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平成３０年度教育委員会所管主要事業

31事業

【政策３】 歴史・文化を継承し豊かな心を育むまち

政策 施策
基本
事業

事務事業名 担当 会計 款 項 目
実施
計画

30年度
決算額
(千円単位)

掲載
ページ

03 01 01 学校支援地域本部事業 生涯学習課 一般 10 04 02 実計 630 4

03 01 01 防災キャンプによる地域教育力向上事業 生涯学習課 一般 10 04 01 実計 407 5

03 01 02 放課後子ども教室推進事業 生涯学習課 一般 10 04 02 実計 7,281 6

03 02 02 外国語活動指導支援事業 学校教育課 一般 10 01 02 実計 23,652 8

03 02 02 特別支援教育支援事業［小学校］ 学校教育課 一般 10 02 01 実計 25,988 9

03 02 02 特別支援教育支援事業［中学校］ 学校教育課 一般 10 03 01 実計 7,408 10

03 02 02 小学校理科支援事業 学校教育課 一般 10 02 01 実計 2,746 11

03 02 02 多賀城学習個別支援事業 学校教育課 一般 10 02 01 実計 6,457 12

03 02 02 自主学習支援事業 学校教育課 一般 10 01 02 実計 850 13

03 02 03 設備、器具等維持管理事業 学校給食センター 一般 10 05 02 実計 47,963 14

03 02 03 学校給食放射性物質測定検査事業 学校給食センター 一般 10 05 02 実計 1,989 15

03 02 04 スクールカウンセラー活用調査研究事業 学校教育課 一般 10 03 01 実計 221 16

03 02 04 スクールソーシャルワーカー活用事業 学校教育課 一般 10 03 01 実計 2,905 17

03 02 04 学校適応アセスメント検査事業 学校教育課 一般 10 01 02 実計 4,246 18

03 02 04 子どもの心のケアハウス運営事業 学校教育課 一般 10 01 02 実計 12,935 19

03 02 05 小学校環境整備事業 教育総務課 一般 10 02 01 実計 33,268 20

03 02 05 小学校教育教材整備事業 教育総務課 一般 10 02 02 実計 11,082 21

03 02 05 校務情報化推進事業（小学校） 教育総務課 一般 10 02 01 実計 12,975 22

03 02 05 中学校環境整備事業 教育総務課 一般 10 03 01 実計 59,365 23

03 02 05 校務情報化推進事業（中学校） 教育総務課 一般 10 03 01 実計 8,395 24

03 03 01 全国万葉故地サミット交流事業 生涯学習課 一般 10 04 02 実計 679 26

03 03 04 文化センター管理運営事業 生涯学習課 一般 10 04 08 128,682 27

03 03 04 文化センター改修事業 生涯学習課 一般 10 04 08 実計 30,167 28

03 03 05 市立図書館管理運営事業 生涯学習課 一般 10 04 06 実計 300,225 29

03 04 01 東北総合体育大会銃剣道競技大会運営事業 生涯学習課 一般 10 05 01 実計 54 31

03 04 02 多賀城市社会体育施設等管理運営事業 生涯学習課 一般 10 05 01 197,561 32

03 04 02 多賀城市市民テニスコート改修事業 生涯学習課 一般 10 05 01 実計 36,085 33

03 05 01 埋蔵文化財緊急調査事業（復興交付金） 埋蔵文化財調査センター 一般 10 04 09 実計 1,240 35

03 05 01 埋蔵文化財調査受託事業（大区画ほ場整備促進事業） 埋蔵文化財調査センター 一般 10 04 09 実計 49,816 36

03 05 02 特別史跡多賀城跡復元整備事業 文化財課 一般 10 04 04 実計 435 37

03 05 03 埋蔵文化財調査センター体験館改修事業 埋蔵文化財調査センター 一般 10 04 09 実計 0 38

31 事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※主要事業とは、総合計画に定める「基本事業」に大きく貢献する事業です。

部分は市議会説明分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※各事業は、当該年度の担当課で記載しています。
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【施策】

