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（職員２３人）教育委員会総務課

【総務係】

１ 就学援助費 ２,２５０万円

要保護及び準要保護児童生徒援助費補助金は，経済的理

由によって，就学が困難と認められる学齢児童生徒の保護

者に対して，市町村及び国の基準を基に就学援助（学用品

費，給食費，修学旅行費等）をする制度です。また，特別

支援教育就学奨励費補助金は，特別支援学級へ就学する児

童・生徒の保護者の経済的負担を軽減し，特別支援教育の

普及，奨励を図ることを目的として補助する制度です。

「食育が楽しく学べるよ！」

２ 遠距離通学補助制度 ２７５万円

遠隔地から通学する生徒に市の基準に基づき通学に係る

経費の一部を補助する制度です。

大隅中学校下校風景

３ 幼稚園就園奨励費 ２,９３９万円

市内在住で私立幼稚園に就園している幼児の保護者を対

象に，所得状況に応じて経済的負担の軽減を図るため，入

園料及び保育料に対して補助金を交付しています。

４ 多子世帯保育料等軽減事業 ５１万円

本事業は市内在住で，私立幼稚園に満１８歳未満の子ど

もから数えて第３子以降の子どもを就園させる多子世帯の

経済的負担を保護者の所得状況に応じ軽減し，安心して子

どもを産み育てられる環境づくりを推進することを目的と

します。

大隅中央幼稚園

直通 本 庁 099-482-5956
末吉分室 0986-76-8814
財部分室 0986-72-0945
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５ 各種大会派遣事業 １００万円

文化部及びスポーツ部が県・全国大会に出場する際に必

要な経費の一部を補助します。

県中体連バレーボール大会

【学校管理係】

１ 学校管理 ２億９,８９９万円

市内の小学校２０校及び中学校３校の学校運営に伴う経

費で，就学時健康診断，入学後の定期健康診断などの衛生

管理や転校に関する手続などを行います。また，校舎の修

繕など環境改善を行っています。

耳鼻科検診風景

２ 教育振興費 ４,２３７万円

児童生徒等が授業などで使用する備品購入や図書購入及

びパソコン借上料などの経費と就学困難な，児童・生徒に

給付する，要・準要保護児童生徒就学援助費です （学校。

給食費・医療費・学用品・修学旅行）

深川小学校授業風景

３ 中学校施設整備事業 ４,５２７万円

財部中学校改築事業に係る経費です。

平成25年度は，自転車置き場や校門等

の整備を行います。

なお，屋内運動場及び武道館の建設を，

平成２４年度から継続事業として実施しま

す。

（完成予想図）
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【学校給食係】

１ 学校給食 １億３,３３３万円

（ ， ， ）児童生徒に地元産の安心・安全な食材 米 肉 野菜等

を使用した給食を食べて食農教育等を図りながら市内小中

学校２３校の給食を供給しています。

岩川小学校給食風景



- 97 -

（職員６人）学校教育課

１ そおっ子の「夢」育み支援事業 １３０万円

トップアスリート，芸術家，卓越した技術をもった「そ

の道の達人」を講師に招き，講演や実技指導等をとおして

児童生徒に夢をもって努力することの大切さを実感させま

す。また，曽於市教育委員会や各学校が児童・生徒の夢を

育むために取り組んでいる活動内容を実践報告集にまと

め，関係機関に配布することをとおして，学校教育に対す

る理解促進に努めます。

劇団Ｒ風見鶏による演劇指導

２ そおっ子の学力向上プラン ５６７万円

教職員が本気になって児童生徒と向き合い，学習のしつ

けを徹底し，常に夢を持たせて，夢実現に向け努力させる

ことで，学力は向上していきます。その支援として，学力

， 。 ，検査を実施したり 研究公開を行ったりしています また

小中高の教職員が学力向上対策について，相互に研修を行

う学力向上対策研究協議会を年に数回開催しています。さ

らに，子どもたちの学力向上には，家庭・地域との連携も

必要なことから，自主的な家庭学習ができるよう支援しま

檍小の研究公開 す。

３ 学校教育ＩＣＴ支援員派遣事業 ４９３万円

曽於市内の各学校の全教室に配置している電子黒板等の

ＩＣＴ機器の活用力を高めるために，ＩＣＴの専門家(支

。 ，援員)を雇用しています 各学校における学習・技術支援

教材作成・提供，研究公開や校内研修の支援，また，市教

委主催のＩＣＴ研修会の講師などの業務を行います。

市教委主催のＩＣＴ研修会

４ 学習指導（特色ある教育活動推進）補助員設置事業 １，６３７万円

学校の特色ある教育活動や，複式学級の学習指導を充実

， ，させるため 学級担任や教科担任の補助として教室に入り

ティームティーチングなど，きめ細かな指導を行います。

財部小のティームティーチングによる授業

直 通 本 庁 099-482-5957
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５ 特別支援教育支援員配置事業 ２，８８０万円

