
平成３０年度当初予算　復活見積調書（部長）　 教育委員会事務局

■一般会計 （金額：千円）

一財 一財 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

1 教育総務課
小学校管理運営
費

働き方改革のためのタ
イムレコーダー・留守
番電話

タイムレコーダーの導入について
は、学校における教職員の労働時
間を客観的に把握する必要がある
ことから行うものです。校長および
服務監督者としての教育委員会が
教職員の勤務時間を管理すること
で、更なる業務改善を進めることが
できます。
留守番電話の導入については、教
職員の勤務時間外に、緊急連絡方
法について説明する音声メッセージ
による対応を行うもので、時間外勤
務の縮減を図ります。

タイムレコーダーは導入後速やか
に運用を開始します。
留守番電話による音声メッセージ対
応は、学校でのコミュニティスクー
ル会議、PTA総会、教育委員会か
らの通知など丁寧な説明、事前周
知を行ったうえで運用開始します。

3,356 3,356 0 0 3,356 3,356 3,229 3,229

部長間調整により、
事業内容を確認し、
必要額を措置しまし
た。

2 教育総務課
中学校管理運営
費

働き方改革のためのタ
イムレコーダー・留守
番電話

タイムレコーダーの導入について
は、学校における教職員の労働時
間を客観的に把握する必要がある
ことから行うものです。校長および
服務監督者としての教育委員会が
教職員の勤務時間を管理すること
で、更なる業務改善を進めることが
できます。
留守番電話の導入については、教
職員の勤務時間外に、緊急連絡方
法について説明する音声メッセージ
による対応を行うもので、時間外勤
務の縮減を図ります。

タイムレコーダーは導入後速やか
に運用を開始します。
留守番電話による音声メッセージ対
応は、学校でのPTA総会、教育委
員会からの通知など丁寧な説明、
事前周知を行ったうえで運用開始し
ます。

1,466 1,466 0 0 1,466 1,466 1,402 1,402

部長間調整により、
事業内容を確認し、
必要額を措置しまし
た。

3 教育総務課
小学校教材設備
充実費

道徳科指導書整備費

道徳科では、発達の段階に応じ、
答えが一つではない道徳的な課題
を一人一人の児童が自分自身の問
題と捉え、「考える道徳」、「議論す
る道徳」へと転換を図ることが求め
られており、質の高い多様な指導
方法による授業を行うために、指導
書を活用します。
デジタル教科書を導入し、ＩＣＴを活
用することでアクティブラーニングに
役立てることができます。

4,728 4,728 2,529 2,529 1,201 1,201 1,200 1,200

部長間調整により、
事業内容を確認し、
必要額を措置しまし
た。

4 教育総務課
小学校建設事業
費

志津小学校校舎棟増
築工事

志津小学校については、今後の児
童数の増加により、平成３１年度以
降に教室不足が生じることから増
築工事を実施し教室不足を解消し
ます。

平成30年度　工事実施
・工事　6月～2月

179,032 37,155 0 0 277,345 61,684 163,200 52,461 277,291 61,684 156,200 59,407

部長間調整により、
事業内容を確認し、
必要額を措置しまし
た。

5 教育総務課
中学校建設事業
費

高穂中学校校舎棟増
築工事

高穂中学校については、今後の生
徒数の増加により、平成３１年度以
降に教室不足が生じることから増
築工事を実施し教室不足を解消し
ます。

平成30年度　工事実施
・工事　平成30年7月～平成31年5
月

689,105 147,762 0 0 571,374 104,403 360,900 106,071 571,216 105,657 269,600 195,959

部長間調整により、
事業内容を確認し、
必要額を措置しまし
た。

6 教育総務課
中学校建設事業
費

高穂中学校校舎棟増
築工事（債務負担）

高穂中学校については、今後の生
徒数の増加により、平成３１年度以
降に教室不足が生じることから増
築工事を実施し教室不足を解消し
ます。
増築工事に際し、既存のテニスコー
トを工事ヤードとして利用するため
取り壊すことになり、増築工事の終
了後に復旧工事を実施するもので
す。