5-1 農業の振興

5-2 商工業の振興
5-3 企業誘致の推進
5-4 観光の振興

集い つながり 活気
あふれるまち＜産業分野＞

政 策
５

心がかよう地域の絆を
育むまち＜地域経営分野＞

【施策】

6-1 地域コミュニティの充実

6-2 市民活動の充実

6-3 開かれた市政の推進

政 策

６

理解と信頼で進める
自律したまち
＜行政経営分野＞

【施策】

7-1 適正な事務の執行と

サービスの提供
7-2 組織・人事マネジメント

7-3 効果的・効率的な行財政
経営の推進

政 策
７

【施策】

3-1 学校・家庭・地域の連携

による教育力の向上
3-2 学校教育の充実

3-3 生涯学習の推進
3-4 市民スポーツ社会の推進
3-5 文化財の保護と活用

歴史・文化を継承し
豊かな心を育むまち
＜教育文化分野＞

元気で健やかに暮らせる
まち＜健康福祉分野＞

【施策】
2-1 地域福祉の推進
2-2 健康づくりの推進
2-3 子育て支援の充実
2-4 高齢者福祉の推進
2-5 障害者（児）福祉の推進

2-6 社会保障等の充実

政 策
２

環境を大切にする心を
育むまち＜環境分野＞

政 策

４

【施策】

4-1 環境との共生
4-2 生活環境の保全
4-3 資源循環型社会の形成

安全で快適に暮らせる
まち＜安全・快適分野＞

【施策】

1-1 災害対策の推進

1-2 防犯対策の推進
1-3 安全な消費生活の確保

1-4 交通安全対策の推進
1-5 交通環境の充実

1-6 市域の整備
1-7 中心市街地の整備
1-8 安全で安定した水の供給

政 策
１

政 策
３
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政策 ３ 歴史・文化を継承し豊かな心を育むまち＜教育文化分野＞

▽ 政策を実現する手段 5 施策

□施策 学校・家庭・地域の連携による教育力の向上

学校・家庭・地域が連携し、

子どもたちが生き生きと安全に暮らしています。

▼ 施策を実現する手段 4 基本事業

学校・地域が連携した子どもたちの育成

放課後等の安全・安心な居場所づくり

家庭教育力の向上

青少年の健全育成

3-1

■施策の目指す姿

■施策の成果指標 H26現状値 R2目標値 指標の説明

学校・家庭・地域が連携し、地域で子どもが
健全に育成されていると思う市民割合（成
果）

43.7% ↑

まちづくりアンケートで、「住んでいる地域
で、学校・家庭・地域が連携し、子どもが健
全に育成されていると感じている」「ある程
度感じている」と回答した市民の割合

基本事業 3-1-1

基本事業 3-1-2

基本事業 3-1-3

基本事業 3-1-4

▼基本事業　 目指す姿 指標名 R2目標値

3-1-1
学校・地域が連
携した子どもた
ちの育成

地域住民と学校が連携して、子ど
もたちを育む取組を行っていま
す。

学校支援地域本部の設立により地域
の力を活用している学校数

10校

学校支援事業件数 55件/年

3-1-2
放課後等の安
全・安心な居場
所づくり

子どもの放課後等における居場所
が確保されています。

放課後の安全な子どもの居場所・遊
び場があると思う保護者割合

↑

3-1-3
家庭教育力の向
上

家庭教育の大切さを認識し、子ど
もを育てています。

基本的生活習慣の自分の子ども実践
度（早寝、早起きほか）

↑

3-1-4
青少年の健全育
成

多くの市民の様々な取組により、児
童・生徒が健全に育っています。

青少年育成活動事業の延べ参加者数 3,430人/年

学校・地域が連携する活動の延べ協
力者数

7,800人/年
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政策 ３ 歴史・文化を継承し豊かな心を育むまち＜教育文化分野＞

