
（様式１）

部内マネジメント責任者

○学校施設の増築、大規模改造および非構造部材の耐震対策を進めます。
○中学校給食の実施に向けた取り組みを進めます。
○地域・学校・家庭が協働し、地域学習社会の推進に努めます。
○草津市文化振興条例および草津市文化振興計画に基づき、文化・芸術活動の振興を図ります。
○スポーツ推進計画に基づく取組を推進します。
○学校体育・保健・安全にかかる取組を推進します。
○大規模大会開催に向けた取組を推進します。
○本市の文化財を含む歴史資産を後世に守り伝えるため、調査・整備など適切な保存管理を行い、まちの魅力や歴史文化の価値を見出し、地域のまちづく
り等への活用に向けた情報発信などの取り組みを進めます。
○ＡＬＴ、ＪＴＥとのティームティーチングによる授業の質の向上やＩＣＴ機器の有効活用など、英語教育の指導体制の充実に努めます。
○中学2年生を対象に事前学習、共通テスト、学習懇談、補充学習プリントを実施し、学力向上を図ります。
○不登校や学校不適応に陥る児童・生徒が特に多い学校に対して、加配教育を増員し、校内の指導体制の強化・充実を図ります。
○ＩＣＴの特長を活かした効果的な授業を推進し、子どもたちの主体的で協働的な学びの充実を図ります。

合　　計 5,223,986 2,755,650

令和２年度予算の特徴

教育総務課

生涯学習課

草津宿街道交流館　

図書館

36,600

【見　積】令和２年度　当初予算額（一般会計）

学校教育課

予算額（千円）

歳出総額
（職員費を除く） 一般財源

所　　属

3,156,437 1,028,194

スポーツ保健課

【教育総務課】
○学校施設のトイレの改修およびグラウンド改修を進めます。
○中学校給食の実施に向けた取り組みを進めます。
【生涯学習課】
○地域協働合校事業をはじめ、あらゆる世代の生涯学習振興に努めます。
○草津市文化振興計画に基づく取組を推進します。
【スポーツ保健課】
○スポーツ推進計画に基づく取組を推進します。
○学校体育・保健・安全にかかる取組を推進します。
【スポーツ大会推進室】
○大規模大会開催に向けた取組を推進します。
【歴史文化財課】
○各種開発に対応した埋蔵文化財発掘調査を行うとともに、調査成果の整理業務を進め
ます。
○草津宿本陣について、「史跡草津宿本陣整備基本計画」を策定します。
○令和元年度に策定する「草津市文化財保存活用地域計画」に基づくアクションプラン
を推進します。
○日本遺産認定文化財の普及啓発を行います。
○芦浦観音寺について、「史跡芦浦観音寺跡整備基本設計」を作成します。
【草津宿街道交流館】
○史跡草津宿本陣・草津宿街道交流館事業を通じて、草津宿の魅力発信を行います。
○草津宿本陣歴史資料調査の継続実施とともに、調査経過の公表を行います。
【図書館】【南草津図書館】
○図書資料等の収集・整理・保存・利用という基本機能を維持し、市民等が心地よく利
用できる空間を提供します。
【学校教育課】
○ＪＴＥ（日本人英語教育指導助手）の配置を拡充し英語教育を充実を図ります。
○学力向上をめざして、中学2年生を対象に事前学習、共通テスト、学習懇談、補充学
習プリントを実施します。
○不登校等に陥る児童・生徒が多い学校に対して、加配教育を増員し、校内の指導体制
の強化・充実を図ります。
【児童生徒支援課】
○小１のうちから「読み」の力を向上する取り組みを実施します。
○特別支援教育を充実します。
【学校政策推進課】
○タブレットＰＣ等の機器類、教育ネットワーク、校務支援システム等の更新を行い、
教育の情報化を進めます。

222,129 211,576

222,640 207,097

235,035 231,255

87,254 86,418

723,338

予算見積にあたっての基本的な考え方および重点事項
【施策全体の方向性、基本的な考え方】

　草津市教育振興基本計画に掲げる基本理念「子どもが輝く教育のまち・出会いと学びのまち・くさつ」の実現を目指し、新たな課題に対応しながらも、さらな
る教育の充実を図るため、計画的かつ重点的に事業を展開します。