平成30年度から平成31年度に工事
実施
・工事　平成30年7月～平成31年5
月

689,105 147,762 0 0 53,638 53,638 54,900 41,100 13,800

部長間調整により、
事業内容を確認し、
必要額を措置しまし
た。

番号 所属名 事務事業名 項目
目的・効果 計画・スケジュール等 当初

見積額
内示額

復活
見積額

査定額
財　　　源　　　内　　　訳 査　　定

結　　果

財　　　源　　　内　　　訳
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平成３０年度当初予算　復活見積調書（部長）　 教育委員会事務局

■一般会計 （金額：千円）

一財 一財 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
番号 所属名 事務事業名 項目

目的・効果 計画・スケジュール等 当初
見積額

内示額
復活

見積額
査定額

財　　　源　　　内　　　訳 査　　定
結　　果

財　　　源　　　内　　　訳

7 教育総務課
中学校建設事業
費

高穂中学校クラブ室他
解体工事

高穂中学校については、今後の生
徒数の増加により、平成３１年度以
降に教室不足が生じることから増
築工事を実施し教室不足を解消し
ます。
増築工事については増築を行う空
閑地が無いことから既存のクラブ室
を解体し、当該場所に校舎棟を増
築します。増築工事に先んじて解体
工事を行うことで増築工事を工期
内に完了させます。

平成30年度　工事実施
・工事　平成30年5月～6月

689,105 147,762 0 0 63,319 63,319 63,318 63,318

部長間調整により、
事業内容を確認し、
必要額を措置しまし
た。

8 教育総務課
中学校給食セン
ター整備費

中学校給食センター整
備費

平成29年2月策定の草津市中学校
給食実施基本計画に基づき、中学
校給食を実施することにより、中学
校生徒の健康の保持・増進や給食
を通じた食育推進に取り組みます。

平成30年度　用地取得、給食セン
    ター基本・実施設計（～H31）、
    造成実施設計（～H31）、中学校
    配膳室増築工事（2箇所）
平成31年度　造成工事、給食セン
    ター建築工事、中学校配膳室増
    築工事（4箇所）
平成32年度　給食センター建築工
    事
平成33年度　給食センター竣工、
    調理・配送等試験、運営開始

406,906 108,806 0 0 406,906 327,300 79,606 0 0

政策的な判断等を要
するため、市長査定
としました。

9 教育総務課
中学校給食セン
ター整備費

中学校給食センター整
備費（H31債務負担・
造成設計費）

平成29年2月策定の草津市中学校
給食実施基本計画に基づき、中学
校給食を実施することにより、中学
校生徒の健康の保持・増進や給食
を通じた食育推進に取り組みます。

平成30年度　用地取得、給食セン
    ター基本・実施設計（～H31）、
    造成実施設計（～H31）、中学校
    配膳室増築工事（2箇所）
平成31年度　造成工事、給食セン
    ター建築工事、中学校配膳室増
    築工事（4箇所）
平成32年度　給食センター建築工
    事
平成33年度　給食センター竣工、
    調理・配送等試験、運営開始

26,728 6,728 0 0 26,728 24,000 2,728 0 0

政策的な判断等を要
するため、市長査定
としました。

10 教育総務課
中学校給食セン
ター整備費

中学校給食センター整
備費（H31債務負担・
建築設計費）

平成29年2月策定の草津市中学校
給食実施基本計画に基づき、中学
校給食を実施することにより、中学
校生徒の健康の保持・増進や給食
を通じた食育推進に取り組みます。

平成30年度　用地取得、給食セン
    ター基本・実施設計（～H31）、
    造成実施設計（～H31）、中学校
    配膳室増築工事（2箇所）
平成31年度　造成工事、給食セン
    ター建築工事、中学校配膳室増
    築工事（4箇所）
平成32年度　給食センター建築工
    事
平成33年度　給食センター竣工、
    調理・配送等試験、運営開始

