
　 社会教育課

事業の概要
予算額
（千円）

前年比
（千円）

自治公民館建設補助事業
自治公民館の建設（新築、増改築及び既施設建物の購入）に対し、補助対象額（500
万円以上）20％を補助金として交付（２団体予定）

6,000 △ 509

社会教育委員関係費 社会教育委員会議開催経費（年3回開催） 169 33

一般経費 社会教育推進のための諸経費 8,022 119

視聴覚ライブラリー整備経費
視聴覚機材・教具を購入整備し、学校、社会教育団体及び市民に対して貸し出しを行
う

363 △ 12

生活体験型通学合宿経費
地域の各種団体（自治会、子ども会、婦人会、PTA、青少年健全育成団体等）の役員
により構成される実行委員会や青少年健全育成団体が公民館と連携しながら、2泊3
日または3泊4日の日程で、通学合宿を実施（25地域予定）

1,532 843

さが学推進事業
公民館で開催されている「さが学（郷土学）」事業で、その学習素材（テキスト、マップ
等）の作成を支援（2団体）

282 △ 8

市民性をはぐくむ教育推進経費
地域での一体的な子どもを育む体制づくりに対して支援する「地域元気アップ事業」
及び実践者向けの研修会等を開催予定

1,952 △ 61

各種負担金補助金 社会教育の振興を図るため、社会教育関係団体に対して補助（７団体） 2,320 753

金立キャンプ場事業費
市民、特に小学生などの児童を対象に、キャンプ施設を提供
テント30張（収容人数120人）

4,069 406

公民館長関係費 公民館長への報酬（旧佐賀市19公民館及び川副３公民館） 44,158 21

公民分館長関係経費 公民分館長への報酬（540名） 5,940 0

公民館運営審議会委員関係経費 公民館運営審議会委員への報酬（50名） 620 113

一般管理運営費
公民館の維持、運営に関する経費。主催学級の開催等、生涯学習の啓発推進に係
る経費

286,443 196,141

地域による公民館管理運営経費 0 △ 170,377

公民館下水道接続工事 0 △ 2,984

公民館改修事業 0 △ 22,450

神野公民館建設事業 神野公民館建設事業 用地購入、設計委託、地質調査業務委託に係る経費 97,691 97,691

川副公民館建設事業 旧川副公民館解体事業 旧公民館の解体工事及び跡地整備に係る経費 63,638 63,638

嘉瀬公民館建設事業 嘉瀬公民館建設事業 公民館の建設に係る経費 228,934 155,263

生涯学習地区推進員関係経費 生涯学習地区推進員への報酬（93名） 1,023 0

生涯学習センター運営審議
会委員経費

生涯学習センター運営審議会委員の報酬（10名） 113 51

一般管理運営費 生涯学習センターの維持管理、運営、各種講座等開催に係る経費 13,824 172

一般管理運営費（枠外） 下水道接続工事に伴う経費 6,220 6,220

生涯学習地区推進員関係経費 生涯学習地区推進員への報酬（33名） 363 0

生涯学習センター運営審議会
委員経費

生涯学習センター運営審議会委員の報酬（10名） 169 107

一般管理運営費 生涯学習センターの維持管理、運営、各種講座等開催に係る経費 15,676 △ 1,072

一般管理運営費（枠外） 給水管接続工事に係る経費 1,747 1,747

東与賀農村環境改善センター
管理運営費

東与賀農村環境改善センターの維持管理、運営に関する経費 9,027 △ 300

東与賀農村環境改善センター
改修事業

屋内空調設備改修、燃料タンク改修、耐震改修に伴う工事に係る経費等 35,000 35,000

久保田農村環境改善
センター管理運営費

久保田農村環境改善センター
管理運営費

久保田農村環境改善センターの維持管理、運営に関する経費 10,712 1,829

西与賀コミュニティセンター
管理運営費

施設の維持管理及び研修室や多目的ホールの貸し出し及び天体観測会の開催（毎
週土曜日）

8,157 △ 261

西与賀コミュニティセンター
