

学校教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

865 480 385

【事業の目的】
市内の園児・児童・生徒・教職員・保護者が一堂に会し、「音楽会」や「展覧会」等を合わ

せた教育祭を開催することにより、国際観光温泉文化都市にふさわしい土台づくりに寄与する
人材を育成します。

【事業内容】
①別府市教育祭の開催 865千円（講師謝礼金30千円、消耗品・印刷製本費214千円、楽器等搬
送委託料48千円、会場・バス借上料573千円）
市内の園児・児童・生徒・教職員・保護者が一堂に会し、「音楽会」や「展覧会」等を合わ

せた教育祭を開催します。また、別府市の教育を語る懇談会を開催し、教育行政、学校、ＰＴ
Ａなど教育関係者が一堂に会して講演や協議を実施します。

【実績】
別府市の教育を語る懇談会
・H25年度 【講演】 青森県弘前市弘前女性クリニック 蓮尾 豊 氏

 【協議】  「性教育に関して」

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

学校教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

15,478 15,478

【事業の目的】
外国青年を外国語指導助手として招致することにより、外国語（英語）教育の充実を図ると

ともに、園児・児童・生徒が諸外国との相互理解を深めることを通じて、別府市の国際交流の
推進に寄与します。

【事業内容】
①外国語指導助手の小・中学校、幼稚園への派遣 15,478千円（外国語指導助手報酬14,302千
円、普通旅費等644千円、損害保険料104千円、自治体国際化協会及び渡航費用負担金428千
円）
英語圏の外国青年を外国語指導助手として招致し、小・中学校において英語指導を行い、外

国語（英語）教育の充実を図るとともに、併せて園児・児童・生徒の国際交流を推進します。
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2

款 項 目 事業

11 01 03 0841 外国人子女等教育相談員派遣に要する経費

4 － 2

款 項 目 事業

11 01 03 0984 学校いきいきプランに要する経費

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

学校教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

1,512 1,512

【事業の目的】
日本語指導を必要とする外国人子女に対し教育相談員を派遣し、学習・生活面の適応等学校

生活における教育相談活動等を行うことにより、児童生徒、保護者、教員等に対する教育相談
体制の充実を図ります。

【事業内容】
①教育相談員の派遣 1,512千円（相談員謝礼金）

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

学校教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

56,087 56,087

【事業の目的】
特別な支援を必要とする園児・児童・生徒に対し、幼稚園・小中学校に教員補助者を配置

し、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な支援を行い、個々の学習や学校生活を保障しま
す。
また、別府市立小学校に通う発達障がいのある児童を対象として、運動指導や集団ゲームを

行う運動教室を月1回以上開催することにより、自らエネルギーをコントロールできる児童の
育成を図ります。

【事業内容】
①教員補助者（いきいきプラン支援員）の配置 45名 55,787千円（教員補助者賃金）
幼稚園・小中学校に教員補助者（いきいきプラン支援員）を配置し、特別な支援を必要とす

る園児・児童・生徒に対して、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な支援を行います。
②軽度発達障がい児支援事業の実施 300千円（軽度発達障がい児支援事業委託料）
別府市立小学校に通う発達障がいのある児童を対象として、月1回以上運動教室を開催し、

運動指導や集団ゲームを通じて自らエネルギーをコントロールできる児童の育成を図ります。
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2

款 項 目 事業

11 01 03 1166 コミュニティ・スクール推進に要する経費

4 － 2

款 項 目 事業

11 01 04 0548 私立幼稚園就園奨励に要する経費

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

学校教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

1,600 1,000 600

【事業の目的】
保護者、地域住民が学校運営に参画することにより学校・家庭・地域が一体となり、質の高

いより良い教育の実現のための調査研究を行います。
また、家庭・地域の力を最大限活用し、家庭・地域の教育力を高めるとともに、地域コミュ

ニティづくりに寄与します。
平成25年度に７校で開始し、平成26年度から全校で実施します。

【事業内容】
①委員への謝礼金及び旅費等の支給 1,429千円
委員への謝礼金及び、視察に伴う旅費等を支給します。

②事務用品の購入 171千円
調査研究に必要な事務用品を購入します。

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

学校教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

85,837 20,586 65,251

【事業の目的】
私立幼稚園の設置者に対し、当該幼稚園の就園児童の保護者の所得と前年の扶養親族数に応

じた就園奨励費を交付することにより、公・私立幼稚園間における保護者負担の是正を図り、
幼稚園教育を推進します。

【事業内容】
①私立幼稚園設置者に対する就園奨励費補助金の交付 85,837千円

【実績】
H24年度 575人 60,052千円
H25年度 607人 63,665千円（※決算見込）
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2

款 項 目 事業

11 01 05 0549 総合教育センターに要する経費

4 － 2

款 項 目 事業

11 01 05 0550 総合教育センター施設維持管理に要する経費

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

学校教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

2,947 2,947

【事業の目的】
「子どもの居場所づくり」に向け、学校・家庭・地域における支援センターとしての役割を

担う別府市総合教育センターを設置することにより、教職員の専門性及び資質向上のための学
校研究・教職員研修、生徒指導の2部門の活動を推進し、教育現場の活性化及び地域に開かれ
た教育活動を推進します。
不登校傾向にある子どもたちの学校復帰をめざした教育支援室「ふれあいルーム」を設置す

ることにより、個に応じた学習や体験活動等を通した支援を行います。
別府市学校問題解決支援チーム（仮称）を設置し、保護者や地域からの相談や苦情等に適切

かつ迅速に対応します。

【事業内容】
①教職員研修及び教員相談活動の実施、教育支援室「ふれあいルーム」の開設 2,722千円
教職員の資質向上及び指導力の向上のため、今日的課題等をテーマに各種研修講座を実施し

ます。
子どもの理解のために、教育相談員（臨床心理士・スクールサポーター）を中心に幼稚園・

学校、家庭、地域に開かれた教育相談活動を行います。
教育支援室「ふれあいルーム」を開設し、不登校傾向にある子どもたちに対し、学校復帰を

めざした支援を行います。
②別府市学校問題解決支援チーム（仮称）の設置 225千円
専門的見地からの指導助言等による適切かつ迅速な対応を行うことで、いじめの問題等学校

に対する保護者・地域からの相談・苦情等の解決が長期化・複雑化することを防止します。

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

学校教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

437 437

【事業の目的】
別府市総合教育センターの施設を維持・管理することにより、快適な研究・研修等の環境を

整備し別府市の教育の振興及び活性化を推進します。

【事業内容】
①施設運営に伴う維持管理費の執行 437千円（燃料費106千円、光熱水費等53千円、修繕料20
千円、施設補修工事費258千円）
施設の円滑な運営、快適な研究・研修等の環境を整備します。
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2

款 項 目 事業

11 01 05 1144 学校教育スタンダードモデルに要する経費

4 － 2

款 項 目 事業

11 02 02 0557 教育振興助成に要する経費

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

学校教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

504 504

【事業の目的】
小中9年間の教育を見据えた学校間格差のない学校研究・生徒指導の推進及び小中連携のス

タンダードモデルの構築に向け、研究指定校における実践研究の推進や専門研修講座の開設を
支援します。

【事業内容】
①研究指定校における実践研究及び専門研修講座の実施 504千円
小中9年間の教育を見据えた学校間格差のない学校研究・生徒指導を推進するため、研究指

定校における実践研究の推進や専門研修講座、研究指定校連絡協議会を実施します。

【実績】
研究指定校として青山中学校区3校（青山中・南立石小・鶴見小）を指定しています。平成

25年度は、授業研究会を年間３回、専門研修講座を年間２回、研究指定校連絡協議会を年間６
回開催しました。コミュニティスクール事業への連結も視野に、小中学校連携のシステムモデ
ルとして、授業研究会等の継続実施やその定着を図ります。

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

学校教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

600 600

【事業の目的】
教育研究主題の実現に向けて研鑽を重ね、小学校教育に携わる教職員の資質向上と教育活動

の活性化を図るため、研究及び研修を実施します。

【事業内容】
①教育実践研究事業の実施 600千円（消耗品費353千円、印刷製本費247千円）
別府市学校教育指導方針を踏まえ、子どもたちに、生きる力を育む学校づくりのための教育

