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１　所管予算案総括表 教育部

（１）一般会計予算額 ［単位：千円］
令和３年度

予算額
令和２年度
予算額

増減額

1,367,228 3,909,329 ▲ 2,542,101

587,494 511,125 76,369

481,527 264,716 216,811

（２）特別会計予算額 ［単位：千円］
令和３年度

予算額
令和２年度
予算額

増減額

（３）所管の重点施策 ［単位：千円］

事業名 予算額

予算説明書の事業名 所管課

山の手小学校体育館大規模改
修事業

179,193

小学校の施設整備に要する経
費

教育政策課

ＩＣＴ教育環境整備事業 15,791

小学校のＩＣＴ環境整備に要
する経費

教育政策課

ＩＣＴ教育環境整備事業 8,503

中学校のＩＣＴ環境整備に要
する経費

教育政策課

図書館等一体的整備事業 146,540

図書館等一体的整備事業に要
する経費

教育政策課

学校給食共同調理場建替事業 135,046

学校給食共同調理場建設に要
する経費

教育政策課

学校連絡網システム活用事業 1,320

事務局運営に要する経費 学校教育課

安全・安心な学校給食の提供を最優先に衛生管
理基準及びＨＡＣＣＰの概念に基づく施設整
備・運営を行うため、学校給食共同調理場の建
替を行います。

別府市が学校連絡網システムを開発・提供する
ことで、学校から保護者に緊急連絡を迅速かつ
確実に伝達し、児童生徒の安全・安心を確保す
るとともに、保護者の費用負担を軽減します。

課名

教育政策課

学校教育課

社会教育課

別府市新図書館等整備基本計画（令和２年３月
策定）に基づき、地域課題の解決や地域コミュ
ニティー活性化の拠点、さらには新しい時代に
求められる機能を加えた新図書館等の建設に向
けて設計に着手します。

事業概要

児童に一人一台整備した情報端末の保守委託等
を行い、子供たちがＩＣＴを活用し、学びを保
障できる環境を整えることにより、ＧＩＧＡス
クール構想の推進を図ります。

老朽化した体育館の屋根、床、照明のＬＥＤ化
等全面的な改修を行い、教育環境の改善と充実
を図ります。

生徒に一人一台整備した情報端末の保守委託等
を行い、子供たちがＩＣＴを活用し、学びを保
障できる環境を整えることにより、ＧＩＧＡス
クール構想の推進を図ります。
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（３）所管の重点施策 ［単位：千円］

事業名 予算額

予算説明書の事業名 所管課

校務支援システム活用事業 5,360

事務局運営に要する経費 学校教育課

スクールサポートスタッフ活
用事業

24,453

スクールサポートスタッフ活
用に要する経費

学校教育課

学習指導員活用事業 30,799

学習指導員活用に要する経費 学校教育課

ＩＣＴ教育推進事業 28,160

教育研究指導に要する経費 学校教育課

学校いきいきプラン支援員配
置事業

77,008

学校いきいきプランに要する
経費

学校教育課

不登校解消事業 11,513

スクールソーシャルワーカー
活用に要する経費

学校教育課

子どもの健康促進（小学校
フッ化物洗口）事業

5,691

小学校の保健衛生に要する経
費

学校教育課

子どもの健康促進（中学校
フッ化物洗口）事業

2,863

中学校の保健衛生に要する経
費

学校教育課

ティームティーチング指導、家庭学習の準備・
チェックの実施等の学級担任の補助や放課後を
活用した補習、習熟度別学習等の業務に従事し
ます。

学習用教材の印刷、保護者への連絡、健康管理
等に係る学級担任等の補助、教室の換気や消毒
等の業務に従事します。

事業概要

ＧＩＧＡスクール構想に基づき、別府市におけ
る一人一台のタブレット端末を活用した新たな
学校教育の授業や家庭学習の在り方を検討し、
学校・家庭・地域が協働した児童生徒一人ひと
りの個に応じた教育を図ります。

幼稚園・小中学校に特別支援教育支援員を配置
し、特別な支援を必要とする園児・児童・生徒
に対して、一人一人の教育ニーズに応じた適切
な支援を行います。

児童生徒の環境改善を図るＳＳＷを一名増員
し、地域全域担当として、増加する相談対応の
充実に努めます。

むし歯を予防し、児童の健康を促進するため、
全学年を対象に学校での週１回のフッ化物洗口
を実施します。

むし歯を予防し、生徒の健康を促進するため、
全学年を対象に学校での週１回のフッ化物洗口
を実施します。

既に整備されている校務用（教育行政用）Ｐ
Ｃ・ネットワークを基盤として、大分県統合型
校務支援システムを導入し、市立小中学校にお
ける校務の情報化を図ります。
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（３）所管の重点施策 ［単位：千円］

事業名 予算額

予算説明書の事業名 所管課

子どもの健康促進（幼稚園
フッ化物洗口）事業

185

幼稚園の保健衛生に要する経
費

学校教育課

公立幼稚園の預かり保育事業 39,753

預かり保育に要する経費 学校教育課

部活動指導員配置事業 4,608

スポーツ推進に要する経費 学校教育課

市民会館大ホール等改修事業 261,938

中央公民館・市民会館に要す
る経費

社会教育課

教育魅力化事業 3,337

地域教育力活性化に要する経
費

社会教育課

別府学創生事業 2,419

別府学創生に要する経費 社会教育課

公民館、学校のコーディネーターが中心となり
地域の課題解決と学校や地域の教育環境の向上
を図り、地域全体で地域の将来を担う子どもた
ちを育成するとともに、地域創生の実現を目指
します。

別府の歴史、温泉、観光、伝統文化及び先人の
功績を伝承することにより、子どもたちが郷土
別府に対する誇り、愛着、自らまちづくりを担
う心を育みます。

事業概要

別府市立幼稚園５園において、平日は教育時間
終了後から最長１９時まで、土曜日・長期休業
日において８時から１９時までの預かり保育を
実施し、子育て支援の充実につなげます。

学校教育活動の一環である部活動が活発に行わ
れる中、働き方改革における指導教員の負担軽
減及び生徒への指導力の向上を目指し、指導に
必要な専門的知識を有する指導者の配置を拡充
します。

むし歯を予防し、園児の健康を促進するため、
幼稚園児を対象に週１回のフッ化物洗口を実施
します。

市民会館大ホールの老朽化した観覧席や舞台照
明等設備の改修工事を防衛省補助金を活用し実
施します。
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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

款 項 目 事業

11 01 02 0539 事務局運営に要する経費

所管課

教育政策課

事業名称

その他 一般財源

3,280

国県支出金

【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　1,245千円
  市職員産業医の報酬や、会議・研修参加等に伴う旅費を支給します。
②教育委員会事務局の事務処理に係る経費　3,836千円
  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
各団体への負担金等を支出します。
③教育現場の環境整備に係る経費　45,079千円
  学校等における委託料やコンピュータ借上料等を支出します。