改修事業

　 0 △ 19,151

川上コミュニティ
センター管理運営費

川上コミュニティセンター
管理運営費

川上コミュニティセンターの維持管理、運営に関する経費 5,883 1,293

富士南部コミュニティ
センター管理運営費

富士南部コミュニティセンター
管理運営費

富士南部コミュニティセンターの維持管理、運営に関する経費 1,027 △ 32

富士北部コミュニティ
センター管理運営費

富士北部コミュニティセンター
管理運営費

富士北部コミュニティセンターの維持管理、運営に関する経費 1,385 275

春日コミュニティセンター
整備事業

春日コミュニティセンター整備事業 設計、改修工事に係る経費 38,363 38,363

春日北コミュニティセン
ター建設事業

春日北コミュニティセンター建設事
業

地質調査、設計業務委託に係る経費 44,466 44,466

一般管理運営費 佐野常民記念館の維持管理、運営に関する経費 27,448 △ 437

体験学習関係費 体験学習の実施にかかる経費 535 △ 158

企画展示関係費 佐野常民記念館の企画展示にかかる経費 309 46

佐野常民没後１１０年記念事業 企画展「佐野常民と近代日本の美術界」（H24.10上旬～H24.12.23） 2,686 2,686

川副公民館建設事業 川副公民館建設事業 0 △ 210,964

佐野常民記念館
管理運営費
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　 青少年課

事業の概要
予算額
（千円）

前年比
（千円）

嘱託員関係経費 嘱託職員の報酬に係る経費（4名） 8,131 20

一般管理運営費 青少年課及び青少年センターの運営に係る一般経費 1,273 △ 423

施設管理経費 施設、設備及び備品等の維持管理に係る経費 7,319 378

施設管理経費（枠外分） 青少年センターのフェンス改修に係る経費 1,100 △ 16,900

青少年センター耐震診断経費
青少年センターの構造的強度を調べ、地震に対する安全性、受ける被害の程度を
判断するための経費

5,371 5,371

小学生、親子向け短期講座開催経費 小学生対象卓球教室の開催に係る経費（12回） 153 △ 32

青少年育成団体助成経費 社会教育団体の育成を図るため、社会教育団体へ補助（4団体） 3,333 △ 34

家庭教育講座開催経費
小中学校の新入学説明会時に講師を派遣して家庭教育講座を開催
（37小学校、19中学校）

1,241 △ 82

子どもふれあい体験キャンプ開催経費 「ともだち100人できるかな！キャンプin北山」開催に係る経費 400 144

地域子ども教室推進事業
学校や公民館を活用し週末等におけるあそびや体験活動など、地域の教育力を結
集して、地域が主体的・自主的に実施し子どもの居場所を整備（8校区）

800 △ 200

海と山の体験交流事業 海や山での自然体験事業 217 △ 6

博愛精神育成事業
川副地区の小・中学生を対象として、日本赤十字社本社の見学や赤十字活動養成
宿泊訓練への派遣などの事業を行う佐野常民顕彰会への補助

1,318 △ 30

中学生交流事業 0 △ 702

成人式開催経費 成人式開催経費 成人式開催に係る経費 4,779 201

少年センター運営協議会委員関係経
費

少年センター運営協議会委員（8名）及び選任補導員（4名）の報酬に係る経費 7,956 19

少年育成委員関係経費 少年育成委員による巡回指導に係る経費（26地区：129名） 8,716 0

少年補導巡回事業 少年補導巡回事業 少年育成委員129名を対象とした研修会（3回）、啓発用チラシ等に係る経費 370 △ 14

少年非行化防止
啓発事業

少年非行化防止啓発事業 青少年非行防止大会開催に係る経費 354 △ 11

少年センター
運営協議会等経費
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