▽ 政策を実現する手段 5 施策

□施策 学校教育の充実

児童・生徒が充実した学校生活を送っています。

▼ 施策を実現する手段 6 基本事業

郷土愛を育む教育の推進

教育の質の向上

健康づくりと食育の充実

教育相談体制の充実

安全・安心な教育環境の整備

新たな時代に対応するための取組推進

5年間で7棟

登下校時の事故・事件に巻き込まれ
た児童・生徒数

0人/年
3-2-5

安全・安心な教
育環境の整備

適切に維持管理された教育環境の
中で学んでいます。

授業及び学校生活に支障をきたした不具合件数 0件/年
学校施設の改修棟数（累計）

3-2

■施策の目指す姿

■施策の成果指標 H26現状値 R2目標値 指標の説明

学校生活が楽しいと思う児童割合（小学生）
（成果）

88.7% ↑
小学校２・４・６年生及び中学校２年生を対
象としたアンケートで、「学校に行きたいと
思いますか」「勉強が楽しいと思いますか」
「仲の良い友達がいますか」の３設問につい
て、「そう思う」「どちらかといえばそう思
う」と回答した児童・生徒の割合の平均値

学校生活が楽しいと思う生徒割合（中学生）
（成果）

72.7% ↑

基本事業 3-2-1

基本事業 3-2-2

720時数/年

多賀城の歴史・文化・まちについて
学ぶ中学校授業数

基本事業 3-2-3

基本事業 3-2-4

基本事業 3-2-5

基本事業 3-2-6

授業がわかると答える生徒割合（中学生） ↑

▼基本事業　 目指す姿 指標名 R2目標値

3-2-1
郷土愛を育む教
育の推進

多賀城を知り、多賀城を語れるよ
うに学んでいます。

多賀城の歴史・文化・まちについて
学ぶ小学3年生以上の授業数

基本的生活習慣を身につけている生
徒割合（中学生）

↑

学校給食残食率 18.0%

150時数/年

3-2-2 教育の質の向上
教職員の教育力が高まるととも
に、教育の質が向上しています。

授業がわかると答える児童割合（小学生） ↑

3-2-4
教育相談体制の
充実

悩みや不安を気軽に相談でき、皆
と一緒に学校生活を送っていま
す。

不登校出現率 1.30%

3-2-3
健康づくりと食
育の充実

基本的生活習慣を身につけ、食の
重要性を認識し、心と体が健やか
に成長しています。

基本的生活習慣を身につけている児
童割合（小学生）

↑

3-2-6
新たな時代に対
応するための取
組推進

新たな時代や多賀城市の状況にあ
わせた取組を推進しています。

新たな時代への教育取組推進数（累計）

40.0%

8件

再登校率
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政策 ３ 歴史・文化を継承し豊かな心を育むまち＜教育文化分野＞

