
○当初予算の主要な事業（一般会計）

第１次佐伯市総合計画の『後期基本計画』の中の基本目標・個別目標に位置づけて作成しています。

１０款 教育費

5 13
いじめ・不登校など問題を抱える児童生徒の早期発見、早期対応をはじめ、
よりきめ細かな支援を行うため、教員や教育支援センター指導員の研修、家
庭への訪問指導など、教育支援センター等を中心とした不登校対策に関す
る中核的機能を充実し、子どものメンタルケアを中心に学校、家庭、関係機
関が緊密に連携したサポートネットワークの推進・充実を図る。

5 13
外国青年をＡＬＴ（外国語指導助手）として幼稚園、小・中学校等へ派遣し、
英語教育及び地域交流を深めることにより、外国語教育の充実と地域レベル
での国際交流の進展を図る。併せて、小・中一貫教育校における英語教育、
国際理解教育の一層の充実を図る。

5 13
幼稚園、小・中学校において子どもや地域の実態、特性等を生かした特色あ
る教育活動を行い、1)幼児・児童・生徒が楽しく学べる学校、2)保護者が安
心して通わせることのできる学校、3)地域の方々が誇りをもてる学校、の具現
化をめざす学校に対してその経費を支給し、「特色ある学校づくり」の一層の
充実を図る。 学校からの申請（企画・提案の内容）について、「評価審査委
員会」で審査のうえ、対象校・支給経費を決定する。

5 13
佐伯市在住のＬＤ（学習障がい）、ＡＤＨＤ（注意欠陥／多動性障がい）及び
高機能自閉症等を含めた障がいのある子ども（幼児・児童・生徒）を支援する
教育相談体制を整備するとともに、就学に課題がある子どもやその保護者等
に対する就学相談を推進するため、「子ども特別支援ネットワーク会議」を設
置する。併せて、特別支援教育に係る教育困難校の小・中学校等に特別支
援教育支援員を配置する。

5 13
各小・中学校で活動する学校図書館支援員（臨時職員）を配置し、学校図
書館を活用した授業の推進及び授業で活用できる図書館づくりをサポートす
る。

5 13
小学校27校の維持補修に係る経費 主に施設の管理費や修繕に係る費
用であり、児童が安全に・衛生的に生活できる環境の維持を図る。

5 13
小学校スクールバス運行に要する経費

5 13
小学校教育の振興に係る事業の推進を図る。 〔 教師用教科書及び指導
書、ＩＴ指導支援業務委託、児童の輸送用タクシー等の借上げ、学校教育研
究会補助金等〕

5 13
佐伯市内の小学校に最新の教育用コンピュータを整備することにより、高度
情報化社会が進む中、ＩＣＴを活用した教育による学力向上や、コンピュータ
や情報ネットワークを活用し、子どもたちの「情報活用能力」を育成するための
環境を整備する。

5 13
蒲江地域の小学校６校と分校１校を統合し、さらに小中一貫教育を推進する
ための統合小学校施設を整備するための事業。

5 13
屋内運動場の耐震化に係る事業 ①松浦小学校屋内運動場 天井材撤去
工事 ②大入島小学校屋内運動場 天井材撤去工事

5 13
新規 小学校の普通教室と特別教室（図書室・音楽室）にエアコンを導入する。基

本的には、全小学校の設計をH28年度、工事をH29年度に行う。
5 13

東雲小学校屋内運動場改築工事 建物概要：鉄筋コンクリート造2階建
498.40㎡ この事業は、耐震診断の結果、補強困難と判定された東雲小学
校屋内運動場の改築工事を行い、災害時に児童の安全を確保できる建物と
する。

5 13
平成28年度に向陽小学校、色宮小学校が統合し新設される、米水津統合
小学校（現向陽小学校）の工事である。 老朽化した校舎（昭和61年築）の
大規模改造のほか、運動場等の周辺施設の改修も行う。

