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主要事項

肥前さが幕末維新博事務局
（単位：千円）

明治維新150年記念さが維新事業費

明治維新150年記念さが維新事業費

１　目　　　的

２　事業内容 （１）事業期間　　平成29年度～平成30年度

（２）事業概要（平成29年度）

合　　計 1,025,554 953,450 72,104

1

26,500 - 26,500

その他の事業 953,450 953,450 -

「明治維新150年記念さ
が維新交付金（仮称）」
の創設

市町等が実施する佐賀の偉業や偉人を顕彰する取組等を支援
・期間：平成29年度～平成30年度
・補助率：2/3以内
・補助限度額：２年間で原則10,000千円

博覧会の環境整備
博覧会開催に向けて会場の環境整備を実施
・テーマ館（市村記念体育館）の外壁の洗浄

15,628 - 15,628

食と器のプロモーション
「ユージアム２（仮称）」
の展開

博覧会を契機に、佐賀を代表する地域資源（食・器）を活用して
食の空間を創出
・期間：2018年3月～2019年1月
・場所：さがレトロ館（佐賀市城内）

29,976 - 29,976

明治維新150年（平成30年）を契機に、佐賀の偉業や偉人を顕彰し、偉業を成し遂げた先人の「志」を今に活かし、

未来に繋いでいくため、「肥前さが幕末維新博覧会」を開催し、佐賀への愛着・誇りの醸成と地域づくりに資する。

区　　分 内　　容
年間

所要額
現計

予算額
６月補正
予算額

事 項 名 予　算　額 72,104 予算説明書頁 課　　　　名

細事項名 一般財源 72,104 36 肥前さが幕末維新博事務局



主要事項

地域交流部
（単位：千円）

１　目　　　的 ソウル便の増便及び台湾からのプログラムチャーター便の就航にあたり、航空会社への運航経費支援、旅行会社への

　 宿泊補助等を行うことにより、九州佐賀国際空港のＬＣＣの拠点空港としての発展及び観光客の誘致促進を図る。

なお、本事業の推進により、平成29年度の国際線の利用者数を18万人とすることを目標とする。

２　事業内容 （１）事業期間　　平成29年度～

（２）事業概要

（３）債務負担行為

①対象事項： 国際線（ソウル便・台湾プログラムチャーター便）の運航に伴う補助(国際線誘致促進対策費)
②設定理由： 国際線の就航は、九州佐賀国際空港の発展はもとより、地域間交流の促進及び地域の活性化などその波及効果は大きい。

その効果を継続・拡大させるためには、当該路線の安定運航と増便に向けた更なる支援が必要である。
③限度額　： 309,252千円及び増便となった場合の補助に要する額（平成30～32年度）

167,807      

空港振興対策費
観光連盟補助

国際線誘致促進対策費、マイエアポート運動推進事業費、
空港利用促進対策費、観光連盟補助、観光連盟補助（佐賀
空港海外便支援）、（債務負担行為）国際線誘致促進対策費

2

51,951        （一社）佐賀県観光連盟

（一社）佐賀県観光連盟

136,216      

合　　計 499,578      331,771      

12,000        観光連盟補助
佐賀空港と県内主要宿泊地を結ぶアクセス
バスの運行

26,110        

観光連盟補助（佐賀空港
海外便支援）

宿泊にかかる経費に対する補助、運航会社
等と連携した就航先での広報の実施

188,167      

14,110        

九州佐賀国際空港活性化推
進協議会

春秋航空、ティーウェイ航
空、タイガーエア台湾等

マイエアポート運動推進事業
費・空港利用促進対策費 国内での利用促進のための広報の実施等 30,290        17,315        12,975        

国際線誘致促進対策費 運航経費に対する補助 255,011      166,240      88,771        

空港課
観光課

区　　分 内　　容 年間所要額 現計予算額
６月補正

細事項名 一般財源
167,807

（債務負担分）309,252
37・62

（その一）7

事業主体
予算額

課　　　　名事 項 名 予　算　額
167,807

（限度額）309,252
予算説明書頁



主要事項

地域交流部
（単位：千円）

特別展及びプレ展開催事業費
（債務負担行為）特別展及びプレ展開催事業費
特別展「肥前さが幕末維新の「技」展」開催事業費
（債務負担行為）特別展「肥前さが幕末維新の「技」展」開催事業費

１　目　　　的 幕末・明治維新期から現代にかけて活躍する佐賀県出身の美術家や、彼らを育んだ歴史等を紹介する展覧会を開催

することにより、県民が佐賀のことを誇りに思う気持ちの醸成を図るとともに、幕末維新期を中心とした佐賀の特色と魅力

を全国に発信する。

２　事業内容 （１）事業期間　　平成29年度～平成30年度

（２）事業概要

債務負担行為限度額
（３）債務負担行為を設定する理由

　展覧会開催に係る業務委託費等について、  複数年の契約を行う必要があるため、債務負担行為を設定するもの。
 

3

佐賀城
本丸歴史館

○特別展「肥前さが幕末維新の「技」展－日本の産業革命
は佐賀からはじまった－」開催（平成30年３月17日～５月13
日）

6,197 32,491 38,688

合　　計 34,262 99,790 134,052

全体

博物館・美術館

○特別展「温故維新　美・技のSAGA」開催
（平成30年３月17日～５月13日）
○特別展「はじまりはここから－岡田三郎助と女性画家た
ち－」　開催（平成30年４月１日～５月20日）