予算額

3,280

地方債

事業名称 所管課

50,160 78 50,082

教育政策課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

【事業の目的】
　教育水準の維持向上や別府市の実情に応じた教育の振興を図るとともに、公正かつ適正な
教育行政に努めます。

【事業内容】
①教育委員の報酬及び費用弁償の交付　2,903千円
  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　188千円
  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　189千円
  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。
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

11 01 04 0546 私立学校振興に要する経費

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　77,311千円
  光熱水費や修繕料、通信運搬費など、小学校の運営に必要な費用を支出します。
②消耗品費　23,912千円
  小学校の管理に必要な消耗品を購入します。
③備品購入費　10,697千円
  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　１４校

111,920 1,503 110,417

【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私立幼稚園運営費補助金　1,000千円
  私立幼稚園に対し運営費補助金を交付します。
②私立高等学校振興助成金　1,000千円
  私立高等学校に対し振興助成金交付します。

【対象者】
  ①私立幼稚園　　７園
  ②私立高等学校　２校

事業名称 所管課

教育政策課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

事業名称 所管課

教育政策課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

2,000 2,000
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 ２　事業概要（一般会計）

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

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　314,390千円
  建物の補修や施設整備工事に伴う経費の支払を行います。
  （主な工事内訳）
    山の手小学校屋内運動場大規模改修 　178,981千円
    境川小学校外１０校便所改修工事　  　67,364千円

②教育環境改善のための経費　7,443千円
  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。

③備品購入費　2,128千円
  小学校の施設整備に必要な備品を購入します。

【対象者】
  市立小学校　１４校

13,107 3,595 9,512

事業名称 所管課

教育政策課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

323,961 16,164 184,600 42,013 81,184

【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】
  管理保守委託料等　13,107千円
  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　１４校

事業名称 所管課

教育政策課

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）

款 項 目 事業

11 02 01 1241 小学校の空調整備に要する経費

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　22,000千円
  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　5,003千円
  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　１４校

99,529 99,529

事業名称 所管課

教育政策課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

27,003 400 26,603

【事業の目的】
　空調機器の整備を行い、教育環境の改善と児童の健康促進を図ります。

【事業内容】
  空調機器の借上（リース）に要する経費　99,529千円
  普通教室及び特別教室に空調機器を整備するための経費の支出を行います。

【対象者】
  市立小学校　１４校

事業名称 所管課

教育政策課

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）

款 項 目 事業

11 02 02 1349 小学校のＩＣＴ環境整備に要する経費

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　32,246千円
  光熱水費や修繕料、通信運搬費など、小学校の運営に必要な費用を支出します。
②消耗品費　15,026千円
  中学校の管理に必要な消耗品を購入します。
③備品購入費　1,224千円
  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　７校

27,292 27,292

事業名称 所管課

教育政策課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

48,496 1,712 46,784

【事業の目的】
　児童に一人一台整備した情報端末の保守委託等を行い、子供たちがＩＣＴを活用し、学びを
保障できる環境を整えることにより、ＧＩＧＡスクール構想の推進を図ります。

【事業内容】
①管理保守委託料等　24,682千円
  情報端末を快適に使用するために必要な保守等各種委託料など必要な費用を支出します。
②備品購入費　2,610千円
  児童数の増加や故障等に対応するために必要な情報端末等を購入します。

【対象者】
  市立小学校　１４校

事業名称 所管課

教育政策課

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）

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

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　159,023千円
  建物の補修や施設整備及び解体撤去工事に伴う経費の支払を行います。
  （主な工事内訳）
    浜脇中学校校舎等解体撤去工事　　　　 104,644千円
    北部中学校敷地内公共下水道接続工事    22,544千円

②教育環境改善のための経費　4,937千円
  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。

【対象者】
  市立中学校　７校

8,971 1,673 7,298

事業名称 所管課

教育政策課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

163,960 114,500 49,460

【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　8,848千円
  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　７校

事業名称 所管課

教育政策課

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）

款 項 目 事業

11 03 01 1242 中学校の空調整備に要する経費

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　15,722千円
  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　13,787千円
  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】
  市立中学校　７校

84,231 84,231

事業名称 所管課

教育政策課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

29,509 400 29,109

【事業の目的】
　空調機器の整備を行い、教育環境の改善と生徒の健康促進を図ります。

【事業内容】
①空調機器の借上（リース）に要する経費　76,004千円
  普通教室及び特別教室に空調機器を整備するための経費の支出を行います。
②空調機器移設委託料　8,227千円
  閉校となった中学校から各学校の必要な箇所へ空調機器を移設します。

【対象者】
  市立中学校　７校

事業名称 所管課

教育政策課

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）

款 項 目 事業

11 03 02 1350 中学校のＩＣＴ環境整備に要する経費

款 項 目 事業

11 04 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　8,276千円
  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　1,822千円
  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　１４園

14,004 14,004

事業名称 所管課

教育政策課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

10,098 1,469 8,629

【事業の目的】
　生徒に一人一台整備した情報端末の保守委託等を行い、子供たちがＩＣＴを活用し、学びを
保障できる環境を整えることにより、ＧＩＧＡスクール構想の推進を図ります。

【事業内容】
①管理保守委託料等　12,598千円
  情報端末を快適に使用するために必要な保守等各種委託料など必要な費用を支出します。
②備品購入費　1,406千円
  生徒数の増加や故障等に対応するために必要な情報端末等を購入します。

【対象者】
  市立中学校　７校

事業名称 所管課

教育政策課

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）

款 項 目 事業

11 04 01 0587 幼稚園の施設維持管理に要する経費

款 項 目 事業

11 04 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　12,823千円
  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。
 （主な工事内訳）
   境川幼稚園外２園便所改修工事　　4,323千円

②教育環境改善のための経費　1,701千円
  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。

【対象者】
  市立幼稚園　１４園

1,039 1,039

事業名称 所管課

教育政策課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

14,524 3,000 11,524

【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】
  管理保守委託料等　1,039千円
  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】
  市立幼稚園　１４園

事業名称 所管課

教育政策課

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）

款 項 目 事業

11 04 01 1249 幼稚園の空調整備に要する経費

款 項 目 事業

11 05 05 1244 図書館等一体的整備に要する経費

【事業の目的】
　別府市新図書館等整備基本計画（令和２年３月策定）に基づき、地域課題の解決や地域コ
ミュニティー活性化の拠点、さらには新しい時代に求められる機能を加えた新図書館等の建設
に向け設計に着手します。

【事業内容】
  ・基本設計・実施設計支援業務委託料　　124,801千円
　　　国土交通省の都市構造再編集中支援事業補助金を活用し、新図書館等整備にかかる基本
　　　設計及び実施設計を行います。
　・地域再生計画事業実施委託料　　 　　　10,577千円
　　　内閣府の地方創生推進交付金を活用し、オープンプラットフォーム会議を継続的に実施
　　　し、図書館だからこそ効果を発揮する公民連携事業を提案する場を設けるとともに、短
　　　期間の事業試行を行います。これにより、開館後に新図書館等の公共空間において中長
　　　期的視点で主体的に関わる民間事業者の育成につなげます。
  ・土壌汚染調査委託料　　　　　　　　　　8,393千円