実践を通した研究及び研修を実施し、全小学校が一体となり小学校教育に係る諸問題を研究
し、円滑な学習指導要領の遂行及び教育活動の活性化を推進します。

【実績】H25年度 ○境川小学校
   ・研究テーマ：「自ら考え、自ら活動する子どもの育成」～考えを見直

し、よりよい考えをつくるために～
 ○青山小学校
 ・研究テーマ：「一人ひとりの学びが尊重され、かかわりから学び合い

の姿が生まれる授業を求めて」～子どもへの対応の姿を
探ることから～

H26年度 ○朝日小学校
 ○大平山小学校
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2

款 項 目 事業

11 02 02 0558 就学援助奨励に要する経費

4 － 2

款 項 目 事業

11 02 02 0561 副読本等に要する経費

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

学校教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

26,391 902 25,489

【事業の目的】
義務教育の円滑な実施に資するため、火災等による被災児童、経済的な理由により就学困難

な児童、遠距離通学をする児童及び特別支援学級に在籍する児童等の保護者に対し必要な援助
を行います。

【事業内容】
①被災児童に対する学用品費の支給 20千円
火災等により被災した児童の保護者に対し、学用品費の支給を行います。

②遠距離通学児童通学費補助金の交付 323千円
遠距離通学をする児童の保護者に対し、通学に係る経費の一部を支給します。

③要保護及び準要保護児童就学援助費の支給 24,484千円（学用品費10,498千円、新入学児童
学用品費3,076千円、通学用品費1,717千円、修学旅行費3,598千円、校外活動費845千円、生
徒会費2,656千円、ＰＴＡ会費2,094千円）
経済的な理由により就学困難な児童の保護者に対し必要な援助を行います。

④特別支援教育就学奨励費の支給 1,564千円
特別支援学級に在籍する児童等の保護者に対し必要な援助を行います。

【実績】
要保護及び準要保護児童就学援助費
・Ｈ24年度 973人 22,942千円 ・H25年度 1,054人 25,282千円（※決算見込）

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

学校教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

6,868 6,868

【事業の目的】
小学校における準教科書、出席簿等諸帳簿及び教師用教科書・指導書を購入し、教育水準の

向上を図り、教育の振興及び保護者負担の軽減を図ります。

【事業内容】
①準教科書（道徳・体育）、出席簿等諸帳簿及び教師用教科書・指導書の購入 6,856千円
②小学校教科用図書採択協議会等に係る旅費（ＰＴＡ代表者） 12千円
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2

款 項 目 事業

11 03 02 0569 教育振興助成に要する経費

4 － 2

款 項 目 事業

11 03 02 0570 就学援助奨励に要する経費

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

学校教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

585 585

【事業の目的】
教育研究主題の実現に向けて研鑽を重ね、中学校教育に携わる教職員の資質向上と教育活動

の活性化を図るため、研究及び研修を実施します。

【事業内容】
①教育実践研究事業の実施 585千円（消耗品費226千円、印刷製本費130千円、損害保険料
229千円）
別府市学校教育指導方針を踏まえ、子どもたちに、生きる力を育む学校づくりのための教育

実践を通した研究及び研修を実施し、全中学校が一体となり中学校教育に係る諸問題を研究し
円滑な学習指導要領の遂行及び教育活動の活性化を推進します。

【実績】
Ｈ25年度 ○鶴見台中学校

・研究テーマ：「確かな学力を身に付けるための教科指導のあり方」～生徒の意
欲を喚起する課題と授業展開の工夫～

Ｈ26年度 ○東山中学校

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

学校教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

35,363 927 34,436

【事業の目的】
義務教育の円滑な実施に資するため、火災等による被災生徒、経済的な理由により就学困難

な生徒、遠距離通学をする生徒及び特別支援学級に在籍する生徒等の保護者に対し必要な援助
を行います。

【事業内容】
①被災生徒に対する学用品費の支給 40千円
火災等により被災した生徒の保護者に対し、学用品費の支給を行います。

②遠距離通学生徒通学費補助金の交付 313千円
遠距離通学をする生徒の保護者に対し、通学に係る経費の一部を支給します。

③要保護及び準要保護生徒就学援助費の支給 34,240千円（消耗品費（体育実技用具費）
1,039千円、学用品費12,308千円、新入学生徒学用品費4,522千円、通学用品費802千円、修
学旅行費10,967千円、校外活動費（拡大含む）255千円、生徒会費2,591千円、ＰＴＡ会費
1,756千円）
経済的な理由により就学困難な生徒の保護者に対し必要な援助を行います。

④特別支援教育就学奨励費の支給 770千円
特別支援学級に在籍する生徒等の保護者に対し必要な援助を行います。

【実績】
要保護及び準要保護児童就学援助費
Ｈ24年度 559人 32,727千円 ・Ｈ25年度 578人 32,260千円（※決算見込）
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2

款 項 目 事業

11 03 02 0573 副読本等に要する経費

4 － 2

款 項 目 事業

11 05 01 0586 幼稚園の運営に要する経費

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

学校教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

4,832 4,832

【事業の目的】
中学校における準教科書、出席簿等諸帳簿及び教師用教科書・指導書を購入し、教育水準の

向上を図り、教育の振興及び保護者負担の軽減を図ります。

【事業内容】
①準教科書（道徳・体育）、出席簿等諸帳簿及び教師用教科書・指導書の購入 4,832千円

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

学校教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

641 601 40 0

【事業の目的】
幼稚園教諭の資質・指導力向上のため、各種研究・研修会へ派遣し、幼稚園教育の振興を図

ります。
公・私立幼稚園教育の諸問題を検討するため別府市幼稚園教育振興連絡協議会を開催し、将

来にわたる幼児教育の振興・充実を図ります。
就園に係る事務用品等を整備し、幼稚園教育の円滑な実施を図ります。

【事業内容】
①幼稚園教諭の各種研究・研修会への派遣 452千円（普通旅費315千円、バス借上料61千円、
会議出席負担金76千円）
幼稚園教諭の資質・指導力向上のため、各種研究・研修会へ派遣します。

②別府市幼稚園教育振興連絡協議会の開催 40千円（幼稚園教育振興連絡協議会委員謝礼金）
幼稚園振興連絡協議会を開催し、別府市幼児教育振興計画及び公・私立幼稚園間の諸問題を

検討します。
③就園関係事務用品の購入及び保育料納入関係通知書の発送 149千円（消耗品費98千円、通
信運搬費51千円）
幼稚園教育の円滑な実施のため、各種事務用品の購入及び関係通知書の発送事務を行いま

す。
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2

款 項 目 事業

11 05 02 0591 教育研究指導に要する経費

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

学校教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

320 320 0

【事業の目的】
教育研究主題の実現に向けて研鑽を重ね、幼稚園教育に携わる教職員の資質向上と教育活動

の活性化を図ります。別府市における幼稚園教育の現状と問題点を踏まえ、今後の幼稚園教育
推進に係る講演会を行うことにより、教育や教師像のあり方を学びあい、幼稚園教諭の資質の
向上を図ります。

【事業内容】
①教育実践研究事業の実施 240千円（消耗品費132千円、印刷製本費108千円）
幼児期にふさわしい生活を展開させるための教育課程を踏まえた教育実践のため、幼稚園教

育研究活動及び研修を実施します。
②教育講演会の実施 80千円（講師謝礼金）
教育や教師像のあり方を学びあい、幼稚園教諭の資質の向上のため、幼稚園教育の現状と問

題点を踏まえ、今後の幼稚園教育推進に係る講演会を行います。

【実績】
・Ｈ25年度教育実践研究事業
○亀川幼稚園 ・研究テーマ：「思いっきり遊び込む子どもを求めて」～環境構成・援助

の工夫～
・Ｈ26年度
○南幼稚園
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2

款 項 目 事業

03 01 03 0256 市民会議に要する経費

【事業の目的】

【事業内容】
・別府市青少年育成市民会議の運営 470千円

（市民会議委員謝礼金、ジュニアリーダー研修会業務委託料等）

・市民会議地域推進協議会への活動費補助 440千円（市民会議地域推進協議会補助金）

4 － 2

款 項 目 事業

03 01 03 0927 青少年育成に要する経費

【事業の目的】

【事業内容】
・別府市青少年問題協議会の開催 129千円（青少年問題協議会委員報酬等）

・21世紀を担う別府っ子表彰式の開催 124千円（表彰記念品費等）

青少年を取り巻く様々な問題解決への取組及び次代を担う青少年の地域活動の推進を図
ります。

関係行政機関及び学識経験者から構成される青少年問題協議会を開催し、青少年を取り
巻く様々な問題の解決を図り、青少年の健全な育成及び地域環境の浄化を推進します。

青少年の地域活動団体、個人及びその指導者を表彰し、青少年の地域活動を促進します。

事業名称 所管課

生涯学習課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

253 0 0 0 253

910 0 0 0 910

家庭及び地域の教育力の向上、青少年地域活動家の養成、学校・家庭・地域・行政機関
の連携の強化を目的として、各小学校区青少年育成協議会及び青少年育成市民会議にお
ける活動を推進します。

