
Ⅳ　教育行財政
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 1　教育行政の歩み

平成17年

4 月 1 日

小学校(19)

中学校(７) 浅間、野沢、中込、東、臼田、浅科、望月

教育委員会事務局の機構を次のとおりとする。

4 月 5 日 佐久市中学校入学式

4 月 6 日 佐久市小学校入学式

8月 29 日 望月小学校起工式

9月 16日 野沢中学校普通教室棟工事竣工

11月12日 県図書館大会（佐久創造館・東中学校）

平成18年

3月 15日 青色回転灯パトロール車出発式

3月 17 日 佐久市中学校卒業式

3月 22日 佐久市小学校卒業式

3月 29 日 図書館コンピューターネットワークシステムの稼動

4 月 1 日 教育委員会事務局の機構を次のとおりとする。

4 月 5 日 佐久市中学校入学式

4 月 6 日 佐久市小学校入学式

4月 26日 ４小学校統合の望月小学校の校章が決まる

5 月 2 日 小学校英語コミュニケーション事業始まる

7月 14日 　鎌倉彫記念館リニューアル

7月 31日 野沢中学校屋内運動場工事竣工

10月 1日 佐久市有害図書類等の規制に関する条例施行

10月31日 望月小学校管理・教室棟工事竣工

11月 1日 小学校に英語指導助手を配置

11月20日 龍岡城排水口石垣修理工事着手

平成19年

3月 16日 佐久市中学校卒業式

3月 20日 佐久市小学校卒業式

佐久市：佐久市、南佐久郡臼田町、北佐久郡浅科村、望月町の4市町村の合併

岩村田、平根、中佐都、高瀬、野沢、泉、岸野、中込、
佐久城山、東、田口、青沼、切原、臼田、浅科、本牧、
布施、春日、協和

　教育長、教育次長、教育総務課、学校教育課、生涯学習課、体育課、文化
財課、臼田教育振興課、浅科教育振興課、望月教育振興課、学校給食南部セ
ンター、学校給食北部センター、学校給食臼田センター、学校給食浅科セン
ター、学校給食望月センター、公民館、中央図書館、近代美術館、天体観測
施設、臼田文化センター、交流文化館浅科、五郎兵衛記念館、天来記念館、

駒の里ふれあいセンター、望月歴史民俗資料館

　教育長、学校教育部（学校教育部長、学校教育課、教育施設建築室、学校
給食南部センター、学校給食北部センター、学校給食臼田センター、学校給
食浅科センター、学校給食望月センター）、社会教育部（社会教育部長、生
涯学習課、文化施設管理室、体育課、文化財課、公民館、中央図書館、近代
美術館、生涯学習センター、中込学習センター、天体観測施設、鎌倉彫記念
館、天来記念館、コスモホール、臼田文化センター、交流文化館浅科、望月
歴史民俗資料館、五郎兵衛記念館）
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4 月 1 日 教育委員会事務局の機構を次のとおりとする。

4 月 4 日 佐久市中学校入学式

4 月 5 日 佐久市小学校入学式

5 月 1 日 エストニア共和国サク市と友好都市調印（2007年）

5月 11日 野沢中学校竣工式

5月 22日 望月小学校特別教室・屋内運動場等建設工事着手

6 月 1 日 浅間中学校起工式

9月 28日 浅科中学校創立50年記念式典

10月 7日 龍岡城五稜郭築城140周年記念式典開催

平成20年

3月 18日 佐久市小学校卒業式

3月 19 日 佐久市中学校卒業式

3月 24日 龍岡城排水口石垣修理工事竣工

3月 26日 望月小学校屋外プール工事竣工

3月 31日 本牧・布施・協和・春日小学校閉校

4 月 1 日 望月小学校開校

教育委員会事務局の機構を次のとおりとする。

4月3･4日 佐久市小・中学校入学式

4 月 6 日 サングリモ中込図書館オープン

4月 11日 望月小学校開校式、入学式

7月 24日 浅間中学校管理特別教室棟改築工事竣工

8 月 4 日 モンゴル国ウランバートル市スフバートル区と友好都市調印（2008年）

8月 19 日 望月小学校特別教室・屋内運動場等工事竣工

9月 26日 望月小学校竣工式

11月 1日 望月小学校校歌発表会

11月27日 中部横断自動車道（仮称）臼田トンネル内で古型マンモスの化石発見

12月 1日 佐久市中込学習センター廃止

12月10日 川村吾蔵記念館起工式

平成21年

3月 17 日 小学校卒業式（17日 13校、19日 １校、20日 １校、23日 １校）

3月 18日 中学校卒業式

　教育長、学校教育部（学校教育部長、学校教育課、教育施設課、学校給食
課）、社会教育部（社会教育部長、社会教育部次長、生涯学習課、文化施設
課、総合文化会館整備推進室、体育課、文化財課、公民館、中央図書館、近
代美術館、生涯学習センター、中込学習センター、天体観測施設、鎌倉彫記
念館、天来記念館、コスモホール、臼田文化センター、交流文化館浅科、望

月歴史民俗資料館、五郎兵衛記念館）

　教育長、学校教育部（学校教育部長、学校教育課、教育施設建築室、学校
給食南部センター、学校給食北部センター、学校給食臼田センター、学校給
食浅科センター、学校給食望月センター）、社会教育部（社会教育部長、社
会教育部次長、生涯学習課、文化施設課、体育課、文化財課、公民館、中央
図書館、近代美術館、生涯学習センター、中込学習センター、天体観測施
設、鎌倉彫記念館、天来記念館、コスモホール、臼田文化センター、交流文
化館浅科、望月歴史民俗資料館、五郎兵衛記念館



21

4 月 1 日 教育委員会事務局の機構を次のとおりとする。

4 月 3 日 小中学校入学式（13小学校、6中学校）

4 月 6 日 小中学校入学式（3小学校、1中学校）

6 月 1 日 教育委員会事務局の機構を次のとおりとする。

7 月 2 日 臼田中学校・泉小学校起工式

7月 30日 川村吾蔵記念館建設工事竣工

9 月 8 日 龍岡城跡黒門西側石垣修理工事着手

平成22年

3月 17 日 小学校卒業式（17日 11校、18日 1校）

3月 18日 中学校卒業式（17日 1校、18日 6校）

3月 30日 川村吾蔵記念館開館

4 月 1 日 教育委員会事務局の機構を次のとおりとする。

4 月 5 日 小中学校入学式（12小学校、7中学校）

4 月 6 日 小学校入学式（4校）

7月 16日 臼田中学校管理特別教室棟工事竣工

9 月 2 日 浅間中学校屋内運動場工事竣工

11月14日 佐久市総合文化会館建設の賛否を問う住民投票の結果、建設中止が決定

平成23年

3月 16日 小学校卒業式（16日 1校、19日 15校）

中学校卒業式（16日 1校、17日 6校）

3月 22日 浅間中学校竣工式

4 月 1 日 教育委員会事務局の機構を次のとおりとする。

4 月 5 日 小中学校入学式（11小学校、7中学校）

4 月 6 日 小学校入学式（5校）

5 月 7 日 浅間中学校創立50年記念式典

6月 14日 浅科小学校創立30年記念式典

　教育長、学校教育部（学校教育部長、学校教育課、教育施設課、学校給食
課）、社会教育部（社会教育部長、社会教育部次長、生涯学習課、文化振興
課、体育課、文化財課、公民館、中央図書館、近代美術館、生涯学習セン
ター、天体観測施設、鎌倉彫記念館、天来記念館、コスモホール、臼田文化
センター、交流文化館浅科、望月歴史民俗資料館、五郎兵衛記念館、川村吾
蔵記念館）

