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資料１

教育委員会事業に係る平成３０年度総括及び平成３１年度展望について

資料１
教育委員会事業に係る平成３０年度総括及び平成３１年度展望について
【平成３０年度当初予算主な事業】
●庶務課
事業名等

【平成３１年度当初予算主な事業】
（単位：千円）

事業費

内

容

●庶務課
事業名等

等

（単位：千円）
事業費

内

容

等

教育施設整備基金積立
金（積立元金）

市立学校給食調理業務委託化による財政効果分のうち、
59,223 給食備品の購入及び給食関連工事費等に使用した残りの
部分を基金に積み立てる。

学校施設等管理委託
（小学校）

22,540

小学校施設等管理委託

14,856

平成30年4月1日から、小金井第二小学校、東小学校、前
原小学校、南小学校の施設管理を委託する。

学校施設整備（小学
校）

改修工事（第一小学校給食室設備等・プール循環ろ過設
93,312 備、前原小学校プール・校内トイレ、緑小学校給食室給
湯配管、小学校給食室トイレ等）

小学校施設整備

非構造部材改修工事（小金井第四小学校、東小学校、緑
78,359 小学校、南小学校）、小金井第一小学校給食用リフト改
修工事、緑小学校屋上防水改修工事等

学校施設整備（中学
校）

58,103

中学校施設等管理委託

18,570

中学校施設整備

非構造部材改修工事（緑中学校、南中学校）、小金井第
69,533 一中学校及び東中学校プール循環ろ過設備改修工事、小
金井第二中学校トイレ改修工事等

周年行事関係経費（小
学校）
校務用パーソナルコン
ピューター等賃貸借
（小学校）
車椅子階段昇降機賃貸
借

改修工事（第二中学校屋上防水、東中学校トイレ・受水
設備、緑中学校屋外階段等）

平成30年4月1日から、従来の4校に加え、新たに南中学
校の施設管理を委託する。

●学務課
就学相談等対応業務非
常勤嘱託職員（１人）

平成31年4月1日から従来の4校に加え、第三小学校、第
四小学校の施設管理を委託する。

（単位：千円）

●学務課

年々複雑化、多様化している就学相談に当たり、適切な
2,553 就学に繋げるため、就学相談専門の非常勤嘱託職員を配
置する。

周年行事関係経費（小
学校）

（単位：千円）
759 東小60周年

記念品、印刷製本費（記念誌）等

ＧＨＰエアコン賃貸借
（平成３１年度導入
分）

小学校の普通教室（学級数増分）と図工室、中学校の美
9,140 術室と技術室にGHPエアコンを新規設置する（債務負担
行為 平成32年度～平成41年度）。

平成21年度導入の校務用パソコン（全校分）の入替えを
14,534
行う。

屋内運動場エアコン賃
貸借

猛暑による熱中症対策等として、災害発生時の避難所と
しても活用される第四小学校の屋内運動場に試行的に冷
3,721
暖房機器を導入する（債務負担行為 平成32年度～平成
35年度）。

車椅子等で学校生活を送っている児童の上下階の移動の
安全確保のため、階段昇降機を導入する（2台）。

教育用ＩＣＴ機器の導
入

児童・生徒3人につき1台を目標に小・中学校へタブレッ
85,017 ト端末の導入、セキュリティレベルの高いネットワーク
環境の構築を行う。

669 緑小50周年

1,368

記念品、印刷製本費（記念誌）等

1

ＧＨＰエアコン賃貸借
その２（小学校）
要保護・準要保護児童
就学援助費

3,314

全校の理科室（各校１室）にＧＨＰエアコンを新規設置
する。

13,824 入学時諸経費の前倒し支給を開始する。

学校給食備品購入

学校給食（小学校）給
食関係備品

4,945

四小（冷凍冷蔵庫1台）、二小（食器消毒保管庫1台）、
前原小（食器消毒保管庫1台）

校務用パーソナルコン
ピューター等賃貸借
（中学校)

