
部局長名 福森 るり

令和 2 年度 部局目標シート

部局名 教育部

優先順位 事業名 区分 所属名

No.2 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
学校教育課

No.1 教職員の働き方改革事業　ＩＣＴ環境の整
備【小学校】

（新規） 教育総務課
重点事業

No.１ 教職員の働き方改革事業　ＩＣＴ環境の整
備【中学校】

生涯学習課

No.2 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
学校教育課

No.３
特別支援教育推進事業 （既存・拡大） 学校教育課

（新規） 教育総務課
重点事業

No.６
子どもの読書環境整備事業 （既存・維持） 市民図書館

No.４
保育所緊急整備事業 （新規） こども課

No.５
学校・地域パートナーシップ事業 （既存・拡大）



R 2

1 2 3 4

R 2

備品購入費 31,216,000

合計 71,405,000

使用料及び賃借料 7,233,000

一般財源

需用費 362,000

年度 委託料 32,594,000

学校管理費

節

区分 金額

内容
積算

・需要費：セキュリティ器具代　362千円（小358千円、教4千円）
・委託料：統合型校務支援システム整備等委託料　32,594千円
     　  （小16,386千円、教16,208千円）
　　　　　統合型校務支援システム整備等業務　15,252千円（教15,252千円）
　　　　　校務用端末設定業務　6,844千円（小6,746千円、教98千円）
　　　　　校務用ＬＡＮ敷設業務　10,498千円（小9,640千円、教858千円）
・使用料及び賃借料：統合型校務支援システム使用料　72,331千円（教72,331千
円）
・備品購入費：校務用端末等購入費　31,216千円（小27,400千円、教3,816千
円）

※統合型校務支援システムや教育委員会配置校務用端末の整備費用は、予算科目
が「（款）教育費（項）教育総務費（目）事務局費」ですが、本事業に含めて、
「教○○千円」として表しています。

款 教育費 項 小学校費 目

予算科目

0 0

国県支出金

地方債

その他

歳出    事業費（自動計算） 0 71,405,000 61,064,000 28,932,000

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

71,405,000 61,064,000 28,932,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 0

期待できる効果
（展望）

・教職員の日常的な事務業務全般の効率化による業務負担の軽減や作業品質の向上が図れる。
・子どもの情報の一元管理及び共有が可能になり、これらの情報を必要に応じて、関係する教職員の誰もがいつでも参
照できることで、学校全体でよりきめ細やかな学習指導や生活指導を行えるようになる。

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （Ｒ２年度～　　　　年度）

事務事業の対象
（誰を対象としている

か）
香芝市立小学校（10校）に在籍する児童、教職員

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）

現状：小学校の教職員が学校において担っている役割が非常に多く、教職員が本来担うべき教育活動に割り当てる時間
が減少傾向であり、また、その時間を確保するために超過勤務が常時発生している。
課題：教職員が本来担うべき教育活動に対する時間確保が難しくなっており、児童に向き合う時間が減少している。

年度実施内容 ・統合型校務支援システムの導入
・クラス担任、校長、教頭、養護教諭、事務職員に校務用端末の配置（※既存と併せて）

事務事業 07 小学校運営事務 － ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

教職員の子どもと向き合う時間の確保、学習・生活指導の質の向上

施策 21 学校教育の充実 － ページ

基本事務事業 01 児童生徒の学力・体力の向上 まち・ひと・しごと創生総合戦略

政策 05 次代を担う｢育ち｣を見守り、誰もが生涯輝いていられるまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 教職員の働き方改革事業　ＩＣＴ
環境の整備【小学校】

（新規）
部局名 教育部

所属名 教育総務課

令和 2 年度部局目標事業シート 【重点事業】
No. 1

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 05210107 ）



R 2

1 2 3 4

R 2

合計 18,791,000

備品購入費 11,890,000

一般財源

需用費 151,000

年度 委託料 6,750,000

学校管理費

節

区分 金額

内容
積算

・需要費：セキュリティ器具代　151千円
・委託料：校務用端末設定等委託料　6,750千円
　　校務用端末設定業務　2,890千円
　　校務用ＬＡＮ敷設業務　3,860千円
・備品購入費：校務用端末等購入費　11,890千円

