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№ 主要 事業名 概要 予算額 № 主要 事業名 概要 予算額

1 教育委員会運営費
教育委員会の運営経費（報酬、
旅費等）。 4,26425 小・中学校連携事業

中1ギャップ解消のための研修
会（中学校区）開催、小中連携
パンフレット印刷費等。

320

2 事務局職員給与関係費 職員の給与、手当等。 272,03926 放課後学習サポート事業
放課後を中心に補充学習を実
施する小中学校（30校）に支援
員を配置（賃金等）。

4,903

3 事務局運営費（経常）
事務執行に必要な経費（文書
便委託料、消耗品費、通信運
搬費等）。

5,49727
落ち着いた学級づくり支援
事業

児童生徒と学級集団の状態を
把握する心理検査費用（小5、
中1対象年2回）。

1,672

4 事務局運営費（臨時）
産休・病休等の代員臨時職員
賃金、社保等。 3,19228

教師業務アシスト員配置
事業

教師アシスト員を配置し、教員
の負担軽減を図る。 3,640

5 事務局施設管理運営費
小中学校施設の維持管理・運
営経費（嘱託作業員報酬、設計
システム賃借料等）。

2,83829● 部活動指導員配置事業

市内中学校に部活動指導員を
配置し、部活動顧問教員の負
担軽減と部活動の資質向上を
図る。

2,030

6
就学指導及び学事事務費
（経常）

事務嘱託員報酬、教育支援委
員会委員報酬、就学支援シス
テム利用料等。

7,37130●
確かな学力向上対策事業
（学力実態把握事業）

市独自の学力テスト実施により
学力等の検証改善を図る（調
査委託料等）。小5（2教科）、中
1（2教科）。

1,802

7 教職員指導研修事業
教職員の指導力向上のための
研修会講師謝礼金、指導主事
研修旅費等。

25831●
確かな学力向上対策事業
（わかる授業推進事業）

児童生徒のつまづき等に応じ
た学習プリントの作成、学校等
での活用（システム利用料
等）。

5,800

8 小学校生徒指導対策事業
不登校等、生徒指導の課題へ
の対応や支援（ポポロつやま相
談員賃金等）。

76232●
確かな学力向上対策事業
（教師力向上対策事業）

教職員の指導力向上のための
校内研究支援事業（20校）講師
謝礼金等。

1,160

9 中学校生徒指導対策事業
いじめ問題対策基本方針に係
る委員会委員報酬、進路指導
書の購入費等。

55633●
確かな学力向上対策事業
（英語活動講師派遣事業）

ALT（7名）派遣により児童生徒
の英語力向上や国際理解の推
進等を図る（委託料）。

33,496

10
小学校不登校対策実践研
究事業

不登校対策担当教員の研修会
や専門家とのケース会議の実
施（謝礼金等）。

56034●
確かな学力向上対策事業
（学級編制弾力化事業）

35人学級編制実施のため、加
配教員の配当がない小学5.・6
年（7学級）に市費非常勤講師
を雇用（賃金等）。

14,622

11●
生徒指導・不登校対策事
業（教育支援アドバイザー
派遣事業）

心理や福祉の専門家を学校へ
派遣し、児童生徒への適切な
指導と就学を図る（謝礼金）。

2,00035 理科教育等設備整備事業
小中学校の理科備品等の計画
的な整備（備品購入費）。 1,500

12●
生徒指導・不登校対策事
業（登校支援員配置事業）

不登校への組織的対応力の向
上を図るため、登校支援員を配
置する費用（賃金等）。

11,15236●
学校ＩＣＴ環境整備事業（小