【事業実施方法・時期】
  令和３～４年度：基本設計及び実施設計
                  （令和３年度124,801千円・令和４年度167,284千円／総額292,085千円）
  令和６～７年度：建設工事
  令和７年度中　：開館

146,540

5,429 5,429

事業名称 所管課

教育政策課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

【事業の目的】
　空調機器の整備を行い、教育環境の改善と園児の健康促進を図ります。

【事業内容】
  空調機器の借上（リース）に要する経費　5,429千円
  保育室等に空調機器を整備するための経費の支出を行います。
 
【対象者】
  市立幼稚園　１４園

38,033 108,507

事業名称 所管課

教育政策課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

13



 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

11 06 04 0663 給食共同調理場運営に要する経費

款 項 目 事業

11 06 04 0664 給食共同調理場施設維持管理に要する経費

【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していきます。

【事業内容】
①需用費　　　　　 　　76千円　ボイラー用薬品代
②役務費　　　　　　　112千円　ボイラー性能検査手数料、消防設備点検手数料等
③委託料　　　　　　1,246千円　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、グリストラップ清掃委託料等
④使用料及び借上料　　690千円　ボイラー借上料

15,092 15,092

事業名称 所管課

教育政策課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

2,124 2,124

【事業の目的】
　共同調理場における給食の円滑な実施を行います。

【事業内容】
①報償費　　　    30千円　学校給食共同調理場運営委員謝礼金
②需用費　　　13,015千円　強化磁器食器等消耗品費、燃料費、光熱水費、給食運搬車両等
　　　　　　　　　　　　　の修繕料
③役務費　　　   597千円　電話料金、腸内病原細菌検査料等手数料
④委託料　　　 1,331千円　残菜等処理業務委託料
⑤公課費　　 　  119千円　自動車重量税

事業名称 所管課

教育政策課

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）

款 項 目 事業

11 06 04 0665 給食共同調理場施設整備に要する経費

款 項 目 事業

11 06 04 0666 小学校の給食に要する経費

【事業の目的】
　小学校給食の維持管理及び安全衛生を徹底していきます。

【事業内容】
①需用費　　 9,988千円　給食用食器等消耗品費、各小学校給食備品等整備の修繕料、消毒
　　　　　　　　　　　　用アルコール等医薬材料費
②役務費　　   870千円　腸内病原細菌検便検査等手数料
③委託料　　 4,794千円　残菜処理業務委託料、害虫駆除等委託料、グリストラップ清掃委
　　　　　　　　　　　　託料、換気扇清掃委託料

15,652 15,652

【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。

【事業内容】
①需用費　　　　　1,545千円　蒸気式回転釜部品取替及びオーバーホール整備修理等
②工事請負費　　　　622千円　調理室等床抗菌塗装補修工事
③施設用備品費　　　605千円　牛乳保冷庫、配送コンテナ等購入費

事業名称 所管課

教育政策課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

2,772 2,772

教育政策課

予算額 国県支出金

事業名称 所管課

地方債 その他 一般財源
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

11 06 04 0667 小学校の給食施設整備に要する経費

款 項 目 事業

11 06 04 1334 学校給食共同調理場建設に要する経費

135,046 92,500 41,235 1,311

【事業の目的】
　安全安心な学校給食の提供を最優先に衛生管理基準及びＨＡＣＣＰの概念に基づく施設整
備・運営を行うため新学校給食共同調理場を整備していきます。

【事業内容】
①講師謝礼金　　 399千円
　別府市学校給食・食育推進等検討委員会委員謝礼
  別府市学校給食シンポジウム　講師謝礼等

②旅費　　       912千円
　別府市学校給食シンポジウム　講師旅費等
  ・県内外の学校給食に精通した講師を招き別府市新学校給食共同調理場の建設に向けてシン
　　ポジウムや検討委員会を開催し、整備に向けた取組に活かします。

③委託料　　 133,735千円
　地質調査・基本設計・実地設計委託業務
　配膳室改修実施設計

【事業実施方法・時期】
　令和２年度～３年度　基本計画策定・発注準備
　令和３年度～５年度　基本設計及び実施設計・建設工事
　令和５年９月　　　　提供開始

【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。

【事業内容】
①需用費　　　　 1,000千円　各小学校給食施設等整備による修繕料
②工事請負費　　 8,025千円　給湯設備改修工事、屋根塗装替工事、突発工事等
③備品購入費　　 2,464千円　牛乳保冷庫、冷凍冷蔵庫、ガス回転釜購入費

事業名称 所管課

教育政策課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

事業名称 所管課

教育政策課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

11,489 11,489
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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

款 項 目 事業

03 01 03 1154 青少年非行防止・環境浄化に要する経費

【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、危険箇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）や歩道未設置道路の路側帯等を整備します。

【事業内容】
・工事請負費　　1,965千円　　外側線：鶴見小通学路外３箇所
　　　　　　　　　　　　　 　外側線内グリーンベルト：南小通学路
　　　　　　　　　　　　　 　文マーク：別府中央小通学路外１箇所
　　　　　　　　　　　　　　 横断歩道隙間塗装（緑）緑丘小学校
                             デザインマーク設置：朝日小

【実績】

年度 実績額
Ｈ30 2,277千円
Ｒ元 1,547千円

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

1,965 1,965

【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。

【事業概要】
①青少年補導活動の実施　3,102千円（補導員謝礼金、旅費、需要費、損害保険料、通信運搬
費）
　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　55千円（会場等借上料)
　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。

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

3,157 3,157
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

11 01 02 0540 事務局運営に要する経費

款 項 目 事業

11 01 02 0541 奨学金に要する経費

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

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

21,508 2,412 19,096

10,590 10,590

【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、市職員産業医に係る経費、また教育
活動における事務費、学校連絡網システム活用、校務支援システム活用、いじめ問題対策に係
る経費等を適切に執行します。
　
【事業概要】
①産業医の配置及びストレスチェック診断委託　541千円（産業医報酬、産業医委託料、シス
テム利用負担金）
　労働安全衛生法に基づき小・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ったり、教職員のストレスチェック診断を委託します。
②教育指導及び学校事務における事務費の執行　2,817千円（需用費、通信運搬費、新１年生
新聞広告料、卒業証書筆耕料、大分県中学校文化連盟負担金、別府市教育懇話会講師謝礼金）
　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。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。
③学校連絡網システム活用事業　1,320千円
　学校（幼稚園・小・中学校）から保護者への迅速かつ確実な緊急連絡により、児童生徒の安
全・安心を確保するため、学校連絡網システムを利用します。
④校務支援システム活用事業　5,360千円
　既に整備されている校務用（教育行政用）ＰＣ・ネットワークを基盤として、大分県統合型
校務支援システムを導入し、市立小中学校における校務の情報化を図ります。
⑤いじめ問題対策の実施　552千円（いじめ対策委員報酬、旅費）
　別府市いじめ対策委員会にて、いじめの防止等のための対策について審議するとともに、い
じめの重大事態等について調査します。また、別府市いじめ対策連絡協議会にて、関係機関及
び団体相互の情報交換を行うとともに、いじめに関する施策の効果的推進についての協議及び
いじめ事案に対する指導、援助を行います。