○子どもの生きる力を育みます。
○学校の教育力を高めます。
○地域に豊かな学びを創ります。

【重点事項】

29,692

児童生徒支援課

学校政策推進課

【健幸都市づくりの推進に向けた部内の考え方・主な事業】

○草津市文化振興計画に基づいて施策に取り組み、心の健康を推進します。

《　教育委員会事務局　令和２年度予算見積方針　》　

390,288 386,945

部長 居川　哲雄 理事 畑　　真子

474,436

スポーツ大会推進室 8,861 8,861

歴史文化財課 82,689 32,524

南草津図書館 58,715 58,652



18,573 54,078

1,020,027

歴史文化財課

3,647図書館

▲ 10,336

148,199

6,762

▲ 12,158 ▲ 13,262

35,521 24,249

8,083

▲ 11,566

153,019

52,059

歳出総額
（職員費を除く） 一般財源

8,083

1,062,472 497,938

51,890

234,287 224,838

246,601 83,056

3,766,008 1,735,623

予算額（千円）

歳出総額
（職員費を除く） 一般財源

2,093,965

生涯学習課

6,656

1,457,978合　　計

所　　属

合　　計

140,960 247,107

学校政策推進課

児童生徒支援課

学校教育課

南草津図書館

学校政策推進課

児童生徒支援課 204,067

予算額（千円）
予算額の主な増減理由

○大規模改造工事等の工事量の減少に伴う減
○(仮称)草津市第二学校給食センター建設工事費および各中学校配膳室増築工事費の増
○文化ホール改修工事にかかる増
○野村運動公園グラウンド防球ネット他工事による増
○健幸都市くさつランフェスティバル開催補助金による増
○第２次草津市スポーツ推進計画策定費にかかる増
○教職員健康診断の追加項目等による増
〇児童増にかかる諸費増加に伴う学校給食センター特別会計繰出金による増
○大規模大会開催に向けた取組にかかる増
○宅地開発関連遺跡調査費発掘調査件数の減少等による減
○草津市文化財保存活用地域計画推進事業の実施による増
○史跡芦浦観音寺跡の整備基本設計の作成等による増
○非常勤職員の任用制度改正に伴う任期付職員1名分の増額
○草津宿街道交流館普及啓発事業の縮小に伴う減額
（※一般財源の増額は、ふるさと寄付繰入金充当額の減分）
○重点政策マネジメント事業（集密書架リニューアル工事）予算の減
○くさつ健幸ステーション設置に伴う予算の増
○空調機修繕費の見積に伴う増加
〇小１学びの基礎育成事業による増
〇通級指導教室改修工事等による増
〇教育集会所のトイレ改修工事実施設計業務による増
○教室アシスタントの人件費の増
〇教育研究所の委託料見直しによる減
○機器更新に伴う、修繕減少による減

スポーツ大会推進室

3,804

教育総務課

【増　減】　（【見　積】－【前年度】）

所　　属

530,256

83,607 82,614

生涯学習課 249,328 139,838

教育総務課

【前年度】令和元年度　当初予算額（一般会計）

スポーツ保健課 472,770 427,446

スポーツ大会推進室 778 778

歴史文化財課 93,025 17,639

スポーツ保健課 250,568 46,990

学校教育課

南草津図書館

図書館

草津宿街道交流館　

草津宿街道交流館　 1,079 5,443

14,885



草津宿本陣歴史資料調査 2,111

中学校給食の実施に向けた取り組みを進めます。

事業概要事業名

第２次草津市スポーツ推進計画の策定業務を委託します。

1,056

事業費（千円）

主要な事業（新規・拡大・重点事業等）　（一般会計および特別会計）

▲ 4,955

31,467 34,051 ▲ 2,584

33,560 33,560 0

26,818

▲ 98,250

枠配分額（当該経費に係る予算見積上限額）に対する見積状況

所　　属
一般行政経費（千円）

○（仮称）草津市第二学校給食センター
建設工事費および各中学校配膳室増築工
事費の増
○草津第二小学校トイレ改修工事の工事
内容の精査による増
○スポーツ推進委員任期替えによる必要
経費の増
○教職員・児童健康診断の対象者および
単価上昇による増
○大規模大会開催に向けた取組にかかる
増
○史跡草津宿本陣整備基本計画の策定に
よる増
○草津市文化財保存活用計画推進事業の
実施による増
○草津宿本陣歴史資料調査費について、
平成30年度より継続実施しているが、令
和２年度枠配分において当然減対象と
なっているため。
〇フェリエ南草津空調整備による増