41,943 22,743 0 0 41,943 19,200 22,743 0 0

政策的な判断等を要
するため、市長査定
としました。

11 生涯学習課 文化振興費 嘱託職員

専門的な知識と経験をもった嘱託
職員に、本市の文化振興の柱の一
つである「俳句のまちづくり事業」を
一任することで、効率的かつ効果
的な業務の推進を図ることができま
す。

 5月「俳句ing＆ウォーキング」、「青
少年俳句大会」／10月「宗鑑忌俳
句大会」／2月～ 「俳句入門講座」
（4回）／通年「ふるさと草津俳句
会」（広報紙面4回）／その他、俳句
資料の提供、講師等の紹介、ユネ
スコ登録推進協議会との情報交換

2,172 2,172 2,075 2,075 97 97 0 0

部長間調整により、
他事業との優先度、
課題整理の状況か
ら、措置しませんでし
た。

12 生涯学習課 文化振興費 文化振興プログラム

文化を計画的かつ総合的に振興す
るため、また、市民の文化振興にか
かる意識の高揚を図るため、草津
市文化振興計画に基づく新たな事
業展開が必要です。このことから、
市民誰もが身近に親しめる文化事
業や文化の力によって、都市の魅
力を高めるための文化施策を推進
します

5月13日「草津市文化振興フォーラ
ム」／9月「文化振興プログラム発
信パンフレット作成」／10月20日
「アートフェスタくさつ」／通年（7ヶ月
間）「デジタルサイネージ宣伝」／通
年「くさつHAIKU推進プログラム」
（SOUKAN展は平成31年1月予定）

11,888 11,888 1,845 1,845 5,480 5,480 0 0

政策的な判断等を要
するため、市長査定
としました。
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平成３０年度当初予算　復活見積調書（部長）　 教育委員会事務局

■一般会計 （金額：千円）

一財 一財 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
番号 所属名 事務事業名 項目

目的・効果 計画・スケジュール等 当初
見積額

内示額
復活

見積額
査定額

財　　　源　　　内　　　訳 査　　定
結　　果

財　　　源　　　内　　　訳

13 生涯学習課 文化施設管理費
草津アミカホール天井
修繕工事

草津アミカホールの天井は特殊な
形状のため、現行法の基準に適合
させる工事が困難となっています
が、吊金具の不良等経年劣化が見
受けられることから、建築当時の状
態まで戻すための修繕工事を実施
します。

平成29年 1月　調査
平成30年 7月～ 8月頃　工事

3,500 3,500 0 0 3,500 3,500 3,500 3,500

部長間調整により、
事業内容を確認し、
必要額を措置しまし
た。

14
スポーツ保
健課

市民スポーツ団
体活動支援費

体育協会事業費補助
金（運営補助金）

ワールドマスターズゲームズ２０２１
関西や第７９回国民体育大会、第２
４回全国障害者スポーツ大会等の
大規模大会を控え、体育協会の果
たすべき役割はますます増大して
いくことから、多様な事務や競技運
営等のノウハウを蓄積・継承してい
くため、ならびに増加を続ける業務
量に適切に対応するため、勤務体
系を見直し必要額を補助します。

14,025 14,025 11,406 11,406 2,619 2,619 0 0

政策的な判断等を要
するため、市長査定
としました。

15
スポーツ保
健課

市民スポーツ団
体活動支援費

地域スポーツクラブ設
立補助金

地域スポーツクラブを設立すること
により、スポーツ振興のみならず、
地域コミュニティの強化を目的とし
て、新たにクラブを立ち上げるため
に必要な初期費用の一部を補助し
ます。

地域でスポーツクラブの設立準備
→組織、活動概要の作成
　→年度内に補助金の申請
　　→補助金の給付

100 100 0 0 100 100 0 0

部長間調整により、
他事業との優先度、
課題整理の状況か
ら、措置しませんでし
た。

16
スポーツ保
健課

学校体育施設開
放推進費

学校体育施設開放推
進費（市内各小学校グ
ラウンド照明施設改修
工事）

学校教育に支障のない範囲で広く
市民にスポーツ、レクリエーション
活動を実践できる場を提供し、市民
の心身の健全な発達に寄与するこ
とを目的として、グラウンドの学校
開放事業を実施していますが、グラ
ウンド照明施設は設置後概ね30年
を経過しており、老朽化が顕著に見
られるため必要な改修を行います。