7,226

平成21年度導入の校務用パソコン（全校分）の入替えを
行う。

ＧＨＰエアコン賃貸借
（中学校）

1,841

全校の理科室（各校１室）にＧＨＰエアコンを新規設置
する。

学校給食（中学校）給
食関係備品

3,085 東中、緑中、南中に給食用強化磁器食器を補充する。

学校給食（中学校）給
食関係備品

学校給食消耗品購入

4,638 給食用強化磁器食器（一小・前原小）を導入する。
食器消毒保管庫（一小・四小）、食器洗浄機（一小）、
15,197 冷凍冷蔵庫（一小・二小・緑小）、移動式調理台（一
中・二中・東中・緑中）、配膳車（一小）を導入する。

474 東中（冷凍冷蔵庫1台）

●指導室

（単位：千円）

●指導室

（単位：千円）

スクールソーシャル
ワーカー（２人）

4,211

スクールソーシャルワーカーを非常勤化し、体制の強化
を図る。

スーパーバイザー謝礼

スクールソーシャルワーカーが支援する児童・生徒への
300 援助方針に対して、課題整理の一助となるようスーパー
バイザーを設置する。

中学校部活動外部指導
者

中学校部活動の外部指導員について、現在行っている技
4,260 術指導等に加え、大会・練習試合への引率等の活動につ
いて試行、検証を行い、教員の負担軽減に取り組む。

いじめ防止条例検討委
員会委員謝礼

284

オリンピック・パラリ
ンピック関連経費

東京2020オリンピック・パラリンピックの機運醸成を図
2,800 るため、市内小中学校において外部講師による講演や体
験活動などを実施する。

外国人英語指導委託

特別支援教育学習指導
員非常勤嘱託職員（４
人）

9,284

特別支援教育学習指導員非常勤嘱託職員を1人増やし、
より手厚い指導に取り組む。

特別支援教育支援員非
常勤嘱託職員（１０
人）

23,163

特別支援教育支援員非常勤嘱託職員を2人増やし、より
手厚い指導に取り組む。

市制施行６０周年記念
事業関連経費

462

情報教育アドバイザー
謝礼

【市制施行60周年記念事業】市内小中学生による音楽会
等を実施する。

2

いじめ防止等の対策の基本理念を定めるため、条例制定
に向けて公募による市民を含む検討委員会を設置する。

新学習指導要領における外国語教育に向けて、段階的に
14,824 授業数を増やし、教員のスキルアップと児童の学習意欲
を醸成する。
ICT教育の推進に当たり、市立小中学校におけるプログ
2,989 ラミング教育に関する有識者のアドバイザー謝礼を増額
し、教職員のスキルアップを図る。

●生涯学習課
市史編さん活動
放課後子ども総合プラン
協議会委員謝礼

（単位：千円）
平成22年度から市史編さんを行っており、市制施行60周
25,066 年となる平成30年度はその集大成として、通史編及び資
料編考古・中世を作成する。

●生涯学習課
小金井市史刊行記念講
演会

放課後子ども総合プラン協議会を立ち上げ、一体型放課
後子ども教室を実施する。

放課後子どもプラン事
業

市制施行６０周年記念事
業

【市制施行60周年記念事業】平成30年度の1年間を通し
3,936 て、特別巡回ラジオ体操、各種スポーツ大会、小金井明
治村絵図修復活用など記念事業を行う。

少年自然の家大浴室内
壁等改修工事

文化財センタートイレ設備
改修工事

3,900

トイレの洋式化を行い、文化財センターへ来館される方
の利便性を図る。

スポーツ教室・各種大
会

テニス場として一般開放をしている、南中学校中庭の照
813 明を一部ＬＥＤ化し、環境配慮と利用者の利便性を図
る。
「科学の祭典」、「市民まつり」での講演会、障がい者
559 スポーツ体験事業を通じて、東京2020オリンピック・パ
ラリンピックへの機運醸成につなげる。