学校）

授業に活用するデジタル教科
書、教員用タブレット、無線LAN
等の整備費用。

46,376

13
小学校教科充実事業（経
常）

授業充実のためのPC教室PC
リース料。 43,79737●

学校ＩＣＴ環境整備事業（中
学校）

授業に活用するデジタル教科
書、教員用タブレット、無線LAN
等の整備費用。

22,023

14
中学校教科充実事業（経
常）

武道や音楽の外部指導者によ
る指導充実に係る費用等（謝
礼金、修繕料等）。

31038 ふるさと学習推進事業

郷土の伝統や文化を学ぶ授業
（ゲストティーチャー謝礼金）、
施設見学等（バス借り上げ
料）。

3,575

15
小学校教科充実事業（臨
時）

小学校道徳教科書及び指導書
購入費用。 4,839 584,626

16 特別支援教育推進事業
特別支援教育推進センターの
非常勤相談員賃金や委員謝礼
金等。

3,29139 小学校一般管理費（経常）

電気、ガス、水道利用料等、学
校配当予算、校務PCリース
料、学校司書等の配置に係る
経費。

316,112

17
岡山チャレンジ・ワーク１４
事業

8中学校（2年生）を対象とする、
社会性、自立心等を養うための
職場体験活動費用（謝礼金
等）。

36140 小学校一般管理費（経常）
県小学校教育研究会負担金、
学校警察連絡協議会負担金
等。

642

18 学校人権教育事業
津山市幼保小中人権教育研究
会協議会への補助金、研修会
講師謝礼金等。

47741 小学校給食管理費
給食支援員の配置など、給食
配膳室の運営に係る費用（賃
金、点検委託料等）。

5,674

19 小学校課外活動費
陸上や水泳記録会などの各種
校外活動費（バス借り上げ料、
会場使用料等）。

2,42742 小学校施設管理費（経常）
学校施設の維持管理（軽作業
員賃金、修繕料等）。 95,130

20 中学校課外活動費
全国大会などの各種校外活動
費（バス借り上げ料、出場者激
励金等）。

9,49043 小学校施設管理費（臨時）
老朽遊具の撤去新設や消防設
備点検、空調設備改修等（施設
整備工事費等）。

11,000

21
小学校スクールヘルパー
配置事業

障害介助、発達障害、日本語
指導等の特別な支援を必要と
する児童の支援員賃金等。

35,52844● 小学校安全安心対策事業
門扉、フェンス及び防犯カメラ
の年次的な設置費。 4,000

22
中学校スクールヘルパー
配置事業

障害介助、発達障害、日本語
指導等の特別な支援を必要と
する生徒の支援員賃金等。

14,66745● 小学校施設整備事業
築30年以上経過する老朽化施
設の基本的機能回復、トイレの
洋式化等の整備費。

1,228,820

23●
特別支援学級サポート事
業

多人数特別支援学級（12学級）
への非常勤講師配置。きめ細
かな指導の実施。

15,35946 小学校教育教材費
教育活動に必要な教材や教材
備品費（学校配当予算）。 19,720

24
学校教育研究センター関
係費

全員研修会や各部会研修会に
より、教職員の指導力向上を図
る（講師謝礼金、会場使用料
等）。

67247 小学校遠距離通学補助費
通学のためバス又は鉄道を利
用する児童の保護者への補助
金支給。

6,808

平成30年度教育予算の内訳（6月補正後）
（単位：千円）

1～38　教育総務費　合計
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№ 主要 事業名 概要 予算額 № 主要 事業名 概要 予算額

