
（新規） 教育総務課

No.５
蔵書整備事業 （既存・維持） 市民図書館

No.４
就学支援事務【小学校】 （既存・拡大） 学校教育課

No.４
就学支援事務【中学校】 （既存・拡大） 学校教育課

No.３ 教職員の働き方改革事業(人的支援による教
員の負担軽減）【小学校】

（新規） 教育総務課

No.３ 教職員の働き方改革事業(人的支援による教
員の負担軽減）【中学校】

（新規） 教育総務課

優先順位 事業名 区分 所属名

No.２
幼稚園・認定こども園施設整備事業 （新規）

教育総務課
保健給食課

No.1
小学校長寿命化改良・大規模改造・改築事業 （新規） 教育総務課

No.２
学校トイレ改修事業

部局長名 澤　和七

令和 3 年度 部局目標シート

部局名 教育部

No.６
大和五位堂鋳物師遺品文化財調査 （新規） 生涯学習課



R 3

3 4 5 6

R 3

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 1

事業名 小学校長寿命化改良・大規模改造・改築事業 （新規）
部局名 教育部

施策 04 学校教育の充実 01040201

主な取り組み 02 安心して学べる教育環境の整備 第５次総合計画前期基本計画

所属名 教育総務課

◆事業の位置付け

政策 01 未来を創造する子どもたちのために。（子育て・教育） 体系コード

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

基本目標（３）結婚・出産・子育ての希望をかなえる ―

― ―

◆事業の概要

事務事業 01 小学校施設維持管理事業 36-38 ページ

事務事業の概要
子どもの人数の推移に合わせて計画的に施設の再編や整備を進めるとともにＩＣＴを活用し、児童生徒がより主体的・協働的に学
習できる環境づくりを進めます。また各小学校施設の状況に応じて修繕する等、日々の維持管理を行い、並行してトイレの洋式化を
進めます。

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （R3年度～R5年度）

期待できる効果
（展望）

児童生徒に安心安全で快適な学びの環境を提供する。
今後、施設の老朽化に伴う修繕、維持管理費はますます増大し、大きな財政負担となることが予想される。児童生徒数の推移予測
に基づき、統廃合を進める一方で大規模改修により定期的に施設の更新を行うことで、修繕費等を抑制しつつ、良好な状態の維持
や安全性の確保ができる。

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

令和２年３月策定の学校施設等長寿命化計画に基づき、建築から４０年以上を経過し、施設の老朽化が激しい関屋小学校を令和
４、５年度で大規模修繕を行うための改修設計を令和３年度に行う。

年度実施内容

【関屋小学校大規模改修工事】
・実施設計業務委託を行い、R4～5に工事実施。
・校舎、屋内運動場、給食棟について機能回復を中心とした修繕(向こう20年使用)を行う。※トイレの洋式化を含む。
※国庫補助対象事業名が「大規模改造」のため、大規模と称するが、本市の長寿命化計画における「中規模修繕」に該当する規
模の工事。

事業分類 自治事務 根拠法令 小学校施設整備指針(H31.3文部科学省)

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 22,000,000 496,000,000 496,000,000 0

財源内訳

特定財源（自動計算） 16,500,000 66,666,000 33,333,000 0

国県支出金 66,666,000 33,333,000

地方債 16,500,000

その他

一般財源 5,500,000 429,334,000 462,667,000

委託料 22,000,000

年度

学校管理費

節

区分 金額

内容
積算

・委託料：関屋小学校大規模改修工事設計業務委託料　　22,000千円
※関屋小学校大規模改修工事請負費（令和４、５年度）　　992,000千円
なお、令和４年度、令和５年度の事業費は、事業内訳が未確定のため均等割りとしてい
る。

特定財源
・国庫支出金：学校施設環境改善交付金（補助率1/3）
令和４年度：大規模改造（老朽）※令和４年度まで　対象事業費の上限額は２億円
令和５年度：予防改修事業　対象事業費の上限額は１億円

