配布資料 ２

平成30年度教育予算主要事業（教育振興基本計画の体系）
（単位：千円）

★：新規・拡充事業
施策体系

事 業

第一次
提言

多忙化
解消

H30
当初予算額

取組状況

基本的方向１ 学校教育 ◆心豊かでたくましい子どもを育てる◆
ミッション１：豊かな心の育成
中学校等へのいじめ対策専任教諭の配置

提言

多忙化解消

544,000 全市立中学校等（64校）に配置

小学校への児童支援教諭の配置 ★

提言

多忙化解消

524,887 配置校を60校から77校に拡充

いじめ対策支援員の配置 ★

提言

多忙化解消

スクールカウンセラーの配置 ★

提言

多忙化解消

スクールソーシャルワーカーの活用 ★

提言

多忙化解消

52,332 10名から20名に拡充
153,039

23,033 ５名から７名に拡充
H30年9月より事業開始
・学校からの相談への対応
1,660 ・スクールロイヤーによる学校訪問
・いじめ予防教育の授業モデルの構築
・教員向け校内研修会の開催

スクールロイヤーによる学校支援 ★

提言

いじめの未然防止の取り組み

提言

7,965

24時間いじめ相談専用電話の設置

提言

13,732

SNSを活用したいじめ相談 ★

提言

自死予防教育の推進

提言

多忙化解消

83名から86名に拡充することにより，小学校の配置
日数を隔週１日から週１日に拡充（52校→76校）

いじめ防止「きずな」キャンペーン
いじめ防止「学校・家庭・地域連携シート」 等
H28年度より24時間対応のいじめ相談専用電話を
設置

6,918 H30年8月より事業開始
589

不登校児童生徒等に対する適応指導の充実

H31年度の推進協力校での実践授業に向けたカリ
キュラム作成

15,961 適応指導センター運営管理

不登校学校訪問対応相談員の派遣 ★

多忙化解消

不登校対策検討委員会

9,151

適応指導センターへ学校訪問対応相談員３名を新
たに配置

2,278

アンケート調査の実施・分析による未然防止対策検
討

福祉教育・人権教育の推進

提言

1,708 人権教育資料「みとめあう心」発行

心のバリアフリー推進

提言

3,500 障害者スポーツ体験学習（10校）

情報モラル教育の推進

提言

1,229 実践ガイド改訂・啓発資料作成 等

インターネット巡視の実施

提言

多忙化解消

5,389 インターネット巡視員（２名）

ミッション２：健やかな体の育成
部活動外部指導者の派遣
部活動指導員の配置 ★

多忙化解消

提言

多忙化解消

10,931 中学校等の希望校に派遣
7,588 H30年度よりモデル５校に配置

ミッション３：確かな学力の育成
幼保小の連携

515 幼保小連携モデル事業 等

小中連携の推進

360 小中接続・連携に関する調査研究委員会

標準学力検査，生活・学習状況調査の実施

85,316 小学校３年生から中学校３年生まで実施

小学校外国語教育推進

多忙化解消

放課後等学習支援事業 ★

多忙化解消

21,795 小学校へ独自採用ＡＬＴ配置（４名）
4,902 学習支援員の派遣による放課後等の補充学習

ミッション４：未来の創り手となるための力の育成
たくましく生きる力育成プログラム開発
72,845 仙台子ども体験プラザ運営管理
起業体験推進事業 等

仙台自分づくり教育の推進
ミッション５：震災の教訓を活かした防災対応力の育成
仙台版防災教育の推進

5,890 実践ガイドの発行・副読本作成 等

3がつ11にちをわすれないためにセンター（わすれ
ン！）運営

14,950 市民協働による資料の整理保存・発信 等

ミッション６：多様なニーズに対応した教育の充実
発達障害理解推進 ★
特別支援学級指導支援員・特別支援教育指導補助
員・介助員の配置 ★

提言

350 H30年度は教員向けの啓発資料を作成
多忙化解消

夜間中学設置に向けた調査研究 ★

補助員（156名から201名に拡充）
431,299 支援員（71名）
介助員（３名から５名に拡充）
373
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（単位：千円）