5 13
この事業は、中学校13校の学校施設維持補修に係る経費。 主に施設の管
理や修繕に係る費用であり、生徒が安全かつ衛生的に生活できる環境の維
持を図る。

162 中学校施設維持管理事業 - 中学校施設維持管理費

教育総務課 25,945

161 小学校施設整備事業-米水津統合小学校施設整備事業費

教育総務課 23,000

160 小学校施設整備事業-東雲小学校施設整備事業費

教育総務課 251,660

156 小学校教育振興事業-小学校教育用コンピュータ整備事業費

教育総務課 17,646

155 小学校振興事業 - 小学校振興事業費

学校教育課 49,056

154 小学校スクールバス運行事業 - 小学校スクールバス運行事業費
教育総務課 35,034

159 小学校施設整備事業-小学校エアコン整備事業
教育総務課 36,860

158 小学校施設整備事業-小学校屋内運動場耐震化事業費
教育総務課 36,500

157 小学校施設整備事業-蒲江統合小学校施設整備事業費
教育総務課 1,130,790

番号
基本
目標

個別
目標

事 業 名
担当課

153 小学校施設維持管理事業 - 小学校施設維持管理費
教育総務課 48,020

152 義務教育振興事業-学校図書館活用推進事業

学校教育課 10,692

151 義務教育振興事業 - 子ども特別支援ネットワーク整備事業

学校教育課 52,631

150 義務教育振興事業 - 特色ある学校づくりサポート事業

学校教育課 4,967

149 義務教育振興事業 - 外国語指導助手派遣事業

学校教育課 13,437

予算額
（千円）主 な 事 業 内 容

148 義務教育振興事業 - スクール・メンタルケア推進・充実事業

学校教育課 6,770



5 13
中学校スクールバス運行に要する経費

5 13
中学校教育の振興に係る事業の推進を図る。[教師用教科書及び指導書、Ｉ
Ｔ指導支援業務委託、県体予選等のタクシー等の借上料、中学校体育連盟
補助金等]

5 13
佐伯市内の中学校に最新の教育用コンピュータを整備することにより、高度
情報化社会が進む中、ＩＣＴを活用した教育による学力向上や、コンピュータ
や情報ネットワークを活用し、子どもたちの「情報活用能力」を育成するための
環境を整備する。

5 13

彦陽中学校管理、普通、特別教室棟地震補強・大規模改造工事 債務負
担事業（H26～H27） 負担割合１５：８５ 建物概要：鉄筋コンクリート造4階
建て 2042㎡ 耐震診断により耐震化が必要であると判定された彦陽中学校
管理、普通、特別教室棟の耐震補強工事を行い、災害時に生徒の安全を確
保し、地域の防災拠点としての役割を担う建物とする。また、老朽化も激しい
ため併せて大規模改造を行う。（学校施設環境改善交付金事業補助金）

5 13
屋内運動場等の耐震化に係る事業 ①蒲江翔南中学校武道場 天井材撤
去工事 ②本匠中学校屋内運動場 天井材撤去工事 ③直川中学校屋内
運動場 天井材撤去工事

5 13
新規 鶴見中学校グラウンド擁壁の改修を行う。

5 13
新規 中学校の普通教室と特別教室（図書室・音楽室）にエアコンを導入する。基

本的には、全中学校の設計をH27年度、工事をH28年度に行う。
5 13

新規 幼稚園の保育室と遊戯室（多目的室）にエアコンを導入する。基本的には、
全幼稚園の設計をH29年度、工事をH30年度に行う。

5 13
私立幼稚園に就園する園児の授業料等を家庭の所得状況に応じて減免し、
保護者の負担の軽減を図るとともに幼稚園教育の振興に資する。（国1/3以
内(国の予算内)・市2/3）

5 13
地盤沈下により傾斜した建物の改修工事等を行う。（県1/2、市1/2）

5 14
生涯学習の推進及び地域課題の学習に関する事業 ・高齢者教室 ・生
涯学習市民講座 ・青少年事業 ・家庭教育 等

5 14
国指定重要有形民俗文化財「蒲江の漁撈用具」は９分類１，９８７点に上り、
全国的にも貴重な資料である。しかし、多くは塩分の影響により劣化しており、
金属部分については腐食・崩壊が著しい。木部もその影響をうけて汚損や錆
による膨張で亀裂が発生している。また、網などの繊維部分についても同様に
劣化が進行している。 そこで、劣化の原因を取り除き、進行を抑えるために
保存修復処置を施し、安定した状態で保存する。 （国：５／１０ ・ 県：８％
・ 市４．２／１０）