款 教育費 項 小学校費 目

予算科目

合計（自動計算） 22,000,000



R 3

3 4 5 6

R 3

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 2

事業名 学校トイレ改修事業 （新規）
部局名 教育部

施策 04 学校教育の充実 01040202

主な取り組み 02 安心して学べる教育環境の整備 第５次総合計画前期基本計画

所属名 教育総務課

◆事業の位置付け

政策 01 未来を創造する子どもたちのために。（子育て・教育） 体系コード

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

基本目標（３）結婚・出産・子育ての希望をかなえる ―

― ―

◆事業の概要

事務事業 02 中学校施設維持管理事業 36-38 ページ

事務事業の概要
子どもの人数の推移に合わせて計画的に施設の再編や整備を進めるとともにＩＣＴを活用し、児童生徒がより主体的・協働的に学
習できる環境づくりを進めます。また各中学校施設の状況に応じて修繕する等、日々の維持管理を行い、並行してトイレの洋式化を
進めます。

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （R3年度～R5年度）

期待できる効果
（展望）

各家庭のトイレの殆どが洋式であり、和式に馴染みが無く使用しづらいという、児童生徒の日常的な不安を無くす。
また洋式化と共にドライ化を進めることにより、従来の湿式と比べより衛生的な環境を提供できる。

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

生活スタイルの変化に伴い、和式トイレで用を足せない子どもが増加している。またトイレの老朽化により、臭い、汚い、壊れている等
の理由から学校でトイレを我慢する生徒もいることから、令和２年３月策定の学校施設等長寿命化計画に基づき、トイレの洋式化を
順次進める。

年度実施内容
【香芝中学校トイレ改修工事】
・実施設計業務委託を行い、R4～5に工事実施。  ※トイレの洋式化とともに床のドライ化も行う。

事業分類 自治事務 根拠法令 中学校施設整備指針(H31.3文部科学省)

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 7,500,000 82,533,000 82,533,000 0

財源内訳

特定財源（自動計算） 5,600,000 20,633,000 20,633,000 0

国県支出金 20,633,000 20,633,000

地方債 5,600,000

その他

一般財源 1,900,000 61,900,000 61,900,000

委託料 7,500,000

年度

学校管理費

節

区分 金額

内容
積算

・委託料：香芝中学校トイレ改修工事設計業務委託料　　7,500千円
※香芝中学校トイレ改修工事請負費（令和４、５年度）　　123,800千円
なお、令和４年度、令和５年度の事業費は、事業内訳が未確定のため均等割りとしてい
る。

特定財源
・国庫支出金：学校施設環境改善交付金（補助率1/3）　　大規模改造（質的整備）

款 教育費 項 中学校費 目

予算科目

合計（自動計算） 7,500,000
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R 3

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 2

事業名 幼稚園・認定こども園施設整備事業 （新規）
部局名 教育部

施策 03 就学前教育・保育の充実 01030201

主な取り組み 02 就学前教育・保育環境の整備 第５次総合計画前期基本計画

所属名
教育総務課
保健給食課

◆事業の位置付け

政策 01 未来を創造する子どもたちのために。（子育て・教育） 体系コード

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

基本目標（３）結婚・出産・子育ての希望をかなえる ―

― ―

◆事業の概要

事務事業 01 幼稚園・保育所・認定こども園施設整備事業 33-35 ページ

事務事業の概要
子どもの人数の推移に合わせて計画的に施設の再編や整備を行います。また、状況に応じて修繕する等、日々の維持管理を行いま
す。

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （R２年度～R３年度）

期待できる効果
（展望）

真美ヶ丘保育所の利用者の分散化が図られ、真美ヶ丘東小学校区における増加する保育ニーズに対応できる。
小規模保育所の連携施設を、認定こども園下田幼稚園から真美ヶ丘東幼稚園、真美ヶ丘保育所まで広げることが可能となり、小規
模保育所の利用促進が見込まれる。

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

令和元年７月策定の「公立幼稚園及び公立保育所の再編等に関する基本方針」に基づき、令和４年度からのこども園化に向け改
修工事を行う。

年度実施内容
【真美ヶ丘東幼稚園認定こども園化改修工事】
・改修工事（排煙設備の設置、配膳室の排水改修工事、クックチル方式給食対応改修など）実施。
　※実施設計はR2に完了予定。

事業分類 自治事務 根拠法令

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 84,578,000 0 0 0

財源内訳

特定財源（自動計算） 60,746,000 0 0 0

国県支出金 1,346,000

地方債 59,400,000

その他

一般財源 23,832,000

需用費 678,000

年度 委託料 2,400,000

幼稚園管理費・学校給食運営費

節

区分 金額

内容
積算

（項）幼稚園費（目）幼稚園管理費
・委託料：真美ヶ丘東幼稚園こども園化改修工事監理業務委託料　　2,400千円
・工事請負費：真美ヶ丘東幼稚園こども園化改修工事請負費　　75,000千円

