
         

令和３年度 第２回 

江別市社会教育委員の会議 

 

 日時：令和４年２月１８日（金）１５：３０～ 

 会場：教育庁舎 大会議室 

 

 

－ 次 第 － 

 

 

１ 開 会 

 

２ 教育部長あいさつ 

 

３ 委員長あいさつ 

 

４ 報告事項 

令和４年度社会教育予算（案）に係る主要事業について 

 

５ 議 題 

令和４年度社会教育予算（案）に係る補助金について 

 

６ その他 

 

７ 閉 会 



令和４年度 絵で見る 社会教育事業（主要事業）①

生涯学習課

江別市の酪農の歴史と産業を広く発信する施設であ
る旧町村農場を、今後長期的に市民に親しまれ多くの
人に利用される施設とするための改修を行います。

◆ 施設利用ニーズ調査
◆ 市民ワークショップ開催
◆ 令和５年度の改修工事に向けた設計

旧町村農場
保存活用推進事業

旧町村農場
保存活用推進事業 千円千円13,26113,261

江別市の酪農の歴史と産業を広く発信する施設であ
る旧町村農場を、今後長期的に市民に親しまれ多くの
人に利用される施設とするための改修を行います。

◆ 施設利用ニーズ調査
◆ 市民ワークショップ開催
◆ 令和５年度の改修工事に向けた設計

旧町村農場
保存活用推進事業 千円13,261

新規

旧町村農場

主体的かつ創造性豊かな芸術文化活動の活性化を図るた
め、江別市独自の創造型芸術文化活動を実施します。

◆ まちかどコンサート開催
◆ 市民ミュージカル開催準備
◆ 市民美術展受賞作品展開催
◆ まちなかアート月間開催

市民芸術祭開催支援事業市民芸術祭開催支援事業
千円千円1,9001,900

主体的かつ創造性豊かな芸術文化活動の活性化を図るた
め、江別市独自の創造型芸術文化活動を実施します。

◆ まちかどコンサート開催
◆ 市民ミュージカル開催準備
◆ 市民美術展受賞作品展開催
◆ まちなかアート月間開催

市民芸術祭開催支援事業
千円1,900

北海道林木育種場旧庁舎

「自然環境」や「地場産品」を通じて、江別の持つ魅
力が子どもたちに理解されるような体験型学習を実施し
ます。

◆ えみくるを会場とした体験型学習
地場産品を活用した食育
自然体験学習・異年齢交流

江別の魅力「食」と「自然」を
満喫できる体験型学習事業
江別の魅力「食」と「自然」を
満喫できる体験型学習事業 千円千円458458

「自然環境」や「地場産品」を通じて、江別の持つ魅
力が子どもたちに理解されるような体験型学習を実施し
ます。

◆ えみくるを会場とした体験型学習
地場産品を活用した食育
自然体験学習・異年齢交流

江別の魅力「食」と「自然」を
満喫できる体験型学習事業 千円458

まちかどコンサート

民間利活用の始まった北海道林木育種場旧庁舎を、新
たな市民・学生の交流の拠点として活用してもらうため
の各種イベントを開催し、民間利活用を推進します。

◆ 各種イベントの開催
・建物歴史セミナー
・市内大学施設活用プレゼン会
・コワーキングビジネス体験会

北海道林木育種場旧庁舎
保存利活用推進事業

北海道林木育種場旧庁舎
保存利活用推進事業 千円千円1,4321,432

民間利活用の始まった北海道林木育種場旧庁舎を、新
たな市民・学生の交流の拠点として活用してもらうため
の各種イベントを開催し、民間利活用を推進します。

◆ 各種イベントの開催
・建物歴史セミナー
・市内大学施設活用プレゼン会
・コワーキングビジネス体験会

北海道林木育種場旧庁舎
保存利活用推進事業 千円1,432

新規

新規

新規
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令和４年度 絵で見る 社会教育事業（主要事業）②

スポーツ課

市民スポーツの環境向上と健康増進のため、あけぼ
のパークゴルフ場のコース増設を進めます。

◆ １コース９ホールの増設工事

あけぼのパークゴルフ場
改修整備事業
あけぼのパークゴルフ場
改修整備事業 千円千円80,55780,557

市民スポーツの環境向上と健康増進のため、あけぼ
のパークゴルフ場のコース増設を進めます。

◆ １コース９ホールの増設工事

あけぼのパークゴルフ場
改修整備事業 千円80,557

安全かつ快適に市民がスポーツに親しむことのでき
る環境を持続的に提供するため、体育施設を改修しま
す。

◆ 市民体育館屋上防水改修
◆ 大麻体育館第一体育室照明改修

市内体育施設改修整備市内体育施設改修整備
千円千円82,00082,000

安全かつ快適に市民がスポーツに親しむことのでき
る環境を持続的に提供するため、体育施設を改修しま
す。

◆ 市民体育館屋上防水改修
◆ 大麻体育館第一体育室照明改修

市内体育施設改修整備
千円82,000

令和５年度インターハイ北海道大会が江別市のス
ポーツ振興につながるよう、市内の競技実施に向けた
体制整備を進めます。

◆ 令和５年度インターハイ北海道大会
（江別開催競技）
・水泳（競泳・飛込）
・ホッケー

高校総体北海道大会開催事業高校総体北海道大会開催事業
千円千円2,0812,081

令和５年度インターハイ北海道大会が江別市のス
ポーツ振興につながるよう、市内の競技実施に向けた
体制整備を進めます。

◆ 令和５年度インターハイ北海道大会
（江別開催競技）
・水泳（競泳・飛込）
・ホッケー

高校総体北海道大会開催事業
千円2,081

道外からのスポーツ合宿の誘致を進め、市民とアス
リート等との交流を通して市内のスポーツ振興を図り
ます。

◆ 道外からのスポーツ合宿の誘致
・空港、練習施設、宿泊施設等への送迎サービス
・野幌総合運動公園等の利用料補助
・市内宿泊施設利用時の宿泊料補助

スポーツ合宿誘致推進事業スポーツ合宿誘致推進事業
千円千円2,4912,491

道外からのスポーツ合宿の誘致を進め、市民とアス
リート等との交流を通して市内のスポーツ振興を図り
ます。

◆ 道外からのスポーツ合宿の誘致
・空港、練習施設、宿泊施設等への送迎サービス
・野幌総合運動公園等の利用料補助
・市内宿泊施設利用時の宿泊料補助

スポーツ合宿誘致推進事業
千円2,491

新規

市民体育館

あけぼのパークゴルフ場

スポーツ合宿（北翔大学）

令和３年度インターハイ北信越大会
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令和４年度 絵で見る 社会教育事業（主要事業）③

