
№ 区分 款項目 目　　　的 根　　　拠　(理由付け) 主　　な　　内　　容
当初予算
要求額

前年度
当初予算額

1 経常
定例会を開催するとともに、こども園、小
中学校を訪問し、教育現場の現状把握
に努め、適切な指導、助言を行う。

輪之内町教育委員会会議規則
・教育委員会報酬（4人）
・会議録作成業務委託

843 892

2 主要

学校・家庭・地域が連携・協働し、
地域全体の教育力の向上に向けた
取り組みの推進を図る。

地方教育行政の組織及び運営に
関する法律
社会教育法

町地域学校協働本部に総括的推進員1名、各学
校本部に学校推進員2名、協働活動支援員2名、
協働活動ｻﾎﾟｰﾀｰ1名等を委嘱し活動する。

7,094 6,962

3 経常

教育行政事務の管理及び関係団
体との連絡調整を行う。

輪之内町教育振興対策事業補助
金交付要綱

・会計年度任用職員（2人）
・スクールガードリーダー（2人）
・心の相談員

12,419 12,861

4 経常

健康検査等を実施し、児童・瀬音の
健全育成及び教員のメンタルヘル
ス不調の未然防止に努める。

輪之内町立小中学校の学校医、学
校歯科医及び学校薬剤師の公務
災害補償に関する条例

・児童・生徒・職員健康検査手数料

4,544 4,745

5 主要

学校教育におけるICT環境の整備、
教職員の業務改善
プログラミング教育の推進

輪之内町学校教育の情報化プラン ・ICT支援員の配置
・小学校パソコン室の改造･中学校パソコン室の更
新
・パソコン教室改善

59,587 41,033

6 主要
学習者用デジ
タル教科書導
入事業

児童生徒の学習の充実を図る。 1台の端末ですべての教科書を見
ることができる。
障がい児童・生徒等による学習上
の困難を低減することにつながる。

紙の教科書の内容をすべてデジタル化した教材を
1人1台端末で活用する。

(1,275) (1,000)

7 経常

外国語に対する興味・関心を持ち、生き
た英語に接する機会を提供するため、
中学校へのALTの配置やこども園・小学
校への英語児童助手の派遣を行う。

輪之内町国際交流事業実施要綱
輪之内町教育振興対策事業補助
金交付要綱

・会計年度任用職員（1人）
・英語指導助手業務委託料

23,355 27,755

8 新規
英検等検定受
験料補助事業

小中学生の受験料を全額補助し、
検定試験に対する意欲を高め、英
語の基礎学力、コミュニケーション
能力等の向上、更に今年度から英
語検定に続き、漢検･数検(算検)受
験料を補助し、国語･数学(算数)教
育の推進により学習意欲の向上を
図る。

中学校卒業時には、3級以上合格
者が５０％となることを目標。小学
生5級以上、中学生4級以上の受験
者を対象として補助。
小中学生の漢検･数検(算検)受験
料の補助。

児童、生徒一人あたり　年1回　全額補助
　　（中学生　4級以上）
　　（小学生　5級以上）

小中学生の漢検･数検(算検)受験料
児童、生徒一人あたり　年1回　全額補助

(11,000) (500)

9 主要
英語教育支援
員配置事業

小学校英語教科化に伴う教員の英
語指導をサポートできる支援員の
配置。

小学校教員の負担、不安を解消。
児童と教員が共に楽しく授業に取り
組めるよう導入する。

【支援員内訳】
各小学校　1人
1校210時間×3校＋70h

(1,688) (1,344)

10 主要
多文化共生教
室開催事業

日常生活に必要な日本語及び、生
活マナー、ルールを習得する。

外国籍の児童生徒の転入、学校等
入学希望時に日本語教室について
問い合わせがあるため。

月２回、１回３時間を目処に開催。
指導者、サポーターの謝礼、消耗品代 (344) (344)

11 主要
特別支援員配
置事業

支援を要する児童生徒への教育支
援。

教育の支援・補助として、学習障が
いや軽度発達障がいのある児童生
徒へのきめこまやかな指導や援助
を行う。

【支援員内訳】
福束小学校4人　仁木小学校3人
大藪小学校4人　中学校　2人
（学校の実情に応じ、配置を決定）

13,449 13,432

12 経常
教育支援体制
整備事業

少人数指導や習熟度別学習を補助
する学習指導員や教材作成等をサ
ポートするｽｸｰﾙ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｽﾀｯﾌを配
置し、教員の負担軽減を図る。