（項）保健体育費（目）学校給食運営費
・需用費：給食用消耗品費　　678千円
・備品購入品費：クックチル用調理機器購入費　　6,500千円

款 教育費 項 幼稚園費・保健体育費 目

予算科目 工事請負費 75,000,000

備品購入費 6,500,000

合計（自動計算） 84,578,000



R 3

3 4 5 6

R 3

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 3

事業名 教職員の働き方改革事業(人的支援による教員の負担軽減）【小学校】 （新規）
部局名 教育部

施策 04 学校教育の充実 01040108

主な取り組み 01 学びの推進・支援 第５次総合計画前期基本計画

所属名 教育総務課

◆事業の位置付け

政策 01 未来を創造する子どもたちのために。（子育て・教育） 体系コード

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

― ―

― ―

◆事業の概要

事務事業 08 小学校運営事務 36-38 ページ

事務事業の概要
・市立小学校に教職員の事務作業を補助する事務職員や新型コロナウイルス感染症予防のため消毒等作業員(スクール･サポー
ト･スタッフ)を配置し、教職員の負担軽減を行い、教職員が本来担うべき教育活動に割り当てる時間を確保する。

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （　　　年度～　　　　年度）

期待できる効果
（展望）

令和２年度より導入した校務支援システムによる事務の効率化と合わせ、教職員が本来担うべき教育活動に割り当てる時間を確
保し、教職員の心身の健康を守り、生活の質を高め、子どもたちと向き合う時間と授業力向上のための研鑽時間を生み出す。

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

現状においては市立小学校の教職員の時間外勤務は１日平均１～２時間程度であり、１ヶ月の時間外勤務は３０～４０時間となる。
また授業以外に時間がかかっており負担に感じている業務が書類作成や学校用務という事務作業や授業以外の業務というアン
ケート結果が出ている。より教員が児童と向き合う時間や自己研鑽の時間を確保するためには、事務作業や授業以外の業務を補
助する事務職員や消毒等作業員を配置し負担軽減を図る必要がある。

年度実施内容
・市立小学校（１０校）に各校１名ずつ事務職員を配置し、消毒等作業用務をシルバー人材センターに委託し大規模校（下田小学
校、二上小学校、旭ケ丘小学校）には各校２名ずつ、それ以外の学校は各校１名づつ１日２時間の消毒等業務を行う。

事業分類 自治事務 根拠法令

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 9,508,000 9,508,000 9,508,000 9,508,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 5,928,000 5,928,000 5,928,000 5,928,000

国県支出金 5,928,000 5,928,000 5,928,000 5,928,000

地方債

その他

一般財源 3,580,000 3,580,000 3,580,000 3,580,000

報酬 4,512,000

年度 共済費 16,000

学校管理費

節

区分 金額

内容
積算

・報酬：事務職員時間あたり単価　940*4時間*3日40週*10校=4,512,000円
・共済費：社会保険料（労災保険）（4,512,000+600,000)*3/1000=16,000円
・旅費：通勤手当　500*3日*40週*10校=600,000円
・委託料：
  シルバー人材センター委託　13名×2時間×5日×35週×875円=3,981,250
  事務費398,125円（人件費の10%）　計4,380,000円

＜特定財源＞
・スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金（補助率2/3)　　　　　5,928千円

款 教育費 項 小学校費 目

予算科目 旅費 600,000

委託料 4,380,000

合計（自動計算） 9,508,000



R 3
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R 3

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 3

事業名 教職員の働き方改革事業(人的支援による教員の負担軽減）【中学校】 （新規）
部局名 教育部

施策 04 学校教育の充実 01040109

主な取り組み 01 学びの推進・支援 第５次総合計画前期基本計画

所属名 教育総務課

◆事業の位置付け

政策 01 未来を創造する子どもたちのために。（子育て・教育） 体系コード

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

― ―

― ―

◆事業の概要

事務事業 09 中学校運営事務 36-38 ページ

事務事業の概要
・市立中学校に教職員の事務作業を補助する事務職員や新型コロナウイルス感染症予防のため消毒等作業員(スクール･サポー
ト･スタッフ)、部活動指導員を配置し、教職員の負担軽減を行い、教職員が本来担うべき教育活動に割り当てる時間を確保する。