▽ 政策を実現する手段 5 施策

□施策 生涯学習の推進

市民が生涯学習の成果を地域や社会に生かしています。

▼ 施策を実現する手段 5 基本事業

学習機会の充実

市民創造型生涯学習の推進

芸術文化の振興

生涯学習施設の運営

市立図書館（文化交流拠点中核施設）の運営

市民が知性と豊かな心を育むために、生涯学習活動を行っています

生涯学習を行っている市民割合（成果） ー ↑
まちづくりアンケートで、「生涯学習を行っ
ている」と回答した市民の割合

3-3

■施策の目指す姿

■施策の成果指標 H26現状値 R2目標値 指標の説明

↑
まちづくりアンケートで、「生涯学習で身に
つけたことを地域や社会のために生かしてい
る」と回答した市民の割合

基本事業 3-3-1

基本事業 3-3-2

生涯学習の成果を地域や社会に生かしている
市民割合（成果）

ー

基本事業 3-3-3

学習機会が充足していると思う市民
割合

→

基本事業 3-3-4

▼基本事業　 目指す姿 指標名 R2目標値

市民主体の学習サークル数（社会教
育登録団体）

市民主体の学習サークル登録者数
（社会教育登録団体）

200団体

3-3-1 学習機会の充実
講座・教室が充実し、学びたいと
きに学べる環境になっています。

講座・教室メニュー数 90講座/年
生涯学習講座等の延べ受講者数 7,600人/年

3-3-5
市立図書館（文
化交流拠点中核
施設）の運営

図書館が個人の学びと交流を通じ
た相互の学び合いの場として活用
され、地域社会の発展に貢献して
います。

3-3-2
市民創造型生涯
学習の推進

学習サークル等が活発に活動して
います。

3-3-4
生涯学習施設の
運営

生涯学習施設を安全・快適に利用
することができます。

市立図書館の利用者満足度 ↑

基本事業 3-3-5

生涯学習施設の利用者数（図書館を
除く）

355,000人/年

3-3-3 芸術文化の振興

3,900人

文化センター等での芸術文化の鑑賞
者数
芸術文化鑑賞をしている市民割合

文化センター等を核にした質の高
い芸術文化に触れる機会が確保さ
れています。

生涯学習施設運営・管理上の不具
合・支障件数

85,000人/年

↑

0件/年

市立図書館の市民利用率 50.0%
市立図書館の登録者数 40,000人
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政策 ３ 歴史・文化を継承し豊かな心を育むまち＜教育文化分野＞

▽ 政策を実現する手段 5 施策

□施策 市民スポーツ社会の推進

多賀城市型の市民スポーツ社会が進展し、

多くの市民がスポーツに親しんでいます。

▼ 施策を実現する手段 2 基本事業

スポーツ機会の充実

社会体育施設等の施設環境の充実

3-4

■施策の目指す姿

■施策の成果指標 H26現状値 R2目標値 指標の説明

週１回以上スポーツ・運動をしている市民割
合（成果）

36.5% ↑
まちづくりアンケートで、「週１回６０分以
上または週２回３０分以上のスポーツ・運動
をしている」と回答した市民の割合

基本事業 3-4-1

基本事業 3-4-2

▼基本事業 目指す姿 指標名 R2目標値

3-4-1
スポーツ機会の
充実

総合型地域スポーツクラブや市民
団体、民間企業等の多様な担い手
により、多様な年代に対応したス
ポーツ事業が展開され、多くの市
民が参加しています。

スポーツ等の教室・大会数 95回/年
スポーツイベント・教室に参加した
ことがある市民割合（この1年間）

↑

スポーツ普及団体の登録会員数 4,900人

3-4-2
社会体育施設等
の施設環境の充
実

安全で利用しやすい施設を活用
し、スポーツすることができま
す。

スポーツ施設等の利用者数 350,000人/年

スポーツ施設等の運営・管理上の不
具合・支障件数

0件/年
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政策 ３ 歴史・文化を継承し豊かな心を育むまち＜教育文化分野＞

▽ 政策を実現する手段 5 施策

文化財の保護と活用

文化財が次の世代へ継承され、

市民が市の歴史と文化に誇りを持っています。

▼ 施策を実現する手段 3 基本事業

文化財の調査・保存の推進

文化財の積極的な活用促進

文化財の普及啓発の推進

□施策 3-5

■施策の目指す姿

■施策の成果指標 H26現状値 R2目標値

目指す姿

市の歴史と文化に誇りを感じる市民割合（成
果）

46.8% ↑
まちづくりアンケートで、「多賀城市の歴史
や文化に誇りを感じている」「やや感じてい
る」と回答した市民の割合

基本事業 3-5-1

3-5-1
文化財の調査・
保存の推進

文化財保護法が遵守され、適切に
保護されています。

特別史跡の公有化率 60.0%

基本事業 3-5-2

基本事業 3-5-3

▼基本事業　

3-5-2
文化財の積極的
な活用促進

文化財に触れるための整備がさ
れ、多くの方が訪れています。

活用されている文化財の面積 303,000㎡
市内所在の文化財訪問者数 140,000人/年

3-5-3
文化財の普及啓
発の推進

多賀城市の歴史に関心を持ち、市
内所在の文化財の知識を高めた
り、触れたりしています。

市内所在文化財の平均認知項目数 ↑

市内文化財への情報アクセス数 120,000件/年
市内所在文化財の平均訪問項目数 ↑

－

指標名 R2目標値

指標の説明

文化財保護法により適正に保護され
た件数
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