輪之内町特別支援連携協議会設
置要綱
輪之内町町費負担非常勤講師等
設置要綱

・教育支援体制整備事業報償費
　　学習指導員7人
・スクール･サポート･スタッフ4人 2,800 3,080

多文化共生事業

特別支援教育
推進事業

教育費
教育総務費
事務局費

単位：千円

事　　業　　名

地域学校協働活動推進事業

情報教育推進事業

教育委員会事業

令和4年度教育課所管分　新規・主要事業検討事項

教育費
教育総務費
教育委員会費

教育総務管理事業

学校保健事業



№ 区分 款項目 目　　　的 根　　　拠　(理由付け) 主　　な　　内　　容
当初予算
要求額

前年度
当初予算額

事　　業　　名

13 経常

図書館・文化会館の運営・利用の
活性化

社会教育法
図書館法
輪之内町立図書館条例

・図書購入費
・施設保守点検委託
・施設修繕

70,306 39,003

14 新規
音楽の町推進
事業

輪之内町を音楽の町にする。 スタンウエイピアノの活用を通じて
地域のつながり、絆を強化し、地域
の活性化が図れる。

オープニングとしてピアニストを呼び、スタンウエイ
ピアノを一日無料開放する。
文化会館のスタンウエイピアノを日時を決めて貸
し出す(有料)。

(1,103) (0)

15 経常

児童が安全で快適な学習環境の下
で学べるよう、学校施設の整備を行
う。

輪之内町小学校及び中学校の設
置等に関する条例

・光熱水費
・修繕料
・小学校修繕工事 22,079 27,054

16 経常

円滑な学校運営を推進するため、
学校医や校務員を配置する。

輪之内町小学校及び中学校の設
置等に関する条例

・会計年度任用職員（4人）
・学校医報酬

17,412 16,587

17 経常

・学校施設設備管理事業
・学校事務事業
・学校保健事業
・学校運営事業
・特別支援学級設置事業

輪之内町小学校及び中学校の設
置等に関する条例

・樹木選定、ピアノ調律等学校施設の管理
・医薬材料費等学校保健にかかる経費
・修学旅行バス代等学校運営にかかる経費
・教育上特別な支援を必要とする児童のための特
別支援学級設置

14,320 12,430

18 経常

経済的理由によって就学困難な児
童及び特別支援学級在籍児童の
保護者の経済的な負担を軽減する
ため、就学に必要な経費を助成す
る。

輪之内町教育振興対策事業補助
金交付要綱

・要保護・準要保護児童扶助費
・特別支援教育就学奨励費

1,891 1,718

19 主要
夏休み寺子屋
教室開催事業

夏休みに自習室を開室し、自発的
な学習意欲を促進する。

学びの場の提供 自習、宿題等を自由に学習する場を提供し、常勤
講師が児童の対応をする。 (0) (0)