初心者向けパソコン教室や、市民ボランティアの協力
のもと、パソコン講習会やインターネット体験を実施し
ます。

◆ パソコン教室や講習会の開催
◆ インターネット体験の実施
◆ パソコン関連の消耗品購入

情報図書館コンピュータ学習室事業情報図書館コンピュータ学習室事業

千円千円1,00５1,00５
初心者向けパソコン教室や、市民ボランティアの協力

のもと、パソコン講習会やインターネット体験を実施し
ます。

◆ パソコン教室や講習会の開催
◆ インターネット体験の実施
◆ パソコン関連の消耗品購入

情報図書館コンピュータ学習室事業

千円1,00５

パソコン教室

学校図書館の環境整備や教育活動の支援のために学校
図書館を巡回する司書、支援する司書を配置します。

◆ 巡回司書、支援司書の配置
◆ 消耗品、図書の購入

子どものための読書環境整備事業子どものための読書環境整備事業
千円千円8,7498,749

学校図書館の環境整備や教育活動の支援のために学校
図書館を巡回する司書、支援する司書を配置します。

◆ 巡回司書、支援司書の配置
◆ 消耗品、図書の購入

子どものための読書環境整備事業
千円8,749

情報図書館

学校図書館

郷土資料館

発掘調査（高砂遺跡）

子ども学芸員カレッジ（土器作り）

遺跡がある土地で住宅建築が計画された場合などに発
掘調査や確認調査を実施します。

◆ 高砂遺跡、元江別９遺跡の発掘調査
◆ 市内遺跡の確認調査

埋蔵文化財発掘調査事業埋蔵文化財発掘調査事業
千円千円42,27442,274

遺跡がある土地で住宅建築が計画された場合などに発
掘調査や確認調査を実施します。

◆ 高砂遺跡、元江別９遺跡の発掘調査
◆ 市内遺跡の確認調査

埋蔵文化財発掘調査事業
千円42,274

幅広い層の市民に「ふるさと江別」への愛着を深め
てもらうため、各種歴史講座の開催等を通じて郷土史
を学ぶ機会を提供します。

◆ 子ども学芸員カレッジ（小学生）
◆ 再発見・江別探訪（一般）
◆ 出前授業、社会見学の受入（小中学校）

ふるさと江別塾「江別を学ぶ」開催事業ふるさと江別塾「江別を学ぶ」開催事業

千円千円１９５１９５

幅広い層の市民に「ふるさと江別」への愛着を深め
てもらうため、各種歴史講座の開催等を通じて郷土史
を学ぶ機会を提供します。

◆ 子ども学芸員カレッジ（小学生）
◆ 再発見・江別探訪（一般）
◆ 出前授業、社会見学の受入（小中学校）

ふるさと江別塾「江別を学ぶ」開催事業

千円１９５
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令和４年度 絵で見る 社会教育事業（主要事業）④

やきもの文化の普及振興のため、各種陶芸教室、陶芸
体験、技法講座等を開催します。

◆ 陶芸体験、陶芸教室、技法講座の実施
◆ 工房利用者作品展の開催

陶芸文化普及振興事業陶芸文化普及振興事業
千円千円6,5636,563

やきもの文化の普及振興のため、各種陶芸教室、陶芸
体験、技法講座等を開催します。

◆ 陶芸体験、陶芸教室、技法講座の実施
◆ 工房利用者作品展の開催

陶芸文化普及振興事業
千円6,563

陶芸教室

芸術文化の鑑賞・発表の機会を提供するため、高等教育
機関等との共催企画展を開催します。

◆ 「第８回江別市中学校・高校美術部合同展」
◆ 「えべつFUROSIKIフェスティバル20２２」

セラミックアートセンター企画展事業セラミックアートセンター企画展事業

千円千円625625

芸術文化の鑑賞・発表の機会を提供するため、高等教育
機関等との共催企画展を開催します。

◆ 「第８回江別市中学校・高校美術部合同展」
◆ 「えべつFUROSIKIフェスティバル20２２」

セラミックアートセンター企画展事業

千円625

セラミックアートセンター

第７回江別市中学校・高校美術部合同展（202１）
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◇第６次江別市総合計画の施策体系

政策

０２　子どもの教育の充実

（４）　教育環境の充実
　時代の変化に対応した特色ある教育活動の展開に対応するとともに、子どもたちにとって安全で快
適な学習・生活環境を整えるため、学校施設・設備の整備充実に努めます。

（６）　青少年健全育成活動の充実
　体験活動やボランティア活動などの地域教育を通じて、次代を担う青少年を社会全体で見守り、青
少年の健全育成をめざします。

０１　生涯学習の充実

（１）　社会教育関連施設の充実
　公民館などの既存施設の整備や図書館資料の充実により、生涯学習に取り組む市民や団体によ
り良い学習環境を提供します。

（２）　生涯学習支援体制の推進
　生涯学習に関する情報の提供や支援を行い、自主的に生涯学習に取り組むことのできる環境づく
りの促進を図ります。

（３）　生涯学習機会の充実
　市民のニーズに配慮した多様な生涯学習機会を提供することにより、市民の学習意欲を喚起し、主
体的な社会参画を促します。

０２　ふるさと意識の醸成と地域文化の創造

（１）　文化・芸術活動の育成・支援
　文化事業への補助や支援により、市民が質の高い芸術文化に親しむ機会を増やすとともに、幅広
い文化・芸術活動の場を提供します。

（２）　文化・歴史遺産の保存と次世代への継承
　江別市の文化財や歴史遺産を調査・保存するとともに、市民に知ってもらう取組を工夫し、後の世
代に正しく継承し、活用します。

（３）　れんがの保存と活用
　市内に点在するれんが建造物の保存活用を図り、街並みや生活空間にれんがを取り入れ、れん
がに慣れ親しむ機会を創ることにより、道内で唯一れんがを生産しているまちとしての市民意識の醸
成を図ります。