48
小学校準要保護等児童対
策費

経済的理由から就学困難な児
童の保護者に学用品や通学用
品、給食費等を支給。

53,58970
つやまっ子家庭教育推進
事業

親学講座や子育てワークショッ
プ研修などの実施委託料。 1,080

1,741,49571 つやま子ども未来塾事業
企業見学や津山の歴史・文化
などの子ども向け地域学習講
座の実施委託料。

450

49 中学校一般管理費（経常）

電気、ガス、水道利用料等、学
校配当予算、校務PCリース
料、学校司書等の配置に係る
経費。

149,74972● つやま育ち特別交流事業 津山育ち特別交流事業委託料 1,200

50 中学校一般管理費（経常）
県中学校教育研究会負担金、
学校警察連絡協議会負担金
等。

1,50173
視聴覚ライブラリー管理運
営事業

視聴覚教材・機材の購入費等。 272

51 中学校給食管理費
給食支援員の配置など、給食
配膳室の運営に係る費用（賃
金、消耗品費等）。

1,12674
陶芸の里管理運営費（経
常）

勝北陶芸の里工房、久米ふれ
あい陶芸センターの管理運営
経費（指導員報酬等）。

6,491

52 中学校施設管理費（経常）
学校施設の維持管理（軽作業
員賃金、修繕料等）。 38,86975

生涯学習施設管理運営費
（経常）

ふれあい学習館、加茂まなび
館等の管理運営経費（指導員
賃金、光熱水費等）。

7,669

53 中学校施設管理費（臨時）
臨時的な修繕や消防設備点
検、高木伐採経費等。 15,00076 芸術文化振興事業（経常）

芸術文化振興事業に必要な委
託料、負担金、補助金等。 4,460

54● 中学校施設整備事業
築30年以上経過する老朽化施
設の基本的機能回復、トイレの
洋式化等の整備費。

300,44277 文化振興財団助成事業
津山文化振興財団への補助
金。 27,650

55 中学校教育教材費
教育活動に必要な教材や教材
備品費（学校配当予算）。 10,17078

文化振興事業基金運用事
業

文化振興事業基金への利息の
積立金。 18

56 中学校遠距離通学補助費
通学のためバス又は鉄道を利
用する生徒の保護者への補助
金支給。

2,95379●
アート・デザイン賑わい拠
点整備事業

アート＆デザイン賑わい拠点整
備事業に必要な備品購入費
等。

3,150

57
中学校準要保護等生徒対
策費

経済的理由から就学困難な生
徒の保護者に学用品や通学用
品、給食費等を支給。

52,90080
アート・デザイン賑わい拠
点事業

旧妹尾銀行林田支店の運営に
係る指定管理料等。 5,148

572,71081●
アート・デザイン賑わい創
出事業

アーチデザインフェスティバル
企画運営委託料 4,000

58
幼稚園管理職員給与関係
費

職員の給与、手当等。 167,74582●
インバウンド等観光誘客環
境整備事業

旧妹尾銀行林田支店の多言語
案内板作成設置委託料等 668

59 幼稚園一般管理費（経常）
公立幼稚園の運営経費（電気、