※中学校における統合型校務支援システムや教育委員会配置校務用端末の整備費
用は、小学校分（シートNo.1）に記載。

款 教育費 項 中学校費 目

予算科目

0 0

国県支出金

地方債

その他

歳出    事業費（自動計算） 0 18,791,000 24,647,000 0

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

18,791,000 24,647,000 0

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 0

期待できる効果
（展望）

・教職員の日常的な事務業務全般の効率化による業務負担の軽減や作業品質の向上が図れる。
・子どもの情報の一元管理及び共有が可能になり、これらの情報を必要に応じて、関係する教職員の誰もがいつでも参
照できることで、学校全体でよりきめ細やかな学習指導や生活指導を行えるようになる。

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （Ｒ２年度～　　　　年度）

事務事業の対象
（誰を対象としている

か）
香芝市立中学校（4校）に在籍する生徒、教職員

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）

現状：中学校の教職員が学校において担っている役割が非常に多く、教職員が本来担うべき教育活動に割り当てる時間
が減少傾向であり、また、その時間を確保するために超過勤務が常時発生している。
課題：教職員が本来担うべき教育活動に対する時間確保が難しくなっており、生徒に向き合う時間が減少している。

年度実施内容 ・統合型校務支援システムの導入
・クラス担任、校長、教頭、養護教諭、事務職員に校務用端末の配置（※既存と併せて）

事務事業 08 中学校運営事務 － ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

教職員の子どもと向き合う時間の確保、学習・生活指導の質の向上

施策 21 学校教育の充実 － ページ

基本事務事業 01 児童生徒の学力・体力の向上 まち・ひと・しごと創生総合戦略

政策 05 次代を担う｢育ち｣を見守り、誰もが生涯輝いていられるまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 教職員の働き方改革事業　ＩＣＴ
環境の整備【中学校】

（新規）
部局名 教育部

所属名 教育総務課

令和 2 年度部局目標事業シート 【重点事業】
No. 1

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 05210108 ）



R 2

1 2 3 4

R 2

令和 2 年度部局目標事業シート
No. 2

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 05210107 ）

政策 05 次代を担う｢育ち｣を見守り、誰もが生涯輝いていられるまち 第4次総合計画後期基本計画

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

所属名 教育総務課・学校教育課

施策 21 学校教育の充実 ― ページ

基本事務事業 01 児童生徒の学力・体力の向上 まち・ひと・しごと創生総合戦略

事務事業の対象
（誰を対象としている

か）
香芝市立小学校（10校）に在籍する児童、教職員

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）

現状：小学校の教職員が学校において担っている役割が非常に多く、教職員が本来担うべき教育活動に割り当てる時間
が減少傾向であり、また、その時間を確保するために超過勤務が常時発生している。
課題：教職員が本来担うべき教育活動に対する時間確保が難しくなっており、児童に向き合う時間が減少している。

年度実施内容 市内小学校2校に1名ずつ教職員の事務作業を補助する事務職員を配置し、教職員の負担軽減を行う。また、事務職員配
置による効果測定も行う。

事務事業 07 小学校運営事務 ― ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

小学校の児童に良好で適切な教育環境を提供するために、小学校への人的（学校規模に応じた適正配置など）・物的支
援（物品、教材等の費用的支援など）を行う。

期待できる効果
（展望）

・教職員の事務作業に関する負担を軽減することにより、児童に向き合う時間増
・教職員のワーク・ライフ・バランスに配慮することにより、教職員の資質向上を図る
・教職員の資質向上と児童に向き合う時間増により、香芝市の児童に対する教育の質の向上