０６
子育て・教育

令和４年度　社会教育予算（案）に係る主要事業一覧

取組の基本方針

０７
生涯学習・文化
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◇第６次江別市総合計画の施策体系

政策

令和４年度　社会教育予算（案）に係る主要事業一覧

取組の基本方針

０３　市民スポーツ活動の充実

（１）　スポーツ・レクリエーション機会の充実

　スポーツ関連団体や体育施設等の施設管理者等との連携により、スポーツ・レクリエーション大会
や講座の充実を図り、幅広い年齢層に対応したスポーツ・レクリエーション活動を提供します。
　また、スポーツ合宿誘致に取り組み、合宿参加選手との交流を通して、市民スポーツの推進を図り
ます。

（２）　スポーツ・レクリエーション活動の育成・支援
　　地域やスポーツ関連団体との連携により、指導者の養成を推進し、市民が行うスポーツ・レクリ
エーション活動の支援に努めます。

（３）　スポーツ・レクリエーション施設の充実
　各種体育施設の計画的補修及び改修等を進め、その機能整備に努めるとともに、市内小中学校と
の連携により体育施設の活用を図るなど、市民の行うスポーツ・レクリエーション活動の環境を整備
します。

０１　協働のまちづくりの推進

（６）　友好都市等との交流の推進
　友好都市である土佐市と教育・文化・経済・防災など様々な分野での交流を通じ、両市の親善を深
め、地域の振興・活性化を推進します。

０２　国際交流の推進

（２）　国際理解の推進
　姉妹都市であるグレシャム市との交流活動や、市民や各種団体が行っている国際交流活動などに
より、市民に外国の異文化に触れる機会を持ってもらうことで、市民の国際理解の推進に努めます。

０８
協働

０７
生涯学習・文化
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(千円）

担当部署 政策
取組の

基本方針
事務事業名 主な内容

令和３年度
当初予算額

令和４年度
当初予算（案）

増減

07 02(2)
北海道林木育種場旧庁舎保存利活用推進事
業

北海道林木育種場旧庁舎の施設と歴史的価値のＰＲを図る事業
の実施

92,621 1,432 △ 91,189

07 01(1) 公民館管理運営事業 中央公民館、野幌公民館、大麻公民館指定管理料等 96,291 100,598 4,307

07 01(1) 公民館施設補修整備費
コミュニティセンターパネルヒーター更新工事（37,000千
円）、野幌公民館屋上外部改修工事（9,300千円）

7,500 46,300 38,800

07 01(1) 公民館備品等整備費 公民館等全館のワイヤレスマイク設備更新 0 2,417 2,417

07 01(1) 旧町村農場管理運営事業 旧町村農場指定管理料等 9,042 9,308 266

07 01(1) コミュニティセンター管理運営事業 コミュニティセンター指定管理料 17,194 17,297 103

07 02(1) 市民文化ホール管理運営事業 市民文化ホール指定管理料等 53,314 54,478 1,164

07 01(2) 江別市女性団体協議会補助金 江別市女性団体協議会が行う事業への補助 400 400 0

07 01(2) 生涯学習団体支援事業 江別市生涯学習推進協議会が行う事業への補助 1,000 1,000 0

07 01(2) 青少年ふれあい交流促進事業
地域の団体が行う青少年の健全育成事業等補助
（江別音楽協会補助金（Ｒ3予算：900千円）と統合）

800 1,200 400

07 01(3) 家庭教育支援事業
小中学生の保護者を対象とした講演会等の開催
（江別市ＰＴＡ連合会補助金（Ｒ3予算：368千円）と統合）

162 508 346

令和４年度　社会教育予算（案）に係る主要事業一覧

生
涯
学
習
課
　
生
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学
習
係
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(千円）