通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児

童生徒への支援を充実させるため，支援を要する児童生徒

に寄り添い，日常生活の介助，健康・安全の確保，学習活

動上の支援などを行う支援員を配置します。

６ ＡＬＴ語学指導事業 １，４３７万円

小・中学校における英語学習や国際理解教育の活性化を

図り，国際親善や相互理解を深めさせ「国際性豊かな人材

の育成」に努めるため，ＡＬＴ語学指導員を配置します。

ＡＬＴと担任による英語学習

７ 心の教室相談員設置事業 １４５万円

児童生徒の不登校やいじめ問題を始めとする問題行動等

の未然防止及び早期対応を図るため，児童生徒・保護者の

教育的悩みや不安等を気軽に話せる第三者的な存在とし

て，心の教室相談員を配置します。

８ スクールカウンセラー配置事業 ９７万円

児童生徒の臨床心理に関して専門的な知識及び経験を有

するスクールカウンセラーを市内の中学校に配置し，カウ

ンセリング等をとおして，いじめや不登校等児童生徒の問

題行動等の解決に努めます。

９ スクールソーシャルワーカー活用事業 ３５１万円

いじめや不登校等生徒指導上の課題に対応するため，社

会福祉等の専門的な知識・技術を有するスクールソーシャ

ルワーカーを配置し，福祉等関係機関との連携等を図るこ

とで，教育相談体制の整備・充実に努めます。



直通 本 庁 099-482-5958
末吉支所 0986-76-8815
財部支所 0986-72-0945
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（職員１６人）社会教育課