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 ―

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （R2年度～R4年度）

歳出    事業費（自動計算） 0 1,025,467 5,128,000 5,128,000

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

423,467 2,118,000 2,118,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 602,000 3,010,000 3,010,000

国県支出金 0 602,000 3,010,000 3,010,000

地方債

その他

一般財源 0

報酬 902,400

年度 共済費 3,067

学校管理費

節

区分 金額

内容
積算

・報酬：事務職員賃金　902,400円
　　時給単価940円×4時間×3日×40週×2校=902,400円
・社会保険料：事務職員労災保険料  3,067円
　（902,400+120,000)×3/1000=3,067円
・費用弁償：事務職員通勤手当　120,000円
　　1日単価500円×3日×40週×2校=120,000円
〈財源内訳〉
・国県支出金：教育支援体制整備事業費補助金（補助率2/3)  602千円

款 教育費 項 小学校費 目

予算科目 旅費 120,000

合計 1,025,467



R 2

1 2 3 4

R 2

令和 2 年度部局目標事業シート
No. 2

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 05210108 ）

政策 05 次代を担う｢育ち｣を見守り、誰もが生涯輝いていられるまち 第4次総合計画後期基本計画

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

所属名 教育総務課・学校教育課

施策 21 学校教育の充実 ― ページ

基本事務事業 01 児童生徒の学力・体力の向上 まち・ひと・しごと創生総合戦略

事務事業の対象
（誰を対象としている

か）
香芝市立中学校（4校）に在籍する生徒、教職員

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）

現状：中学校の教職員が学校において担っている役割が非常に多く、教職員が本来担うべき教育活動に割り当てる時間
が減少傾向であり、また、その時間を確保するために超過勤務が常時発生している。
課題：教職員が本来担うべき教育活動に対する時間確保が難しくなっており、生徒に向き合う時間が減少している。

年度実施内容 市内中学校1校に1名教職員の事務作業を補助する事務職員及び部活動指導を教員に代わって行う部活動指導員を配置
し、教職員の負担軽減を行う。また、事務職員及び部活動指導員配置による効果測定も行う。

事務事業 08 中学校運営事務 ― ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

中学校の生徒に良好で適切な教育環境を提供するために、中学校への人的（学校規模に応じた適正配置など）・物的支
援（物品、教材等の費用的支援など）を行う。

期待できる効果
（展望）

・教職員の事務作業に関する負担を軽減することにより、生徒に向き合う時間増
・教職員のワーク・ライフ・バランスに配慮することにより、教職員の資質向上を図る
・教職員の資質向上と生徒に向き合う時間増により、香芝市の生徒に対する教育の質の向上

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 ―

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （R2年度～R4年度）

歳出    事業費（自動計算） 0 869,601 3,479,000 3,479,000

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

332,601 1,331,000 1,331,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 537,000 2,148,000 2,148,000

国県支出金 0 537,000 2,148,000 2,148,000

地方債

その他

一般財源 0

報酬 762,000

年度 共済費 2,601

学校管理費

節

区分 金額

内容
積算

・報酬：事務職員及び部活動指導員賃金　762,000円
　　事務職員時給単価940円×4時間×3日×40週×1校=451,200円
　　部活動指導員時給単価1,480円×7時間×30週×1校＝310,800円
・社会保険料：事務職員労災保険料  2,601円
　（762,000+105,000)×3/1000=2,601円
・費用弁償：事務職員及び部活動指導員通勤手当　105,000円
　　事務職員1日単価500円×3日×40週×1校=60,000円
　　部活動指導員1日単価500円×3日×30週×1校=45,000円
〈財源内訳〉
・国県支出金：教育支援体制整備事業費補助金（補助率2/3)  537千円

款 教育費 項 中学校費 目

予算科目 旅費 105,000

合計 869,601



R 2

1 2 3 4

R 2

令和 2 年度部局目標事業シート
No. 3

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 05210203 ）

政策 05 次代を担う｢育ち｣を見守り、誰もが生涯輝いていられるまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 特別支援教育推進事業 （既存・拡大）
部局名 教育部