　教育長、学校教育部（学校教育部長、学校教育課、教育施設課、学校給食
課）、社会教育部（社会教育部長、生涯学習課、文化振興課、総合文化会館
整備推進室、体育課、文化財課、公民館、中央図書館、近代美術館、生涯学
習センター、天体観測施設、鎌倉彫記念館、天来記念館、コスモホール、臼
田文化センター、交流文化館浅科、望月歴史民俗資料館、五郎兵衛記念館、

川村吾蔵記念館）

　教育長、学校教育部（学校教育部長、学校教育課、教育施設課、学校給食
課）、社会教育部（社会教育部長、生涯学習課、文化施設課、総合文化会館
整備推進室、体育課、文化財課、公民館、中央図書館、近代美術館、生涯学
習センター、中込学習センター、天体観測施設、鎌倉彫記念館、天来記念
館、コスモホール、臼田文化センター、交流文化館浅科、望月歴史民俗資料

館、五郎兵衛記念館）

　教育長、学校教育部（学校教育部長、学校教育課、教育施設課、学校給食
課）、社会教育部（社会教育部長、社会教育部次長、生涯学習課、文化施設
課、総合文化会館整備推進室、体育課、文化財課、公民館、中央図書館、近
代美術館、生涯学習センター、中込学習センター、天体観測施設、鎌倉彫記
念館、天来記念館、コスモホール、臼田文化センター、交流文化館浅科、望
月歴史民俗資料館、五郎兵衛記念館）
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7 月 28日 臼田中学校普通教室棟工事竣工

8月 31日 泉小学校校舎棟工事竣工

平成24年

3月 16日 中学校卒業式

3月 17 日 小学校卒業式

4 月 1 日 教育委員会事務局の機構を次のとおりとする。

4 月 4 日 中学校入学式（3中学校）

4 月 5 日 小中学校入学式（16小学校、4中学校）

7月 27 日 臼田中学校屋内運動場工事竣工

8月 24日 泉小学校屋内運動場工事竣工

11月19日 望月ふれあい図書館閉館

11月23日 臼田中学校創立50周年記念式典

12月25日 佐久市立新小学校名案を「佐久平浅間小学校」に決定

平成25年

3月 10日 望月図書館　望月支所2階へ移転・開館

3月 16日 小学校卒業式（11小学校）

3月 18日 小学校卒業式（5小学校）

3月 19 日 中学校卒業式（7中学校）

3月 21日 泉小学校竣工式

3月 28日 臼田中学校竣工式

4 月 1 日 佐久総合運動公園陸上競技場オープン

4 月 4 日 小中学校入学式（15小学校、7中学校）

4 月 5 日 小学校入学式（1小学校）

7月 19 日 （仮称）佐久平浅間小学校起工式

7月 31日 望月中学校管理普通教室棟工事竣工

10月29日 （仮称）佐久平浅間小学校の通学区が決定

12月24日 （仮称）佐久平浅間小学校の校章が決定

平成26年

3月 18日 小中学校卒業式（11小学校、3中学校）

3月 19 日 小中学校卒業式（5小学校、4中学校）

4 月 1 日 主幹指導主事が学校教育課に配置

4 月 3 日 中学校入学式（1中学校）

4 月 4 日 小中学校入学式（15小学校、6中学校）

4 月 5 日 小学校入学式（1小学校）

5月 14日 第１回臼田地区小学校施設整備検討委員会を開催

7 月 8 日 市民創練センター（仮称）起工式

7月 12日 市立図書館読書通帳事業開始

7月 26日 望月図書館 望月の光と風と緑 読書に心地よい椅子コンテスト開催(～9月28日)

10月 6日 岸野小学校屋内運動場改築工事起工式

11月17日 望月中学校特別教室棟竣工

　教育長､学校教育部（学校教育部長､学校教育課､教育施設課､学校給食課）
社会教育部（社会教育部長､生涯学習課､文化振興課､体育課､文化財課､公民
館､中央図書館､近代美術館､生涯学習センター､少年センター､天体観測施設､
鎌倉彫記念館､天来記念館､コスモホール､臼田文化センター､交流文化館浅科､
望月歴史民俗資料館､五郎兵衛記念館､川村吾蔵記念館）
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望月の光と風と緑　読書に心地よい椅子コンテスト

佐久平浅間小学校
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２  教育行政の歩み(旧市町村）

（旧佐久市）
昭和36年 4月 佐久市制施行：北佐久郡浅間町、東村、南佐久郡野沢町、中込町の合併

小学校(14校)
岩村田、平根、中佐都、高瀬、野沢、桜井、岸野、前山、
大沢、中込、平賀、内山、三井、志賀

中学校(4校) 浅間、野沢、中込、東
教育委員会事務局の機構を次のとおりとする

野沢公民館、中込公民館、東公民館

昭和39年 1月 前山小学校にスケート事故発生（小宮山・大池）
教諭2名･児童1名死亡

3月 浅間中学校新校舎竣工
9月 野沢中学校新校舎竣工

昭和40年 4月 三井小学校香坂分校廃止
9月 桜井、前山小学校を廃止し、前山桜井小学校前山部校、桜井部校となる。

課制を敷く。庶務係、学校教育係を廃し、学校教育課・庶務係、学務係、
施設係とし、また、社会教育係を廃し、社会教育課・社会教育係とする。

昭和41年 3月 志賀小学校駒込分教場廃止
9月 社会教育課に、社会体育係をおく

学校給食野沢センターをおく

昭和42年 9月 岸野小学校東立科冬期分室廃止
10月 前山桜井小学校を廃し、泉小学校となる

昭和43年 3月 北口同和対策集会所建設竣工
11月 泉小学校新築工事完成

昭和45年 4月 公民館をおき、浅間・野沢・中込・東公民館を地区館とする
佐久市営武道館竣工
公民館に庶務管理係、公民教育係をおく

昭和47年 4月 岩村田小学校新校舎落成
市営グラウンド移転竣工

10月 移動図書館「草笛号」市内巡回開始

昭和48年 4月 県民佐久運動広場竣工
6月 重要文化財旧中込学校保存解体修理完了

昭和49年 12月 学校給食北部センターをおく

昭和50年 1月 社会体育係を体育係とする
社会教育課に文化財係をおく
同和教育課・同和教育係をおく

6月 内山同和対策集会所竣工
体育係を社会体育係にもどす、文化財係及び同和教育課を廃す

11月 市役所新庁舎完成

昭和51年 4月 社会体育係を体育係とする
同和教育課及び同和教育係を復活する

7月 フランス共和国アバロン市と姉妹都市調印（1976年）
12月 佐久勤労者体育館完成

　教育長、教育次長、庶務係、学校教育係、社会教育係、浅間公民館、
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昭和52年 7月 公民館・庶務管理係を廃す
9月 中込小学校新校舎落成、開校
10月 中込小学校の給食を中込中学校で共同調理開始
11月 鼻顔公園テニスコート竣工