【社会教育係】

１ 家庭教育学級の開催 １１５万円

家庭の教育力の向上を図るとともに，保護者間の子育て

に関する意見交換や情報交換を行うため，家庭教育学級を

市内の保育園・幼稚園・小・中学校で開催します。

【主な事業内容】

・家庭教育学級主事及び学級長等研修会の開催

・子育てに関する学習会の開催

家庭教育学級主事・学級長研修

２ 高齢者学級の開催 ４３万円

高齢者にまつわる様々なテーマ（健康・介護福祉・交通

安全・防犯・研修視察等）を学習するとともに，親睦を深

めながら仲間づくりと生きがいを高めることを目的に開催

します。

【主な事業内容】

・健康，福祉･介護，防災･安全教育研修，

料理講習会の開催，施設研修等の実施 高齢者学級

３ 成人式 89万円

未来を担う若者たちの門出を祝うとともに，家族や周り

の方々への感謝の気持ちや郷土を愛する心を養い，新社会

人としての自覚を促すことを目的に開催します。

【主な事業内容】

・実行委員会方式による式典及び企画事業

成人式

４ サマースクール ２０万円

夏休みに親子で自然体験や創作活動を通して，親子のふ

れあいを深めていくことを目的として開催します。

【主な事業内容】

・親子による創作活動や体験学習

砂絵教室
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５ 子どもフェスタ １０万円

教育委員会と青少年指導員会・子ども会育成連絡協議会

が共催し，市内の小・中学校の代表が日常生活の中で感じ

たことや思っていることの意見発表やわくわく体験コーナ

ーなどを開催し健全な青少年の育成を図ります。

【主な事業内容】

・小・中学生による「少年の主張大会」の開催

・わくわく体験の開催

わくわく体験

６ 放課後子ども教室 １３４万円

安心・安全な子どもの居場所を設け，地域の方々の参画

を得て，子どもたちと共に勉強やスポーツ・文化活動・地

域住民との交流活動等を実施します。

【主な事業内容】

・学習やスポーツ・文化活動の支援

・地域住民との交流活動

かるた制作発表会

７ 曽於市学校応援団 ３２万円

学校のニーズに応じ，地域ぐるみで学校運営を支援する

ことを通して，地域の教育力を向上させ，地域全体で子ど

もを守り育てる環境をつくります。

【主な事業内容】

・ボランティアによる学習支援等

・コーディネーター研修会の開催

地域の方による学習支援

８ 青少年リーダー研修等事業 ９５万円

日常の家庭や学校生活，地域活動では得ることのできな

い体験をさせることにより，広い視野をもち，心身ともに

たくましく思いやりのある青少年の育成を目的として実施

します。

【主な事業内容】

・宿泊研修による体験学習

・農業体験，国際交流，ボラティア活動

青少年リーダー研修



- 101 -

９ チャレンジ・ザ・日本一「富士登山」研修研修事業 １４０万円

富士登山の体験や史跡・文化施設等の参観により，広い

視野を持った，心身ともにたくましく常に夢実現にチャレ

ンジする青少年の育成を目的として実施します。

【主な事業内容】

・富士登山の体験学習や史跡

・文化施設等の参観による学習

富士山山頂

10 青少年海外研修派遣事業 ３４８万円

高校生を海外に派遣し，異言語・異文化・異習慣に触れ

ながら識見を広め，国際社会に適応できる豊かな国際感覚

を備えた青少年の育成を目的に実施します。

【主な事業内容】

・ノースウェストスクール通学

・ホームスティ

海外派遣研修

11 社会教育団体の育成及び運営補助 ３６３万円

社会教育各種団体（子ども会・青年団・ＰＴＡ連絡協議

会・女性団体・市民会議）に補助金を交付し，活動を支援

します。

【主な事業内容】

・子どもフェスタ，市ＰＴＡの集い，市女性大会，

青少年の健全育成事業等

曽於市女性大会

12 校区公民館活動補助 １，３８４万円

校区公民館の活性化を図り，明るく住みよい地域づくり

を推進することを目的に運営費と「曽於元気だそお」ふる

さと事業補助金を交付します。

【主な事業内容】

・地域づくりのための各種事業

美化活動
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【生涯学習係】

１ 生涯学習の推進（生涯学習推進費） １,４１4万円

自らが学び，自己を高め，さらに学んだ成果を社会で活かす「生涯学習社会」を推進する経

費です。市民の学習意欲に応えるため，関係機関と連携して専門的な講座や趣味的な講座を開

設します。

(1) 曽於市総合大学

平成２５年度は教養学部，農学部，ボランティア学部，

健康学部，芸術学部の５学部１０４講座を開設します。

（単位：講座）講 座 数

地区名 平成２3年度 平成２4年度 平成２5年度

大 隅 27 27 25

末 吉 52 53 54 竹細工展示

財 部 28 28 25

計 107 108 104

（ ）受 講 者 数 単位：人

年 度 平成２3年度 平成２4年度

実人数 延人数 実人数 延人数

計 1,525 2,045 1,512 2,039

折り紙教室

(2) 曽於市まちづくり行政情報出前講座

講座メニューの中から，市民の皆様のリクエストに応じ

て，市役所や行政機関等の担当職員が講師となって開設す

る講座です。

【主な講座内容】

・転倒予防講座 ・消費生活講座 ・省エネ講座

・そば打ち教室 ・つけもの講座 など３０講座 菊づくり展示

開設講座数・受講講座 ・受講延べ人数

平成22年度 平成23年度 平成24年度年 度

２７ ２９ ２９開設講座数

受講講座数 ３２ ２１ １６

受講延べ人数 １，５４０ １，４２４ ５３９

菅牟田まつり

(3) 生涯学習のまちづくり推進事業

各校区公民館での生涯学習によるまちづくりを推進する

ため，生涯学習の観点に立った公民館の活性化事業を推進

します。総合的な生涯学習推進大会やまちづくりを学ぶ講

演会，健康や環境，芸術等に関する講座の開設など校区公

民館がそれぞれの特色を生かして自主性に実施できます。

校区生涯学習まちづくり推進大会
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２ 文化施設の管理運営費