20 経常

福束小学校に円郷里通学する川西
地区児童の負担を軽減する。

輪之内町教育振興対策事業補助
金交付要綱

・登校支援事業補助金

166 166

21 主要

留守家庭児童のため、教室を開室
し生活支援、遊びを通して児童の
自主性、社会性、創造性の向上と
体力の増進を図る。

輪之内町留守家庭児童教室の設
置に関する条例

仁木・福束・大藪校区に開室。
1教室あたり、3～4名の支援員で支援する。
利用料金：月額9,000円
年間利用者と、長期休暇のみ利用者がある。

21,397 18,268

22 経常

・教育振興事業
・特色ある学校教育推進事業

輪之内町教育振興対策事業補助
金交付要綱

・教材備品や学校図書の整備充実を図る。
・児童が興味関心を持ち学習する特色のある教育
を推進。 7,247 7,655

23 経常

生徒が安全で快適な学習環境の下
で学べるよう、学校施設の整備を行
う。

輪之内町小学校及び中学校の設
置等に関する条例

・光熱水費
・修繕料
・小学校修繕工事 14,680 9,809

24 経常

円滑な学校運営を推進するため、
学校医や校務員を配置する。

輪之内町小学校及び中学校の設
置等に関する条例

・会計年度任用職員（1人）
・学校医報酬 5,964 5,816

25 経常

・学校施設設備管理事業
・学校事務事業
・学校保健事業
・学校運営事業

輪之内町小学校及び中学校の設
置等に関する条例

・樹木選定、ピアノ調律等学校施設の管理
・医薬材料費等学校保健にかかる経費
・修学旅行バス代等学校運営にかかる経費 8,927 7,505

教育振興事業

教育費
中学校費
中学校管理費

留守家庭教室開設事業

登校支援事業

教育費
教育総務費・ﾌﾟﾗ
ﾈｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ管理費

プラネットプラザ管理事業

教育費
小学校費
小学校管理費

小学校費

学校施設設備管理事業

学校運営事業

学校施設設備管理事業

学校運営事業

中学校費

小学校費

教育費
小学校費
教育振興費
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26 経常

経済的理由によって就学困難な生
徒及び特別支援学級在籍生徒の
保護者の経済的な負担を軽減する
ため、就学に必要な経費を助成す
る。

輪之内町教育振興対策事業補助
金交付要綱

・要保護・準要保護児童扶助費
・特別支援教育就学奨励費
・部活動補助金 6,461 6,788

27 主要 防災士養成事業

中学生の防災教育の推進。 防災教育の一環として命を守る知
識や災害時に対応できる知識を身
につける。

中学2年生全員対象。
テキスト代、講座開催委託料、受験料、登録料 (1,660) (1,890)

28 経常

・教育振興事業
・特色ある学校教育推進事業

輪之内町教育振興対策事業補助
金交付要綱

・教材備品や学校図書の整備充実を図る。
・生徒が興味関心を持ち学習する特色のある教育
を推進。 4,530 6,143

29 経常
教育費
奨学金
奨学金

優秀な生徒であって経済的理由に
より就学が困難な者に対し、奨学金
の貸与等を行う。

輪之内町選奨生奨学金貸与条例 ・選奨生資金貸付金

2,142 1,662

30 経常

生涯学習事業の実施や生涯学習機会
の情報を提供し、生涯学習の充実を図
り、地域づくりを支える人材や団体を育
成するため、活動の支援や啓発を行う。

輪之内町教育振興対策事業補助
金交付要綱

・社会教育指導員謝礼
・生涯学習事業委託料
・社会教育図書購入費
・青少年育成町民会議設置事業補助金

15,709 15,865

31 経常

加納良造学術文化振興基金の運
用益の2分ぼ1相当額を基金に積み
立てる

加納良造学術文化振興基金条例 積立金の残額を学術文化の振興に活用

4 4

32 経常
教育費
保健体育総務費
保健体育総務費

生涯スポーツ事業の実施や各情報
を提供し、生涯スポーツの充実を図
る。

輪之内町教育振興対策事業補助
金交付要綱

・スポーツ推進委員報酬
・輪之内町スポーツクラブ補助金
・ふれあい運動会開催事業補助金

7,327 7,438

33 経常
教育費
保健体育総務費
体育施設費

町民が気軽にスポーツを楽しめる
よう、テニスコートや体育センター等
の社会体育施設の整備及び維持
管理

輪之内町体育諸施設の設置及び
管理に関する条例

・学校開放施設鍵保管謝礼
・社会体育施設修繕工事費

9,157 3,104

353,810 297,775

34 主要

・学校教育総務管理事業
　学校給食施設の管理業務等経費 3,685 3,473

35 主要

・給食供給事業
　調理業務委託、賄材料費等を計上
　(歳入に給食費分を計上）

101,751 102,600

105,436 106,073

459,246 403,848教育課合計

中学校費

教育費
中学校費
教育振興費

給食センター合計

学校給食総務管理事業
給食供給事業

生涯スポーツ振興事業

教育委員会・小中学校合計

社会体育施設管理事業

学校給食総務管理事業
給食供給事業

センター方式による学校給食の安
定供給と地産地消の推進に努め、
安全安心な完全給食を提供する。

・学校給食法
・学校給食衛生管理基準
・大量調理施設衛生管理
　マニュアル

教育費
保健体育費
学校給食費

教育振興事業

選奨生奨学金貸与事業

生涯学習振興事業教育費
社会教育費
社会教育総務
費

加納良造学術文化振興事業