家庭の健全化や社会環境の浄化、青少年の非行及び被害の防止を図り、次代の社会を担
う青少年を健全に育成します。

別府市青少年育成市民会議校区育成協議会に対し補助金を交付し、地域における青少年
育成活動を推進します。

総合計画の施策体系 学校教育

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

生涯学習課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 3

款 項 目 事業

11 06 01 0594 社会教育事務に要する経費

【事業目的】

【主な事業内容】
・社会教育委員報酬 270千円

・社会教育指導員報酬 5,700千円

・大分県社会教育委員連絡協議会負担金 45千円
社会教育委員1名につき3,000円の負担金を支出します。

6 － 2

款 項 目 事業

11 06 02 0601 町内公民館活動に要する経費

【事業目的】
生涯学習の一翼を担う町内公民館活動の振興を図り、地域の活性化を目指します。

【主な事業内容】
・町内公民館事業費補助金 2,244千円

市内136町内公民館の活動に対し、年額16,500円の補助金を交付します。

・町内公民館建設等補助金 2,323千円
町内公民館建設等貸付金を受けた場合、150万円を限度として補助金を交付します。

・町内公民館建設等貸付金  11,113千円
町内公民館新築、改築などの工事費用として700万円を限度として貸し付けます。
償還は10年間の元金年賦償還です。

事業名称 所管課

生涯学習課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

15,757 0 0 4,364 11,393

7,278 0 0 0 7,278

社会教育委員の資質向上のための会議や研修を実施します。また、社会教育指導員を委
嘱することにより、社会教育全般の振興を図ります。

別府市社会教育委員の会(年4回開催）及び大分県社会教育連絡協議会の出席者へ報酬を
支給します。委員は15人ですが支給対象者は教員を除く13人です。

別府市人権啓発センター、少年自然の家「おじか」、ふれあい広場・サザンクロスにお
いて、社会教育の振興を図るため必要な事項の指導及び助言を行います。

総合計画の施策体系 協働のまちづくり

総合計画の施策体系 生涯学習

事業名称 所管課

生涯学習課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 3

款 項 目 事業

11 06 02 0612 地区公民館施設整備に要する経費

【事業目的】

【事業内容】
・施設整備工事費及び修繕料等 17,366千円

西部地区公民館の屋根改修工事等、必要に応じた工事や修繕を実施します。

4 － 3

款 項 目 事業

11 06 02 0736 中央公民館・市民会館施設整備に要する経費

【事業目的】
築後85年を経過した施設を、利用者が使用しやすいように維持します。
※平成26年度から平成27年度にかけてリニューアル工事を実施します。

【事業内容】
・施設整備工事費及び修繕料    900千円

利用者の安全を確保するため、必要に応じた工事や修繕を実施します。
補修工事費 600千円 修繕料 300千円

生涯学習課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

900 0 0 0 900

17,366 0 0 0 17,366

地域住民の生涯学習拠点である地区公民館の施設整備を行い利用者に少しでも快適に使
用してもらうことで、生涯学習意欲の高揚、生活文化の向上を目指します。

総合計画の施策体系 生涯学習

事業名称 所管課

総合計画の施策体系 生涯学習

事業名称 所管課

生涯学習課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 3

款 項 目 事業

11 06 02 0939 地区公民館に要する経費

【事業目的】

【主な事業内容】
・各地区公民館主催講座講師謝礼金 3,700千円

・施設維持管理
光熱水費 7,500千円 清掃等委託料 8,115千円

・施設運営
普通旅費 236千円 消耗品費 1,332千円 通信運搬費 984千円
備品購入費 504千円

【利用者数】
施設ごとの利用者数は次のとおりです。

朝日大平山地区公民館 22,804 人 24,068 人 23,548 人

西部地区公民館 18,307 人 19,714 人 19,093 人
中部地区公民館 24,234 人 22,778 人 22,449 人
南部地区公民館 16,891 人 16,798 人 15,695 人

17,416

生涯学習課や各地区公民館の主催講座、社会教育関係団体主催の講座などを通じ、住民
の教養の向上や情操の純化を図り、生活文化の向上や社会福祉の増進に寄与します。
また、利用者が快適に使用できるよう維持管理を行います。

北部地区公民館 35,996 人 35,296 人 34,763 人
〃 なでしこ分館 12,560 人 11,887 人 17,800 人

施設名 平成22年度 平成23年度 平成24年度

総合計画の施策体系 生涯学習

事業名称 所管課

生涯学習課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

24,392 0 0 6,976
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 3

款 項 目 事業

11 06 02 0940 中央公民館・市民会館に要する経費

【事業目的】

※平成26年度から平成27年度にかけてリニューアル工事を実施します。

【主な事業内容】
・主催講座講師謝礼金 600千円

・施設維持管理
光熱水費 4,282千円 清掃等委託料 6,198千円

・施設運営
消耗品費 436千円 通信運搬費 322千円

・公民館運営審議会 128千円
委員15人への審議会開催時の報酬です。

【利用者数】
施設区分ごとの利用者数は次のとおりです。

合計 95,612 人 89,895 人 83,507 人

公
民
館

講座室 21,163 人 19,080 人 19,379 人
研修室 13,478 人 13,536 人 11,186 人
料理室 2,684 人 2,316 人 2,221 人

生涯学習課や中央公民館の主催講座、社会教育関係団体主催の講座などを通じ、住民の
教養の向上や情操の純化を図り、生活文化の向上や社会福祉の増進に寄与します。
また、利用者が快適に使用できるよう維持管理を行うとともに、公民館運営審議会を設
置し、公民館運営の改善に努めています。
大ホールやギャラリーを活用することで市民文化の向上に寄与しています。

施設区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度
市
民
会
館

ホール 24,537 人 24,175 人 23,501 人
ギャラリー 6,332 人 5,839 人 5,925 人
会議室 27,418 人 24,949 人 21,295 人

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

12,747 0 0 2,855 9,892

総合計画の施策体系 生涯学習

事業名称 所管課

生涯学習課
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 3

款 項 目 事業

11 06 02 1048

【事業目的】

【事業内容】
・施設整備工事費 90,000千円 工事監理委託料 7,858千円
※債務負担行為 期間 平成26年度から27年度 限度額 1,211,944千円

【リニューアルの基本方針】
・耐震補強により、利用者の安全、安心を確保します。
・外観については、可能な限り建設当時の姿に復元します。
（正面玄関の設置、外壁の改修等）

【スケジュール】
・平成24年度 耐震補強計画策定
・平成25年度 実施設計等
・平成26年度 リニューアル工事（10月以降予定）
・平成27年度 リニューアル工事（3月末完成予定）
・平成28年度 リニューアルオープン（4月1日予定）

4 － 3

款 項 目 事業

11 06 03 0616 少年自然の家施設整備に要する経費

【事業目的】
少年自然の家の施設や設備の維持管理を行い、利用者の安全や利便性に寄与します。

【事業内容】
・修繕料 800千円 施設整備等委託料 445千円 施設整備等工事費 1,600千円

2,845 0 0 0 2,845

平成19年度に実施した耐震診断の結果、耐震補強工事により使用可能であることが確認
できたため、耐震補強工事を実施します。併せて別府市指定有形文化財である同施設の
保護と施設利用者の利便性を考慮したリニューアル工事を実施します。

・内部については、エレベーターの設置も含め、利用者の利便性に配慮した
改修を検討します。

総合計画の施策体系 生涯学習

事業名称 所管課

生涯学習課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

100,132 0 0 60,000 40,132

総合計画の施策体系 生涯学習

事業名称 所管課

中央公民館・市民会館リニューアルに要する経費 生涯学習課
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 3

