資料 ２
平成２９年度 社会教育委員会議資料

(１) 基本方針
家庭や地域での子どもの体験教室やキャリア学習、生活を豊かにする社会教育活動
を通じて、市民が趣味やスポーツなどに親しみ、様々な問題解決や自己の希望の実現
に向け、いきいきと学ぶことのできる『市民一人ひとりが輝く生涯学習のまちづくり』
を推進する。
また、生涯学習を学ぶ住民に、一方的・固定的な学習活動を進めるのではなく、市
民同士がお互いに尊重し合い、教え合い、学び合う生涯学習活動の充実を図る。
さらに、市内に関係施設がある大学との連携により、大学の持つ知的財産を市民に
還元し、学習機会の拡充を図るとともに、若者の地域離れが進むなか、市民が各地域
の自然や歴史、文化などを活かし、趣味や地域学習などを通じて、お互いに交流し、
活動する魅力あるコミュニティづくりを推進する。

(２) 主な施策
① 生涯学習の振興
市民一人ひとりが生涯を通して「いつでも、どこでも、だれでも」学ぶことができ、
その学びの成果を適切に生かせるようにするため、生活を豊かにする学習活動・読書
活動、趣味やスポーツなどに意欲的に取り組める生涯学習環境づくりを進め、自己実
現を支援し、地域コミュニティを育てる。
また、図書館等の社会教育施設においては、多様化した市民ニーズに対応した事業
展開を図るとともに、その担い手となる人材の育成に努める。
●多彩な学習活動の促進
・公民館事業の充実
・市内に関係施設のある大学との連携
・地域学習・ボランティア活動の支援
・青少年海外派遣の推進
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●社会教育関連施設の充実
・公民館の耐震診断及び耐震補強工事
・社会教育施設の維持管理
・社会教育施設の利用促進
●読書・学習環境の充実
・図書館資料の整備充実
・図書館施設の整備
・子どもの読書活動や習慣づけの推進
・生涯型読書活動の推進
② 青少年の健全育成
次世代を担う青少年が、自らの能力や個性を十分に発揮して自立するとともに、地
域の担い手として活躍できるように、学校、家庭、地域、関係機関等が連携しながら、
子どもたちの自立を支援する仕組みづくりを推進する。
あわせて、青少年がさまざまな体験・交流活動・社会活動等に参加する機会を拡充
するとともに、地域活動の活発化や指導者の育成に努める。
●啓発活動の促進
・青少年健全育成に関する啓発の推進
・青少年健全育成推進大会及び青少年育成指導者研修会の開催
●青少年育成団体活動の活性化及び地域との連携強化
・青少年育成団体の活動の活性化
・青少年育成団体と地域の連携強化
③ 市民文化の振興
市民一人ひとりがふるさとの文化や歴史、芸術を理解し、郷土愛と誇りを持って、
心豊かな生活を送ることができるよう、鴨川市の貴重な文化財の保護・保全に努め、
市民の文化芸術活動を支援するとともに、多様な文化・芸術に接する機会や活動成果
の発表の場の拡充を図る。
また、潜在的な文化資源の掘り起こしに努め、文化・芸術活動への市民の参加を促
進します。
●芸術、文化の振興
・文化団体の活動支援
・鑑賞機会の充実
●文化施設の充実
・文化活動の拠点施設の整備・活用
●歴史・文化の保全と活用
・指定文化財保護活動の支援と適正保護の推進
・市史の編さん、史・資料調査と保存・活用
・地域の歴史・文化資源の周知と有効活用
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平成２９年度 社会教育関係予算【歳入】
(単位：円）

[款13]使用料及び手数料
事

[項 1]使用料

[目 7]教育使用料

業

予算額

市民ギャラリー使用料

690,000

[項 2]県補助金
事

[目 9]教育費県補助金

業

考

1,026,000

計

1,356,000

[項 3]委託金

[目 6]教育費委託金

業

[節 1]教育総務費委託金

予算額

教育委員会権限委譲事務交付金

備

考

備

考

25,000

計

25,000

[項 4]雑入
事

備

330,000

放課後子ども教室推進事業費補助金

事

[節 4]社会教育費補助金

予算額

青少年相談員活動費補助金

[款20]諸収入

考

600,000
計

[款15]県支出金

備

90,000

郷土資料館使用料

[款15]県支出金

[節 3]社会教育使用料

[目 5]雑入

[節 2]雑入

業

予算額

鴨川市史等頒布代

90,000

鴨川市文化財図録等頒布代

12,000

計

102,000
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平成２９年度 社会教育関係予算【歳出】
(単位：円）

[款10]教育費 [項 5]社会教育費
[目 1]社会教育総務費
事

業

基金積立金（文化振興）

職員人件費（生涯学習課）

社会教育総務事務費

予算額
5,656,657

備

63,171,000

2,990,000

・講師謝礼1,232,000(土曜ｽｸｰﾙ講師) ・施設借上料454,000(成人式)
・消耗品330,000(青少年相談員･土曜ｽｸｰﾙ・中学生職場体験学習
・成人式・人材ﾊﾞﾝｸ) ・保険料404,000(中学生職場体験学習・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ)
・印刷製本費80,000(中学生職場体験学習)
・社会教育委員報酬55,000

85,000 ・費用弁償30,000

社会教育指導員設置事業

1,242,000 ・費用弁償42,000

家庭教育指導員設置事業

1,320,000 ・費用弁償68,000

視聴覚センター運営事業

社会教育団体補助事業

（主な支出内訳）

・文化振興基金積立金

社会教育委員会運営事業

青少年海外派遣事業

考

・社会教育指導員報酬1,200,000

・家庭教育指導員報酬1,200,000

・補助金599,000

971,000 ・委託料280,000
・修繕料32,000

60,000 ・テレビ受信料22,000
・補助金1,181,000（青少年相談員連絡協議会・公立学校PTA連絡協議

1,181,000 会・ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ・子ども会育成連盟連絡協議会・青少年育成事業）
[青少年健全育成推進大会]