H30.4　単価の確認等起工準備
H30.5　起工
H30.6　入札
H30.7中旬～10　工事

26,859 759 0 0 26,859 26,100 759 26,859 20,100 6,759

部長間調整により、
事業内容を確認し、
必要額を措置しまし
た。

17
スポーツ保
健課

社会体育施設管
理運営費

先催県視察旅費

平成３１年度から加速していく国体
準備事務に向けて、複数の国体会
場を視察することにより、運営等の
課題を明らかにし、具体的な解決
手法検討の参考とします。

381 381 154 154 227 227 77 77

部長間調整により、
事業内容を確認し、
必要額を措置しまし
た。

18
スポーツ保
健課

社会体育施設管
理運営費

野村公園体育館備品
購入費

平成３０年度末の竣工予定の新体
育館にて、「新たな『にぎわい』と『Ａ
ＬＬくさつ』のスポーツライフの創造」
の実現に向けて、アリーナや諸室
に必要な備品を配置します。

平成３０年度　入札
　　　　　　　　　納品

75,136 75,136 0 0 101,509 101,509 0 0

政策的な判断等を要
するため、市長査定
としました。

19
スポーツ保
健課

社会体育施設整
備事業費

（仮称）草津市立プー
ル整備事業

（仮称）草津市立プールの整備に向
けて、事業委託や用地不動産鑑定
等を実施します。

平成３０年度中にパブリックコメント
を実施の上、「（仮称）草津市立
プール整備基本計画」を策定しま
す。
当計画において、ＰＦＩ等の民間活
力導入を含めた整備手法の検討を
行い、適切な事業手法を設定しま
す。

12,148 12,148 0 0 11,024 11,024 0 0

政策的な判断等を要
するため、市長査定
としました。

20
文化財保護
課

史跡草津宿本陣
保存整備費

・史跡草津宿本陣保存
活用計画策定業務
・東地区主屋等耐震調
査・診断、史跡内建物
調査委託業務

保存活用計画は、史跡を適切に保
存・活用するための基本方針となる
ものです。なお、これまで策定した
保存管理計画は、策定後、年数が
経過していることから見直す必要が
あります。
保存活用計画を策定することで、史
跡の保存・活用を国補助事業として
進めていくことが可能となります。

当計画策定は平成30年度・31年度
の2ヵ年で策定し、平成30年度は当
計画の策定に必要な史跡内建物の
調査や現在公開を実施している東
地区主屋等の耐震調査・診断を実
施し、その結果を踏まえ、検討委員
会にて論議し、計画に位置付けしま
す。

7,290 3,649 0 0 7,290 3,641 3,649 0 0

政策的な判断等を要
するため、市長査定
としました。
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平成３０年度当初予算　復活見積調書（部長）　 教育委員会事務局

■一般会計 （金額：千円）

一財 一財 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
番号 所属名 事務事業名 項目

目的・効果 計画・スケジュール等 当初
見積額

内示額
復活

見積額
査定額

財　　　源　　　内　　　訳 査　　定
結　　果

財　　　源　　　内　　　訳

21
文化財保護
課

芦浦観音寺管理
運営費

史跡芦浦観音寺跡保
存活用業務

当該史跡の保存活用計画は史跡
の恒久的な保存・活用に関する基
本方針となるものです。
保存活用計画を策定することで、史
跡の保存・活用を国補助事業として
進めていくことが可能となります。

・保存活用計画は、平成30年度の
単年にて策定を行います。
　本計画の策定にあたり、年間4回
の検討委員会を開催し、今後の史
跡の保存・管理・活用に関する基本
方針について検討するとともに、文
化財保護審議会にて審議します。