ガス、水道利用料、修繕料等及
び嘱託職員等の経費）。

77,89383
ベルフォーレ津山等管理
運営事業（経常）

音楽文化ホール・ベルフォーレ
津山及び文化展示ホールの指
定管理料等。

56,985

60● 幼稚園預かり保育事業

通常の保育時間終了後、家庭
で保育が出来ない場合に預か
る経費（東・鶴山・加茂）（嘱託・
臨時職員等の経費）

6,12684 成人式関係費
成人を祝う会の開催に要する
費用（記念品代、案内状印刷費
等）。

1,331

61 幼稚園特別支援対策事業
通級指導教室幼児部（北小・西
小）の運営経費（嘱託職員等の
経費）【定住自立圏連携事業】

7,97885
少年団体等育成事業（経
常）

子ども会連合会補助金、子ども
まつり事業委託料等。 949

62●
幼稚園再構築施設整備事
業

東西に新築設置する２園の整
備に係る経費（設計・造成・建
築費等）。

1,057,14786●
奨学金を活用した大学生
等の定着促進事業

帰ってきんちゃい若人応援基
金積立金、周知等に必要な経
費。

60,340

63 幼稚園就園奨励費
公立私立幼稚園間の格差是正
（私立幼稚園就園奨励費補助
金等）。

14,15987
不登校児童生徒の社会的
自立サポート事業

臨床心理士相談員報酬等 1,920

64 幼稚園教育振興費
幼児教育の研究発表や職員研
修、合同保育（わいわいまつり）
に係る経費。

40788 鶴山塾管理運営費（経常）
鶴山塾の管理運営に必要な経
費（相談員報酬等）。 12,718

1,331,45589 鶴山塾管理運営費（臨時） 進入路の舗装の修繕料 380

65
社会教育総務職員給与関
係費

職員の給与、手当等。 163,96390
青少年育成センター運営
費（経常）

青少年の健全育成事業に必要
な経費（指導員報酬、事業委託
料等）。

13,256

66
社会教育総務一般事務費
（経常）

事務執行に必要な経費（社会
教育委員報酬、関係団体負担
金等）。

1,36791 健全育成事業（経常） ＰＴＡ連合会事務局経費等。 4,170

67
社会教育総務一般事務費
（臨時）

社会教育主事資格取得に係る
経費（旅費・講習負担金） 9092

放課後子どもプラン推進事
業

放課後子ども教室委託料等。 5,058

68 生涯学習推進事業（経常）
生涯学習の啓発や講座に必要
な経費（「まなびぃ」の発行、講
師謝礼金等）。

2,18693 地域学校協働本部事業
津山市教育協議会への事業委
託料。 6,200

69 生涯学習推進事業（臨時）
第4次津山市子ども読書活動
推進計画アドバイザー謝金及
び計画の印刷製本費

16294 文化財一般事務費（経常）
文化財保護事務執行に必要な
経費（消耗品費、通信運搬費
等）。

355

49～57　中学校費　合計

58～64　幼稚園費　合計

39～48　小学校費　合計
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№ 事業名 概要 予算額 № 事業名 概要 予算額