所属名 学校教育課

施策 21 学校教育の充実 59 ページ

基本事務事業 02 安心して学べる教育環境の整備 まち・ひと・しごと創生総合戦略

事務事業の対象
（誰を対象としている

か）
市内小・中学校に在籍し、特別な支援を必要とする児童及び生徒

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）

現状：国の法改正などにより、公立小・中学校における特別な支援を必要とする児童生徒数は年々増加（H29:327人、
H30:400人、R1:412人）している。地域の学校へ就学を希望する保護者からのニーズも増加しており、児童生徒一人一
人の教育的ニーズに応じた支援を行うことができるよう体制整備が求められている。
課題：特別支援教育支援員の配当時間数は増やしてはいるが、十分ではなく、ほとんどの小・中学校で支援員を配置で
きない日がある状態であり、支援員の配置時間の確保及び質の向上が喫緊の課題である。

年度実施内容

・特別支援教育支援員の配当時間を増加（R1:11,550時間→R2:12,600時間）し、各小・中学校において、特別な支援を
必要とする児童生徒の授業、その他学校生活をサポートする。
・特別支援教育支援員に対して実施している研修会を下半期に実施する。
（上半期は新型コロナウイルス感染症対策のため、見合わせる。）
・教育指導主事による日々の業務に係る相談を不定期で実施することにより、支援員の質の向上を図る。

事務事業 03 特別支援教育推進事業 60 ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

特別な支援を必要とする児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、適切な指導及び必要な支援を行なうことで、児
童生徒の持てる力を高め、学校生活や学習上の困難を改善又は克服する。

期待できる効果
（展望）

特別支援教育支援員の配置時間を増加することで、各小・中学校に対象児童生徒数の多い学校や障害程度が重い児童生
徒が在籍する学校への重点配置が可能となる。よりきめ細かな対応が可能となり、教育効果の向上が期待できる。

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 ―

運営方法 補助等 事業期間 複数年度 （　　　年度～　　　　年度）

歳出    事業費（自動計算） 11,058,000 12,599,000 13,698,000 14,530,000

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

12,599,000 13,698,000 14,530,000

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 11,058,000

報酬 11,718,000

年度 職員手当等 496,000

教育振興費

節

区分 金額

内容
積算

・報酬：会計年度任用職員報酬　11,718千円
　　　　　＠930円×12,600時間
　　　　　1日6時間×140日×15人=12,600時間（週4日×35週=140日）
・職員手当等：支援員期末手当　496千円
　　　　　６月支給分　月平均1,050時間×時給930円×0.39×0.3=114,251円
　　　　　12月支給分　月平均1,050時間×時給930円×0.39　　 =380,835円
・旅費：費用弁償　385千円
　　　　　＠35,000円×11ヶ月分=385,000円

款 教育費 項 教育総務費 目

予算科目 旅費 385,000

合計 12,599,000
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1 2 3 4

R 2

令和 2 年度部局目標事業シート
No. 4

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 05240208 ）

政策 05 次代を担う｢育ち｣を見守り、誰もが生涯輝いていられるまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 保育所緊急整備事業 （新規）
部局名 教育部

所属名 こども課

施策 24 子育てと仕事の調和 57 ページ

基本事務事業 02 保育環境の充実 まち・ひと・しごと創生総合戦略

事務事業の対象
（誰を対象としている

か）
鎌田小学校区に住む保育が必要な０～２歳児

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）

鎌田小学校区においては公立の保育施設がなく、保育が必要な０～２歳児は私立保育施設もしくは校区を越えた保育施
設を利用しており、近隣保育施設の定員を圧迫しているため。