款 項 目 事業

11 06 03 0941 少年自然の家に要する経費

【事業目的】

【主な事業内容】
・施設維持管理

清掃等委託料 8,777千円 燃料費 1,303千円 光熱水費 2,085千円
クリーニング、草刈など手数料 311千円

・宿泊研修事業

【利用者数】 区分ごとの利用者数（実人数）は次のとおりです。

4 － 3

款 項 目 事業

11 06 05 0627 視聴覚ライブラリーに要する経費

【事業目的】

【主な事業内容】
・視聴覚用備品購入 202千円

映写用の文部科学省選定ＤＶＤソフトや機器を購入し、視聴覚教材の充実を図ります。

学校、社会教育施設への視聴覚教材等の供給や試写会、展示会等の開催により、視聴覚
教育の振興発展を目指します。

事業名称 所管課

生涯学習課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

260 0 0 0 260

主催事業 673 人 843 人 677 人
合計 10,155 人 10,240 人 10,195 人

総合計画の施策体系 生涯学習

高校・大学 1,073 人 724 人 746 人
幼稚園 503 人 405 人 651 人
その他 307 人 316 人 422 人

中学校 1,465 人 1,633 人 1,841 人
中学部活 368 人 378 人 344 人
少年団体 2,517 人 2,554 人 2,169 人

集団宿泊研修、野外観察、自然探究その他自然に親しむ学習活動、体育、レクリエー
ション及び野外活動、使用団体指導者の研修育成などの事業を通じて、青少年の健全育
成を図ります。

おもに市内の小・中学校の児童・生徒を中心に、宿泊研修を実施しています。さらに
「子どものみ」、「親子」、「指導者育成」を対象とした主催事業を実施しています。

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度
小学校 3,249 人 3,387 人 3,345 人

生涯学習課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

14,298 0 0 137 14,161

総合計画の施策体系 生涯学習

事業名称 所管課
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 3

款 項 目 事業

11 06 05 0628 図書館管理運営に要する経費

【事業目的】

【主な事業内容】
・蔵書の充実

新刊図書購入 15,000千円 図書の管理（手数料） 1,404千円

・図書館に親しむ機会の提供

・移動図書館車
市内11コース31ヶ所まで月1回の巡回による貸出を行っています。

・施設維持管理、運営費
光熱水費 7,695千円 賃金 1,716千円 消耗品費 1,697千円

【貸出実績・蔵書数など】
・区分ごとの貸出実績は次のとおりです。

貸出者数

貸出冊数

貸出者数

貸出冊数

貸出者数

貸出冊数

・蔵書数の推移は次のとおりです。

蔵書数 150,024 冊 169,837 冊 180,979 冊

購入 10,142 冊 9,236 冊 9,732 冊
寄贈等 8,567 冊 10,939 冊 1,584 冊
除籍 762 冊 362 冊 174 冊

合計
62,845 人 70,599 人 74,643 人

227,772 冊 259,705 冊 290,503 冊

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度

本館
59,933 人 67,614 人 71,037 人
215,520 冊 247,017 冊 275,011 冊

移動図書館
2,912 人 2,985 人 3,606 人
12,252 冊 12,688 冊 15,492 冊

29,621 0 0 45 29,576

図書、記録その他必要な資料を収集、整理、保存して、市民等の利用に供することによ
り、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するとともに、学校教育を援助し、
家庭教育の向上に寄与します。

おはなしの会（ベビー、キッズ）や読み聞かせ講座などを開催し、幅広い年齢層の市民
に図書館を親しんでいただきます。

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度

総合計画の施策体系 生涯学習

事業名称 所管課

生涯学習課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 3

款 項 目 事業

11 06 05 0630 美術館管理運営に要する経費

【事業目的】

【主な事業内容】
・主催講座

絵画技術教室や子どもを対象とした講座を開催します。

・施設維持管理
清掃等委託料 1,877千円 光熱水費 3,638千円 燃料費 613千円
ボイラー点検等手数料 120千円

・ポストカードの作成 28千円
美術館所蔵の絵画をポストカードにして販売することで、多くの方にＰＲします。

【観覧者数】

4 － 3

款 項 目 事業

11 06 05 0631 美術館施設整備に要する経費

【事業目的】

【事業内容】
・施設整備工事費及び修繕料 1,000千円

・額装等購入 137千円

施設の維持管理と施設の保全を図るため、建物の修繕や補修工事を行うとともに、貴重
な財産である絵画の修復を行います。

事業名称 所管課

生涯学習課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

1,137 0 0 0 1,137

美術品及び美術工芸品並びに民族史料を陳列観覧に供するとともに、美術品等に関する
知識及び教養の向上並びに美術工芸の発展を目指します。

平成22年度 平成23年度 平成24年度
3,157 人 3,689 人 4,742 人

総合計画の施策体系 生涯学習

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

6,887 0 0 322 6,565

総合計画の施策体系 生涯学習

事業名称 所管課

生涯学習課
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 3

款 項 目 事業

11 06 05 0633

【事業目的】

【主な事業内容】
・指定管理制度の導入 指定管理料 10,480千円

・施設維持管理（指定管理料を除く）
施設整備工事費 600千円 修繕料 500千円

【利用者数】

4 － 3

款 項 目 事業

11 06 05 0943 サザンクロスに要する経費

【事業目的】
市民文化の向上・振興を図り、広く市民の芸術文化に対する意識の高揚を目指します。

【主な事業内容】
・文化及び生涯学習に関する講座などの開催

・施設維持管理 光熱水費 4,137千円

【利用者数】

主催講座や自主講座などを開催し、心豊かで生きがいのある生活づくりや仲間との輪を
広げる場を提供します。 講師謝礼金 2,700千円 講師派遣委託料 1,260千円

平成22年度 平成23年度 平成24年度
30,219 人 28,565 人 27,896 人

事業名称 所管課

生涯学習課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

9,310 0 0 1,106 8,204

本館 19,873 人 13,166 人 17,458 人
浴場 46,727 人 46,091 人 60,524 人

総合計画の施策体系 生涯学習

11,671 0 0 0 11,671

地域住民の交流の場、地域づくりグループなどの発表の場、温泉入浴などで、市民相互
の親睦や文化の向上を図ります。

平成18年度から施設の管理運営を指定管理制度を導入し、さらなる利用促進・サービス
の向上を目指しています。

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度

総合計画の施策体系 生涯学習

事業名称 所管課

コミュニティーセンター管理運営に要する経費 生涯学習課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 3

款 項 目 事業

11 06 05 0986 浜田温泉資料館維持管理に要する経費

【事業目的】

【事業内容】
・資料館事業

温泉に関する資料や民具などを展示し、無料で観覧できます。
・コミュニティー事業

17時以降は貸館として市民交流の場を提供します。
・施設維持管理、運営

賃金 1,884千円 光熱水費 130千円 警備等委託料 97千円

【入館者数】

4 － 3

款 項 目 事業

11 06 05 1064

【事業目的】

【事業内容】
・貸館事業

研修室、料理室、集会室を、地域住民の交流の場として提供します。
・歴史文化財展示事業

文化財や歴史関係資料を展示することで、文化財に対する啓発を行います。
・施設維持管理

光熱水費 2,279千円 清掃等委託料 1,518千円 施設整備工事費 10,130千円

【利用者数】

1,672 人 13,024 人 19,926 人

14,553 0 0 460 14,093

地域における文化活動などを通じて、地域のまちづくり及び人づくりを促進することに
よって地域振興を図ります。また、災害等の緊急時の避難場所として活用することによ
り、住民福祉の向上を図ります。

平成22年度 平成23年度 平成24年度

事業名称 所管課

野口ふれあい交流センター管理運営に要する経費 生涯学習課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

浜田温泉資料館を通して別府温泉の歴史や地域の文化を情報発信するとともに、まち歩
きの要所として、観光やまちづくりにも活用を図ります。

平成22年度 平成23年度 平成24年度
2,024 人 2,652 人 2,198 人

総合計画の施策体系 生涯学習

事業名称 所管課

生涯学習課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

2,178 0 0 1 2,177

総合計画の施策体系 生涯学習
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 3

款 項 目 事業

11 06 06 0638 社会教育活動に要する経費

【事業目的】

【主な事業概要・対象者】
・社会教育活動総合事業 1,872千円

・にこにこ子育て学級：0歳児～幼稚園児を持つ保護者対象（年間10回）
・家庭教育チャレンジ学級：幼稚園児～小学生の児童を持つ保護者対象（年間60回）
・思春期子育て学級：小学校高学年児童～中高校生の生徒を持つ保護者対象（年間10回)
・ふれあいボランティア学級：成人対象（年間10回）
・高齢者現代セミナー：主に60歳以上の高齢者対象（年間67回）
・地域教育力活性化事業「世代間交流」：子ども・保護者・高齢者対象（年間37回）
・合同研修会、視察研修会