昭和53年 9月 佐久市総合体育館竣工
12月 大和町同和対策集会所竣工

昭和54年 4月 市立図書館竣工
市立図書館オープン
図書館をおき、管理奉仕係をおく

昭和55年 2月 資料館オープン
4月 体育係を廃し、社会体育課をおき、施設指導係をおく
12月 上平尾同和対策集会所竣工

昭和56年 4月 平賀、内山小学校を廃し、佐久城山小学校となる
8月 市志刊行会発足
11月 中込小学校で給食コンテナ車による事故発生、児童１名死亡
12月 常和同和対策集会所竣工

昭和57年 3月 荒田同和対策集会所竣工
5月 学校教育課庶務係を廃す

図書館管理奉仕係を図書係とする
社会体育課を体育課とし、施設指導係を体育課係とする
美術館開設準備室をおく

12月 高瀬小学校校舎竣工

昭和58年 3月 香坂同和対策集会所竣工
野沢小学校校舎・屋内運動場竣工

4月 野沢・大沢小学校を廃し、野沢小学校となる
美術館をおき、庶務係をおく
東地区社会体育館竣工

5月 市立近代美術館オープン
7月 野沢小学校プール竣工
9月
12月 高瀬小学校屋内運動場竣工

昭和59年 2月 内山地区社会体育館竣工
4月 学校給食中込センターをおく
6月 岸野小学校校舎竣工
7月 岸野小学校プール竣工

東地区運動場竣工
11月 中佐都小学校校舎竣工

昭和60年 5月 社団法人佐久市開発公社に佐久埋蔵文化財調査センター発足
11月 中込中学校柔剣道場竣工

昭和61年 2月 大沢地区社会体育館竣工
中佐都小学校屋内運動場竣工

3月 岸野同和対策集会所竣工
4月 千曲運動場広場竣工
6月 泉小学校プール竣工

野沢小学校工事現場でコンクリートミキサー車による事故発生、児童1名死亡
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昭和62年 7月 平根小学校校舎竣工

昭和63年 6月 平根小学校プール竣工
高瀬小学校プール竣工

7月 秋田県矢島町と友好都市調印
10月 社会教育課に文化会館準備室を付置する。

平成元年 1月 平根小学校屋内運動場竣工
10月 静岡県清水市と友好都市調印
11月 市立近代美術館改修及びカルチャー館・油井一二記念館竣工

平成2年 2月 三井・志賀統合小学校校舎、屋内運動場竣工
3月 浅間中学校失火・家庭科準備室内部焼失
4月 三井・志賀小学校を廃し、東小学校となる

埋蔵文化財課を新設し、佐久埋蔵文化財調査センターと一体化して旧佐久
水道企業団事務所に開設し、調査体制を整える　埋蔵文化財課に、管理係、
埋蔵文化財係をおく　　
市立近代美術館、カルチャー館・油井一二記念館新装開館

6月 東小学校プール竣工
8月 ふるさと創生人材育成事業少年洋上セミナー発足
9月 埋蔵文化財課、佐久埋蔵文化財調査センターと共に、旧志賀小学校校舎に

事務所移転
中込中学校特別教室棟火災、図書館・保健室焼失

平成3年 2月 野沢同和対策集会所竣工
3月 浅間体育センター竣工

ふるさと創生人材育成事業中学生海外派遣制度発足
8月 英語指導助手（ＡＥＴ）制度導入

平成4年 3月 佐久埋蔵文化財調査センターを閉鎖し、調査体制を埋蔵文化財課に一本化
4月 学校教育課に庶務係を社会教育課に女性係をおく
6月 中込中学校校舎火災、普通教室棟3棟他焼失
9月 学校週5日制導入9月より第2土曜日休校となる
10月 中込中学校普通教室棟竣工
11月 中込中学校管理棟竣工

平成5年 2月 中込中学校特別教室棟・屋内運動場竣工
3月 学校給食南部センター竣工
4月 学校給食野沢・中込センターを廃し、学校給食南部センターとなる
8月 中込中学校プール竣工
11月 中込中学校グラウンド竣工

平成6年 3月 東京都神津島村と友好都市調印
8月 浅間中学校でプール事故発生、生徒1名死亡

平成7年 3月 東中学校管理特別教室棟竣工
4月 学校週5日制の拡大として第2、第4土曜日が休校
8月 中込中学校夜間照明施設竣工

平成8年 3月 東中学校普通教室棟竣工
千曲川スポーツ交流広場管理棟竣工

8月 東中学校プール竣工
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平成9年 1月 東中学校屋内運動場竣工
3月 野沢体育センター竣工

平成11年 3月 小学校10校のコンピュータ教室の増築及び改修竣工
青少年健全育成都市宣言

4月 機構改革により同和教育課が廃課となり、業務の全ては民生部人権同和対
策課に引き継がれた。また、生涯学習課公民館係が、生涯学習課より分課
し公民館となり佐久市研修センターの開館に伴い移転する

平成14年 4月 完全学校5日制の実施
小学校1年生で30人規模学級制度が始まる

12月 佐久城山小学校屋内運動場竣工

平成15年 1月 学校給食北部センター竣工
3月 佐久市志刊行会を解散することに伴い、生涯学習課市志編さん係を廃止
4月 機構改革により生涯学習課に国際交流係を置く

平成16年 3月 野沢中学校管理特別教室棟完成
岩村田小学校普通教室６教室増築完了

6月 佐久市中込学習センターを設置

（旧臼田町）
昭和32年 4月 臼田町、田口青沼村合併、新臼田町誕生

昭和35年 5月 臼田中学校開校（中部、田口、青沼3中学の形式統合）生徒数952人
8月 臼田小学校プール完成

昭和36年 4月 臼田館（公民館）改築完成
5月 臼田町体育協会結成
7月 青沼小学校プール完成

青沼小学校体育館全焼
8月 田口小学校プール完成

昭和37年 6月 切原小学校プール完成

昭和38年 4月 臼田中学校完成、開校実質統合なる。
生徒数1,011人、学級数26教職員数42
臼田給食センター設置

昭和45年 7月 切原小学校改築

昭和47年 3月 狭岩分校廃止
臼田町福祉センター（公民館）完成

昭和48年 10月 田口小学校校舎改築落成

昭和49年 4月 佐久病院内学級開設

昭和51年 4月 臼田小学校校舎改築事業落成

昭和53年 3月 町営グラウンド整備事業完成
青沼小学校改築事業落成

8月 臼田小学校プール建設
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昭和54年 3月 青少年健全育成宣言の町
4月 養護学級義務制実施（上田養護学校臼田学園分室に改組）