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （　　　年度～　　　　年度）

期待できる効果
（展望）

令和２年度より導入した校務支援システムによる事務の効率化と合わせ、教職員が本来担うべき教育活動に割り当てる時間を確
保し、教職員の心身の健康を守り、生活の質を高め、子どもたちと向き合う時間と授業力向上のための研鑽時間を生み出す。

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

現状においては市立中学校の教職員の時間外勤務は１日平均１～２時間程度であり、１ヶ月の時間外勤務は３０～４０時間となる。
また授業以外に時間がかかっており負担に感じている業務が書類作成や学校用務という事務作業や授業以外の業務、部活動指
導というアンケート結果が出ている。より教員が生徒と向き合う時間や自己研鑽の時間を確保するためには、事務作業や授業以外
の業務を補助する事務職員や消毒等作業員、部活動指導員を配置し負担軽減を図る必要がある。

年度実施内容
・市立中学校（4校）に各校１名ずつ事務職員、また市内中学校に１名の部活動指導員を配置する。消毒等作業用務をシルバー人
材センターに委託し各校１名づつ１日２時間の消毒等業務を行う。

事業分類 自治事務 根拠法令

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 3,758,000 3,758,000 3,758,000 3,758,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 2,338,000 2,338,000 2,338,000 2,338,000

国県支出金 2,338,000 2,338,000 2,338,000 2,338,000

地方債

その他

一般財源 1,420,000 1,420,000 1,420,000 1,420,000

報酬 2,116,000

年度 共済費 9,000

学校管理費

節

区分 金額

内容
積算

・報酬：
　事務職員時間あたり単価　940*4時間*3日40週*4校=1,804,８00円
　部活動指導員時間あたり単価　1,480*7h*30週*1=310,800円
・共済費：社会保険料（労災保険）
　スクールサポートスタッフ（1,804,800+240,000)*3/1000=7000円
　部活動指導員（310,800+45,000）*3/1000＝2,000　　 　計9,000円
・旅費：部活動指導員通勤手当　500*90日=45,000円
  スクールサポートスタッフ通勤手当　500*120日*4人＝240,000円
・委託料：
　シルバー人材センター委託　4名×2時間×5日×35週×875円=1,225,000
　事務費122,500円（人件費の10%）　計1,348,000円
＜特定財源＞
・スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金（補助率2/3)　2,101千円
・部活動指導員配置事業補助金（補助率2/3)　237千円

款 教育費 項 中学校費 目

予算科目 旅費 285,000

委託料 1,348,000

合計（自動計算） 3,758,000



R 3

3 4 5 6

R 3

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 4

事業名 就学支援事務【小学校】 （既存・拡大）
部局名 教育部

施策 04 学校教育の充実 01040103

主な取り組み 01 学びの推進・支援 第５次総合計画前期基本計画

所属名 学校教育課

◆事業の位置付け

政策 01 未来を創造する子どもたちのために。（子育て・教育） 体系コード

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

― ―

― ―

◆事業の概要

事務事業 03 就学支援事務 36-38 ページ

事務事業の概要
経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童の保護者に対して、就学に必要な経費の援助を行うことにより義務教育の円
滑な実施に質することを目的とする。

運営方法 補助等 事業期間 複数年度 （　　　年度～　　　　年度）

期待できる効果
（展望）

・特に国基準単価との差が存在している新入学用品費の単価を引き上げることで、経済的な理由により小学校へ子どもを就学させ
るのが困難な保護者への負担を軽減することができる。また、認定基準を緩和することで本来必要とする世帯に援助することが可
能になる。

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

(現状)就学援助費及び特別支援教育就学奨励費ともに、ほとんどの他市で設定している支給単価が国基準単価と同等であるの
に対し、本市で設定している支給単価は国基準単価に達していない費目が存在する。また、就学援助費において、他市は近年の生
活保護基準を用いて審査しているが、本市はH24年度の生活保護基準を用いている。
(課題)他市との格差により、本来の目的を達成するための就学に必要な経費の援助が実施できていない。

年度実施内容
・特別支援教育就学奨励費については、新入学用品費の引き上げを実施する。
・就学援助費については、認定基準を令和元年度生活保護基準の１．３倍以下に緩和する。

事業分類 自治事務 根拠法令 学校教育法第19条

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 37,100,000 39,234,000 39,810,000 50,619,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 1,170,000 1,182,000 1,199,000 1,733,000