・社会教育関係団体への支援 675千円

【実施方法など】
・受身的な講座だけでなく、実習や見学等体験的な内容を多く取り入れています。
・実行委員会を設けて、参加者の意見要望を取り入れながら実施しています。
・合同研修会を公開講座として受講生以外の市民にも開放しています。

【受講者数】
社会教育総合事業の区分ごとの受講者数は次のとおりです

合計 2,374 人 2,227 人 1,703 人

にこにこ子育て学級ほか 362 人 364 人 317 人
高齢者現代セミナー 1,153 人 954 人 765 人
世代間交流 859 人 909 人 621 人

3,015 132 0 0 2,883

子どもから高齢者まで人生各期においての必要課題や今日的な課題解決に向けた学習機
会を総合的に推進し、活力ある社会の構築を図ります。

・地域人材の知識・技能等をボランティアとして活用して「知の循環型社会の構築」
を図ります。

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度

総合計画の施策体系 生涯学習

事業名称 所管課

生涯学習課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 3

款 項 目 事業

11 06 06 0641

【事業目的】

【事業内容】
・平和を考える市民の広場 272千円

【参加者数】

4 － 3

款 項 目 事業

11 06 06 0642 成人式に要する経費

【事業目的】

【事業内容】
・平成27年成人式 2,506千円

【参加者数】

合計 826 人 782 人 838 人

新成人 771 人 733 人 788 人
来賓 27 人 19 人 27 人
主催者 28 人 30 人 23 人

2,506 0 0 0 2,506

新成人の新しい門出を祝い励まし、社会人としての責任と自覚を促し、郷土愛を醸成さ
せるため、成人の日の前日に成人式を開催します。

年度当初から企画を考案し、関係団体等の協力で厳粛で温かみのあふれた式典を開催し
ます。

区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

総合計画の施策体系 生涯学習

事業名称 所管課

生涯学習課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

戦争や核兵器のない真の平和な社会実現を目指すとともに、平和について市民意識高揚
を図ります。また、市職員や教職員の平和研修としての一翼を担います。

年度当初から企画をたて、終戦記念日前後に「平和を考える市民の広場」を開催しま
す。当日は高校生ボランティアもスタッフとして参加し、広く市民に平和について考え
る機会を提供します。

平成23年度 平成24年度 平成25年度
353 人 294 人 361 人

映画上映 講演 映画上映

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

272 0 0 0 272

総合計画の施策体系 生涯学習

事業名称 所管課

平和市民広場に要する経費 生涯学習課
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 3

款 項 目 事業

11 06 06 0860

【事業目的】

【事業内容】
・生涯学習フェスティバル 597千円

・中高校生の奉仕活動及び体験活動推進事業 21千円

【来場者数】

各種の学習やボランティア活動を通じ、学ぶことの楽しさや大切さを感じることが生き
がいにつながるよう子どもから高齢者まで、市民一人ひとりに学習の機会と発表の場を
提供することで、より一層の生涯学習の推進を図ります。

社会教育関係施設で祭･文化祭を開催し、日頃の学習成果の発表の場を提供するととも
に、地域のつながりを強め、地域社会全体の教育力の向上を図ります。

青少年期によるボランティア活動の推進のため、中学生及び高校生によるボランティア
活動を支援する環境整備を図ります。

平成22年度 平成23年度 平成24年度
10,888 人 11,306 人 10,802 人

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

618 0 0 0 618

総合計画の施策体系 生涯学習

事業名称 所管課

生涯学習推進に要する経費 生涯学習課
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 3

款 項 目 事業

11 06 06 1098

【事業目的】

【主な事業内容】
・学校支援 1,274千円

・公民館子ども教室 780千円

【事業実績など】
・学校支援

幼稚園
小学校
中学校

・公民館子ども教室

※平成25年度の実績数は平成25年12月現在のもの

参加児童数 3,758 人 5,583 人

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ参加者数(延べ) 1,778 人 1,881 人

区分 平成24年度 平成25年度
事業数 187 事業 278 事業

実施学校数
3 園 3 園
14 校 14 校
7 校 5 校

事業数 390 事業 445 事業

2,054 1,260 0 0 794

地域住民によるボランティアによって、「学校支援」並びに「公民館子ども教室」を実
施することを通じて、地域教育力の活性化を図ります。

公民館のコーディネーターが中心となって、学校と地域とをつなぎ、学校の求めに応じ
てボランティアの募集や調整を行い、家庭科実習の補助やゲストティーチャー、朝の読
み聞かせ、花壇の整備などの学習・環境支援を実施することで、学校と地域との協力、
連携を進めます。

地域の子どもたちを対象とした公民館子ども教室を開催し、地域住民が講師やボラン
ティアとして交流することで、地域教育力の活性化を図ります。公民館を主な会場とし
て、体験学習や文化活動、スポーツなど様々な内容の教室を企画、実施します。

区分 平成24年度 平成25年度

総合計画の施策体系 生涯学習

事業名称 所管課

地域教育力活性化に要する経費 生涯学習課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 3

款 項 目 事業

11 06 07 1009

【事業目的】

【事業内容】
・文化財保全管理事業 357千円

市内文化財の適切な保全を図るため、史跡等の管理や必要な清掃を行います。

・文化財周知・啓発等事業 564千円

・別府市文化財保護審議会 799千円

・埋蔵文化財発掘調査事業 2,043千円

・実相寺古墳群調査事業 1,100千円

【実績など】
・文化財保護審議会関連事業 『べっぷの文化財』刊行

No.42「別府市の古墳文化」（平成23年度）
No.43「浜脇薬師祭りの見立て細工」（平成24年度）
No.44「石垣原合戦」（平成25年度）

・歴史文化展示室関連事業
企画展「戦前に行われた2つの博覧会」を実施（平成24年度）
平成13年に発掘調査が行われた照湯遺跡の出土品を公開（平成24年度）
湯けむり歴史講座「別府市誌の執筆者が語る別府の歴史」(全6回)を開催(平成25年度)

歴史的財産である文化財を保存し、その活用を図ることにより、市民の文化向上に資す
るとともに、文化財を通じて地域の歴史を学び、郷土に対する誇りと愛着心を育みま
す。

別府市野口ふれあい交流センター歴史文化財展示室の常設展示の充実を図るとともに、
企画展や歴史講座等を開催することにより、文化財への関心や郷土の歴史を学ぶ機会を
つくります。

別府市文化財保護審議会において文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査
審議し、必要に応じて教育委員会へ建議します。

文化財保護法に基づき、開発に先立ち、事前に埋蔵文化財確認調査を行うことによっ
て、遺跡の有無を把握し、開発側との調整を行います。

実相寺古墳群に地中レーダー探査等の調査を実施し、調査データを基に有識者で組織す
る実相寺古墳群調査検討委員会において、古墳群の価値について検討を行います。

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

4,863 1,384 0 717 2,762

総合計画の施策体系 生涯学習

事業名称 所管課

文化財に要する経費 生涯学習課
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 3

款 項 目 事業

11 06 07 1050

【事業目的】

【主な事業内容】
・別府市文化的景観保全活用検討委員会 103千円

・散策用マップや説明用パンフレットの印刷 1,145千円

・重要な構成要素の写真測量 488千円

・先進地事例の調査

・住民意向調査 905千円

湯けむり景観保存に要する経費 生涯学習課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

2,973 1,470 0 0 1,503

総合計画の施策体系 生涯学習

事業名称 所管課

国重要文化的景観「別府の湯けむり・温泉地景観」(平成24年9月19日選定)を後世に引き
継ぎ、観光振興やまちづくり等に活用するための計画を策定します。

重要文化的景観の保全活用計画の策定や整備の基準、並びに活用等について検討するた
めの委員会を開催します。

重要文化的景観について、並びにその保存や活用等の事業について理解を得る為のマッ
プやパンフレットを増刷配布し、周知に努めます。

今後策定される保全活用計画に沿った修景等を行う上で必要な資料を得る為、重要な構
成要素の現状の写真測量業務を委託します。

重要文化的景観に選定された先進地について、その後の取組等について情報を得る為の
調査を実施します。

重要文化的景観を継承していくために、住民意向調査を実施し、保全活用計画に反映さ
せます。
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 3