年度実施内容 鎌田小学校区で施設整備を行ったうえで、小規模保育事業を行うことができる事業者を公募する。

事務事業 08 特別保育等補助事業 － ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

鎌田小学校区周辺において０～２歳児保育の需要が高まっており、小規模保育事業を実施することができる事業者を公
募し需給の調整を図る。

期待できる効果
（展望）

鎌田小学校区に住む児童の受け入れが進み、近隣保育施設の待機児童解消を促進することができる。

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 子ども・子育て支援法

運営方法 補助等 事業期間 単年度 （令和２年度～令和２年度）

歳出    事業費（自動計算） 20,000 70,560,000 0 0

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

7,894,000 0 0

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 62,666,000 0 0

国県支出金 0 62,666,000 0 0

地方債 0 0 0 0

その他 0 0 0 0

一般財源 20,000

負担金補助及び
交付金

70,500,000

年度 報酬 60,000

児童措置費

節

区分 金額

内容
積算

・負担金補助及び交付金
  工事費94,000,000円×3/4＝70,500,000円
・報酬：保育事業者選定委員報酬
　5,000円×6人×2回＝60,000円

款 民生費 項 児童福祉費 目

予算科目

合計 70,560,000
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令和 2 年度部局目標事業シート
No. 5

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 05190201 ）

政策 05 次代を担う｢育ち｣を見守り、誰もが生涯輝いていられるまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 学校・地域パートナーシップ事業 （既存・拡大）
部局名 教育部

所属名 生涯学習課

施策 19 家庭・地域の教育力の向上 54/55 ページ

基本事務事業 02 地域教育力の向上 まち・ひと・しごと創生総合戦略

事務事業の対象
（誰を対象としている

か）
各小・中学校のボランティア活動者数

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）

【現状】当初予定通りおこなっている。【課題】令和２年度末までに、市内小中学校すべてに学校運営協議会設置が目
標となっており、ボランティア活動の人材増を図り、コミュニティ協議会の活発な活動を継続していく必要がある。市
学校・地域パートナーシップ連絡協議会は、各校の進捗状況に差異がある中では、出席者の求める会議内容が様々であ
り、会議のあり方・進め方等を精査していく必要がある。放課後子ども教室は、新たに１校開設した。指導員が不足し
ている教室もあり、今後とも人材確保が課題である。

年度実施内容
・香芝市学校・地域パートナーシップ連絡協議会（8月・2月）
・放課後子ども教室（6月～2月）･･･市内8小学校（下田・志都美・関屋・三和・鎌田・真美ヶ丘西・真美ヶ丘東・旭ヶ
丘）
・各学校区コミュニティ協議会（各校区年３回予定）

事務事業 01 学校・地域パートナーシップ事業 ― ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

家庭と地域と学校がそれぞれ効果的に連携を取り合い、地域ボランティアの積極的な参画を得て、地域ぐるみで学習や
放課後活動、学校運営を支援し、これらの活動を通じて規範意識や社会性の向上を図るなど、地域の教育力の向上を図
る。

期待できる効果
（展望）

多くの地域住民が学校を支援することにより、家庭科実習・読書環境整備・校外学習のサポート・昔あそびの学習等、
多くの場面で教育活動の幅か広がり、また先生の負担を軽減が期待できる。また、地域住民の持っている専門的な知識
や技能、体験を生かすことにより、生きがいの創出にもつながる。

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 教育基本法　第１３条

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （　　R2　年度～　　　　年度）

歳出    事業費（自動計算） 5,364,000 6,426,000 6,426,000 6,426,000

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

2,209,000 2,209,000 2,209,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 3,488,000 4,217,000 4,217,000 4,217,000