5 14
新規 佐伯市歴史資料館の維持管理を行う事業

5 14
佐伯市歴史資料館で実施する企画展・各種講座・イベント等の運営を行う事
業

5 15
学校・家庭・地域をつなぐ役割として、地区公民館に校区コーディネーターを
配置し、家庭や地域の方々の参画を得ながら、児童・生徒の成長を支えてい
く事業 １２中学校区で実施（県２/３、市１/３）

5 13
新規 昭和62年に建設された蒲江地区公民館は、27年が経過しており老朽化が

進み舞台音響設備の故障が起きている。音が切れたり、スピーカーからのノイ
ズ、音量が安定しない等の事例が度々発生し運営に支障をきたしているため
音響設備の改修を行う。

5 13
八幡地区公民館建設に伴う、工事監理委託及び建築工事を行う。

5 14
体育振興を図るため、それに係る各種団体や相当規模のある大会等への補
助金等

5 14
新規 宝くじスポーツフェア「ドリームサッカー日本代表ＯＢがやってくる」開催事業

5 13
佐伯市のマリンスポーツの発展を図るため、管理棟及び桟橋を整備する。

5 13
佐伯市総合運動公園体育施設の維持・補修に係る管理費

5 13
多目的グラウンドに係る大規模な維持補修及び改修工事

181 体育振興事業-ドリーム・サッカー事業
体育保健課 1,000

183 総合運動公園管理事業 - 総合運動公園一般管理費
体育保健課 79,823

182 保健体育施設整備事業-艇庫整備事業
体育保健課 24,500

180 体育振興事業 - 体育振興事業
体育保健課 31,898

179 公民館施設整備事業-八幡地区公民館建設事業
社会教育課 106,000

178 地区公民館管理事業-蒲江地区公民館大ホール音響設備改修工事

社会教育課 19,875

184 総合運動公園管理事業-多目的グラウンド改修事業
体育保健課 162,322

174 文化振興事業 - 蒲江の漁労用具保存事業

社会教育課 8,286

173 社会教育事業 - 社会教育単独事業
社会教育課 15,377

172 社会教育施設管理事業-米水津交流館改修事業
社会教育課 51,200

177 地域「協育力」向上支援事業-協育ネットワーク推進事業

社会教育課 12,134

176 文化振興事業-歴史資料館運営事業
社会教育課 2,360

175 文化振興事業-歴史資料館管理事業
社会教育課 20,206

168 中学校施設整備事業-鶴見中学校施設整備事業費
教育総務課 98,000

167 中学校施設整備事業-中学校屋内運動場耐震化事業費

教育総務課 69,300

166 中学校施設整備事業-彦陽中学校施設整備事業

教育総務課 373,141

171 私立幼稚園就園奨励事業 - 私立幼稚園就園奨励費

学校教育課 66,526

170 幼稚園施設整備事業-幼稚園エアコン整備事業費
教育総務課 8,512

169 中学校施設整備事業-中学校エアコン整備事業費
教育総務課 8,835

165 中学校教育振興事業-中学校教育用コンピュータ整備事業費

教育総務課 5,678

164 中学校振興事業 - 中学校振興事業費

学校教育課 12,208

163 中学校スクールバス運行事業 - 中学校スクールバス運行事業費
教育総務課 28,784



5 13
新規 大会、キャンプ、合宿誘致を促進するための宿泊研修施設建設事業

5 13
新規 キャンプ、合宿誘致を促進するための屋内練習場建設事業

186 総合運動公園管理事業-屋内練習場建設事業
体育保健課 3,179

185 総合運動公園管理事業-宿泊研修施設建設事業
体育保健課 2,500