切原小学校校庭整備事業完了
6月 田口小学校プール改修

青沼小学校プール改修
11月 臼田中学校夜間照明施設設置

昭和55年 2月 文化財収蔵庫完成
9月 臼田小学校健康優良校、県内初の「全国優秀校」になる

昭和56年 3月 文化センター完成
学校給食センター完成

4月 臼田町スポーツ連盟発足
臼田給食センター下越に移転し稼動

9月 切原小学校南校舎改築工事着工

昭和57年 1月 全国中学校スケート大会（北海道）臼田中学校女子第1位
4月 臼田小学校南校舎完成
8月 臼田小学校第２体育館新築着工

切原小学校体育館新築着工
11月 臼田中学校創立20周年記念式典開催

昭和58年 3月 臼田小学校第2体育館完成

昭和59年 2月 切原小学校特別教室完成
3月 児童館完成

武道館完成
12月 青沼小学校体育館完成

昭和61年 10月 総合運動公園着工

昭和62年 5月 平総合運動公園のグラウンド開き開催

昭和63年 1月 県中学総体スケート競技会で臼田中学校男子総合優勝
11月 臼田中学校にＬＬ教室が完成

平成元年 11月 平総合運動公園管理センター建築着工

平成2年 3月 総合運動公園管理棟が完成
10月 臼田中学校大規模第1期改修終わる

平成3年 4月 臼田町立図書館オープン
6月 県子供自転車大会で臼田小学校が団体優勝、全国大会出場
9月 臼田中学校大規模改修完了

平成4年 3月 総合運動公園宿泊棟が完成

平成8年 5月 臼田町奨学金制度創設
11月 青沼小学校西校舎が完成

うすだスタードームがオープン
総合運動公園マレットゴルフ場36ホール完成

平成10年 4月 不登校生徒を対象とした「チャレンジ教室」スタート
8月 臼田中学校技術棟完成
9月 切原小学校開校125周年記念式典開催
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平成11年 4月 町誌編纂事業スタート
6月 田口小学校新プール完成式典開催

平成12年 4月 臼田中学校で地域をテーマに総合学習をスタート

平成14年 4月 臼田町男女共同参画基本条例施行
11月 町立図書館ブックスタート開始

平成15年 6月 青沼小学校新プール完成

（旧浅科村）
昭和30年 1月 中津村・五郎兵衛新田村・南御牧村が合併し浅科村発足

昭和32年 1月 中津小学校給食室完成
10月 公民館完成

統合中学校校舎完成

昭和33年 4月 浅科中学校統合
12月 浅科中学校体育館兼講堂完成

昭和34年 10月 御牧小学校体育館完成

昭和36年 4月 浅科中学校給食室完成
中津小学校体育館完成

昭和40年 7月 御牧小学校プール完成
中津小学校プール完成

9月 重要文化財高良社解体修理完成

昭和42年 3月 御牧原分校廃止
7月 浅科中学校プール完成

昭和48年 8月 五郎兵衛記念館完成

昭和49年 10月 総合グラウンド完成

昭和55年 9月 学習院大学より古文書返還調印
信州農村開発史研究所設立

昭和56年 3月 多目的研修集会施設（公民館）完成
9月 浅科小学校完成
12月 上原児童館完成

昭和57年 3月 御牧小学校、中津小学校閉校
4月 浅科小学校開校

浅科給食センター稼動
12月 浅科中学校柔剣道場完成

昭和59年 7月 浅科小学校グラウンド照明施設完成

昭和62年 1月 浅科中学校校舎完成
7月 浅科中学校プール完成
8月 浅科中学校体育館完成
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平成元年 9月 浅科村公民館図書室開設

平成4年 6月 浅科村立図書館オープン

平成7年 5月 小学生によるフラワーロード活動が県知事賞となる
6月 多目的屋内運動場完成（塩名田）

平成8年 12月 浅科中学校武道館、会議室完成

平成12年 7月 御牧原台地グラウンド完成

平成15年 4月 交流文化館浅科完成記念式典

平成17年 3月 浅科村史発刊

（旧望月町）
昭和34年 8月 本牧町・布施村・春日村・協和村が合併し望月町発足

9月 望月町公民館報が創刊

昭和35年 7月 春日小学校にプール完成
12月 協和小学校に給食施設が完成

昭和36年 3月 布施小学校に給食施設が完成

昭和37年 2月 本牧小学校火災、理科実験棟など300坪全半壊
6月 春日小学校に給食施設が完成

昭和38年 6月 協和小学校にプール完成

昭和40年 4月 統合した望月中学校開校、体育館が完成（6月）　
6月 望月中学校体育館が完成
12月 本牧小学校に給食施設が完成

昭和42年 7月 望月中学校に50ｍプール完成
布施小学校に給食施設が完成最新式循環浄化装置付きプール完成

昭和43年 11月 第１回望月町文化祭開催

昭和44年 3月 布施小学校雁村分校が布施小学校に統合
10月 望月町福祉センター完成、図書館が設けられる

昭和46年 7月 本牧小学校にプール完成
8月 望月中学校卓球部、男女県大会で優勝、全国大会へ

昭和47年 7月 望月中学校校庭に夜間照明設備
9月 解放子ども会発足

昭和48年 6月 真山家、国の重要文化財に指定

昭和49年 3月 第1回同和問題町民研修会が開催

昭和50年 6月 天来記念館開館
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昭和51年 1月 望月の部落史第1集が発刊される
3月 本牧小学校に新体育館完成
7月 総合グラウンド完成

昭和52年 4月 長野県望月少年自然の家完成

昭和53年 3月 布施小学校改築完了
春日小学校に新体育館完成

昭和54年 1月 第1回望月町同和教育研究大会が開催
8月 本牧小学校改築完了

昭和56年 8月 協和小学校改築完了

昭和57年 7月 春日小学校改築完了
協和小学校に新プール完成

昭和58年 7月 春日小学校に新プール完成

昭和59年 8月 総合体育館完成

昭和62年 10月 第1回駒道強歩大会

平成元年 4月 望月中学校に外国語指導助手（ＡＬＴ）招致
10月 町誌編纂事業始まる

平成3年 8月 歴史民俗資料館完成

平成7年 3月 駒の里ふれあいセンター完成
8月 ふる里ふれあい図書館開館

平成8年 3月 布施小学校長者原分校閉校

平成11年 9月 町誌別巻「年表編」刊行、編纂事業完了

平成16年 4月 望月給食センター稼動
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学校施設管理係 泉小学校 臼田地区館