国県支出金 3,488,000 4,217,000 4,217,000 4,217,000

地方債

その他

一般財源 1,876,000

報償費 5,551,000

年度 需用費 640,000

教育振興費

節

区分 金額

内容
積算

・報償費：5,551千円
　放課後子ども教室　教育活動推進員 850円×3時間×25回×4.5人×9ヶ所=2,581,875円
　　　　　　　　　　スタッフ研修用講師謝礼　20,000円×1回=20,000円
　地域未来塾　　　　学習支援員　 850円×3時間×2人×15回×4中学校=306,000円
　学校・地域パートナーシップ
　　　　　　　　　　地域コーディネーター　1,200円×500時間×4人=2,400,000円
　　　　　　　　　　地域代表者協議会　1,480円×2時間×2人×3回×11校=195,360円
　　　　　　　　　　中学校区代表者　1,480円×2時間×2人×2回×4校区=47,360円
・需用費：640千円（うちコピー代20千円）
  放課後子ども教室　行事用消耗品費　13,000円×9ヶ所 = 117,000円　　事務用消耗品費  25,000円
　学校・地域パートナーシップ　事務用消耗品（各学校配当分）　25,000円×14校=350,000円
　　　　　　　　　　　　　　　事務用消耗品（事務局用）　25,000円
　　　　　　　　　　　　　　　食糧費（各学校配当分）　7,000円×14校=98,000円
　　　　　　　　　　　　　　　連絡協議会賄　100円×2人×4中学校区×2回=1,600円
・役務費：233千円
　郵便料（会議開催案内等送付）　19千円
　保険料　放課後子ども教室スタッフ用スポーツ安全保険　800円×42人=33,600円
　　　　　学校支援員保険料　45,000円×4中学校区=180,000円
・使用料及び賃借料：2千円

款 教育費 項 教育総務費 目

予算科目 役務費 233,000
使用料及び賃借

料
2,000

合計 6,426,000
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令和 2 年度部局目標事業シート
No. 6

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 05230502 ）

政策 05 次代を担う｢育ち｣を見守り、誰もが生涯輝いていられるまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 子どもの読書環境整備事業 （既存・維持）
部局名 教育部

所属名 市民図書館

施策 23 ｢いつでも・どこでも・だれでも｣学び､楽しめる環境の充実 62/63 ページ

基本事務事業 05 図書館機能の充実 まち・ひと・しごと創生総合戦略

事務事業の対象
（誰を対象としている

か）
１８歳以下のかた

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）

現状：インターネットやスマートホン等の急速な情報化社会の進展により、子どもの読書離れや活字離れが懸念されて
いる。また親の労働時間の多様化により、来館による利用が難しい子どもがいる。
課題：子どもが、あらゆる機会あらゆる場所において、主体的に読書活動を行うことができるよう、社会の変化に対応
した読書環境を整備することが重要である。

年度実施内容
・団体貸出や巡回文庫等の配本ネットワークの更なる構築を目指す
・学校・幼稚園・保育所等や関係機関との連携を深め、子ども読書活動を推進する
・様々な機会を活用して、保護者に家庭での読書の大切さを啓発する

事務事業 02 子どもの読書活動推進事業 - ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

図書館は、地域における子どもの読書活動を推進する中心的な役割を担うことから、子どもが一層読書に親しむことが
できるように、物的環境や人的環境等の整備・充実を図ることや関係団体や機関との連携による読書環境の充実に努め
る。

期待できる効果
（展望）

・子どもたちが、主体的に学習や読書に取り組む態度を養う
・団体貸出や巡回文庫等による蔵書の有効活用
・子どもの読書活動に関わる関係機関、各種団体等が情報を共有し、互いに連携協力していく体制の強化

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 図書館法、香芝市民図書館条例

運営方法 一部委託 事業期間 複数年度 （H20年度～   年度）

歳出    事業費（自動計算） 222,000 260,000 300,000 300,000

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

260,000 300,000 300,000

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 222,000

報償費 40,000

年度 需用費 220,000

図書館費

節

区分 金額

内容
積算

・報償費：図書館ボランティア団体謝礼　40千円
　　協力者謝礼　10,000円×4件＝40,000円
・需用費：図書等購入代、公用車ガソリン代　220千円

款 教育費 項 社会教育費 目

予算科目

合計 260,000