担当部署 政策
取組の

基本方針
事務事業名 主な内容

令和３年度
当初予算額

令和４年度
当初予算（案）

増減

令和４年度　社会教育予算（案）に係る主要事業一覧

07 01(3) 聚楽学園補助金 聚楽学園が行う事業への補助 770 770 0

07 01(3) 蒼樹大学事業 ６５歳以上の市民を対象とした蒼樹大学の開催 501 501 0

07 01(3)
えべつ市民カレッジ（四大学等連携生涯学
習講座）事業

市内の四大学と市が協働で実施しているふるさと江別塾や大学
自主公開講座等を「えべつ市民カレッジ」として開催

183 183 0

07 02(2) 旧町村農場保存活用推進事業 旧町村農場の改修工事に向けた実施設計等【新規】 0 13,261 13,261

07 02(1) ガラス工芸館管理運営経費 ガラス工芸館の管理運営 1,977 1,973 △ 4

07 02(1) 子どもの文化活動育成事業（土曜広場）
地域ボランティアによる小中学生への伝統文化教室
「土曜広場」開催経費補助

900 1,200 300

07 02(1)
江別市文化協会補助金（文化協会事業・市
民文化祭開催支援事業）

文化協会が実施する文化振興事業、文化協会が行う舞台・展
示・文芸等の市民文化祭事業への補助
（市民文化祭開催支援事業（Ｒ3予算：2,400千円）と統合）

350 2,750 2,400

07 02(1) 文化振興奨励事業 芸術文化関係の全国大会出場者への奨励金支給 240 240 0

06 02(6) 青少年文化賞顕彰事業 青少年に対する文化賞等顕彰経費 360 360 0

07 02(1) 市民芸術祭開催支援事業
まちかどコンサート（７月、１２月）開催・市民ミュージカル
準備・市民美術展受賞作品展開催・まちなかアート月間事業開
催経費補助