事業名称 所管課

学校教育課

【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。
【事業概要】
①高等学校奨学金の贈与　15,264千円（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　6,240千円（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。令和3年度は新入学生に対する貸与者数を４名を予定しています。
③奨学生選考委員会の開催　4千円（旅費）
　奨学生選考のため、教育委員１名、教育長、社会福祉団体代表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。
　令和元年度　【高校】１９１人　14,996千円　【大学】８人　3,600千円
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 ２　事業概要（一般会計）

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

款 項 目 事業

11 01 02 1306 スクールサポートスタッフ活用に要する経費

685 685

【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。

【事業概要】
①学校支援センター運営に伴う経費　685千円（消耗品費、燃料費、修繕料、通信運搬費）
　学校支援センターの運営に要する事務費等を適正に執行します。

事業名称 所管課

学校教育課

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

【事業の目的】
　学習プリント等の印刷等を教員に代わって行なうサポートスタッフを配置し、教員の負担軽
減を図ることで、教員がより児童生徒への指導や教材研究等に注力できる体制を整備します。

【事業概要】
①学習環境緊急整備事業費補助金を活用してスクールサポートスタッフ１９名の配置を行いま
す。
　24,453千円（スタッフ報酬、共済費、職員手当、費用弁償）
　学習用教材の印刷、保護者への連絡、健康管理に係る学級担任等の補助、教室の換気や消毒
等の業務に従事します。
　
　
　

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

24,453 22,468 1,985
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

11 01 02 1356 学習指導員活用に要する経費

款 項 目 事業

11 01 03 0542 教育研究指導に要する経費

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

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

36,899 36,899

30,799 30,799

【事業の目的】
　補習等の実施など子どもの学びの保障を徹底的にサポートすることで、内容を定着させ、習
熟度にばらつきがでないように取り組みます。

【事業概要】
①学習環境緊急整備事業費補助金を活用して学習指導員１９名の配置を行います。
  30,799千円（報酬、職員手当、費用弁償）
　内容の定着が不十分な児童生徒に対して、個別にきめ細かいフォローができるようティーム
ティーチング指導、家庭学習の準備・チェックの実施等の学級担任の補助や放課後を活用した
補習、習熟度別学習等の業務に従事します。

事業名称 所管課

学校教育課

【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、教職
員の資質向上及び教育指導の支援を行います。また、児童生徒の体力の低下傾向が続く中、各
学校において体力の向上を図る取組を行います。また、子どもたちが予期せぬ危険から身を守
ることができるように取り組みます。

【事業概要】
①別府市標準学力調査の実施　6,177千円（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・学習
状況調査(対象学年小６・中３)及び大分県学力定着状況調査(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。
②教職員の資質向上及び教育指導の支援　2,009千円（講師等謝礼金、旅費、自動車借上料、
学力向上支援教材使用料、会議出席負担金）
　指導主事に対し、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。
③子どもの安全を守るワークショップ業務委託料　553千円
　小学校第４学年児童及び教職員や保護者を対象としたワークショップであるＣＡＰプログラ
ムを実践するおおいたＣＡＰへ委託し、市内各小学校で実施します。
④ＩＣＴ教育推進事業　8,250千円
　ＧＩＧＡスクール構想に基づき、別府市における一人一台のタブレット端末を活用した新た
な学校教育の授業や家庭学習の在り方を検討し、学校・家庭・地域が協働した児童生徒一人ひ
とりの個に応じた教育を図ります。
⑤オンライン学習教材導入　19,910千円
　児童生徒の一人一人に個別最適化されたＡＩドリル学習教材を導入し、タブレット端末で活
用できる環境をつくります。
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

11 01 03 0544 就学指導に要する経費

款 項 目 事業

11 01 03 0545 教育祭に要する経費

314 314

【事業の目的】
　別府市教育支援委員会を設置し、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。

【事業概要】
①別府市教育支援委員会の開催　264千円（委員謝礼金、需用費）
　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。

事業名称 所管課

学校教育課

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

【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。

【事業概要】
①別府市教育祭の開催　923千円（需用費、楽器等搬送委託料、会場・バス借上料）
　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。

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

923 923
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

11 01 03 0719 外国青年招致に要する経費

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

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

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

1,405 1,405

31,478 31,478

【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。

【事業概要】
①外国語指導助手の小・中学校、幼稚園への派遣　31,478千円（外国語指導助手報酬、旅費、
共済費、自治体国際化協会負担金）
　英語圏の外国青年を外国語指導助手として招致し、６名体制で小・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。

事業名称 所管課

学校教育課

【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、園児、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。

【事業概要】
①教育相談員の派遣　1,395千円（相談員謝礼金）
②日本語教育相談員連絡会の開催　10千円（講師等謝礼金）
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

11 01 03 0984 学校いきいきプランに要する経費

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

77,008 77,008

【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・小中学校に特別支援教育支援員
を４８名配置し、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。
　

【事業概要】
①特別支援教育支援員の配置　77,008千円（報酬、職員手当、共済費、費用弁償）
　幼稚園・小中学校に特別支援教育支援員を４８名配置し、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。

事業名称 所管課

学校教育課

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

【事業の目的】
　各学校に設置した学校運営協議会が、子どもたちを取り巻く様々な課題の解決に向けた協議
を行い、地域総がかり（学校・家庭・地域）で未来を担う子どもたちの豊かな成長の実現に向
けた取組を推進します。

【事業概要】
①学校運営協議会委員報酬　800千円
　学校運営協議会委員へ報酬を支給します。

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

800 800
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

11 01 03 1223 グローバル人材育成に要する経費

款 項 目 事業

11 01 05 0549 教育相談センターに要する経費

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

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

2,642 2,642

3,569 3,569

【事業の目的】
　別府市立小中学校の児童・生徒が様々な国からの留学生等との交流を通して、多様な文化や
価値観を持った人たちと協働する態度を育み、英語でのコミュニケーション能力の向上を図り
ます。

【事業概要】
①グローバルサポーター学校派遣の実施　1,140千円（参加学生等謝礼金、損害保険料）
　留学生が年間２回各校を訪問し（各校１回につき６人）、英語でのコミュニケーション活動
や国際交流を行います。
②小学生大学キャンパス体験学習　2,340千円（消耗品費、バス借上料）
　市立小学校全６年生が立命館アジア太平洋大学を訪問し、留学生への英語によるインタ
ビュー活動などの国際交流を行います。
③中学生大学キャンパス体験学習　89千円（消耗品費、損害保険料、バス借上料）
　市内中学生３０名が立命館アジア太平洋大学を訪問し、外国語指導助手や留学生と英語での
学習活動や国際交流を行います。

事業名称 所管課

学校教育課

【事業の目的】
　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教育相談センターを設置
し、園児児童生徒及び保護者、教職員等への教育相談及び不登校児童生徒の支援の充実を図り
ます。