東京２０２０オリン
ピック・パラリンピッ
クの推進

設備等の老朽化対策として、計画的に修繕を行うための
設計を行う。

総合体育館大規模改修
工事（第１期）

スポーツ開放・学校開放
に要する緊急修繕
東京２０２０オリンピック・パ
ラリンピック推進事業
総合体育館設備等設計
委託
市テニスコート場クラブハ
ウストイレ等改修工事
栗山公園健康運動セン
ター設備等設計委託
●図書館
市制施行６０周年記念事
業
図書館協議会委員報酬
図書館本館階段室内壁
等改修工事
図書館本館外壁等調査
委託
●公民館
その他公民館事業に要
する備品購入（維持管
理機器類）

48

25,915

民間体育施設開放

施設の老朽化対策と、利用者の利便性を高めるため、ト
イレの洋式化及びシャワー設備などの改修を行う。
設備等の老朽化対策として、計画的に修繕を行うための
17,881
設計を行う。
（単位：千円）
【市制施行60周年記念事業】平成2年から行っている定
245 点撮影の写真を展示し、市内風景の移り変わりを振り返
る。

（単位：千円）
小金井市史刊行を記念し、広く郷土の歴史的な魅力を再
111 発見するきっかけ作りのため、小金井市民交流センター
にて記念講演会を実施する。
子どもの安全・安心な居場所作りの充実のため、活動内
13,108 容及び活動回数のさらなる発展のため、スタッフの謝礼
を増額する(モデル校1校で全日開催予定）。
5,909

大浴室、小浴室の内壁及びエントランス周辺の外壁等の
改修工事を行う。

既存の各種スポーツ教室を見直すとともに、体育の日に
10,128 あわせてスポーツフェスティバル（パラリンピック競技
等の体験含む）を開催し、スポーツへの関心を高める。
小金井市内の一部でロードレース競技が行われることか
597 ら、テストイベントの実施に向けた運営管理や、機運醸
成のためにロードレース競技等の体験を実施する。
スポーツ環境の充実のため、学校法人田中育英会（総合
583 学院テクノスカレッジ）との協定に基づき、学校の体育
館が月2回利用可能となる。
大規模改修工事の第1期として、トイレ洋式化工事及び
204,347 大体育室空調設備工事等を行う。大体育室に冷暖房の環
境を整え、より快適なスポーツの場を提供する。

4,411

546

●図書館

図書館運営やサービス向上等の議論を深めるため、図書
館協議会の回数を拡充させる。（3回→5回）

施設の老朽化対策として、空調設備改修工事に引き続
き、階段室内壁等改修工事を行い、環境整備を整える。
施設の老朽化対策として、計画的に修繕を行うための調
5,687
査を行う。
（単位：千円）
1,507

図書館事業（消耗品、
図書標本類購入）

6,222

図書館事業（パーソナ
ルコンピュータ賃貸
借、回線使用料）

273

図書館システム等使用
料
図書館本館外壁等改修
工事
●公民館

11,533

公民館維持管理（東分
館スライディング
ウォール修繕）

公民館で活動している団体等が利用する展示パネルを購
入する。

公民館管理運営委託
貫井南分館間仕切改修
工事
成人教育事業バス賃貸
借

3

（単位：千円）
市立小学校への団体貸出の利便性向上のため、団体貸出
パックを作成する。
貫井北分室にインターネットを利用できる環境を整え
る。

平成32年4月末にリース期限を迎えることから入替えを
行う（債務負担行為 平成31年度～平成37年度）。
平成30年度に実施した調査の結果を踏まえ、外壁等改修
46,620
工事を実施する。
（単位：千円）
262

東分館の可動式間仕切パネルについて、破損部品の交換
等を実施する。

貫井北分館の施設管理職員の配置を見直し、東分館の土
日祝の昼間を2人体制とする。
貫井南分館学習室A・B間の可動式間仕切を撤去･新設す
3,237
る。
社会福祉協議会のみどり号廃止に伴い、高齢者学級野外
356
研修用の民間バスを借り上げる。

22,205