900 1,900 1,000

07 02(1) 芸術鑑賞招へい事業 芸術鑑賞招へい活動への補助(音楽公演、演芸公演、演劇公演) 1,950 2,050 100

生
涯
学
習
課
　
生
涯
学
習
係
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(千円）

担当部署 政策
取組の

基本方針
事務事業名 主な内容

令和３年度
当初予算額

令和４年度
当初予算（案）

増減

令和４年度　社会教育予算（案）に係る主要事業一覧

06 02(6) 子ども会育成事業 子ども会育成連絡協議会が行うスポーツ・文化活動への補助 737 737 0

06 02(6) はたちのつどい開催事業
「はたちのつどい」の開催
（民法の一部改正による、成年年齢引下げに伴う「成人のつど
い」からの名称変更）

914 662 △ 252

06 02(6) 科学体験教室開催事業
科学体験教室の開催
（発明教室開設事業から名称等変更）

561 147 △ 414

06 02(6) 青少年のための市民会議補助金 青少年のための市民会議が行う健全育成事業への補助 120 120 0

06 02(6) 青少年キャンプ村事業 森林キャンプ場での小中学生自然体験「こんがり王国」の実施 724 747 23

08 02(1) 中学生国際交流事業
姉妹都市米国グレシャム市との相互交流（中学生６名派遣、６
名受入予定）

2,028 2,028 0

08 01(6) 小中学生国内交流研修事業
友好都市土佐市との相互交流（小中学生１２名派遣、１２名受
入予定）

1,515 1,515 0

06 02(6) 地域体験活動事業
子どもを対象に地域資源を活用した体験活動（ツリーイング）
の実施

117 79 △ 38

06 02(6)
江別の魅力「食」と「自然」を満喫できる
体験型学習事業

江別の持つ魅力を子どもたちに伝える日帰りの体験型学習の実
施【新規】

0 458 458

06 02(6) こいのぼり掲揚用鉄塔移設工事
こいのぼりフェスティバルで使用する掲揚用鉄塔の移設工事
【新規】

0 3,700 3,700

生
涯
学
習
課
 
青
少
年
係
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(千円）

担当部署 政策
取組の

基本方針
事務事業名 主な内容

令和３年度
当初予算額

令和４年度
当初予算（案）

増減

令和４年度　社会教育予算（案）に係る主要事業一覧

07 03(3) 学校プール開放事業 夏休み期間中、小学校プールを児童に開放 3,647 3,643 △ 4

07 03(3) 学校体育館土曜開放事業 学校休業日の土曜日、小学校体育館を地域の児童に開放 1,171 1,165 △ 6

07 03(3) 社会人体育団体学校開放事業 学校体育館・グラウンドの開放 263 263 0

07 03(1) スポーツ推進委員関係経費 スポーツ推進委員の活動経費 951 675 △ 276

07 03(3) 体育施設整備更新事業 体育施設の維持補修 6,100 7,036 936

07 03(3) 市民体育館改修整備事業 市民体育館体育室屋上防水改修 0 54,000 54,000

07 03(3) 大麻体育館改修整備事業 大麻体育館第１体育室照明改修 8,200 28,000 19,800

07 03(3) 屋外体育施設管理運営事業 特設スケートリンクの管理経費 6,260 4,776 △ 1,484

07 03(3) 屋内体育施設管理運営事業
市民体育館、大麻体育館、青年センター、東野幌体育館指定管
理料

194,177 209,718 15,541

07 03(2) スポーツ少年団補助金 スポーツ少年団の事業に対する補助 1,898 1,815 △ 83

07 03(3) あけぼのパークゴルフ場管理運営事業 あけぼのパークゴルフ場指定管理料 11,345 12,228 883

ス
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(千円）

担当部署 政策
取組の

基本方針
事務事業名 主な内容

令和３年度
当初予算額

令和４年度
当初予算（案）

増減

令和４年度　社会教育予算（案）に係る主要事業一覧

07 03(2) 江別市スポーツ協会補助金 江別市スポーツ協会の事業に対する補助 1,417 1,462 45