【主な事業概要】
①教育相談活動の実施　1,747千円（謝礼金、旅費、需用費、通信運搬費、公課費）
　教育相談員（公認心理師・臨床心理士）及び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うことで子どもの理解を進め、適切な支援に繋げます。

②不登校支援の実施　895千円（謝礼金、旅費、損害保険料、使用料及び賃借料、負担金）
　不登校傾向にある子どもたちに対し教育支援室「ふれあいルーム」を開設し、社会的自立を
目指した支援を行います。また訪問型アウトリーチ支援では、児童生徒支援員（大学生）と家
庭教育支援員（主任児童委員、民生児童委員）が不登校児童生徒の家庭を訪問し、登校支援や
学習支援などのきめ細かな家庭教育支援を行います。
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

11 01 05 1267 スクールソーシャルワーカー活用に要する経費

款 項 目 事業

11 02 01 0554 小学校の保健衛生に要する経費

11,513 6,769 4,744

【事業の目的】
　社会福祉等の専門的な知識や技能を持つスクールソーシャルワーカーを配置することによ
り、家庭、友人関係、地域、学校等の児童生徒が置かれている環境の改善を図り、児童生徒の
心の問題やいじめ・不登校の解消、確かな学力の定着や体力の向上を目指します。

【事業概要】
①スクールソーシャルワーカー報酬等　11,513千円
（スクールソーシャルワーカー報酬、職員手当、共済費、旅費、通信運搬費）
　スクールソーシャルワーカーは別府市教育相談センターに４名配置され、要請のある学校や
教育委員会等が必要と判断した学校に派遣され活動します。令和３年度は市内全域を担当する
スクールソーシャルワーカーを１名増員するとともに、４名のスクールソーシャルワーカーに
携帯電話を貸与し、増加する相談対応の充実に努めます。また、不登校の出現率が特に高い中
学校区へ４名の内の１名を重点配置し、不登校等の対策に取り組みます。

事業名称 所管課

学校教育課

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

【事業の目的】
　各健康診断の実施により、児童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。
また、フッ化物洗口を実施することにより、児童のむし歯の予防対策に取り組みます。

【事業内容】
①報酬　　　　　　　　　　6,163千円　　学校医報酬
②報償費　　　　　　　　　　288千円　　就学時健康診断等謝礼金
③需用費　　　　　　　　　3,898千円　　消耗品費、印刷製本費、医薬材料費
④役務費　　　　　　　　　1,555千円　　飲料水、プール水水質検査等手数料、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、学校災害賠償補償
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 保険料損害保険料
⑤委託料　　　　　　　　  7,243千円　　児童健康診断委託料
⑥負担金及び交付金　　　　4,568千円　　日本スポーツ振興センター負担金

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

23,715 1,808 21,907
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

11 02 01 1341 小学校の運営に要する経費

款 項 目 事業

11 02 02 0557

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

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

360 360

5,993 5,993

【事業の目的】
　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
の維持増進を図ります。また、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教職員健康診断委託料　 5,428千円
②遊具点検委託料　　565千円

事業名称 所管課

教育振興助成に要する経費 学校教育課

【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。

【事業概要】
①教育実践研究事業の実施　360千円（需用費）
　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】
○令和２年度
①境川小学校
研究テーマ「一人ひとりが認められる温かい学級づくり～ＳＧＥやＳＳＴを取り入れて～」
②別府中央小学校
研究テーマ「生き生きと学ぶ子どもの育成～考え、議論する授業の創造～」

○令和３年度　別府中央小学校、南小学校
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

11 02 02 0558 就学援助奨励に要する経費

款 項 目 事業

11 02 02 0561 副読本等に要する経費

84,348 1,433 82,915

【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。

【事業概要】
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　210千円
　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　33,644千円
　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　2,550千円
　特別支援学級に在籍する児童等の保護者に対して必要な援助を行います。
⑤準要保護児童医療費　700千円
　準要保護児童に医療費を援助します。
⑥準要保護児童給食費　47,224千円
　家庭的理由により就学困難な準要保護児童に対して給食費の援助を行います。

事業名称 所管課

学校教育課

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

【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。

【事業概要】
　準教科書（体育）、出席簿等諸帳簿及び教師用教科書・指導書の購入　4,874千円

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

4,874 4,874
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 ２　事業概要（一般会計）

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 01 1341 中学校の運営に要する経費

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

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

3,685 3,685

12,374 860 11,514

【事業の目的】
　各健康診断の実施により、生徒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。
　また、フッ化物洗口を実施することにより、生徒のむし歯の予防対策に取組みます。

【事業内容】
①報酬　　　　　　　　　　3,097千円　　学校医報酬
②需用費　　　　　　　　　1,699千円　　消耗品費、印刷製本費、医薬材料費
③役務費　　　　　　　　　　710千円　　飲料水、プール水水質検査等手数料、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、学校災害賠償補償
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 保険料損害保険料
⑤委託料　　　　　　　　  4,553千円　　児童健康診断委託料
⑥負担金及び交付金　　　　2,315千円　　日本スポーツ振興センター負担金

事業名称 所管課

学校教育課

【事業の目的】
　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
の維持増進を図ります。また、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教職員健康診断委託料　3,540千円
②遊具点検委託料　　145千円
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

11 03 02 0569 教育振興助成に要する経費

款 項 目 事業

11 03 02 0570 就学援助奨励に要する経費

430 430

【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。

【事業概要】
①教育実践研究事業の実施　180千円
　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。
②体験活動賠償責任保険料　209千円
③就職生徒記念品　41千円

【実績】
令和２年度　朝日中学校
研究テーマ
【主体的・対話的に学び、学びの成果を実感できる生徒の育成～中学校学力向上対策「３つの
提言」の深化】
令和３年度　北部中学校

事業名称 所管課

学校教育課

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

【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。

【事業概要】
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　192千円
　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　64,327千円
　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　686千円
　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。
⑤準要保護生徒医療費　300千円
　準要保護生徒に医療費を援助します。
⑥準要保護生徒給食費　31,360千円
　家庭的理由により就学困難な準要保護生徒に対して給食費の援助を行います。

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

96,905 1,061 95,844
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

11 03 02 0573 副読本等に要する経費

款 項 目 事業

11 04 01 0586 幼稚園の運営に要する経費

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

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

1,715 6 1,709

21,895 21,895

【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。また、新しい学習指導要領が令和
３年度から実施されることに伴い、全ての教科書・指導書について新たに購入します。
　
【事業概要】
①準教科書（体育）、出席簿等諸帳簿及び教師用教科書・指導書の購入　21,895千円

事業名称 所管課

学校教育課

【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。また、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ます。その他施設の安全
や衛生管理の維持・改善を行い、教育環境を保全します。