95 文化財保護普及事業費
文化財保護委員会及び文化財
調査報告会の開催に必要な経
費。

398120
中央公民館生涯学習推進
事業

各種生涯学習事業推進のため
に必要な経費（講師謝礼金、委
託料等）。

964

96 指定物件等保存管理事業
指定文化財の保存・管理等に
必要な経費（管理委託料等）。 5,135121

地区公民館生涯学習推進
事業

各種生涯学習事業推進のため
に必要な経費（講師謝礼金、委
託料等）。

5,758

97●
美作国分寺跡保存整備事
業

史跡整備のための用地取得
費、補償費等。 54,486122● 公民館整備事業

二宮公民館改築に係る工事費
等。 130,831

98● 津山城跡保存整備事業
史跡津山城跡保存整備計画
（第Ⅱ期）に基づく保存整備（設
計委託料等）。

40,746123 図書館職員給与関係費 職員の給与、手当等。 89,000

99● 指定文化財保存修理事業
国・県指定重要文化財の修理
事業等補助金。 10,575124

図書館管理運営事業（経
常）

図書館の管理運営に必要な経
費（図書購入費、機械賃借料、
駐車場使用料等）。

114,620

100●
歴史文化基本構想策定事
業

審議会委員報酬、基本構想策
定委託料等。 3,415125

図書館管理運営事業（臨
時）

開館40周年記念事業に要する
経費（講師謝礼金等）。 100

101●
インバウンド等観光誘客環
境整備事業

箕作阮甫旧宅のWi-Fiスポット
利用料 80126

津山文化センター管理運
営費（経常）

津山文化センターの管理運営
に必要な経費（指定管理料
等）。

27,006

102●
インバウンド等観光誘客環
境整備事業

津山城跡ほか多言語翻訳・音
声案内データ作成委託料 512127

加茂町文化センター管理
運営費（経常）

加茂町文化センターの管理運
営に必要な経費（指定管理料
等）。

14,485

103 緊急発掘調査事業
民間開発等に伴い緊急に発生
する発掘調査に必要な経費
（作業員賃金等）。

290128
勝北文化センター管理運
営費（経常）

勝北文化センターの管理運営
に必要な経費（指定管理料
等）。

15,537

104 市内遺跡発掘調査事業
遺跡の保存を目的として計画
的に実施する試掘・確認調査
等に必要な経費。

2,650129●
津山文化センター施設整
備事業

耐震補強・大規模改修にかか
る設計・監理委託料、工事請負
費等。

520,299

105 受託発掘調査費
民間開発や公共事業に伴う発
掘調査に必要な経費（作業員
賃金等）。

11,000130
郷土博物館職員給与関係
費

職員の給与、手当等。 30,398

106
歴史民俗資料館管理運営
事業（経常）

勝北・久米・加茂歴史民俗資料
館の管理運営に必要な経費。 227131

郷土博物館管理運営事業
（経常）

郷土博物館の管理運営及び調
査研究に必要な経費（嘱託員
報酬、委託料等）。

11,839

107
歴史民俗資料館管理運営
事業（臨時）

阿波民具展示館の解体による
経費。 3,400132●

登録有形文化財・旧津山
市庁舎改修整備事業

耐震改修に係る実施設計委託
料等。 20,025

108 知新館管理運営費（経常）
知新館の管理運営に必要な経
費（管理委託料、光熱水費
等）。

648133● 市史編さん事業
資料編「考古」の版下作成ほか
調査・研究等に必要な経費。 12,613

109
箕作旧宅管理運営費（経
常）

箕作阮甫旧宅の管理運営に必
要な経費（文化財管理連絡業
務委託料等）。

1,168134
洋学資料館職員給与関係
費

職員の給与、手当等。 25,683

110
城東むかし町家管理運営
費（経常）

城東むかし町家 の管理運営に
必要な経費（施設管理等委託
料等）。

2,777135
洋学資料館管理運営事業
（経常）

洋学資料館の管理運営及び調
査研究に必要な経費（嘱託員
報酬、委託料等）。

17,684

111
文化財センター職員給与
関係費

職員の給与、手当等。 44,217136
洋学資料館管理運営事業
（臨時）

洋学解説書籍刊行等に要する
経費。 950

112
文化財センター一般管理
費（経常）

弥生の里文化財センターの管
理運営及び埋蔵文化財事務に
必要な経費。

15,483137●
インバウンド等観光誘客環
境整備事業

洋学資料館のWi-Fiスポット利
用料 96

113
文化財センター一般管理
費（臨時）

中庭のクスノキの伐採費用。 1,000 1,789,107

114 公民館職員給与関係費 職員の給与、手当等。 23,576138 保健体育職員給与関係費 職員給与、手当等 193,145

115 公民館一般事務費
公民館の管理運営に必要な人
件費等（館長・事務員等報酬、
賃金等）。

80,298139 保健体育一般事務費
事務執行に必要な経費（ス
ポーツ推進委員報酬、保険料
等）。

2,273

116
中央公民館管理運営費
（経常）

中央公民館の管理運営に必要
な経費（消耗品費、光熱水費、
委託料等）。

6,949140 体育振興関係費
スポーツ教室関係費、優秀選
手等激励金、体育行事委託
料、団体運営補助金等。

27,111

117
地区公民館管理運営費
（経常）

地区公民館22館の管理運営に
必要な経費（光熱水費、委託料
等）。

32,880141●
スポーツ大会・合宿誘致事
業

市内体育施設を利用し市内に
一定以上宿泊するスポーツ大
会・合宿の開催団体への補助。

5,000

118
地区公民館管理運営費
（臨時）

高野公民館駐車場整備費用。 10,300142 学校給食事業
学校給食従事者への研修（講
師謝礼金等）、給食未納者督促
費用等。

3,543

119
公民館分館管理運営費
（経常）

公民館分館の管理運営に要す
る経費（管理人報酬、光熱水
費、委託料等）。

5,323143 小学校保健事業
嘱託医報酬、検査手数料、健
康診断（人間ドック）・ストレス
チェック委託料等。

43,190

65～137　社会教育費　合計
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№ 事業名 概要 予算額 № 事業名 概要 予算額