枠配分額を超過した場合、その理由
A　枠配分額 B　見積額

A－B
▲は枠超過

338,587

▲ 1,0558,061 9,116

32,184 ▲ 16,798

合　　計 74,527

学校政策推進課

児童生徒支援課 27,788 32,743

611,414 709,664

南草津図書館

3,910 5,728 ▲ 1,818

28,395 ▲ 1,577

草津宿街道交流館　

教育総務課 386,450 ▲ 47,863

スポーツ保健課

マネジメントの視点による財源配分、事務事業の見直し等の考え方について
○既存事業の全般的な見直しを行うとともに、草津市教育振興基本計画に掲げる目標の達成と、新たな市民ニーズに応えるため、重点事業の充実に努め
ました。

0

0

0

0

学校教育課 74,527

図書館

6,384

史跡草津宿本陣の歴史資料14,000点の調査・整理（平成30年度より継続実施）

53,605
小中学校のタブレットＰＣの更新と同時に無線ＬＡＮを普通教室に常設し、タブレットＰＣを活用し
た学習の充実を図ります。

健幸都市くさつランフェスティバ
ル開催補助金

2,000 1,000 健幸都市くさつランフェスティバル開催に向け支援を行います。

第２次草津市スポーツ推進計
画策定費

5,052

「史跡草津宿本陣整備基本計画」を策定します。

12,599
「草津市文化財保存活用地域計画」に基づき、市民が地域の歴史に親しむ機会を広
げ、歴史文化を活用した事業を展開します。

芦浦観音寺管理運営費 21,000 13,395
「史跡芦浦観音寺跡整備基本設計」の作成および史跡の保全を図るため環境整備業
務を実施します。

2,458,582 518,714

史跡草津宿本陣整備費 5,046 2,526

5,052

一般財源

中学校給食センター整備費

0

68,143

A　枠配分額

68,143 6,384

0

生涯学習課

大規模大会開催費 8,861 8,861
2024年に開催される国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会をはじめ、東京2020
オリンピック・パラリンピック、ワールドマスターズゲームズ2021関西といった大規模大
会の開催に向けて必要な取組を進めます。

扶助費（千円）

0

117,335 131,093 ▲ 13,758

B　見積額
A－B

▲は枠超過

文化財保護推進費 13,188

966 966 小１のうちから「読み」の力を向上する取り組みを進めます。

歴史文化財課 8,502 11,469 ▲ 2,967

0

15,386

53,605

0

スポーツ大会推進室 0

0

4,875 ▲ 4,875

学校ＩＣＴ推進費
（電子黒板整備事業）

2,200 2,200 液晶型電子黒板の普通教室整備率100％を達成します。

学校ＩＣＴ推進費
（タブレットＰＣ運用支援システム整備事
業）

英語教育推進推進事業費 26,181 26,181
ＡＬＴ、ＪＴＥとのティームティーチングによる授業の質の向上やＩＣＴ機器の有効活用な
ど、英語教育の指導体制の充実に努めます。

学力向上重点事業推進費

5,148
通級指導教室運営事業を充実させることにより、本市の特別支援教育の発展に期す
る。

2,054 1,464
学力向上をめざして、中学2年生を対象に事前学習、共通テスト、学習懇談、補充学習
プリントを実施します。

学校教育支援教員配置費 3,511 3,511
不登校や学校不適応に陥る児童・生徒が特に多い学校に対して、加配教員を増員し、
校内の指導体制の強化・充実を図ります。

児童生徒支援事務費

学力向上推進費 2,584 2,584 GTECの値上げに対応し、英語教育オンライン授業を拡大します。

同和教育指導推進事務費 2,502 2,502
教育集会所の劣化の激しい個所の改修工事に向けた設計委託および非常用設備の修
繕を行うことで、利用者の安全性・快適性を確保します。

特別支援教育運営費 5,148