款 項 目 事業

11 06 07 1066 鬼ノ岩屋古墳整備に要する経費

【事業目的】

【事業内容】
・古墳整備事業 815千円

【実績】
・古墳整備事業

鬼ノ岩屋古墳の発掘調査により、古墳の規模や墳形が判明し同時期の豊後最大規模の円
墳であることが判明しました。

生涯学習課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

815 356 0 0 459

鬼ノ岩屋古墳は、県内最大規模の横穴式石室を持つ古墳であり、これを確実に保全し適
切な整備を行うことにより、市民の郷土への愛情を育むことができ、歴史教育及び生涯
学習に寄与します。

石室内部の環境調査を行うことにより、古墳の現状を把握し、調査データを基に有識者
で組織する鬼ノ岩屋古墳整備検討委員会において、適切な保全整備の方法を検討しま
す。また、鬼ノ岩屋古墳の適切な管理のため清掃委託等を実施します。

総合計画の施策体系 生涯学習

事業名称 所管課
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 ２ 事業概要（一般会計）

－ － －

款 項 目 事業

02 01 12 1110 交通安全推進に要する経費

4 － 2

款 項 目 事業

11 01 03 1063 教育研究指導に要する経費

総合計画の施策体系

事業名称 所管課

スポーツ健康課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

2,596 2,596

［事業の目的］

児童・生徒等が登下校時に利用する通学路の安全を確保します。

［事業概要]
・交通安全塔等維持補修等委託費 96千円 ・交通安全標識等設置工事 2,500千円
児童・生徒等の登下校時の安全を確保するため、安全標識や路側帯等を整備します。
（危険個所に運転者の注意を促すため、安全標識（文マーク及びカラー舗装等）及び
歩道未設置道路の路側帯等を計画的に整備を行います。）

・工事箇所は、境川小学校区外（１２箇所）路側帯としての白線延べ４，１００ｍ
及び文マーク等４箇所を予定しています。
境川小通学路：１箇所（400ｍ）西小通学路：４箇所（800ｍ）
鶴見小通学路：１箇所（200ｍ）春木川小通学路：４箇所（2,000ｍ）
青山中通学路：１箇所（200ｍ）中部中通学路：１箇所（500ｍ）
大平山小：文マーク３箇所 別府中央小：文マーク１箇所

総合計画の施策体系 【学校教育】

事業名称 所管課

スポーツ健康課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

1,638 490 1,148

［事業の目的］
子ども達が予期せぬ危険から身を守る事が出来るようにする取組及び児童生徒の体力の低下傾
向が続く中、学校において体力を向上させる取組を行います。

［事業概要]
・大分県からの委託を受け、体育専科教員を中心に体育環境の整備や体育授業の充実に向け、
組織的な取組を行います。

  大分っ子体力向上推進事業 490千円

・小学４年生・中学１年生及びその保護者を対象に、子ども自身が危険を回避し不審者等から
自分の身を守る術を学びます。

  子どもの安全を守るワークショップ業務（ＣＡＰプログラム） 1,002千円

・スポーツへの関心を高めさせるとともに体力を高めるための一助とします。
  スーパープレーヤーわくわく授業講師等謝礼金 120千円

・学校安全・不審者対策のため、ステッカー等を購入し、子どもたちの安全確保に努めます。
  学校安全防犯対策業務 26千円
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2

款 項 目 事業

11 02 01 0554 小学校の保健衛生に要する経費

－ － －

款 項 目 事業

11 02 02 1046 就学援助奨励に要する経費

地方債 その他

総合計画の施策体系

事業名称 所管課

スポーツ健康課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

750

総合計画の施策体系 【学校教育】

事業名称 所管課

750

［事業の目的］
準要保護児童に対して医療費を援助します。

［事業概要]
・経済的理由により就学困難な児童に対して、医療費を扶助することによって、安心して
学べる環境づくりに努めます。

  準要保護児童医療費 750千円

［対象者］［実績等］
別府市立１５小学校児童就学援助対象者で、平成２４年度実績（決算額）は、
延131人891千円の支出がありました。

［事業の目的］
各健康診断の実施により、児童・教職員の心身の健康状態を把握し、その結果に基づいて適切
な健康管理と指導を行い、健康の維持増進を図り、学校保健の円滑な実施とその成果を確保し
ます。

［事業概要]［対象者］［実施方法等］
・報酬                  6,621千円  学校医報酬、薬剤師報酬として
・報償費                  336千円  就学時健康診断等謝礼金として
・需用費               2,403千円  消耗品費、印刷製本費、医薬材料費として
・役務費                1,508千円
  飲料水水質手数料、プール水水質検査手数料（総トリハロメタン・濁度検査）、シーツ等ク
  リーニング代、教室内ホルムアルデヒド及び揮発性化合物濃度測定検査手数料、オージオメ
  ーター点検手数料、学校災害賠償補償保険料として
・委託料                8,824千円 教職員健康診断委託料、児童健康診断等委託料として
・備品購入費              251千円  オージオメーター及びケース購入費として
・負担金補助及び交付金  4,862千円 日本スポーツ振興センター負担金として

一般財源

24,805 1,967 22,838

スポーツ健康課

予算額 国県支出金
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2

款 項 目 事業

11 03 01 0567 中学校の保健衛生に要する経費

－ － －

款 項 目 事業

11 03 02 1047 就学援助奨励に要する経費

12,815 983 11,832

事業名称

450

［事業の目的］
準要保護生徒に対して医療費を援助します。

［事業概要]
・経済的理由により就学困難な生徒に対して、医療費を扶助することによって、安心して
学べる環境づくりに努めます。

  準要保護児童医療費 450千円

［対象者］［実績等］
別府市立８中学校生徒就学援助対象者で、平成２４年度実績（決算額）は、
延52人463千円の支出がありました。

スポーツ健康課

一般財源

総合計画の施策体系 【学校教育】

［事業の目的］
各健康診断の実施により、生徒・教職員の心身の健康状態を把握し、その結果に基づいて適切
な健康管理と指導を行い、健康の維持増進を図り、学校保健の円滑な実施とその成果を確保し
ます。

［事業概要]［対象者］［実施方法等］
・報酬            3,513千円 学校医報酬、薬剤師報酬として
・需用費                873千円
歯鏡・鼻鏡・耳鏡・歯科検診感染予防グローブ等消耗品費、プール消毒用薬品・健康薬品医

  薬材料費として
・役務費                   730千円
  飲料水水質検査手数料、プール水水質検査手数料、シーツ等クリーニング代、教室内ホルム
  アルデヒド及び揮発性化合物濃度測定検査手数料、オージオメーター点検手数料、学校災害
  賠償補償保険料として
・委託料                 5,067千円  教職員健康診断委託料、生徒健康診断等委託料として
・備品購入費               126千円 オージオメーター及びケース購入費として
・負担金補助及び交付金   2,506千円 日本スポーツ振興センター負担金として

総合計画の施策体系

事業名称 所管課

所管課

予算額 国県支出金 地方債 その他

スポーツ健康課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

450
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2

款 項 目 事業

11 05 01 0589 幼稚園の保健衛生に要する経費

2 － 2

款 項 目 事業

11 07 01 0652 スポーツ推進委員等に要する経費

総合計画の施策体系 【学校教育】

事業名称

106 3,172

スポーツ健康課

997 997

［事業の目的］
スポーツ推進委員相互の資質向上や、別府市におけるスポーツの振興を図ることにより、明る
く健康的な町づくりを行います。

 [事業概要]［対象者］［実施方法等］［実績等］
・スポーツ推進委員報酬  600千円
スポーツ推進員の活動報酬として

・役務費                74千円
スポーツ推進委員のスポーツ安全保険料として

・負担金補助及び交付金   323千円
各種大会出席負担金、各スポーツ推進委員協議会加盟負担金、スポーツ推進委員協議会の運

  営活動費として

事業名称 所管課

所管課

予算額 国県支出金 地方債 その他

［事業の目的］
各健康診断の実施により、園児・教職員の心身の健康状態を把握し、その結果に基づいて適切
な健康管理と指導を行い、健康の維持増進を図り、学校保健の円滑な実施とその成果を確保し
ます。

［事業概要]［対象者］［実施方法等］
・報酬             1,722千円
学校医報酬、薬剤師報酬として

・需用費                 220千円
歯鏡・歯科検診感染予防グローブ等消耗品費、健康薬品医薬材料費として

・役務費                    612千円
  飲料水水質検査手数料・教室内ホルムアルデヒド及び揮発性化合物濃度測定検査手数料、学
  校災害賠償補償保険料として
・委託料                    575千円
  教職員健康診断委託料、園児健康診断等委託料として
・負担金補助及び交付金      149千円
  日本スポーツ振興センター負担金として