28,065 67,299 95,364

施　　設 内　　容
年度別事業費

平成29年度 平成30年度

細事項名 一般財源
34,262

（債務負担分)99,790
73

（その一）7
文化課

課　　　　名事 項 名
美術館・博物館「新・企画展」事業費
佐賀城本丸歴史館企画展開催費

予　算　額
34,262

（限度額）99,790
予算説明書頁



主要事項

地域交流部
（単位：千円）

スポーツを楽しむ環境整備事業費

１　目　　　的 国民体育大会・全国障害者スポーツ大会開催に必要な施設やスポーツキャンプ・スポーツ合宿の誘致等に必要な

環境を整備することにより、県民の夢や感動を生み出すスポーツの一大拠点の形成を図る。

２　事業内容 （１）事業期間 平成29年度～平成34年度

（２）事業概要

（３）債務負担行為を設定する理由

　県総合運動場等整備基本設計については、平成29年度から平成30年度にかけて実施することから、

債務負担行為を設定するもの。

4

合　　計 267,060 282,113 549,173

設計業務
総合運動場整備工事基本設計等
（アリーナ、水泳場、陸上競技場等）

135,077 282,113 417,190

調査業務等
測量、ボーリング、交通解析、雨水排水、
専門家による支援業務等

131,983 - 131,983

スポーツ課

区　　分 内　　容
年度別事業費

平成29年度 平成30年度 全体

事 項 名 予　算　額
267,060

（限度額）282,113
予算説明書頁 課　　　　名

細事項名
スポーツを楽しむ環境整備事業費
（債務負担行為）スポーツを楽しむ環境整備事業費

一般財源
201,060

（債務負担分）282,113
75

（その一）7

債務負担行為限度額



主要事項

健康福祉部
（単位：千円）

佐賀の医療・薬事歴史展開催事業費

（債務負担行為）佐賀の医療・薬事歴史展開催事業費

１　目　　　的 幕末・明治維新期において、いち早く西洋医学を取り入れ、日本の医療制度の近代化に貢献した先人の功績などを広く

紹介する企画展を開催することにより、県民の佐賀を誇りに思う気持ちの醸成を図る。

２　事業内容 （１）事業期間　　平成29年度～平成30年度

（２）事業概要

①「佐賀藩の医療教育と日本の医療近代化への貢献」及び「対馬藩田代領（鳥栖市、基山町）で発展した製薬業」

に関する展示

②親子でも体験できる医療・薬事に関するコーナーを設置

開催期間等：平成30年６月～７月中旬に、県立博物館で開催（予定）

債務負担行為限度額

（３）債務負担を設定する理由

　平成30年６月に企画展を開催するに当たり、準備経費及び開催経費を一括して契約する必要があるため。

5

準備経費 展示構成の検討、展示パネルの作成等 30,539 － 30,539

開催経費 展示物の設営、体験コーナーの設営等 － 27,540 27,540

区　分 内　容
年度別事業費

平成29年度 平成30年度 全体

46
（その一）7

課　　　　名
（限度額）27,540

細事項名 一般財源
30,539

薬務課
（債務負担分）27,540

事 項 名 新規 佐賀の医療・薬事歴史展開催事業費 予　算　額
30,539

予算説明書頁



主要事項

健康福祉部
（単位：千円）

保育事業振興費

新規 保育士等キャリアアップ研修事業費

１　目　　　的 県内の保育士や幼稚園教諭等に対しキャリアアップのための研修を実施することにより、技能・経験に応じた処遇改善を図る。

２　事業内容 （１）事業期間　　平成29年度～平成31年度

（２）事業概要

○対象者　：　保育士、幼稚園教諭　等

○研修分野： 教育保育理論、保育実践、保健衛生・安全対策、
マネジメント、食育・アレルギー　等

○延べ受講者数：　約2,700名（平成29年度）

・施設運営費における処遇改善等加算の認定審査

・処遇改善に関する給与規定等の改定に係る相談への対応

合　　計 27,256

6

区　　分 内　　容 予　算　額

　キャリアアップ研修 23,109

　審査・相談業務 4,147

事 項 名 予　算　額 27,256 予算説明書頁 課　　　　名

細事項名 一般財源 11,555 42 こども未来課



主要事項

産業労働部
（単位：千円）

職業能力開発協会補助

技能向上対策費

職業能力開発協会補助

技能検定取得支援奨励費

１　目　　　的 県内ものづくり人材の裾野の拡大と更なる技能・技術の磨き上げによる技術者の育成及び若年者の就職支援のため、

技能検定受検料の負担を軽減する。

２　事業内容 佐賀県職業能力開発促進法施行条例に基づく受検料で技能検定試験を実施する佐賀県職業能力開発協会に、減免による減

収分を補填する。また、協会と別の指定試験機関が実施の「機械保全職種」の受検者に対し、減免相当の奨励金を支給する。

（１）事業期間　　　平成29年度～

（２）事業概要

①職業能力開発協会補助

※技能検定「機械保全職種」の受検手数料は、県条例によらず、国が定めているものに基づき実施指定試験機関が徴収

財　源　内　訳
国　　庫 一般財源

事 項 名 予　算　額 7,556 予算説明書頁 課　　　　名

細事項名 一般財源 3,097 49 産業人材課

区　分 内　容 年間所要額 現計予算額
６月補正
予算額

2,364

2,364

その他 管理費、事業費 28,304 28,304 - - -

検定受検料減
収補填費等

技能検定受検料（実技試験）の減免に伴
う減収分の補填等

6,823 - 6,823 4,459

合　　　計 35,127 28,304 6,823 4,459

②技能検定取得支援奨励費

区　分 内　容 年間所要額 現計予算額

受検奨励金
技能検定「機械保全職種」の受検者に対
する受検料減免相当の奨励金の支給

2,333 1,600 733

7
　 　

財　源　内　訳
国　　庫 一般財源

- 733

６月補正
予算額