144 中学校保健事業
嘱託医報酬、検査手数料、健
康診断（人間ドック）・ストレス
チェック委託料等。

16,232159
勝北総合スポーツ公園管
理運営費（経常）

勝北総合スポーツ公園の管理
運営に必要な経費（光熱水費、
委託料等）。

23,782

145
給食センター職員給与関
係費

戸島・草加部学校食育センター
職員人件費。 56,163160

勝北総合スポーツ公園管
理運営費（臨時）

プール起流ポンプ取替修繕。 1,000

146
給食センター管理運営費
（経常）

戸島・草加部学校食育センター
運営に係る経費。 469,764161

久米総合文化運動公園管
理運営費（経常）

久米総合文化運動公園の管理
運営に必要な経費（プール指
定管理料等）。

32,529

147
給食センター管理運営費
（臨時）

戸島学校食育センター調理室
回転釜、太陽光パネル修繕。 8,000162

久米総合文化運動公園管
理運営費（臨時）

空調機器修繕費用。 1,000

148 施設管理事務費
体育施設の管理に必要な経費
（修繕料、体育施設予約システ
ム利用料等）。

5,399163
グラスハウス管理運営費
（経常）

指定管理委託料。 109,200

149
スポーツセンター管理運営
費（経常）

津山スポーツセンターの管理
運営に必要な経費（光熱水費、
管理委託料等）。

18,695164
グラスハウス管理運営費
（臨時）

修繕料。 7,000

150 弓道場管理運営費（経常）
弓道場の管理運営に必要な経
費（消耗品費、光熱水費、委託
料等）。

235165
津山総合体育館管理運営
費（経常）

津山総合体育館の管理運営に
必要な経費（光熱水費、委託料
等）。

19,625

151
東部運動公園グラウンド管
理運営費（経常）

東部運動公園グラウンドの管
理運営に必要な経費（光熱水
費）。

80166
津山東体育館管理運営費
（経常）

津山東体育館の管理運営に必
要な経費（嘱託職員報酬、岡山
県への負担金等）。

4,162

152
西部運動公園管理運営費
（経常）

西部運動公園の管理運営に必
要な経費（光熱水費、修繕料、
委託料等）。

2,160167
陸上競技場管理運営費
（経常）

陸上競技場の管理運営に必要
な経費（臨時職員賃金、光熱水
費、委託料等）。

26,684

153
西部体育館管理運営費
（経常）

西部体育館の管理運営に必要
な経費（消耗品費、光熱水費、
委託料等）。

1,943168
陸上競技場管理運営費
（臨時）

陸上競技場第2種公認更新に
係る費用。 2,366

154
東部体育館管理運営費
（経常）

東部体育館の管理運営に必要
な経費（光熱水費、委託料
等）。

1,718169
アイススケート場管理運営
費（経常）

アイススケート場の管理運営に
必要な経費（光熱水費、管理運
営委託料等）。

16,891

155
福岡体育館管理運営費
（経常）

福岡体育館の管理運営に必要
な経費（光熱水費、委託料
等）。

261 1,118,487

156
津山東武道場管理運営費
（経常）

津山東武道場の管理運営に必
要な経費（消耗品費、岡山県へ
の負担金等）。

610

157
加茂町スポーツセンター管
理運営費（経常）

加茂町スポーツセンターの管
理運営に必要な経費（光熱水
費、委託料等）。

17,692

158
阿波体育施設管理運営費
（経常）

阿波ふるさとふれあい会館、阿
波グラウンドの管理運営に必
要な経費。

1,034

平成30年度 津山市磯野計記念奨学金特別会計
（単位：千円）

平成30年度 津山市奨学金特別会計
（単位：千円）

№ 主要 事業名 概要 予算額 № 主要 事業名 概要 予算額

162 奨学金貸付金　合計
大学、短期大学、専門学校専
門課程、高等学校専攻科へ進
学又は在学。

5,634163 奨学金貸付金　合計
高校、大学、短期大学、専門学
校専門課程、高等学校専攻科
へ進学又は在学。

9,217

138～169　保健体育費　合計

教育費　合計（千円） 7,137,880

教育総務費
8.2%

小学校費
24.4%

中学校費
8.0%

幼稚園費
18.6%

社会教育費
25.1%

保健体育費
15.7% 平成30年度教育費の内訳

教育費 合計 7,137,875千円
※平成29年度 6,927,612千円
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教育委員会の執行体制と事務分掌
（平成３０年６月１日）