総合計画の施策体系 【健康・医療】

一般財源

3,278

スポーツ健康課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源
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 ２ 事業概要（一般会計）

2 － 2

款 項 目 事業

11 07 01 0861 スポーツ健康総務に要する経費

2 － 2

款 項 目 事業

11 07 02 0656 体育施設管理運営に要する経費

スポーツ健康課

8,285

193,540 4,675 188,865

総合計画の施策体系 【健康・医療】

事業名称 所管課

総合計画の施策体系 【健康・医療】

事業名称 所管課

スポーツ健康課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

予算額 国県支出金 地方債 その他

8,285

［事業の目的］
スポーツ健康課の必要な経費で事務を円滑に行います。

 [事業概要]［対象者］［実施方法等］［実績等］
・講師等謝礼金 20千円
給食関係者研修会等講師謝礼金として

・旅費      37千円
各種研究大会、各種研修会参加旅費として

・需用費      741千円
  コピー代、複写機用紙代、その他事務用品等、スポーツ施設案内パンフレット代として
・役務費  216千円
後納郵便代として

・負担金補助及び交付金 7,271千円
会議出席負担金、別府市学校保健会補助金、別府市中学校体育連盟補助金、九州中学校体育

  大会開催地元補助金として

一般財源

［事業の目的］
施設利用者によりよく利用しやすいスポーツ活動の場を提供します。

 [事業概要]［対象者］［実施方法等］［実績等］
・需用費    208千円
各体育施設の消耗品代、電気代、水道代、下水道代等として

・役務費    401千円
  各体育施設の電話回線使用料、水質検査料、微量PCB廃棄物収集運搬費用として

・委託料 192,931千円
各体育施設の指定管理料、警備委託料、清掃委託料、ガス空調点検委託料等、廃棄物処理

  業務委託料として
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 ２ 事業概要（一般会計）

2 － 2

款 項 目 事業

11 07 02 0657 体育施設整備に要する経費

2 － 2

款 項 目 事業

11 07 03 0661 体育振興に要する経費

地方債 その他 一般財源

32,109

予算額 国県支出金 地方債 その他

［事業の目的］
市内の各市営の体育施設改修により、安心かつ快適に利用できる施設を提供し、市民のスポー
ツに対する関心を深め、明るく健やかな町づくりを行います。
 
 [事業概要]［対象者］［実施方法等］［実績等］
・需用費  2,745千円
各体育施設の消耗品代、修繕料として

・委託料    200千円
  施設改修業務委託料として
・使用料及び賃借料 8,190千円
実相寺サッカー競技場人工芝借上料として

・工事費 65,452千円
実相寺中央公園サッカー競技場人工芝グラウンドメンテナンス工事、サッカー競技場土砂流
入防止措置工事、別府公園テニスコート人工芝（砂入浸水型）コート整備、別府市総合体育
館操作・制御・非常照明用蓄電池更新工事、南部地区体育館照明器具取替工事、西部地区体
育館暗幕カーテン取替工事、突発工事として

総合計画の施策体系 【健康・医療】

事業名称 所管課

スポーツ健康課

予算額 国県支出金

4,195

一般財源

76,587 30,000 46,587

スポーツ健康課

総合計画の施策体系 【健康・医療】

事業名称 所管課

27,914

［事業の目的］
各種大会や団体に補助することにより、市のスポーツレベルの向上と市民のスポーツに対する
関心を強めていきます。

 [事業概要]［対象者］［実施方法等］［実績等］
・報酬    3,943千円
スポーツ推進審議会委員報酬、スポーツ指導員報酬として

・報償費    125千円
キッズスポーツ教室講師謝礼金、別大毎日マラソン記念品代として

・需用費    348千円
各種スポーツ教室・健康教室の消耗品費、スポーツ功労賞表彰用用紙代、記念写真用写真代
として

・役務費       12千円
キッズスポーツ教室参加者損害保険料として

・負担金補助及び交付金   27,681千円
別府市体育協会補助金、地区体育協会連合会補助金、別大毎日マラソン大会負担金、
スポーツ振興費補助金、総合型スポーツクラブ補助金、県民体育大会出場費補助金等
として
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2 【学校教育】

款 項 目 事業

11 07 04 0663 給食共同調理場運営に要する経費

4 － 2

款 項 目 事業

11 07 04 0664 給食共同調理場施設維持管理に要する経費

4,026

16,903

総合計画の施策体系

スポーツ健康課

予算額

16,903

国県支出金 地方債 その他 一般財源

4,026

予算額 国県支出金 地方債 その他

［事業の目的］

共同調理場の運営に必要不可欠な基本的事務経費及び物的経費です。

［事業概要]
・需用費  14,796千円
  強化磁器食器等消耗品費、ボイラー用重油等、共同調理場電気・ガス・上下水道代等、給食
  運搬車両等の修繕料として
・役務費      681千円
電話料金等、腸内病原細菌検査料等として

・委託料 1,327千円
残菜等処理業務委託料として

・公課費    99千円
自動車重量税として

一般財源

［事業の目的］

共同調理場施設の維持管理及び安全衛生を徹底させるための経費です。

［事業概要]
・需用費          130千円
ボイラー用薬品代として

・役務費       148千円
ボイラー性能検査手数料、消防設備点検手数料等として

・委託料       1,251千円
警備委託料、電気設備保守委託料、害虫等駆除委託料、ボイラー検査委託料等として

・使用料及び賃借料 2,497千円
ボイラー借上料５年リース１年目（平成26年8月～）
（債務負担 16,497千円）

総合計画の施策体系

事業名称 所管課

スポーツ健康課

【学校教育】

事業名称 所管課
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2 【学校教育】

款 項 目 事業

11 07 04 0665 給食共同調理場施設整備に要する経費

4 － 2

款 項 目 事業

11 07 04 0666 小学校の給食に要する経費

総合計画の施策体系

事業名称 所管課

スポーツ健康課

予算額 国県支出金 地方債 その他

4,529

［事業の目的］

共同調理場における老朽化した調理施設や設備等を改善することにより、衛生管理の徹底及び
作業効率の向上を図ります。

［事業概要]

・需用費 1,230千円
蒸気式回転釜部品取替及びオーバーホール整備修理等として

・工事請負費    1,107千円
蒸気式回転釜取替工事に伴う嵩上げ工事等として

・備品購入費  2,192千円
適温配送コンテナ等購入費として

4,529

一般財源

［事業の目的］

小学校における給食の円滑な実施と準要保護児童に対する給食費の援助を行います。

［事業概要]

・賃金         5,120千円
代替調理員賃金として

・需用費  8,285千円
強化磁器食器・トレー等消耗品費、給食納入袋等印刷費、各小学校給食備品等整備に係る修

  繕料、消毒用アルコール等医薬材料費として
・役務費 968千円
腸内病原細菌検便検査手数料等として

・委託料 3,762千円
残菜処理業務・害虫駆除等委託料として

・扶助費             44,877千円
  準要保護児童給食費 平成24年度(決算額)944名42,712千円の支出がありました。

総合計画の施策体系 【学校教育】

事業名称 所管課

スポーツ健康課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

63,012 63,012
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2 【学校教育】

款 項 目 事業

11 07 04 0667 小学校の給食施設整備に要する経費

4 － 2

款 項 目 事業

11 07 04 0668 中学校の給食に要する経費

［事業の目的］

準要保護生徒に対する給食費の援助を行います。

［事業概要]［対象者］［実績等］
・扶助費   26,629千円
準要保護生徒給食費  中学校における学校給食の充実を図るとともに、経済的理由により就

  学困難な生徒に対して、給食費を扶助することにより、学校給食の円滑な実施を図ります。
・平成24年度実績（決算額）544名25,614千円の支出がありました。

一般財源

26,629

13,359

事業名称 所管課

スポーツ健康課

予算額 国県支出金 地方債 その他

13,359

スポーツ健康課

予算額 国県支出金 地方債 その他

［事業の目的］

小学校の調理場における老朽化した調理施設や設備等を改善することにより、衛生管理の徹底
及び作業効率の向上を図ります。

［事業概要]

・需用費  986千円
各小学校給食施設等整備による修繕料として

・委託料             376千円
厨房機器設置委託料として

・工事請負費    10,000千円
調理場床タイル等工事費として

・備品購入費   1,997千円
冷凍冷蔵庫等備品購入費として

総合計画の施策体系 【学校教育】

総合計画の施策体系

事業名称 所管課

一般財源

26,629
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2 【学校教育】

款 項 目 事業

11 07 04 0670 幼稚園の給食に要する経費

一般財源

総合計画の施策体系

スポーツ健康課

予算額

［事業の目的］

幼稚園における学校給食の充実を図ります。

［事業概要]