生涯学習団体育成事業

70,000 ・賞賜品32,000 ・講師謝礼30,000

人権教育推進事業

86,000 ・光熱水費75,000(東町集会所)
・運転手賃金1,838,000 ・燃料費555,000

移動教室バス事業

3,109,000 ・修繕料469,000（車検・3ヶ月定期点検）
・自動車損害保険料118,000 ・自動車重量税101,000
[文化施設運営協議会委員会議]

文化施設運営協議会運営事業

168,000 ・委員報酬149,000 ・費用弁償19,000

文化活動事業

583,000 ・補助金105,000（鴨川市文化協会・郷土史研究会）

大学等交流事業

726,000 ・講演会講師謝礼80,000

・文化活動事業委託料468,000(鴨川市文化祭・市民音楽祭)

・委託料320,000（早稲田 大学交流事業「おもしろ科学実験教室」）
・有料道路通行料59,000 ・印刷製本費49,000

計

81,418,657
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[目 2]公民館費
事

業

予算額

備

職員人件費（公民館）

14,720,000

公民館事務費

26,948,000 ・臨時職員賃金16,000,000

考

（主な支出内訳）

・公民館館長報酬9,600,000
・通信運搬費400,000

公民館維持管理費

23,023,000

公民館教室開催事業

計

・光熱水費7,500,000 ・修繕料1,000,000(田原公民館講堂壁修理他)
・委託料4,662,000(太海公民館耐震診断・主基公民館耐震補強設計・浄
化槽清掃)
・土地借上料1,602,000(東条・吉尾公民館)
・工事請負費7,792,000
（中央公民館防水改修・主基公民館空調更新、講堂床改修工事他）
・公民館教室講師謝礼金1,342,000

1,606,000 ・公民館まつり謝礼金110,000
66,297,000

[目 3]図書館費
事

業

職員人件費（図書館）

予算額

備

考

（主な支出内訳）

20,582,000
・図書館長報酬1,920,000

図書館事務費

6,781,000 ・臨時職員賃金4,318,000
・通信運搬費130,000

図書館維持管理費

図書館協議会運営事業

図書・ＡＶ資料購入事業

図書館学習等事業

計

7,367,000

・光熱水費2,978,000
・委託料1,165,000
(電気保安業務保守委託･図書館管理ｼｽﾃﾑ保守委託･警備業務他)
・図書館管理ｼｽﾃﾑ機器等ﾘｰｽ料1,685,000
・図書館管理ｼｽﾃﾑ使用料1,037,000
・図書館協議会委員報酬17,000

20,000 ・費用弁償3,000

・図書・AV資料購入費7,000,000

8,897,000 ・図書専用ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ使用料519,000
・講師謝礼190,000

426,000 ・報償品214,000
44,073,000

5

[目 4]文化財保護費
事

業

予算額

備

考

（主な支出内訳）

・ｸｻﾌｸﾞ産卵監視人賃金39,000 ・清澄大ｽｷﾞ保存整備補助金267,000

文化財保護事業

812,000 ・無形民俗文化財保存補助金205,000(北風原鞨鼓舞保存会・大浦水交
団・和泉の三役保存会・長狭流鏑馬保存会)

計

812,000

[目 5]青少年研修施設費
事

業

予算額

備

考

（主な支出内訳）

・委託料1,000,000(青少年研修ｾﾝﾀｰ指定管理料)

青少年研修センター維持管理費

1,783,000 ・土地借上料783,000

わんぱくハウス維持管理費

1,918,000 ・委託料117,000(浄化槽保守管理委託料・浄化槽清掃委託料)

・光熱水費188,000
・工事請負費1,590,000（わんぱくハウス改修工事）

計

3,701,000

[目 6]郷土資料館費
事

業

職員人件費（郷土資料館）

郷土資料館等事務費

郷土資料館維持管理費

予算額

備

考

（主な支出内訳）

19,851,000

3,595,000 ・臨時職員賃金3,393,000

5,351,000

・光熱水費2,285,000
・土地借上料2,439,000
・委託料583,000(電気保安業務保守委託･空調設備保守委託･警備業務
委託)

文化財センター維持管理費

528,000 ・委託料412,000(空調設備保守委託・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守委託)

資料館展示事業

807,000 ・消耗品100,000(展示用ﾊﾟﾈﾙ他）

計

・印刷製本費650,000（企画展ﾎﾟｽﾀｰ他）

30,132,000
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[目 7]市民ギャラリー費
事

業

予算額

備

考

職員人件費（市民ギャラリー）

7,557,000

市民ギャラリー事務費

1,552,000 ・臨時職員賃金1,353,000

市民ギャラリー維持管理費

1,316,000 ・委託料259,000(警備業務委託・浄化槽清掃)

（主な支出内訳）

・光熱水費650,000
・駐車場使用料240,000
・消耗品45,000

市民ギャラリー展示事業

181,000 ・講師謝礼金10,000
・印刷製本費126,000（展示会ポスター）

計

10,606,000

[目 8]市史編さん費
事

業

市史編さん事務費

市史編さん委員設置事業

備

考

（主な支出内訳）

23,000 ・負担金8,000（千葉県史料保存活用連絡協議会市町村等負担金）

1,907,000 ・市史編さん委員会委員報酬1,878,000
・市史編さん委員会委員報酬6,000

市史発刊事業

社会教育費

予算額

347,000 ・印刷製本費301,000
計

2,277,000

計

239,316,657
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