(1) 文化施設管理費 ５,２１１万円

大隅文化会館，末吉総合センター及び財部きらめきセン

ターの維持管理等に要する経費です。

文化施設の利用状況 （単位：人）

平成2１年度 平成2２年度 平成2３年度施設名

17,671 19,110 19,355大 隅 文 化 会 館

52,125 45,774 47,060末 吉 総 合 セ ン タ ー

財部きらめきセンター 財部地区文化祭7,720 6,070 7,090

77,516 70,954 73,505計

(2) 文化振興事業費 ３,０４９万円

曽於市の文化を振興する事業に関する経費です。主なも

のは末吉総合センター及び大隅文化会館，財部きらめきセ

鈴木慶江ソプラノリサイタルンターで実施する自主文化事業に関する経費や吉井淳二記

念展の開催経費，曽於市文化協会の発展振興を支える経費

です。

平成２5年度は自主文化事業を７～８本実施する予定で

す。

， ，また 吉井淳二記念展は３１回目の開催になりますので

更に充実した記念展になるよう努めます。

第30回吉井淳二記念展

平成２４年度自主文化事業の実績

事 業 名 期 日 会 場 参加者人数

ベッキコンサート ７月 １日 末吉総合センター ８２８

落語３人会 ８月１９日 ５３０財部きらめきセンター

ツートン青木ものまね ９月 8日 ３７０財部きらめきセンター

フレンズコンサート １０月２７日 大隅文化会館 ４４５

劇団飛行船公演 １１月 ８日 末吉総合センター ５６９

島津悦子・小雪舞公演 １１月１０日 末吉栄楽公園 １,０００

鈴木慶江ソプラノリサイタル １１月１７日 大隅文化会館 ７５２

航空自衛隊西部航空音楽隊公演 １１月２０日 大隅文化会館 ７１１

合 計 ５,２０５
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３ 市立図書館及び郷土館管理運営費 ４,６７２万円

曽於市立図書館，大隅郷土館及び財部郷土館の管理運営を充実し，市民の読書活動や学習活

動を推進するための費用です。

(1) 移動図書館車巡回事業

２台の移動図書館車が，曽於市全域を対象に図書館が遠

くても本の貸出や返却ができるサービスです。

（市内４6ステ－ション）

(2) 読書感想文コンクール事業

読書推進の一環として，曽於市内小中学校の児童生徒に

よる読書感想文のコンクール実施します。 市立図書館

(3) 図書館祭り

図書館の利用促進を目的とした図書館独自のイベントで

す。

そのほか，乳児とお母さんを対象にした「おひざで読ん

で」を月１回総合センターで実施しています。

受付カウンター

(4) 図書館充実事業

図書購入は，年間に約６，０００冊前後の図書を購入し

ます。現在，蔵書数も本館，大隅分館，財部分館合わせて

１５万冊を超え，充実した図書館になっています。

(5) 図書館ボランティアの育成

曽於市立図書館（末吉）では「ちゃいはな 「トトロ ， 「さんぺい１号」」 」

財部分館では「はふりこ 「とうりん」,大隅では「つくし」

んぼ文庫」の図書館ボランティアグループが活動していま

す。

(6) ミニリサイクルコーナー

本の再利用，本の大切さ及び図書館の利用促進を目的と

して，図書館本館の玄関にコーナーを設置しています。

リサイクルコーナー
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【文化財係】

１ 文化財の保護・活用

(1) 文化財保護審議会の開催 ２６万円

， 。文化財の保存や指定 活用の方策等について審議します

(2) 文化財整備・看板設置事業 １３６万円

史跡の草払い等整備を行うとともに指定文化財をわかり

やすく説明する看板を計画的に設置します。

(3) 民俗芸能団体等補助事業 １７２万円

県指定文化財・市指定文化財等の保存会に活動の助成を 折田のスダジイ群

（平成２４年３月２３日市指定天然記念物）行います。

(4) 恒吉城跡大手門入口道緊急整備工事 ９０万円

恒吉城跡の大手門の入口が傷んでいるため階段状のスロ

ープを造り整備します。

(5) 古民家等建造物調査事業 ７万円

市内の古民家等の建造物を調査し，その保存や活用を図

ります。

(6) 官軍墓地石塔修復作業補助金 １５万円

岩川の官軍墓地石塔が壊れているため修復作業の補助金

です。

(7) 恒吉城跡保存整備の報告書作成 ４７万円

これまでの整備・調査結果を踏まえて，恒吉城跡の調査 岩川八幡神社の弥五郎どん祭り

（昭和63年３月23日県指定無形民俗文化財）研究の報告書を作成します。

恒吉城跡の航空写真 恒吉城跡畝状竪堀群縄張り図
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２ 埋蔵文化財の発掘調査と保護