07 03(3) 森林キャンプ場管理運営事業 森林キャンプ場指定管理料 8,061 7,782 △ 279

07 03(1) 地域スポーツ活動活性化促進事業 スポーツ推進委員が行う地域への軽スポーツ出前講座 269 269 0

07 03(3) あけぼのパークゴルフ場改修整備事業 あけぼのパークゴルフ場９ホール増設工事 6,200 80,557 74,357

07 03(1) スポーツ大会等振興補助事業 各スポーツ大会開催等スポーツ振興事業補助 43,462 40,842 △ 2,620

07 03(1) スポーツ合宿誘致推進事業
道外からのスポーツ合宿団体に対する送迎サービス、特産品提
供、野幌総合運動公園等の施設使用料補助などの支援

2,482 2,491 9

07 03(1) 特別支援学校フットサル大会開催支援事業
道内及び道外・海外の特別支援学校が参加するフットサル大会
の支援

213 737 524

07 03(1) 高校総体北海道大会開催事業
令和５年度全国高校総体における江別市開催競技の準備に要す
る経費【新規】

0 2,081 2,081
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(千円）

担当部署 政策
取組の

基本方針
事務事業名 主な内容

令和３年度
当初予算額

令和４年度
当初予算（案）

増減

令和４年度　社会教育予算（案）に係る主要事業一覧

06 02(4) 子どものための読書環境整備事業
小中学校図書館の活用・充実を図るために巡回司書
（３名）及び支援司書（１名）を配置

8,749 8,749 0

07 01(1) 図書館運営管理事業 情報図書館維持管理経費、会計年度任用職員報酬等 86,218 85,999 △ 219

07 01(1) 市民交流施設関連経費（情報図書館） 市民交流施設における予約図書貸出・返却業務に要する経費 2,356 2,359 3

07 01(1) 図書館設備等更新事業
電算システム、パソコン等の運用保守
電算システム一部改修

20,019 21,504 1,485

07 01(1) 図書館資料整備事業 本館、分館等の図書、雑誌、ＣＤ等資料の整備 19,620 19,620 0

07 01(3) 情報図書館コンピュータ学習室事業 パソコン教室の開催等 1,003 1,005 2

07 01(3) 情報図書館展示室事業 展示会等の開催経費 54 54 0

07 01(3) 情報図書館視聴覚ライブラリー事業 視聴覚ライブラリーの整備 370 370 0

07 01(3) 読書普及活動事業 本館、分館の読書普及活動事業「おはなし会」等開催 368 370 2

情
報
図
書
館
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(千円）

担当部署 政策
取組の

基本方針
事務事業名 主な内容

令和３年度
当初予算額

令和４年度
当初予算（案）

増減

令和４年度　社会教育予算（案）に係る主要事業一覧

07 02(2) ふるさと江別塾～「江別を学ぶ」開催事業 市民向けの郷土史講座等 195 195 0

07 02(2) 郷土資料館管理運営経費 管理経費 16,005 15,972 △ 33

07 02(1) 野幌太々神楽伝承会補助金 市民団体による野幌太々神楽の伝承活動に対する補助 300 300 0

07 02(1) 野幌太々神楽保存会補助金
市指定文化財「野幌太々神楽」の保持団体である野幌太々神楽
保存会への補助

150 150 0

07 02(2) 埋蔵文化財発掘調査事業 高砂遺跡及び元江別９遺跡発掘調査・各種開発確認調査等 34,431 42,274 7,843

07 02(2) 郷土資料館企画展開催事業 移転した文化財整理室の収蔵品を活用して本館ロビー展を開催 0 92 92

07 02(1) セラミックアートセンター企画展開催事業 第８回江別市中学高校美術部合同展等開催 5,020 625 △ 4,395

07 02(1) セラミックアートセンター管理運営経費 管理経費 38,930 39,634 704

07 02(1) 陶芸文化普及振興事業 セラミックアートセンターで実施する展覧会・陶芸教室等 7,125 6,563 △ 562

郷
土
資
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令和４年度 社会教育予算（案）に係る補助金交付調書