10,743 8,261 4,067 4,067 6,547 2,417 4,130 0 0

政策的な判断等を要
するため、市長査定
としました。

22
草津宿街道
交流館

草津宿街道交流
館運営費

草津宿本陣歴史資料
調査

史跡草津宿本陣に残されている多
数の歴史資料を調査し、「草津宿本
陣記録」として国の重要文化財指
定を目指し、地域の誇れる遺産とし
て保存・活用します。 文化財指定を
受けることで草津宿本陣の歴史的
価値の向上につながります。

　平成30年度　2,030千円(調査)
　平成31年度　2,080千円(調査)
　平成32年度　2,659千円(調査・報
告書刊行)

2,030 1,015 0 0 2,030 1,015 1,015 0 0

政策的な判断等を要
するため、市長査定
としました。

23
草津宿街道
交流館

草津宿街道交流
館運営費

草津宿ブックレット作成

開館20周年を機に、草津の歴史的
特性である宿場・街道を市内外に
啓発する機運を高めるため、展示リ
ニューアルに続いて、わかりやすい
図書を刊行します。また、次代を担
う子どもたちがふるさとを学習する
題材とします。

草津宿街道交流館開館20周年記
念事業
　平成29年度　　展示リニューアル
　平成30年度　　ブックレット作成
　平成31年度　　特別企画展・20周
年記念フォーラムの開催

1,000 0 0 0 350 350 0 350 350 0

部長間調整により、
事業内容を確認し、
必要額を措置しまし
た。

24 学校教育課
特別支援教育推
進費

医療的ケアを行う看護
師配置費

医療的ケアを行う看護師賃金を増
額改定し、看護師を確保して、１名
から４名に増加する対象児童への
適切な対応を行います。

医療的ケアの必要な児童数
　平成29年度～　小学校1名
　平成30年度～　小学校4名

7,670 2,627 7,490 2,507 2,073 691 313 1,069 0 0

部長間調整により、
他事業との優先度、
課題整理の状況か
ら、措置しませんでし
た。

25 学校教育課
特別支援教育推
進費

小学校通級指導教室
新規開設費

市内５校に設置されている通級指
導教室について、小学校で１教室
新設し、増加する対象児童生徒に
適切な通級指導を行います。
通級指導に必要な検査備品等の新
規整備を行います。

平成30年3月
　通級指導教室の増設決定
平成30年4月
　開設準備、備品購入
平成30年6月
　開設

0 0 0 0 1,173 1,173 1,149 1,149

部長間調整により、
事業内容を確認し、
必要額を措置しまし
た。

26 学校教育課
教育研究活動推
進費

国際交流事業費

平成３０年に姉妹都市協定締結４０
周年を迎えるアメリカ合衆国ポン
ティアック市との国際交流につい
て、今年度、中学生使節団を受け
入れており、来年度は、本市中学
生使節団を派遣します。学校生活
体験や交流活動を通じ、人材育成
を図ります。

平成30年5～6月
 中学生大使・引率者の募集・決定
平成30年7～10月
 中学生大使・引率者の事前研修
平成30年11月上旬
 米国ポンティアック市使節団派遣

0 0 0 0 1,823 1,823 1,823 1,823

部長間調整により、
事業内容を確認し、
必要額を措置しまし
た。

27 学校教育課 学力向上推進費
外国語活動配信型デ
ジタル教材整備費

　小学校外国語活動の授業時数増
に対応するため、配信型デジタルコ
ンテンツを活用した授業を実施しま
す。デジタルコンテンツは、音声、映
像、動画が豊富に含まれ、通常授
業との組み合わせで、学習効果の
向上が期待できます。

小学校外国語活動の授業時数
　　　5.6年生　　　　　3.4年生
H29 年35時間
H30 年50～70時間 年15～35時間
H31 年50～70時間 年15～35時間
H32 年70時間　　　 年35時間