【事業概要】
①幼稚園教諭の各種研究・研修会への派遣　279千円（旅費、会議出席負担金）
　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幼児教育等検討委員会　172千円（委員謝礼金）
　委員会を開催し、本市における就学前の子どもに関する教育・保育について、幅広い視点か
ら検討します。
③就園関係事務用品の購入及び関係通知書の発送　120千円（消耗品費、通信運搬費）
　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。
⑤教職員健康診断委託料　822千円
　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
の維持増進を図ります。
⑥遊具点検委託料　322千円
　幼稚園の遊具の定期点検を行い、園児の安全・安心を図ります。
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

11 04 01 0589 幼稚園の保健衛生に要する経費

款 項 目 事業

11 04 01 1243 預かり保育に要する経費

2,773 81 2,692

【事業の目的】
　園児の健康状態を把握し、学校保健の円滑な実施とその成果を確保します。
　また、フッ化物洗口を継続して実施し園児のむし歯の予防対策に取り組みます。

【事業内容】
①報酬　　　　　　　　　　1,585千円　　学校医報酬
②需用費　　　　　　　　　  391千円　　消耗品費、医薬材料費
③役務費　　　　　　　　　  686千円　　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、救護室寝
                                       具クリーニング代、学校災害賠償補償保険料
④負担金補助及び交付金　　  111千円　　日本スポーツ振興センター負担金

事業名称 所管課

学校教育課

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

【事業目的】
　公立幼稚園において、保護者が安心して子どもを預けられ、同じ環境（施設、保護者、友だ
ち等）で預かり保育を実施することにより、子どもたちの安全・安心な生活を保障し、質の高
い就学前教育を実施することができます。

【事業概要】
①預かり保育の実施　39,753千円（報酬、共済費、職員手当、費用弁償、消耗品費）
　通常保育日は１４時～１８時半の間（最長19時まで）、土曜日・長期休業中は８時～１８時
半の間（最長１９時まで）預かり保育を実施します。市立朝日・石垣・鶴見・山の手・境川幼
稚園の５園が預かり保育を実施しています。
②保護者負担軽減事業　　11,403千円（保護者負担軽減事業補助金、通信運搬費）
　別府市立幼稚園のうち５園について、施設等利用給付認定を受けた園児は上限額の範囲内で
預かり保育料が無償化の対象となるが、放課後児童クラブを利用している園児は、無償化の対
象とならないため保護者間の利用負担額の均衡を図ります。

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

51,156 26,060 497 24,599
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

11 04 02 0591 教育研究指導に要する経費

款 項 目 事業

11 06 01 1340 保健健康総務に要する経費

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

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

294 294

160 160

【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。

【事業概要】
①教育実践研究事業の実施　80千円（消耗品費）
　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】
令和２年度　緑丘幼稚園
研究テーマ「カリキュラム・マネジメントと関連付けながら実施する学校評価について」

事業名称 所管課

学校教育課

【事業の目的】
　健康教育の充実を図り、生涯にわたる心身の健康の保持増進に必要な知識・能力を養いま
す。
　
【事業内容】
　①旅費 　　　　　　　　　　　　 77千円　九州地区健康教育研究大会旅費(那覇市)
　②負担金補助及び交付金　　　　 213千円　九州地区健康教育研究大会出席負担金、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別府市学校保健会補助金
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

11 06 01 1343 スポーツ推進に要する経費

款 項 目 事業

11 06 04 0670 幼稚園の給食に要する経費

10,217 2,240 7,977

【事業の目的】
指導に必要な専門的知識を有する部活動指導員を効果的に配置することによって、市内各中学
校における部活動の質的向上と多忙化・複雑化する学校現場での教員の負担軽減を図ります。

【事業概要】
①報酬　　4,608千円　部活動指導員報酬１０名分

②旅費　　29千円
　九州地区学校体育研究発表大会旅費(鹿児島)

③負担金補助及び交付金　　5,580千円
　九州地区学校体育研究発表大会出席負担金
　別府市中学校体育連盟補助金

【財源内容】
①部活動指導員活用事業費補助金　報酬：10名*1,600円*210時間*2/3＝2,240千円
　

事業名称 所管課

学校教育課

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

【事業の目的】
幼稚園における学校給食の充実を図るとともに就園困難な園児に対し副食費を補助します。

　　給食費　　4,500円　（内訳：主食費1,000円　副食費3,500円）

【事業概要】
令和元年度１０月１日に子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が施行され、保育料が無
償化され、下記に該当する子どもは、副食費（月額3,500円）も免除されます。
・年収３６０万円未満相当世帯の子ども
・第３子以降の子ども（同一世帯内で小学校３年生から幼稚園児までの範囲において、最年長
の子どもから第３子以降の子ども）

幼稚園給食副食費補助金　　6,892千円
                          （内訳　＠3,500円×179人×11月＝6,891,500円）

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

6,892 6,892
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 ２　事業概要（一般会計）

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】
　①別府市青少年育成市民会議の運営　250千円

（市民会議委員謝礼金、ジュニアリーダー研修会等）

　②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）

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】

【主な事業内容】
　①別府市青少年問題協議会の開催　72千円（青少年問題協議会委員報酬等）
　

　②21世紀を担う別府っ子表彰式の開催　127千円（表彰記念品費等）
　

事業名称 所管課

社会教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

社会教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

485 485

690 690

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。

事業名称 所管課

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健全化を推進しま
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。
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

11 05 01 0594 社会教育事務に要する経費

【事業目的】

【主な事業内容】
　①社会教育委員報酬　　　255千円

　②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。

款 項 目 事業

11 05 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】
　①町内公民館事業費補助金　　　2,228千円

市内１３５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。

　②町内公民館建設等貸付金　 　 3,217千円
町内公民館新築、増改築などの工事費用として費用の３分の１以内の額を貸し付け
ます。償還は１０年間の元金年賦償還です。

　③町内公民館建設等補助金　　　  627千円
町内公民館建設等貸付金を受けた場合、新築・全面改築の場合１５０万円を限度と

　 して、増改築の場合１００万円を限度として貸付金の１０分の２の額を補助します。

　

1,143 1,143

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。

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。

事業名称 所管課

事業名称 所管課

社会教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

社会教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

6,147 1,984 4,163
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

11 05 02 0612 地区公民館施設整備に要する経費

【事業目的】

【主な事業内容】
　①南部地区公民館設備等改修工事　6,864千円
　②北部地区公民館なでしこ分館解体工事　　23,349千円

　③施設整備工事費及び修繕料等　　 7,188千円

各地区公民館・体育館の施設設備に対して、必要に応じた工事や修繕を実施します。

款 項 目 事業

11 05 02 0939 地区公民館に要する経費

【事業目的】

【主な事業内容】
　①各地区公民館主催講座講師謝礼金　　　2,730千円

　②施設維持管理費
光熱水費　6,112千円　　清掃業務・設備保守等委託料　20,140千円

　③施設運営費
消耗品費　1,448千円　　通信運搬費　892千円　　印刷製本費　1,291千円

【利用者数】　施設別の利用者数は以下のとおりです。

事業名称 所管課

社会教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

37,495 21,000 16,495

34,222 15,002 19,220

社会教育課及び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
民の教養を高め情操の向上を図り、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施設の維持管理を行います。