学務係

市民健康部

市長部局

中佐都小学校 青少年係 野沢地区館

教育施設課

人権同和課 人権同和係

中込中学校

東小学校

教育委員会

教 育 長

学校教育部 社会教育部

３　平成２６年度教育委員会機構図
平成２６年４月１日現在

学校教育課 小 学 校 生涯学習課 公 民 館

庶務係 岩村田小学校 庶務係 公民館係

平根小学校 生涯学習係 浅間地区館

高瀬小学校 中込地区館

野沢小学校 東地区館

岸野小学校 浅科地区館
教育施設建築係

中込小学校 望月地区館

佐久城山小学校

臼田小学校

田口小学校
庶務係

切原小学校
サングリモ
中込図書館青沼小学校

中央図書館

浅科小学校 臼田図書館
望月小学校

浅科図書館

中 学 校 望月図書館

浅間中学校

野沢中学校 文化振興課 近代美術館

庶務係

臼田中学校 文化施設係
生涯学習ｾﾝﾀｰ浅科中学校

望月中学校 コスモホール体 育 課

東中学校 文化振興係

鎌倉彫記念館学校給食課
体育振興係

天体観測施設体育施設係
学校給食南部
センター事業係 佐久市

総合体育館

学校給食浅科
センター事業係

臼田文化ｾﾝﾀｰ
学校給食北部
センター事業係 臼田総合運動

公園管理ｾﾝﾀｰ
川村吾蔵記念館

天来記念館

学校給食臼田
センター事業係 浅科多目的

屋内運動場
交流文化館浅科

（補助執行）

望月総合体育館 五郎兵衛記念館
学校給食望月
センター事業係 佐久総合

運動公園

文化事業団

望月歴史民俗
資料館

文 化 財 課

文化財保護係

文化財調査係
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（平成２６年４月１日現在）　単位：人

事務職員 給食職員 庁務職員 技術職員

1 1
1 1

11 3 15 29
教育施設課 3 6 9
学校給食課 2 2

学校給食南部センター 1 5 13 19
学校給食北部センター 1 5 15 21
学校給食臼田センター 1 3 8 12
学校給食浅科センター 0 2 5 7
学校給食望月センター 1 2 7 10

小　学　校 2 2 5 78 87
中　学　校 1 6 31 38

計 24 19 11 6 3 172 235
社会教育部長 1 1
生涯学習課 8 6 1 15
文化振興課 6 6
体　育　課 7 5 4 16
文 化 財 課 9 2 11
公　民　館 10 1 2 6 3 22
中央図書館 11 1 14 26
近代美術館 4 1 4 9

生涯学習センター 　※指定管理

コスモホール 　※指定管理 （正規職員派遣３人あり）

鎌倉彫記念館 　※指定管理

交流文化館浅科 　※指定管理

天体観測施設 2 2
臼田文化センター 2 2
川村吾蔵記念館 1 2 3
五郎兵衛記念館 1 2 3
天来記念館 1 1 1 3
望月歴史民俗資料館 1 2 3
計 59 0 0 1 7 18 37 122

4
合　　　　計 88 19 11 7 7 21 209 362

(注) １　少年センターについては、社会教育部長が所長を、生涯学習課長が次長を、

　　生涯学習課職員が係員を兼務

２　文化振興課長が臼田文化センター館長を兼任（他の館長は臨時・嘱託に含む）

３　文化振興課職員１名が五郎兵衛記念館職員を兼務

４　天来記念館職員１名が望月歴史民俗資料館職員を兼務

５　文化振興課付で３名の職員が（財）佐久市文化事業団に派遣（外数）

嘱託・
臨時等

計

学
　
校
　
教
　
育
　
部

事
務
局

学校教育課

教
育
機
関

学校教育部長

教　育　長

区　　　　　　　分

４　平成２６年度佐久市教育委員会事務局等職員配置表

教
育
機
関

文
化
振
興
課
所
管

補助執行 市民健康部　人権同和課

再任用
職員

非常勤
特別職

正規職員

事
務
局

社
　
会
　
教
　
育
　
部
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５　教育委員会の所管する条例・規則・要綱等

（１）教育委員会

佐久市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

佐久市教育委員会公告式規則

佐久市教育委員会会議規則

佐久市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与の手続きに関する規則

佐久市教育委員会傍聴人規則

佐久市教育委員会組織規則

佐久市教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則

佐久市教育委員会事務局処務規程

佐久市教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

佐久市教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則

佐久市教育委員会教育長の職務代理者の指定に関する規則

佐久市教育委員会公印規則

佐久市教育委員会の所管に係る佐久市情報公開条例施行規則

佐久市教育委員会の所管に係る佐久市個人情報保護条例施行規則

佐久市教育委員会の所管に係る佐久市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する

条例施行規則

佐久市教育委員会一定の公職にある者からの提言等に関する取扱要綱

（２）学校関係職員

佐久市立小・中学校長事務専決規程

佐久市立学校職員の服務に関する規程

佐久市学校職員の勤務時間等に関する規程

佐久市学校職員自家用車公務使用取扱規程

佐久市立小・中学校の学校医、学校歯科医、学校薬剤師及び職員健康管理医の委嘱等

に関する規則

佐久市立小・中学校の学校医、学校歯科医、学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

佐久市立小・中学校の学校医、学校歯科医、学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

施行規則

佐久市教職員住宅管理規則

佐久市就学支援委員会条例

佐久市不登校等対策連絡協議会設置要綱

（３）学校教育

佐久市学校設置条例

佐久市学校管理規則

佐久市立小・中学校出席停止の命令に関する要綱

佐久市立小・中学校学校評議員規則

佐久市立小・中学校物品管理規程

佐久市立小・中学校児童生徒転入転出事務取扱規程

佐久市立小・中学校文書規程

佐久市立小・中学校の通学区域に関する規則

佐久市立小・中学校の通学区域に関する規則実施要綱

佐久市奨学基金に関する条例

佐久市奨学資金の管理及び運営に関する規則

佐久市学校給食センター条例

佐久市学校給食センター条例施行規則

佐久市学校給食アレルギー対応食提供事業実施要綱
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佐久市立小・中学校児童生徒遠距離通学費補助要綱