★：新規・拡充事業
施策体系

事 業

第一次
提言

多忙化
解消

H30
当初予算額

備 考

基本的方向２ 生涯学習 ◆学びにあふれ交流するまちをつくる◆
ミッション１：人と社会をつなぐ多様な学びの機会の充実
社会学級の運営支援

6,136 成人対象の自主的学習の企画・運営支援

市民センター運営管理・講座実施

642,803 地域に根ざした学び・交流の場の提供

ミッション２：多様な社会教育施設による多彩な学びの充実
博物館運営管理

216,199

科学館運営管理 ★

246,251 展示リニューアル基本計画策定

図書館運営管理 ★

608,819 H30年11月より中田サービス・スポット開設

天文台運営管理

755,433

せんだいメディアテーク運営管理

647,152

大倉ふるさとセンター運営管理

25,209

泉岳自然ふれあい館運営管理

130,850

歴史民俗資料館運営管理

68,723

富沢遺跡保存館（地底の森ミュージアム）運営管理

105,518

縄文の森広場運営管理

66,535

ミッション３：学びの成果を生かし人と人がつながる仕組みづくり
社会教育施設等のボランティア育成・支援

633 ボランティア養成講座等を実施

ミッション４：豊かな資源を活用した学びの提供・魅力の発信
特別展「戊辰戦争150年」の開催 ★

5,000 10/26～12/9開催

歴史的資源を通した学びの機会の提供

13,583 仙台城見聞館・陸奥国分寺・尼寺跡ガイダンス施設

埋蔵文化財の発掘調査の実施

827,281

陸奥国分寺・国分尼寺跡整備

150,281

郡山遺跡整備

389,832

仙台城跡整備推進 ★

25,561 保存活用計画を新たに策定

せんだい・アート・ノード・プロジェクトの実施 ★

33,000 市民協働によるアート作品制作 等

仙台・宮城ミュージアムアライアンスの運営

3,615 参加18館によるミュージアム間の連携

基本的方向３ 地域・家庭 ◆ともに子どもを育て，豊かな学びをつくる◆
ミッション１ 地域とともに歩む学校づくりの推進
協働型学校評価の実施

－ 学校・家庭・地域の３者による学校評価

学校支援地域本部の充実

提言

42,039 本部・支部・連携校により161校で実施

コミュニティ・スクール検討委員会 ★

提言

506 H30年度より検討委員会を新たに設置

放課後子ども教室の運営

提言

34,836 27教室

土曜日の教育支援体制等の構築

1,300 土曜日等における体験活動支援

ＰＴＡ活動の支援

36,787 研究大会・PTAフェスティバル 等

嘱託社会教育主事の活動支援

1,020 社会教育主事講習 等

学校体育施設開放の実施

52,327 各校の学校施設開放管理運営委員会に委託

学校図書室等開放の実施

6,162 実施校（20校程度）の推進委員会に委託

マイスクールプラン２１の推進

7,790 地域団体への余裕教室開放

ミッション２：親子のふれあいの機会や家庭教育を考える場の提供
親子食育講座の実施

1,662 PTAや社会学級等の団体に講座開設を委託

家庭学習ノート仙台の活用

3,480 小学校３・５年生にワークブック配布

子育て講座の実施

525 新入学児童の保護者を対象に実施

スクールカウンセラーによる保護者支援

提言

多忙化解消

（153,039）

スクールソーシャルワーカーによる保護者支援

提言

多忙化解消

（23,033）

不登校に関する保護者支援

－ 「親の会」・進路相談会 等
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（単位：千円）

★：新規・拡充事業
施策体系

事 業

第一次
提言

多忙化
解消

H30
当初予算額

備 考

基本的方向３ 地域・家庭 ◆ともに子どもを育て，豊かな学びをつくる◆
ミッション３：地域を支える人づくりと地域づくりへの貢献
学びのコミュニティづくり推進

1,894 地域団体のネットワークづくり支援

住民参画・問題解決型学習推進

2,075 地域課題等の解決に向けた学習支援

子ども参画型社会創造支援

2,094 地域社会の構成員としての意識醸成

若者社会参画型学習推進

1,979 若者の地域づくりへの活動意欲喚起

「学びのまち・仙台」市民カレッジの実施

1,140 地域づくり支援講座 等

ジュニアリーダー育成支援

1,423 ジュニアリーダー研修会 等

社会教育施設職員研修の実施

968 職員向けに生涯学習基礎・応用研修を実施

地域コーディネートリーダー育成研修の実施

200

学校支援地域本部スーパーバイザー等の企画員と
の協働により実施

基本的方向４ 教育環境◆学びを支える確かな土台づくりを進める◆
ミッション１：教職員がより子どもに向き合える体制づくり
校務支援システム運用保守

提言

多忙化解消

54,368 校務支援機能の全面運用開始

学校給食費公会計化推進

提言

多忙化解消

150,390 給食会計管理システム完成

35人以下学級の拡充 ★

提言

多忙化解消

308,016 中学校２年生に拡充

学校へのタイムカード導入 ★

多忙化解消

8,667 在校時間の正確な把握による多忙化解消の推進

相談カウンセラーの派遣 ★

多忙化解消

1,000 訪問による面談・相談

ミッション２：教員の資質向上と即戦力となる教員の採用
いきいき教員づくり研修構想の推進
教科指導エキスパートの派遣

提言

8,474 教員のキャリアステージに応じた研修の体系化
多忙化解消

2,374 教員OBによる授業補助や指導・助言

教職員のＩＣＴ活用能力の向上推進 ★

16,987 教育センターにタブレット端末を新たに配備

仙台市教員採用選考の実施

11,360 H29年度より独自採用選考を実施

ミッション３：子どもたちの安全・安心の確保
学校防犯巡視員・学校ボランティ防犯巡視員

30,628 仙台・まもらいだー等による校内・通学路巡回

学校防犯監視カメラの整備

16,792 ５校に設置

ミッション４：安全・安心な学びの場の提供
学校教育施設整備

8,685,879 校舎新増築（荒井小，錦ケ丘中）・大規模改造 等

ミッション５：ＩＣＴ環境の整備・充実
学校におけるＩＣＴ環境整備

957,741 校内LAN更新、校内LAN機器の設定変更費 等

市立小中学校へのタブレット端末整備

39,676 小学校（H29～31）・中学校（H32・33）

ミッション６：学びのセーフティネットの充実
学校における経済的な支援

773,978 就学援助事業 等

学校規模適正化推進

51,053 学校統廃合・学校跡施設利活用
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