273 273 0 0 273 273 273 273

部長間調整により、
事業内容を確認し、
必要額を措置しまし
た。

28 学校教育課 学力向上推進費
学びの教室開催費（受
講負担金）

放課後や土曜日に安全な子どもの
居場所の確保や、子どもの自主的
な学習を支援し、学習習慣の確立
や基礎的な学力の向上を目指し、
学びの教室を開催しています。中
学3年生の教材を見直し、負担金の
減額を行います。

4月下～5月上　受講者募集
5月中～3月上　開講

6,405 4,866 6,405 4,209 0 -72 72 0 -72 72

部長間調整により、
事業内容を確認し、
必要額を措置しまし
た。
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一財 一財 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
番号 所属名 事務事業名 項目

目的・効果 計画・スケジュール等 当初
見積額

内示額
復活

見積額
査定額

財　　　源　　　内　　　訳 査　　定
結　　果

財　　　源　　　内　　　訳

29 学校教育課 学事管理運営費 児童通学支援事業

市立小学校に遠距離通学をする児
童の登下校時の負担軽減のため、
路線バス定期代補助および学校行
事に合わせた臨時便を運行してい
ます。臨時バス運行経費の見直し
があり、所要の予算を確保します。

平成30年度
　臨時便　73便

1,460 1,460 1,460 1,460 456 456 456 456

部長間調整により、
事業内容を確認し、
必要額を措置しまし
た。

30 学校教育課
同和教育指導推
進費

教育集会所トイレ改修
工事

老朽化が進む教育集会所のトイレ
改修工事を行い、教育集会所とし
て適切な環境を整備します。

平成30年5月から
　　設計委託
平成30年9月以降
　　改修工事

13,174 13,174 0 0 13,174 13,174 0 0

部長間調整により、
他事業との優先度、
課題整理の状況か
ら、措置しませんでし
た。

31
学校政策推
進課

学力向上推進費
草津市「家庭学習サ
ポーター」活用事業

市教育委員会として、学校での業
務改善、働き方改革をさらに推進
し、子どもと向き合う時間を確保す
るとともに、家庭学習の充実を通じ
て、学力向上を図ることを目的とし
て、家庭学習サポーターを配置しま
す。

4月　家庭学習サポーターの募集、
決定
5月　運用開始
2月　効果の検証

3,780 3,780 0 0 3,780 1,350 2,430 0 0

政策的な判断等を要
するため、市長査定
としました。

32
学校政策推
進課

教育情報化推進
費

協働学習ソフト利用ラ
イセンス

協働学習ソフトを引き続き使用する
ことで、草津型アクティブ・ラーニン
グを実現し、次期学習指導要領に
対応した教育方法を確立します。ま
た、デジタルドリルコンテンツを活用
し、学校での個別学習や家庭学習
の充実を図ります。

4月～　契約締結・利用開始 7,258 7,258 0 0 7,258 7,258 7,258 7,258

部長間調整により、
事業内容を確認し、
必要額を措置しまし
た。

33
学校政策推
進課

教育情報化推進
費

電子黒板更新リース
料（H30.9～　96台）

現行のシート型電子黒板及びプロ
ジェクターを液晶テレビ型に更新
し、デジタル教科書等を活用した一
斉学習や協働学習の推進を図りま
す。

5月　プロジェクター・スクリーン破損
状況調査
6月　売価見積
7月　リース入札
8月　納品
2学期～　活用開始

4,627 4,627 1,784 1,784 674 674 674 674

部長間調整により、
事業内容を確認し、
必要額を措置しまし
た。

34
学校政策推
進課

教育情報化推進
費

校務支援システム改
修費

市教育委員会として、学校での業
務改善、働き方改革をさらに推進
し、子どもと向き合う時間を確保す
るため、最も教員の事務を大きく軽
減させる校務支援システムの改修
を行います。

10月　　 改修完了
12月～　運用開始

3,651 3,651 0 0 3,651 3,651 0 0

政策的な判断等を要
するため、市長査定
としました。

部合計 2,947,044 803,018 39,215 32,036 1,649,243 173,851 1,663 920,700 278 552,751 1,014,975 167,341 0 487,000 278 360,356
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