(1) 埋蔵文化財センター管理費 217万円

遺跡調査を実施して 埋蔵文化財 遺物・遺跡 を紹介・， （ ）

展示し，郷土の歴史解明を行い，市民に郷土の歴史及び文

化遺産に対する理解を深めます。

(2) 市内遺跡群緊急発掘調査 250万円

開発行為に伴う緊急を要する埋蔵文化財の発掘調査を行

い，記録し公表します。 建物跡の航空写真

(3) 県営特農梶ヶ野・東迫地区発掘調査 21,449万円

梶ヶ野・東迫地区の県営特殊農地保全整備事業に伴う発

掘調査の費用です。

柱の跡(4) 九州電力鉄塔建替え工事堂園遺跡調査 595万円

九州電力の鉄塔建替え工事に伴う堂園遺跡の緊急発掘調

査を行います。

(5) 2,76万円黒鳥遺跡発掘調査遺物整理と報告書作成

健康増進施設建設工事に伴う黒鳥遺跡発掘調査で出土し

た遺物の整理と報告書を作成する費用です。

重機を使った発掘
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【生涯スポーツ係】

１ スポーツ活動の推進

(1) 社会体育行事の開催 ４２４万円

①どろんこ大会〔５月〕

田んぼの中でミニバレーやドッジボール，サッ

カーＰＫ，どろんこフラッグを行います。

②カヌー教室〔６～７月〕

市内各小学校で行ないます。

③県民体育大会曽於地区大会の後援〔６月〕

④カヌー大会〔７月〕 どろんこ大会

カヌー競争とドラゴンボート競争の部門で実施し，ド

ラゴンボートは県民体育大会の予選も兼ねています。

⑤ナイターグラウンドゴルフ大会〔８月〕

末吉・財部・大隅の３会場で同時開催します。

⑥県民体育大会の後援〔９月〕

鹿児島市を主会場に開催されます。

⑦北別府学野球フェスタ〔９月〕 カヌー大会

末吉出身の北別府学さんをはじめ元プロ野球選手を講

師に招き投手，野手別に小・中学生の指導を行います。

⑧曽於市民体育祭in財部〔１０月〕

⑨健康づくり駅伝大会〔１月〕

小学生・中高生・一般・女子の部に分かれており，毎

年たくさんのチ－ムが出場して健脚を競います。

⑩県下一周駅伝･女子駅伝大会の後援〔１・２月〕 北別府学野球フェスタ

(2) スポーツ推進委員会・スポーツ推進審議会の運営 ３５６万円

スポーツ推進委員会・スポーツ推進審議会を開催し，社会体育行事の推進及び軽スポーツ・

レクリエーション活動の普及・振興を図ります。

(3) 体育団体の育成や各大会の助成 ７７２万円

・体育協会運営補助 ・スポーツ少年団運営補助 ・県体曽於地区大会出場補助

・全国大会等出場補助 ・豊祭武道大会運営補助 ・霧島盆地剣道大会運営補助

・財部地域体育祭運営補助 ・スポーツ少年団交歓大会出場補助
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２ スポーツ活動の環境整備の推進

(1) 学校施設開放事業 １０２万円

市内の小学校２０校，中学校３校計２３校の学校体育施

設を開放し，市内の各地域スポーツの振興を図ります。

(2) 末吉総合体育館管理費 １,３５４万円

末吉総合体育館維持管理のための費用です。ニュースポ

ーツ用具も各種貸し出しをしています。 市民体育祭のようす

(3) 市民プール施設管理費 ２,７０３万円

温水プールの維持管理のための費用です。水泳教室・ウ

オーキング等，誰でも気軽に利用出来る施設です。

市民体育祭のようす(4) 財部地区運動施設管理費 １,３３０万円

野球場・陸上競技場・体育館・城山夜間照明施設・農業

者トレーニングセンターの維持管理のための費用です。

(5) 大隅運動公園施設管理費 １,９１８万円

体育館，他７ケ所の体育施設と研修館等の維持管理のた

めの費用です。弓道場は曽於市民は無料で利用できます。

どろんこ大会のようす

(6) その他体育施設管理費 １,２５３万円

大隅・財部各学校夜間照明施設・中谷地区体育館・財部

北・南地区運動施設・末吉弓道場・栄楽公園・南之郷地区

体育施設等の維持管理のための費用です。

カヌー大会のようす

※各施設の利用については，社会教育課生涯スポーツ係にお問い合わせ下さい。