地区公民館名 平成29年度 平成30年度 令和元年度

地域住民の生涯学習拠点である地区公民館・体育館の施設整備を行い利用者に快適に使
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。

事業名称 所管課

社会教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

 南部 22,291 人 19,206 人 17,208 人
 朝日大平山 15,612 人 16,427 人 14,290 人
 なでしこ分館 4,713 人 4,904 人

 北部 13,644 人 18,235 人 13,874 人
 西部 18,123 人 17,113 人 16,914 人
 中部 18,880 人 18,036 人 15,749 人
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

11 05 02 0940 中央公民館・市民会館に要する経費

【事業目的】

【主な事業内容】
　①主催講座講師謝礼金　　　703千円

　②施設維持管理費
光熱水費　4,100千円　　清掃業務・設備保守等委託料　19,974千円

　③事務運営費
消耗品費　1,332千円　　通信運搬費　310千円　　施設用備品費　61千円

　④公民館運営審議会　　　128千円
委員に対する審議会開催時の報酬です。

　⑤緞帳取替委託料　　　14,003千円
市民会館大ホールの緞帳を取り替えます。

　⑥市民会館大ホール等改修工事　　　247,935千円

款 項 目 事業

11 05 03 0941 少年自然の家に要する経費

【事業目的】

【主な事業内容】
　①施設維持管理

設備保守等委託料　2,557千円　燃料費　240千円　光熱水費　1,228千円

社会教育課及び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
の教養を高め情操の向上を図り、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。
大ホールや講座室等を活用することで市民文化の向上に寄与しています。

市民会館大ホールの老朽化した観覧席や舞台照明等設備の改修工事を防衛省補助金を活
用し実施します。工事期間中（令和３年１０月～４年３月）は、施設を休館します。

事業名称 所管課

社会教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

事業名称 所管課

社会教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

290,767 182,692 59,400 26,957 21,718

5,625 9 5,616

少年自然の家「おじか」は、「別府市公共施設再編計画」の方針に基づき、施設のあり
方について検討を続けてきました。そのような中、新型コロナウィルス感染拡大によ
り、宿泊を伴う体験活動ができない状態となり、現状のまま施設を継続的に運営するこ
とは困難であると判断し、令和２年１０月１０日をもって、施設を休所いたしました。
令和５年度のリニューアルオープンに向け、消防設備点検や水質検査など必要な設備の
保守管理委託を実施し、施設の維持管理を行います。
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

11 05 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】
　①蔵書の充実

新刊図書購入　9,000千円　　　図書装備等   1,868千円

　②図書館に親しむ機会の提供

　③移動図書館
市内１１コース３３ヶ所へ月１回の巡回による貸出を行っています。

　④施設維持管理・運営費
光熱水費　7,550千円　　消耗品費　1,933千円　　駐車場借上料　　1,149千円
図書館システム保守委託料　2,805千円　　施設用備品費　347千円

【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。

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

25,895 50 25,845

事業名称 所管課

社会教育課

 移動図書館
3,101 人 2,699 人 4,086 人
13,004 冊 9,124 冊 15,566 冊

合計
68,875 人 66,543 人 62,383 人
271,168 冊 260,402 冊 250,742 冊

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29年度 平成30年度 令和元年度

 本館
65,774 人 63,844 人 58,297 人
258,164 冊 251,278 冊 235,076 冊

 除籍 329 冊 254 冊 219 冊
 蔵書数 222,894 冊 228,315 冊 234,939 冊

区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度
 購入 4,849 冊 5,078 冊 6,069 冊
 寄贈等 1,064 冊 597 冊 774 冊
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

11 05 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】
　①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。

　②施設維持管理
清掃業務・設備保守等委託料　8,358千円　　光熱水費　4,620千円　　
燃料費　600千円　ボイラー点検手数料　32千円　　営繕等工事費　600千円

　③企画展開催等委託料
企画展開催経費　200千円　絵画等修復費　100千円

【観覧者数】

款 項 目 事業

11 05 05 0631 美術館施設整備に要する経費

【事業目的】

【事業内容】
　①美術館外空調・受変電・自家発電設備改修工事に伴う設計委託業務 　

5,308千円〔社会教育課分：市民課（男女共同参画センター）と按分〕

事業名称 所管課

美術品及び美術工芸品並びに民俗資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29年度 平成30年度 令和元年度
5,531 人 11,523 人 10,512 人

社会教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

15,248 776 14,472

美術館の老朽化した空調設備等の改修工事を実施することにより、観覧者への快適で安
全な施設を提供し、また、美術品等所蔵品の適正管理を行います。

事業名称 所管課

社会教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

6,379 4,000 2,379

39



 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

11 05 05 0633

【事業目的】

【主な事業内容】
　①指定管理制度の導入　　　指定管理料　11,350千円

　②施設維持管理
施設整備工事費　3,324千円　　

【利用者数】
　

款 項 目 事業

11 05 05 0943 サザンクロスに要する経費

【事業目的】

【主な事業内容】
　①文化及び生涯学習に関する講座などの開催　　　

　②施設維持管理費　　　
施設管理委託料　1,969千円　光熱水費　　4,000千円

【利用者数】

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 社会教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

本館 19,092 人 19,650 人 14,378 人
浴場 57,873 人 59,176 人 57,709 人
合計 76,965 人 78,826 人 72,087 人

15,417 114 15,303

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。

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29年度 平成30年度 令和元年度

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　1,786千円

平成29年度 平成30年度 令和元年度
25,053 人 26,076 人 25,444 人

事業名称 所管課

社会教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

8,588 2,329 6,259
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

11 05 05 0986 浜田温泉資料館維持管理に要する経費

【事業目的】

【主な事業内容】
　①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。
　②コミュニティー事業

１７時以降（要事前予約）も貸館として市民交流の場を提供します。
　③施設維持管理、運営費

施設管理委託料　2,156千円　　光熱水費　93千円　　　警備委託料　99千円

【入館者数】

款 項 目 事業

11 05 05 1064

【事業目的】

【主な事業内容】
　①貸館事業

研修室、集会室及び料理室を地域住民の交流の場として提供します。
　②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。
　③施設維持管理費

光熱水費　2,750千円　　清掃業務・設備保守等委託料　4,453千円
　④施設改修等工事費　800千円

【利用者数】

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。（開館時間：９時～１７時）

平成29年度 平成30年度 令和元年度
3,073 人 3,631 人 3,725 人

事業名称 所管課

社会教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

2,527 4 2,523

8,727 5,222 3,505

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28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

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 社会教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

63,393 人 74,538 人 78,826 人 71,036 人
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

11 05 06 0638 社会教育活動に要する経費

【事業目的】

【主な事業内容・対象者】
　①　社会教育活動総合事業　　　　　　　320千円

・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）
・チャレンジ子育て学級：幼稚園児～小学生の児童を持つ保護者対象（年間６０回）
・全学級合同開級式
・合同研修会

　②　平和を考える市民の広場　　　　　　　177千円　　　　　
　③　子ども読書活動推進計画策定事業　　　535千円
　④　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。
・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。