<教育委員会事務局>

<補助執行を行う市長部局の部署>

企 画 調 整 官 地域振興部全般にかかる政策課題及び予算の調整等

地 域 振 興 部 各 支 所
市 民 生 活 課

加茂支所・阿波出張所・勝北支所・久米支所管内の教育に関する事務

幼稚園　14園

企 画 調 整 官 都市建設部全般にかかる政策課題及び予算の調整等

都 市 建 設 部
歴史まちづくり推進室 伝統的建造物群保存地区の文化財保護に関する事務

企 画 調 整 官 こども保健部全般にかかる政策課題及び予算の調整等

こ ど も 保 健 部 こども政策係 児童福祉・幼児教育の企画・立案・指導等

こ ど も 課 幼児教育係 保育園・幼稚園の管理運営等

スポーツ振興係 スポーツ振興、体育団体との連絡調整等

ス ポ ー ツ 課 施 設 管 理 係
体育施設の整備及び維持管理、体育施設の開放及び使用申請の許可、使用料の徴収
等

スポーツセンター スポーツセンター３ヶ所、その他体育施設等

郷 土 博 物 館
郷土歴史資料の調査・収集・保存・研究、施設管理、郷土歴史資料の展示公開、市史
編さん等

洋 学 資 料 館 洋学資料の調査・収集・整理、施設管理、洋学資料の展示公開等

津山市史編さん室 新津山市域の「市史」の編纂

文 化 振 興 係 芸術文化の振興、文化施設の維持管理、文化団体との連絡調整等

文化財保護係 文化財の指定・保存・整備・活用

文 化 課
弥　生　の　里
文化財センター

文化財の調査・研究・収蔵・公開

生

涯

学

習

部

青少年育成センター 非行防止等街頭指導

鶴 山 塾 教育相談活動、不登校児童・生徒への通塾支援、家庭訪問、相談指導の推進等

図 書 館 本館・地区館の管理運営、図書の整理・調査研究・貸出し等

健 全 育 成 係 青少年健全育成の総合企画、青少年対策、青少年の相談、環境浄化活動、少年団体
の育成、成人式、奨学金事務等

生 涯 学 習 課 中 央 公 民 館
・地区公民館等

成人・青少年等各講座、行事の開催、施設の管理運営等

教

育

長

小 学 校 27 校
中 学 校 8 校

生涯学習部全般にかかる政策課題及び予算の調整等、並びに教育委員会全般にかか
る政策調整企 画 調 整 官

部内施策の企画・立案・予算調整、生涯学習の推進、社会教育委員、社会教育統計、
家庭教育、成人教育、学校・地域社会との連携、子どもプラン、PTA、公民館の建設、社
会教育諸団体の育成援助等

生涯学習推進係

学 校 教 育
研 究 セ ン タ ー

学校教育・幼児教育の調査・研究・企画・立案、教職員の研修等

学校給食の管理運営及び指導等、食育の推進、学校保健衛生管理等保 健 給 食 係
保 健 給 食 課

学 校 食 育 セ ン タ ー 戸島学校食育センター・草加部学校食育センターの管理運営等

学

校

教

育

部

課内庶務（予算等）、教職員の人事、教職員の給与、学級編成、学齢簿、就学認定、準
要保護認定、教職員の叙勲、課外活動バス、通学区域、遠距離通学等

学 事 係

学 校 教 育 課 指 導 係 教育課程の編成、学習指導・生徒指導、教材図書等の選択、学校人権教育等

学校教育部全般にかかる政策課題及び予算の調整等、並びに教育委員会全般にかか
る政策調整企 画 調 整 官

教育委員の会議、規則等の制定・改廃，教育行政の総合計画の策定、予算等の調整等
学校の予算配分・執行，学校の教材・備品等の整備、市費職員の人事・服務・研修等

教 育 総 務 課

学校の用に供する施設及び設備の建築及び営繕に係る計画、学校施設等工事の設
計・施工及び監督、学校施設等の災害復旧等

整 備 係

学 校 施 設 課

学校施設等の維持管理、学校の用に供する財産の取得及び処分、学校財産の実態調
査、学校財産台帳の調製及び保管、国及び県に対する補助申請等

管 理 係

   47



項　　　目 関係課

あいさつ運動
（津山市）

学校教育課

食育の日 保健給食課

つやまっ子
チャレンジハッピーデー

（津山市）

学校教育課

子ども読書の日 生涯学習課

図書館記念日 図書館

国際博物館の日 文化課

食育月間 保健給食課

ＰＴＡの日

ＰＴＡの日週間
（岡山県）

青少年
健全育成強調月間

（岡山県）
生涯学習課

津山っ子の日 生涯学習課

市民憲章制定の日

文化財保護法施行
記念日

文化課

読書週間 図書館

青少年の健全育成と非行防止について、より一層県民の理解を深め
るとともに、家庭や地域において青少年の健全育成に取り組む気運
の醸成を図る。

津山っ子を守り育てる市民の会が結成された７月７日を「津山っ子の
日」として、「地域の子どもは地域で守り育てる運動」を続けていくた
め、小中学校を中心にあいさつ、声かけ運動に取り組む。