佐久市要保護・準要保護児童等援助費支給要綱

佐久市特別支援教育就学奨励費支給要綱

佐久市新小学校建設地域協議会設置要綱

佐久市臼田地区小学校施設整備検討委員会設置要綱

（４）生涯学習

佐久市生涯学習推進本部規程

佐久市生涯学習懇話会要綱

佐久市生涯学習センター条例

佐久市生涯学習センター条例施行規則

佐久市ふるさと創生人材育成事業補助金交付要綱

（５）社会教育

佐久市社会教育委員条例

佐久市社会教育委員会議運営規則

佐久市社会教育指導員規則

佐久市社会教育指導員服務規程

佐久市民会館条例

佐久市民会館条例施行規則

佐久市公民館条例

佐久市公民館条例施行規則

佐久市公民館運営審議会規則

佐久市立図書館条例

佐久市立図書館条例施行規則

佐久市立図書館処務規則

佐久市子ども読書活動推進懇話会設置要綱

佐久市天体観測施設条例

佐久市天体観測施設条例施行規則

佐久市鎌倉彫記念館条例

佐久市鎌倉彫記念館条例施行規則

佐久市同和対策集会所条例

佐久市同和対策集会所条例施行規則

佐久市人権同和教育推進協議会要綱

佐久市人権同和教育推進員規則

佐久市解放子ども会運営委員会要綱

（６）青少年

佐久市少年センター条例

佐久市少年センター条例施行規則

佐久市有害図書類等の規制に関する条例

佐久市有害図書類等の規制に関する条例施行規則

佐久市青少年育成推進協議会活動費交付金交付要綱

（７）体　育

佐久市スポーツ推進審議会条例

佐久市スポーツ推進委員規則

佐久市スポーツ推進委員選考基準に関する要綱

佐久市スポーツ大会出場激励金交付要綱

佐久市体育施設条例
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佐久市体育施設条例施行規則

佐久市立学校体育施設開放に関する条例

佐久市立学校体育施設開放に関する条例施行規則

佐久市体育協会補助金交付要綱

（８）文　化

佐久市芸術文化振興激励金交付要綱

佐久市立近代美術館条例

佐久市立近代美術館条例施行規則

佐久市立近代美術館資料取扱要綱

佐久市立天来記念館条例

佐久市立天来記念館条例施行規則

佐久市立天来記念館資料取扱要綱

佐久市コスモホール条例

佐久市コスモホール条例施行規則

佐久市臼田文化センター条例

佐久市臼田文化センター条例施行規則

佐久市交流文化館浅科条例

佐久市交流文化館浅科条例施行規則

佐久市駒の里ふれあいセンター条例

佐久市駒の里ふれあいセンター条例施行規則

佐久市立望月歴史民俗資料館条例

佐久市立望月歴史民俗資料館条例施行規則

佐久市立望月歴史民俗資料館資料取扱要綱

佐久市五郎兵衛記念館条例

佐久市五郎兵衛記念館条例施行規則

佐久市川村吾蔵記念館条例

佐久市川村吾蔵記念館条例施行規則

佐久市佐久の先人検討委員会設置要綱

佐久市文化振興推進企画委員会設置要綱

佐久市芸術文化活動事業補助金交付要綱

佐久市文化財保護条例

佐久市文化財保護条例施行規則

佐久市文化財保護事業補助金交付要綱

佐久市重要文化財旧中込学校及び資料館条例

佐久市重要文化財旧中込学校及び資料館条例施行規則

佐久市国史跡龍岡城跡保存整備委員会設置要綱

佐久市国史跡龍岡城跡保存管理計画策定委員会設置要綱
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６　教育委員会及びその附属機関等

（１）関係各種委員会等 （平成26年6月1現在）

審議会・協議会等の名称 根拠（法令・条例・要綱等）
委員数
（組織）

任期

佐久市教育委員会
地方教育行政の組織及び運営に関する
法律

委員の定数5
人

４年

佐久市就学支援委員会 佐久市就学支援委員会条例 委員15人以内 2年

佐久市不登校等対策連
絡協議会

佐久市不登校等対策連絡協議会設置要綱 委員10人以内 2年

佐久市奨学資金選考委
員会

佐久市奨学基金に関する条例
佐久市奨学資金の管理及び運営に関する
規則

委員5人以内 2年

学校評議員 佐久市立小・中学校学校評議員規則 1校6人以内 2年

佐久市臼田地区小学校
施設整備検討委員会

佐久市臼田地区小学校施設整備検討委員会
設置要綱

委員30人以内 2年

給食センター運営委員
会

佐久市学校給食センター条例施行規則
校長、PTA会
長、学校医、
薬剤師等

1年

佐久市社会教育委員会
議

社会教育法第15条
佐久市社会教育委員条例
佐久市社会教育委員会議運営規則

委員の定数10
人

2年

佐久市生涯学習懇話会 佐久市生涯学習懇話会要綱 委員15人以内 2年

佐久市生涯学習推進本
部

佐久市生涯学習推進本部規程 部課長級職員 -

佐久市青少年健全育成
審議会

佐久市有害図書類等の規制に関する条例
佐久市有害図書類等の規制に関する条例
施行規則

委員20人以内 2年

佐久市少年センター運
営協議会

佐久市少年センター条例
佐久市少年センター条例施行規則

委員25人以内 2年

佐久市臼田文化セン
ター運営委員会

佐久市臼田文化センター条例施行規則 委員10人以内 2年

佐久市天体観測施設運
営委員会

佐久市天体観測施設条例
佐久市天体観測施設条例施行規則

委員10人以内 2年

佐久市五郎兵衛記念館
運営委員会

佐久市五郎兵衛記念館条例
佐久市五郎兵衛記念館条例施行規則

委員10人以内 2年

佐久市立天来記念館協
議会

博物館法第20条
佐久市立天来記念館条例
佐久市立天来記念館条例施行規則

委員10人以内 2年

佐久市立望月歴史民俗
資料館協議会

佐久市立望月歴史民俗資料館条例
佐久市立望月歴史民俗資料館条例施行規則

委員10人以内 2年

佐久市川村吾蔵記念館
協議会

佐久市川村吾蔵記念館条例
佐久市川村吾蔵記念館条例施行規則

委員10人以内 2年
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佐久市佐久の先人検討
委員会

佐久市佐久の先人検討委員会設置要綱 委員10人以内
任務終
了まで

佐久市文化振興推進企
画委員会

佐久市文化振興推進企画委員会設置要綱 委員10人以内 2年

佐久市スポーツ推進審
議会

スポーツ基本法第31条
佐久市スポーツ推進審議会条例

委員10人以内 2年

佐久市スポーツ推進委
員会

スポーツ基本法第32条
佐久市スポーツ推進委員規則
佐久市スポーツ推進委員選考基準に関する
要綱

委員30人以内 2年

佐久市文化財保護審議
会

文化財保護法第190条
佐久市文化財保護条例

委員10人以内 2年

資料館協議会
佐久市重要文化財旧中込学校及び資料館条
例

委員10人以内 2年

佐久市国史跡龍岡城跡
保存整備委員会

佐久市国史跡龍岡城跡保存整備委員会設置
要綱

委員12人以内 2年

佐久市国史跡龍岡城跡保存
管理計画策定委員会

佐久市国史跡龍岡城跡保存管理計画策定委
員会設置要綱

委員12人以内 2年

佐久市公民館運営審議
会

社会教育法第29条
佐久市公民館条例
佐久市公民館運営審議会規則

委員20人以内 2年

佐久市立図書館協議会
図書館法第14条
佐久市立図書館条例
佐久市立図書館条例施行規則

委員10人以内 2年

佐久市子ども読書活動
推進懇話会

佐久市子ども読書活動推進懇話会設置要綱 委員15人以内 2年

佐久市立近代美術館協
議会

博物館法第20条
佐久市立近代美術館条例
佐久市立近代美術館条例施行規則

委員10人以内 2年

佐久市人権同和教育推
進協議会

佐久市人権同和教育推進協議会要綱 委員20人以内 2年

佐久市解放子ども会運
営委員会

佐久市解放子ども会運営委員会要綱 委員20人以内 1年
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（２）関係専門員等の配置状況