・委託料 843千円
西・青山幼稚園への給食運搬委託料として

843

国県支出金 地方債 その他

事業名称 所管課

843
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2

款 項 目 事業

11 04 01 0575

4 － 2

款 項 目 事業

11 04 01 0576

［事業の目的］

③ 旅費 ５，２２１千円
教職員の県内外の研修旅費、合宿や修学旅行、臨時講師等の交通費の負担をします。

④ 消耗品費 １，５９５千円

③需用費 １，９３７千円

④委託料 ３４８千円

①講師等謝礼金                 ６９千円
外部の講師を招聘することにより、社会で必要なマナーや教養を身につけます。郷土料理の

指導を別府市食生活改善推進協議会にして頂き、食の大切さ料理の楽しさを知り地域の方々と
交流の場を作ります。
②旅費 １４千円
外部講師（県内外）を招くための旅費です。

学校運営に必要な掃除用具ごみ袋、ライン石灰、印刷用品、電池や蛍光灯、事務用品等を購
入します。
⑤ 有料道路通行料 ４５千円
旅費に必要な有料道路通行料です。

⑥ 会議出席負担金 ８８千円
全国会議等の会議に参加し研修を深め、資質向上に必要な出席負担金です。

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

教育研究指導に要する経費 別府商業高等学校

電子計算機リース契約終了後の教育用コンピュータの保守等委託料です。
⑤電子計算機借上料 １７，０８４千円
情報処理科目を始めとする教育課程に必要な、最新のパソコン機器プリンター、ネットワー

クシステム構築の維持管理費です。
⑥備品購入費 ７００千円
教育課程に必要な授業をするため、必要な用品等を補っていくのに使います。

18,188 31 18,157

高校に必要な教職員の確保や非常勤講師雇用経費、交通費等を賄います。学校全体の整備、
保持を行います。教職員の研修会等の旅費、出席負担金にも充て教職員の資質・教育行政の向
上を図ります。
［事業の内容]
① 非常勤講師報酬 １１人   １１，１９４千円
産休、育休、選択科目に必要な非常勤講師雇用経費です。

② 学校評議員謝礼金 ５人 ４５千円
年３回学校運営や行事の報告をして、外部からの評価をしていただきます。

予算額 国県支出金 地方債 その他

［事業の目的］

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

20,152 100 20,052

専門科目の知識、技能の習塾を図り、高度情報化社会に対応できる生徒の育成をする為の環
境を整えます。

高校総務に要する経費 別府商業高等学校

一般財源

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

［事業の内容]

教師用教科書や指導書、授業で使用するコンピュータトナー、用紙等の教材消耗品、学習活
動で壊れた用品の修繕に充てます。
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2

款 項 目 事業

11 04 02 0578

4 － 2

款 項 目 事業

11 04 02 0579

［事業の目的］
施設の法定検査や定期保守点検による施設整備及び衛生的環境の改善と充実を図ることによ

り、健康で充実した学校生活を送れるようにします。

［事業の内容］
①役務費 ８８千円
漏水検査手数料、浄化槽法定検査手数料です。

②委託料 １，１７２千円
浄化槽掃除管理委託料、電気設備保守委託料、高架水槽掃除委託料、警備委託料、消防設備

保守点検委託料、エコネット監視業務委託料、構内電話交換設備保守委託料等です。

一般財源

1,260 1,260

国県支出金 地方債 その他 一般財源

［事業の目的］
水道光熱費を始め高校を運営していくのに必要な経費です。

［事業の内容］
①需用費               ９，０１２千円
燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、医薬材料費等学校生活を営むために基礎となる

経費です。
②役務費 ４２８千円
通信運搬費、口座振替手数料等、電話料や郵便切手の支払や口座引き落としに必要な経費

です。
③委託料 ６９８千円
施設管理補助業務委託料等、早朝や夕方以降の施設の警備で安全な学校生活のサポートを

します。
④使用料及び賃借料 １１３千円
電話設備借上料、放送受信料、印刷機借上料等、学校の運営に必要な経費です。

⑤備品購入費 ３２７千円
学習やクラブ活動に必要な備品の購入費用です。

⑥公課費 ９千円
自動車重量税です。

総合計画の施策体系 学校教育

学校教育

事業名称 所管課

高校の運営に要する経費 別府商業高等学校

予算額 国県支出金 地方債 その他

10,587 873 9,714

総合計画の施策体系

事業名称 所管課

高校の施設維持管理に要する経費 別府商業高等学校

予算額
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2

款 項 目 事業

11 04 02 0580

4 － 2

款 項 目 事業

11 04 02 0581

4,569 4,569

一般財源

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

高校の施設整備に要する経費 別府商業高等学校

予算額 国県支出金 地方債

［事業の目的］
学校施設の改修を行うことにより、経年により発生する学校建物の損耗、機能低下に対し補

修、改修を行うことにより、耐用年数の延長と教育環境の維持を図ります。

［事業の内容］
①需用費 ５４０千円
ドアや壁、天井等壊れた修繕料に使います。

②委託料                   ９２１千円
学校内の道路や建物の保全、修理、環境整備のために使います。

③工事請負費 ３，０００千円
体育館、グラウンド等の改修工事に使います。

④原材料費 １０８千円
砂や土の補充、整備のため必要な材料の購入に充てます。

［事業の目的］
健康診断の実施により、生徒・教職員の心身の健康状態を把握し、その結果に基づいて適切

な健康管理と指導を行い、学校保健の円滑な実施を図ります。

［事業の内容］
①報酬 ３６９千円
内科、歯科、眼科医による健康診断や薬剤師による検査の費用です。

②需用費                   ３０千円
  歯科検診用の歯鏡等の購入に充てます。
③役務費 １１６千円
飲料水水質検査手数料、健康診断機器の法定検査代、損害保険加入等保健の維持管理をしま

す。
④委託料 １，４３８千円
生徒、教職員の健康診断料です。

⑤日本スポーツ振興センター負担金 ７４６千円
日本スポーツ振興センターの保護者負担の助成に充てます。

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

高校の保健衛生に要する経費 別府商業高等学校

予算額 国県支出金 地方債

その他

その他 一般財源

2,699 608 2,091
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 ２ 事業概要（一般会計）

4 － 2

款 項 目 事業

11 04 03 0582

4 － 2

款 項 目 事業

11 04 03 0583

2,959 2,959

［事業の目的］
別府商業高校の自転車競技部、ボウリング部は、全国大会への出場強化指定校に委嘱されて

います。吹奏楽部は、ブラスコンサートを始め各種大会、イベント等で活躍し別府商業の歴史
ある部活動として親しまれています。各種大会へ参加のため、教諭の引率旅費や日々の練習の
消耗品等の補助をします。

［事業の内容］
①旅費 １，３２２千円
選手が県外の全国大会等に参加するための教諭の引率旅費です。

②需用費 ４２９千円
クラブ活動を維持していくための消耗品の補充に充てます。

③有料道路通行料 ７８千円
各種大会参加の旅費に伴う有料道路通行料です。

④クラブ活動用備品費 ７３０千円
クラブ活動を維持していくための備品の補充にあてます。

⑤負担金補助及び交付金 ４００千円
安全・安心な学校部活動支援事業費補助金として、マイクロバス運転の補助をします。

その他

2,005

［事業の目的］
別府商業高校における教育振興のため、体育、文化、進路、商業各協会等負担金や各種大会

出場費負担金に充てられます。

［事業の内容］
①全国商業高等学校長会費 ２２千円
②全国都市立高等学校校長協会通常会費 ８千円
③大分県高等学校体育連盟加盟会費 ４００千円
④大分県産業教育振興協議会会費 ６３千円
⑤大分県高等学校文化連盟会費 ３２０千円
⑥各種大会出場費補助金 １，１００千円
⑦大分県高等学校教育研究会会費 ６４千円
⑧大分県高等学校校長協会家庭科部会会費 ６千円
⑨大分県高等学校進路指導協議会費 １０千円
⑩全国高等学校長協会会費 ８千円
⑪全国教頭会会費 ４千円

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

クラブ活動育成に要する経費 別府商業高等学校

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

一般財源

2,005

予算額 国県支出金 地方債

総合計画の施策体系 学校教育

事業名称 所管課

教育振興助成に要する経費 別府商業高等学校
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