１０月２７日～１１月９
日

生涯学習課

終戦まもない昭和２２年、読書の力で平和な文化国家を作ろうという
決意のもと、出版社、図書館、マスコミ機関等で開催後、日本の国民
的行事として定着している。

日または期間

４月２３日

毎月第４週

８月２６日

５月１８日

４月３０日

毎月１０日

８月２９日

義務教育６．３．３制度にちなみ、ＰＴＡの日と制定。「子どもたちのため
に」をモットーに、家庭教育について考える機会を設けることを目的と
して、社会で、家庭で教育の重要性を認識し、語り合い、実践すること
を推進する。

食育推進運動を重点的かつ効果的に実施し、食育の一層の定着を図
る。

【教育委員会に係る特定の日・週間・期間　一覧】

内　　　　　　　　容

コミュニケーション能力の育成と人間関係の促進を図るとともに、基本
的生活習慣の確立を目指す。

津山のまちをもっと明るく豊かで、住みよいまちにするため、昭和４６
年のこの日に、市民により作られた。

７月、１１月、３月

毎月１９日

６月

６月３日

法隆寺金堂焼損の次の年に、国宝保存法、史跡名勝天然記念物保
存法、重要美術品等保存法を統合して施行された日。

６月３日～９日

７月７日

食育推進運動を継続的に展開し、食育の一層の定着を図る。

日本図書館協会が１９７１年に制定。１９５０年４月３０日に図書館法が
公布されたことに由来する。

子どもの読書活動についての関心と理解を深め、子どもが積極的に
読書活動を行う意欲を高める。

子どもたちが家庭でのくらしを見直し、生活リズムを整え、人と人のふ
れあいや学びの時間を創り出すことを目指す。

国際博物館会議（ＩＣＯＭ）が１９７７年に制定した記念日。
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項　　　目 関係課日または期間 内　　　　　　　　容

おかやま教育の日

おかやま教育週間
（岡山県）

教育・文化週間
生涯学習課
文化課

子ども・若者育成支援
強調月間

生涯学習課

文化財保護強調週間 文化課

児童虐待防止
推進月間

こども課

幼稚園記念日 こども課

人権デー

人権週間

成人の日 生涯学習課

全国学校給食週間 保健給食課

文化財防火デー 文化課

教育基本法
学校教育法
公布記念日

全　課

１１月１日～７日

法隆寺金堂の焼損のこの日を中心に、全国的に文化財防火運動が
展開される。

学校給食の意義や役割について児童生徒や教職員、保護者や地域
住民の理解と関心を深めるための行事を行う。

大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます。

明治８年に東京御茶ノ水に東京女子師範学校（お茶の水女子大学）
が開校し、その翌年に附属幼稚園が開園した。

１月２６日

文化財に親しむことを中心とした行事を開催する。

家庭や学校、地域等社会全般にわたり、児童虐待問題に対する関心
と理解が得られるよう、児童虐待防止対策の取組を推進する。

１月２４日～３０日

国際連合が昭和２５年の第５回総会において、昭和２３年に第３回総
会で世界人権宣言が採択された１２月１０日を人権デーと定めた。

法務省と全国人権擁護委員連合会は、世界人権宣言が採択された翌
年の昭和２４年から毎年１２月１０日を最終日とする１週間を人権デー
と定め、人権啓発運動を展開している。

１１月
子ども・若者育成支援に対する理解を深めるとともに、各種活動への
積極的な参加を促し、国民運動の一層の充実と定着を図る。

１１月

１１月１６日

全　課
県内で、教育に対する理解と関心を高め、学校教育や生涯学習等教
育の振興気運を盛り上げていくために制定。教育週間には、県内各地
で教育に関連した催しが行われる。

３月３１日 戦後、新学制の基本となる教育基本法・学校教育法が制定された日。

１月の第２月曜日

１２月１０日

１２月３日～１０日

１１月１日～７日

１１月１日

１１月1日～7日
社会教育法施行10周年を記念して制定され、教育及び文化について
理解と関心を高め、充実振興を図る。
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