名　　称 根拠（法令・条例・要綱等） 配置人員 任期

佐久市就学支援専門員 佐久市就学支援委員会条例 　3人 1年

スクールメンタルアド
バイザー

佐久市スクールメンタルアドバイザー設置
要領

　6人 1年

佐久市社会教育指導員
佐久市社会教育指導員規則
佐久市社会教育指導員服務規程

　3人
（生涯学習課内2人、
  人権同和課内1人）

1年

佐久市少年ｾﾝﾀｰ専門補
導委員

佐久市少年センター条例
佐久市少年センター条例施行規則

　3人 2年

佐久市少年ｾﾝﾀｰ補導委
員

佐久市少年センター条例
佐久市少年センター条例施行規則

地区選出80人
学校選出32人

2年

佐久市少年ｾﾝﾀｰ育成推
進員

佐久市少年センター条例
佐久市少年センター条例施行規則

各地区から選
出254人

2年

佐久市人権同和教育推
進員

佐久市人権同和教育推進員規則   24人 2年
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７　平成２６年度教育委員会事務局等の事務分掌

事　　務　　分　　掌

学校教育課 庶務企画係 (１)部の庶務及び調整に関すること。
（62-3478） （内線364） (２)教育施策の企画立案に関すること。

（ 〃 368） (３)学校施設の設置及び廃止に関すること。
(４)部の建設工事請負人等選定委員会に関すること。
(５)事務局及び教育機関の連絡調整に関すること。
(６)教育長の日程調整に関すること。
(７)公印の管守に関すること。
(８)教育委員会の会議に関すること。

(９)県教育委員会及びその他関係機関、団体事務局等
　との連絡調整に関すること。

(10)教育委員会規則等の制定又は改廃に関すること。

(11)教育委員会に係る事務の管理及び施行の状況の点
　検及び評価並びにその公表に関すること。

(12)事務局及び教育機関に置かれる職員（県費負担教
　職員を除く。）の研修及び福利厚生に関すること。

(13)教育に係る調査及び統計に関すること。

(14)私立学校（幼稚園に関することを除く。）に関
　すること（大学誘致に関することを除く。）。

(15)奨学金に関すること。
(16)教育行政に係る相談に関すること。
(17)他の部課等に属さないこと。

学務係 (１)学齢児及び学齢生徒の就学に関すること。
（内線366） (２)学校の組織編成及び教育課程に関すること。
（ 〃 368） (３)教科書及び教材教具に関すること。
（ 〃 374） (４)就学時の健康診断に関すること。

(５)児童、生徒及び教職員の保健、安全及び福利厚生
　に関すること。

(６)通学区の設定及び変更に関すること。
(７)学校教材教具及び備品に関すること。

(８)県費負担教職員の内申その他の人事に関するこ
　と。

(９)県費負担教職員の研修に関すること。
教育施設課 学校施設管理係 (１)教育財産の管理に関すること。
（62-3491） （内線372） (２)施設台帳の整理保管に関すること。

(３)学校施設、設備及び備品に関すること。
(４)教職員住宅に関すること。
(５)学校の環境衛生に関すること。

教育施設建築係 (１)教育委員会の所管に係る施設の営繕に関すること。
(２)教育委員会の所管に係る施設の建築設計業務及び
　監理業務に関すること。

学校給食課
（62-3493）

給食センター (１)学校給食の物資の購入、調理及び配送に関するこ
　と。

(２)学校給食用器具の管理及び整備に関すること。
(３)学校給食の調理の研究及び調査に関すること。
(４)学校給食の会計の事務に関すること。
(５)給食センターの設置及び統廃合に関すること

(６)前各号に掲げるもののほか、給食センターの運営
　に必要なこと。

課　名　等

学
校
教
育
部

（内線365）
（ 〃 367）
（ 〃 370）
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事　　務　　分　　掌

生涯学習課 庶務係 (１)部の庶務及び調整に関すること。
（62-0664） (２)部の建設工事請負人等選定委員会に関すること。

(３)社会教育機関の設置、管理及び廃止に関するこ
　と。

(４)社会教育委員等の委嘱及びこれらの会議に関する
　こと。

(５)社会教育に係る調査及び統計に関すること。
生涯学習係 (１)生涯学習の振興に関すること。

(２)生涯学習推進本部に関する計画及び会議に関する
  こと。

(３)ユネスコ活動に関すること。
(４)視聴覚教育に関すること。

(５)生涯学習資料の刊行、情報交換、調査研究に関す
　ること。

青少年係 (１)青少年の育成に関すること。
(２)青少年のための社会環境浄化に関すること。
(３)青少年関係団体の育成に関すること。
(４)少年センターに関すること。
(５)子ども交流に関すること。

文化振興課 文化振興係 (１)文化の振興に関すること。
（62-0664）

文化施設係
(１)事務局及び教育機関内の他の課等の所管する文化
　施設以外の文化施設の管理及び運営に関すること。

(２)文化施設の整備に関すること。
体育課 体育振興係 (１)社会体育に関すること。

（62-2020）
(２)スポーツ推進委員会及びスポーツ推進審議会に関
　すること。

(３)体育団体の指導育成に関すること。
体育施設係 (１)社会体育施設の整備計画に関すること。

(２)体育施設の貸出しに関すること。
文化財課 文化財保護係 (１)文化財保護審議会等に関すること。
（68-7321） (２)文化財の保護及び活用に関すること。

(３)指定文化財に関すること。
(４)旧中込学校の管理及び運営に関すること。
(５)島崎藤村旧宅の管理及び運営に関すること。
(６)市町村誌に関すること。

文化財調査係 (１)文化財の調査に関すること。
公民館 公民館係 (１)公民館の庶務に関すること。
（64-0551） (２)公印の管守に関すること。

(３)公民館運営審議会に関すること。

(４)佐久市民会館の施設及び設備の維持管理及び利用
　に関すること。

(５)佐久市研修センターの施設及び設備の維持管理及
　び利用に関すること。

(６)佐久市駒の里ふれあいセンターの施設及び設備の
　維持管理及び利用に関すること。

(７)公民館、地区館及び地域公民館内の連絡調整に関
　すること。

(８)学級、講座及び展示会の開催に関すること。
(９)図書、資料等の整備及び利用に関すること。

(10)社会教育団体、学習グループ等の育成に関するこ
　と。

(11)広報活動に関すること。

課　名　等

社
会
教
育
部
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事　　務　　分　　掌
図書館 庶務係 (１)図書館の管理に関する次の事業。