【平和の広場参加者数】

2,076 2,076

　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。
　終戦記念日前後に「平和を考える市民の広場」を開催し、広く市民に平和について考
える機会を提供します。
　子どもがあらゆる場所で読書に親しむことができる環境を整備し、生涯にわたる読書
習慣を形成することを目指した「別府市子どもの読書活動推進計画（第３次）」を策定
します。

・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29年度 平成30年度 令和元年度

事業名称 所管課

社会教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

合計 1,841 人 2,109 人 2,453 人

平成30年度 令和元年度 令和２年度
373 人 384 人 332 人

にこにこ子育て学級ほか 418 人 523 人 452 人
湯のまち学びのカレッジ 764 人 916 人 1,169 人
世代間交流 659 人 670 人 832 人

映画上映 講演会 展示会
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

11 05 06 0642 成人式に要する経費

【事業目的】

【事業内容】
　・令和３年成人式　　1,926千円
　・令和４年成人式　　3,157千円

【参加者数】

5,083 5,083

　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。
　なお、令和３年１月に実施を予定していた成人式については、新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、令和３年の夏頃に開催を延期します。

年度当初から新成人による実行委員会を設置し、式典後の実行委員会の企画運営につい
て協議を行います。関係団体等の協力のもと、式典及び実行委員会による企画を実施
し、新成人にとって思い出の残る成人式を開催します。

区分 平成30年度 令和元年度 令和２年度

事業名称 所管課

社会教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

合計 797 人 835 人

新成人 739 人 775 人
来賓 31 人 34 人
主催者 27 人 26 人

延 期
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

11 05 06 1098 地域教育力活性化に要する経費

【事業目的】

【主な事業内容】
　①教育魅力化事業　　　　　　　　　　　380千円

　②地域学校協働活動事業　（学校支援）　　　735千円

　③未来創生塾事業　(放課後学習ひろば）　　　396千円

　④小学校チャレンジ（公民館子どもひろば）　1,183千円

　⑤家庭教育支援事業　　　　　　　　　　　　　643千円

【事業実績など】
　・学校支援

幼稚園
小学校
中学校

事業数
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ参加者数(延べ)

　・子ども広場
事業数
参加児童数

　・公民館
　　　子ども広場 世代間交流

14 　校
5　 校 8　 校

107 事業 172 事業
3,278 　人 8,545 　人

区　　分 平成30年度 令和元年度
195 事業 117　事業

4,006 　人 5,016　　人

事業名称 所管課

社会教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

小学生に対して、放課後や週末等において、子ども安全・安心な活動場所を確保し、地
域と学校が連携・協働して学習や様々な体験・交流活動の機機会を定期的・継続的に提
供します。

3,337 1,478 1,859

公民館や学校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、学校からの
要請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。

公民館や学校を主な会場として、地域の子どもたちを対象に体験活動やスポーツ・文化
活動等の「公民館子どもひろば」を開催します。地域住民が講師やボランティアとして
参加することで子どもと地域住民の交流の場をつくり、地域の教育力活性化を図りま
す。また、宿題の見守り、放課後の居場所づくりを中心とした「放課後学習ひろば」を
各小中学校で開催します。

公民館、学校のコーディネーターが中心となり地域の課題解決と学校や地域の教育環境
の魅力の向上を図り、地域全体で地域の将来を担う子どもたちを育成するとともに、地
域創生の実現を目指します。

地域教育力活性化事業の更なる取り組みを進めるために、１中学校区に統括コーディ
ネーターを配置、同校区内の小中学校に協育コーディネーターを委嘱します。各学校の
コーディネーターは学校での地域教育活動に取り組み、統括コーディネーターは協育
コーディネーターの支援及び取りまとめを行い、中学校区全体での地域学校協働活動の
推進を図ります。

地域における家庭教育支援の充実を図るため、地域住民の参画を得て、家庭教育に関す
る学習機会の提供や保護者への相談対応や情報共有等を行う家庭教育支援員等により構
成される「子育てＬａｂｏ」を設置します。
・家庭教育に関する講座、保護者の学習機会の提供　・公民館における保護者への相談
対応
・家庭教育に関する情報紙の発行　・自宅や学校、乳幼児検診の場などに出向いて行う
相談対応

区　　分 平成30年度 令和元年度

実施学校数

区　　分 平成30年度 令和元年度

8 　園 14 　園
13 　校

670 人 832 人
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

11 05 06 1245 別府学創生に要する経費

【事業目的】

【事業内容】
　・小中学校向けの「別府学」学習資料の修正、増刷

印刷製本費　2,419千円

款 項 目 事業

11 05 07 1009 文化財に要する経費

【事業目的】

【主な事業内容】
　①文化財周知・啓発等事業　　　475千円

　②文化財保護審議会　　　339千円

　③埋蔵文化財発掘調査事業　　1,379千円

【実績など】
　①文化財保護審議会関連事業　　『べっぷの文化財』刊行

No.49「別府築港」（平成３０年度）
No.50「鬼ノ岩屋古墳群の装飾壁画」（令和元年度）
No.51「別府の温泉建築」（令和２年度）

　②湯けむり歴史講座の開催
平成３０年度「湧き上がれ地下の恵み」など全５回　※受講者延５６７人
令和元年度「大分の竹細工を知る」など全５回　※受講者延４８０人
令和２年度「みやげと温泉」など全３回　※受講者延２５０人

所管課

社会教育課

事業名称 所管課

社会教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

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。

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提供し
ます。

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。

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

3,768 58 3,710

2,419 72 2,347

別府の歴史、温泉、観光、伝統文化及び先人の功績を伝承することにより、子どもたち
が郷土別府に対する誇り、愛着、自らまちづくりを担う心を育みます。

事業名称
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 ２　事業概要（一般会計）

款 項 目 事業

11 05 07 1050

【事業目的】

【主な事業内容】
　①別府市文化的景観保全活用検討委員会　　　47千円

重要文化的景観の保全、活用について検討するため委員会を開催します。
　②「別府の湯けむり」案内マップ作成　　　 372千円

「別府の湯けむり」案内マップを増刷します。
　③重要文化的景観魅力発信事業　　　596千円
　　 展示会等を行うなどして、文化的景観の魅力を発信します。
　④文化的景観保存事業　　　1,562千円

文化的景観の重要な構成要素に係る保存・修理等のため補助金を支出します。

款 項 目 事業

11 05 07 1277 鬼ノ岩屋・実相寺古墳整備に要する経費

【事業目的】

【主な事業内容】
　①維持管理事業　 　　　　　　2,219千円

古墳群を適切に管理するため、草刈、樹木の剪定等の業務を行います。

　②鬼の岩屋・実相寺古墳群活用事業委託料　　　　　　 　 316千円
出土遺物の展示会を開催します。

事業名称 所管課

湯けむり景観保存に要する経費 社会教育課

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

国史跡の鬼ノ岩屋・実相寺古墳群を確実に保全し、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。

予算額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

2,715 2,715

2,774 1,000 1,774

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します。

事業名称 所管課

社会教育課
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