（単位：千円）

担当 事業名 交付団体 主な内容 補助金額

江別市女性団体協議会補助金 江別市女性団体協議会
女性団体協議会が行う各種催事等に係る経費へ
の補助

400

家庭教育支援事業 江別市ＰＴＡ連合会 小中学生の保護者を対象とした講演会の開催 408

生涯学習団体支援事業 江別市生涯学習推進協議会
生涯学習推進協議会が行う生涯学習講座等に係
る経費への補助

1,000

青少年ふれあい交流促進事業
児童・生徒の健全育成と幅広い世代間の交流等
の社会教育活動を実施する市内の団体

地域の団体が行う青少年の健全育成事業等補助 1,200

聚楽学園補助金 江別市聚楽学園
聚楽学園が行う定例学習会や専攻講座等への補
助

770

子どもの文化活動育成事業(土曜広場）
えべつ子どもの文化活動育成事業土曜広場推進
委員会

地域ボランティアによる小中学生への伝統文化
教室「土曜広場」開催経費補助

1,200

江別市文化協会補助金（文化協会事
業・市民文化祭開催支援事業）

ＮＰＯ法人江別市文化協会
文化協会が実施する文化振興事業、文化協会が
行う舞台・展示・文芸等の市民文化祭事業への
補助

2,750

市民芸術祭開催支援事業

まちかどコンサート実行委員会
江別市民ミュージカル実行委員会
江別市民美術展受賞者作品展実行委員会
まちなかアート月間実行委員会

市民による音楽・舞台・芸術・美術等イベント
事業への補助

1,900

芸術鑑賞招へい事業

ＮＰＯ法人えべつ楽友協会
江別市民音楽振興会
えべつ笑の会
江別演劇プロジェクトWinds

芸術鑑賞招へい活動への補助（音楽公演、演芸
公演、演劇公演）

2,050

生涯学習課
生涯学習係

生涯学習課
文化振興担当
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令和４年度 社会教育予算（案）に係る補助金交付調書

（単位：千円）

担当 事業名 交付団体 主な内容 補助金額

子ども会育成事業 江別市子ども会育成連絡協議会
子ども会育成連絡協議会が行うスポーツ・文化
活動への補助

737

はたちのつどい開催事業 江別市はたちのつどい実行委員会
はたちのつどい開催経費の補助
（「成人のつどい」から「はたちのつどい」に
名称変更）

180

青少年のための市民会議補助金 江別市青少年のための市民会議
青少年のための市民会議が行う健全育成事業へ
の補助

120

中学生国際交流事業 江別市中学生海外研修交流訪問団
姉妹都市米国グレシャム市との相互交流（中学
生６名派遣、６名受入予定）

1,227

小中学生国内交流研修事業 江別市小中学生国内研修交流訪問団
友好都市土佐市との相互交流（小中学生１２名
派遣、１２名受入予定）

1,095

スポーツ推進委員関係経費 江別市スポーツ推進委員協議会 全国スポーツ推進委員研究協議会参加助成 50

スポーツ少年団補助金 江別市スポーツ少年団 スポーツ少年団の事業に対する補助 1,815

江別市スポーツ協会補助金 江別市スポーツ協会 江別市スポーツ協会の事業に対する補助 1,462

スポーツ大会等振興補助事業 （一財）江別市スポーツ振興財団 各スポーツ大会開催等スポーツ振興事業補助 40,842

スポーツ課
合宿誘致・スポーツ

交流事業担当
スポーツ合宿誘致推進事業 道外からの合宿利用団体

道立野幌総合運動公園等の施設使用料補助、市
内宿泊施設利用時の宿泊料補助等の支援

910

野幌太々神楽伝承会補助金 江別市野幌太々神楽伝承会
市民団体による野幌太々神楽の伝承活動に対す
る補助

300

野幌太々神楽保存会補助金 野幌太々神楽保存会 野幌太々神楽保存会への補助 150

生涯学習課
青少年係

郷土資料館
文化財係

スポーツ課
スポーツ係
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