国県支出金 1,170,000 1,182,000 1,199,000 1,733,000

地方債 0 0 0 0

その他 0 0 0 0

一般財源 35,930,000 38,052,000 38,611,000 48,886,000

負担金補助及び交付金 37,100,000

年度

教育振興費

節

区分 金額

内容
積算

〇　特別支援教育就学奨励費：2,300千円
・　学用品費・学校給食費等

〇　就学援助費：３４，８００千円
・　学用品費、学校給食費、医療費等

款 教育総務費 項 小学校費 目

予算科目

合計（自動計算） 37,100,000



R 3

3 4 5 6

R 3

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 4

事業名 就学支援事務【中学校】 （既存・拡大）
部局名 教育部

施策 04 学校教育の充実 01040103

主な取り組み 01 学びの推進・支援 第５次総合計画前期基本計画

所属名 学校教育課

◆事業の位置付け

政策 01 未来を創造する子どもたちのために。（子育て・教育） 体系コード

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

― ―

― ―

◆事業の概要

事務事業 03 就学支援事務 36-38 ページ

事務事業の概要
経済的理由によって就学困難と認められる学齢生徒の保護者に対して、就学に必要な経費の援助を行うことにより義務教育の円
滑な実施に質することを目的とする。

運営方法 補助等 事業期間 複数年度 （　　　年度～　　　　年度）

期待できる効果
（展望）

・特に国基準単価との差が存在している新入学用品費の単価を引き上げることで、経済的な理由により中学校へ子どもを就学させ
るのが困難な保護者への負担を軽減することができる。また、認定基準を緩和することで本来必要とする世帯に援助することが可
能になる。

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

(現状)就学援助費及び特別支援教育就学奨励費ともに、ほとんどの他市で設定している支給単価が国基準単価と同等であるの
に対し、本市で設定している支給単価は国基準単価に達していない費目が存在する。また、就学援助費において、他市は近年の生
活保護基準を用いて審査しているが、本市はH24年度の生活保護基準を用いている。
(課題)他市との格差により、本来の目的を達成するための就学に必要な経費の援助が実施できていない。

年度実施内容
・特別支援教育就学奨励費については、新入学用品費の引き上げを実施する。
・就学援助費については、認定基準を令和元年度生活保護基準の１．３倍以下に緩和する。

事業分類 自治事務 根拠法令 学校教育法第19条

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 30,000,000 32,486,000 33,622,000 51,688,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 775,000 746,000 763,000 1,596,000

国県支出金 775,000 746,000 763,000 1,596,000

地方債

その他

一般財源 29,225,000 31,740,000 32,859,000 50,092,000

負担金補助及び交付金 30,000,000

年度

教育振興費

節

区分 金額

内容
積算

〇　特別支援教育就学奨励費：1,400千円
・　学用品費、学校給食費等

〇　就学援助費：28,600千円
・　学用品費、学校給食費、医療費等

款 教育総務費 項 中学校費 目

予算科目

合計（自動計算） 30,000,000



R 3

3 4 5 6

R 3

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 5

事業名 蔵書整備事業 （既存・維持）
部局名 教育部

施策 15 生涯学習とスポーツ活動の充実 03150301

主な取り組み 03 図書館機能の充実 第５次総合計画前期基本計画

所属名 生涯学習課市民図書館

◆事業の位置付け

政策 03 誰もが等しく、生涯輝き続けるために。（人権・協働・文化） 体系コード

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

基本目標（４）ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な香芝 ―

― ―

◆事業の概要

事務事業 01 資料情報提供事業 66-68 ページ

事務事業の概要
図書・視聴覚資料等の資料や情報を収集・保存し、提供します。また、図書館の利用が困難な方等には、読書サポート等のサービス
の充実を図るとともに、電子書籍の充実や移動図書館車「ぶっくる号」の巡回等により、利用環境の整備を推進します。

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （令和元年度～　　　　年度）

期待できる効果
（展望）

・資料の新陳代謝を進めることで新しい情報や知識の提供が可能
・来館者数の増加による様々な情報発信効果の向上

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

◎現状：令和元年度より図書資料更新事業として開始。当初年度の新規受入冊数は4,606冊で図書の蔵書冊数(219,775冊)
に占める割合（蔵書新鮮度）は、2.1％となったが、同規模自治体上位10％の図書館の平均3.2%には届いていない。
◎課題：電子図書館サービスの導入により、従来の図書資料更新事業の趣旨を引継ぎ、蔵書新鮮度を全国平均に高めることを目
指しながらも、紙の本と電子書籍のそれぞれの特性を生かした蔵書の整備を進める必要がある。