（67-2111） ① 図書館の運営、企画、広報及び宣伝に関するこ
　と。

② 関係機関との連絡及び協力に関すること。
③ 施設及び設備の維持管理に関すること。
④ 図書館資料の選択、収集及び購入に関すること。
⑤ 図書館資料の保管及び整理に関すること。
⑥ 佐久市立図書館協議会に関すること。

⑦ ①から⑥までに掲げるもののほか、図書館の管理
に関し必要と認められること。

(２)図書館奉仕に関する次に掲げる事業。
① 地域資料に関すること。
② 個人貸出し及び団体貸出しに関すること。
③ 読書案内、読書相談及び参考事務に関すること。
④ 移動図書館の運営に関すること。

⑤ 読書会、研究会、講演会、講習会等の開催に関す
　ること。

⑥ 図書館の利用に係る統計の作成に関すること。

⑦ ①から⑥までに掲げるもののほか、図書館奉仕
　に関し必要と認められること。

近代美術館
（67-1055）

庶務係 (１)美術品及び美術に関する模写、模型、文献、写
　真、フイルム等（以下「美術品等」という。）を
　収集し、保管し、及び展示すること。

(２)美術に関する専門的及び技術的な調査研究を行う
　こと。

(３)美術に関する講演会、講習会、映写会、研究会、
　美術作品公募展等を開催すること。

(４)美術品等の利用に関し必要な助言及び指導を行う
　こと。

(５)前各号に掲げるもののほか、美術館の目的を達成
　するため必要な事業。

課　名　等

社
会
教
育
部
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８　平成26年度佐久市一般会計予算の状況

                                                                 　　　　　　　 平成26年4月1日現在

市 税 
11,100,000千円 

23.6% 
 

分担金及び 
負担等 

1,814,132千円 
3.9% 

繰入金諸収入等 
6,530,387千円 

13.9% 
地方交付税 

10,785,473千円 
22.9% 

国庫支出金 
5,625,609千円 

11.9% 

県支出金 
2,001,899千円 

4.3% 

市債 
7,608,500千円 

16.2% 

地方贈与税ほか 
交付金等 

1,634,000千円 
3.5% 

歳入 
47,100,000千円 

議会費 
307,358千円 

0.7% 

総務費 
5,142,233千円 

10.9% 

民生費 
13,560,556千円 

28.8% 

衛生費 
3,771,198千円 

8.0% 労働費 
137,409千円 

0.3% 

農林水産費 
954,479千円 

2.0% 

商工費 
2,236,202千円 

4.7% 

土木費 
5,392,771千円 

11.4% 

消防費 
2,249,786千円 

4.8% 

教育費 
8,312,677千円 

17.6% 

公債費 
4,896,360千円 

10.4% 

その他 
（予備費ほか） 
138,971千円 

0.3% 

歳出 
47,100,000千円 
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平成26年4月1日現在

９ 平成２６年度教育費予算の状況

一般財源 
3,602,619千円 

43.7% 

受託事業 
収入金等 

449,532千円 
5.5% 

地方債 
3,163,100千円 

38.4% 

国県支出金 
1,026,631千円 

12.5% 

歳入財源内訳 
8,241,882千円 

小学校費 
3,746,467千円 

45.5% 

中学校費 
1,530,189千円 

18.6% 

給食センター費 
526,291千円 

6.4% 

社会教育費 
1,845,641千円 

22.4% 

保健体育費 
251,378千円 

3.1% 

人権同和教育費 
33,070千円 

0.4% 

教育総務費 
308,846千円 

3.7% 

歳出財源内訳 
8,241,882千円 
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１０　平成２６年度教育費予算対比表

２６年度予算額 ２５年度予算額 増減 対前年比

千円 千円 千円

308,846 340,782 -31,936 90.6%

（１）教育委員会費 4,352 4,369 -17 99.6%
（２）事務局費 304,494 336,413 -31,919 90.5%

3,746,467 2,292,525 1,453,942 163.4%

（１）小学校管理費 354,478 337,309 17,169 105.1%
（２）小学校教育振興費 251,225 150,295 100,930 167.2%
（３）小学校施設費 3,140,764 1,804,921 1,335,843 174.0%

1,530,189 1,515,969 14,220 100.9%

（１）中学校管理費 201,830 196,810 5,020 102.6%
（２）中学校教育振興費 110,666 104,095 6,571 106.3%
（３）中学校施設費 1,217,693 1,215,064 2,629 100.2%

1,845,641 1,333,387 512,254 138.4%

（１）社会教育総務費 77,852 74,018 3,834 105.2%
（２）青少年対策費 18,528 18,436 92 100.5%
（３）ふるさと創生費 8,435 8,435 0 100.0%
（４）文化振興総務費 432,944 336,748 96,196 128.6%
（５）天体観測施設費 4,573 4,947 -374 92.4%
（６）臼田文化センター費 2,673 2,673 0 100.0%
（７）五郎兵衛記念館費 7,467 8,283 -816 90.1%
（８）天来記念館費 10,173 9,478 695 107.3%
（９）望月歴史民俗資料館費 9,298 8,538 760 108.9%
（１０）川村吾蔵記念館費 12,320 11,598 722 106.2%
（１１）公民館費 129,796 119,067 10,729 109.0%
（１２）市民会館費 55,013 23,657 31,356 232.5%
（１３）研修センター費 453,000 71,677 381,323 632.0%
（１４）駒の里ふれあいセンター費 17,859 11,872 5,987 150.4%
（１５）文化財費 359,093 349,001 10,092 102.9%
（１６）図書館費 160,500 179,469 -18,969 89.4%
（１７）美術館費 86,117 95,490 -9,373 90.2%

251,378 693,806 -442,428 36.2%

（１）保健体育総務費 106,866 91,341 15,525 117.0%
（２）体育施設費 144,512 602,465 -457,953 24.0%

33,070 27,940 5,130 118.4%

（１）人権同和教育費 33,070 27,940 5,130 118.4%

526,291 503,698 22,593 104.5%

（１）学校給食センター総務費 526,291 503,698 22,593 104.5%
（２）南部センター費 0 0 0 0.0%
（３）北部センター費 0 0 0 0.0%
（４）臼田センター費 0 0 0 0.0%
（５）浅科センター費 0 0 0 0.0%
（６）望月センター費 0 0 0 0.0%

8,241,882 6,708,107 1,533,775 122.9%

６　人権同和教育費

７　学校給食センター費

　　　合　　　計

項　　　　　目

１　教育総務費

２　小学校費

３　中学校費

４　社会教育費

５　保健体育費
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