年度実施内容
・蔵書更新計画に基づく、内容が古くなった資料の更新
・紙の書籍と電子書籍のそれぞれの特性を生かした資料の収集
・社会環境や市民ニーズの変化に対応した蔵書構築や限られた所蔵スペースの有効活用のため、選定基準・除籍基準等の見直し

事業分類 自治事務 根拠法令

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 0 0 0

国県支出金

地方債

その他

一般財源 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000

需用費 7,000,000

年度 備品購入費 200,000

図書館費

節

区分 金額

内容
積算

・需用費
　図書等消耗品費
　　新規購入図書：1,000冊・1,600千円
　　買替購入図書：675冊・1,080千円
　　更新購入図書：2,531冊・4,050千円
　　新分野購入図書：169冊・270千円
・備品購入費
　図書館資料備品：15冊・200千円

款 教育費 項 社会教育費 目

予算科目

合計（自動計算） 7,200,000



R 3

3 4 5 6

R 3

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 6

事業名 大和五位堂鋳物師遺品文化財調査 （新規）
部局名 教育部

施策 16 歴史文化財の保存と継承・展開 03160101

主な取り組み 01 二上山博物館機能の充実 第５次総合計画前期基本計画

所属名 生涯学習課

◆事業の位置付け

政策 03 誰もが等しく、生涯輝き続けるために。（人権・協働・文化） 体系コード

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

基本目標（２）香芝とのつながりを築き、香芝への新しいひとの流れをつくる 基本目標（４）ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な香芝

― ―

◆事業の概要

事務事業 01 博物館活性化事業 69-70 ページ

事務事業の概要
文化財等の調査研究を推進し、博物館の展示を充実させるとともに、イベント・講座・展示会等を開催します。また、小学校・中学校
と連携した取り組みとして、地元について知る、郷土愛を育てる学習を実施します。

運営方法 一部委託 事業期間 複数年度 （  R3年度 ～ R6年度 ）

期待できる効果
（展望）

旧杉田鋳造所資料の分類・整理や調査・研究により、五位堂鋳物師の学術的価値を更に明らかなものとすることができる。それに
より、適切な保存・管理をおこない、公開・研究資料としての活用が期待できる。

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

◎現状：五位堂鋳物師杉田家操業の過程で使用された鋳物生産用具とその製品、近代文書で構成される。五位堂鋳物師の製作
技法の多様性や変遷、及び鋳物生産の実態を良く示しており、近代における鋳物産業の歴史を知る上で貴重な資料である。
◎課題：資料の分類・整理が不十分のため、文化庁、奈良県、研究者等から分類・整理、調査研究を行い、報告書を刊行して、文化
財指定を目指すよう指導されている。

年度実施内容

・先進地視察　富山県高岡市
　　　高岡鋳物師の梵鐘鋳造会社の見学（鋳造工程、用具・原材料、梵鐘鋳型等の記録）、鋳物組合の視察（美術品としての高岡
　銅器の現状と課題について）。
・杉田家文書目録の公開
　　  17,000点の文書目録を博物館HPで研究資料として公開(令和3年度中)する。

事業分類 自治事務 根拠法令 博物館法、文化財保護法等

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 65,000 2,600,000 1,300,000 1,440,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 0 0 0

国県支出金

地方債

その他

一般財源 65,000 2,600,000 1,300,000 1,440,000

旅費 65,000

年度

博物館費

節

区分 金額

内容
積算

・旅費　費用弁償　31千円
　　　　　　　　県職員の費用弁償
　　　　　　　　近鉄奈良駅～下田駅　@1,140×1人×5回=6,000円
　　　　　　　　先進地視察現地指導 高岡鋳物師（富山県高岡市）
　　　　　　　　　　交通費 @8,300×2(往復)=16,600円、宿泊費 8,000円 計 24,600円
　　　　　　普通旅費　34千円
　　　　　　　　先進地視察 高岡鋳物師（富山県高岡市）
　　　　　　　　　　交通費 @8,620×2(往復)=17,240円、日当 @2,000×2日=4,000円、
　　　　　　　　　　宿泊費 12,000円　計 33,240円

款 教育費 項 社会教育費 目

予算科目

合計（自動計算） 65,000


