
款名称 部局名 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円）

事業概要（目的） 政策体系名称

教育費 教育委員
会 人権教育総合推進事業費 広報研究事業費 1,855 1,855

人権学習教材「わたしかがやく」を活用するうえでの最
新情報や資料をホームページ等で発信する。また、人権教
育に関する相談を行う。

人権尊重社会の実
現

教育費 教育委員
会 人権教育総合推進事業費 実践研究事業費 413 413 県内の教育関係者の資質と実践力の向上を図るため、人

権教育事例集を作成する。
人権尊重社会の実
現

教育費 教育委員
会 人権教育総合推進事業費 進学奨励事業費 91,461 82,512

「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に
関する法律」の終了に伴う経過措置として、進学奨励金の
貸与を受けていた者に対し、その返還等の事務を行う。

人権尊重社会の実
現

教育費 教育委員
会 人権教育総合推進事業費 みんなでつくる人権教育推進事業費 362 362

県立学校が拠点となり、学校・地域・行政が連携して学
校における教育課題を解決するための改善プランを策定す
るとともに、それを実行・評価し成果を県内に広く発信す
る。

人権尊重社会の実
現

教育費 教育委員
会 人権教育総合推進事業費 人権教育総合推進事業費 64,442 58,316

○「開かれた学校づくり」支援ふるさと雇用再生事業：
「学校」「地域」「家庭」が連携し、社会全体で子どもを
中心に据えた教育を実施するための推進体制を整備する。
○人権教育専門性向上促進事業：公益法人等と連携しなが
ら、人権教育に関する専門性をもったリーダーの育成を図
る。
○持続可能な人権教育のための調査研究事業：多様な主体
が、互いの力を認め合い、地域の資源を活かし、持続可能
な人権教育を推進するための調査研究を行う。

人権尊重社会の実
現

教育費 教育委員
会 学校教育事業費 人権教育活動事業費 4,672 4,672

人権教育を推進するため、学校等の訪問や各研修会での
指導助言等を行うとともに実態把握を行い、問題解決に努
める。

人権尊重社会の実
現

教育費 教育委員
会 学校教育事業費 学校教育研修事業費 413 413

小中・県立学校の管理職等の人権問題・人権教育につい
ての理解と認識を深めるための研修会を実施し、すべての
学校での人権教育の推進を図る。

人権尊重社会の実
現

教育費 教育委員
会 学校教育事業費 人権感覚あふれる学校づくり事業費 1,900 1,900

○能動的な人権学習推進事業   能動的な人権学習の取組の
交流及び人権学習のあり方について調査・研究する。 ○三
重県版「効果のある学校」づくり事業  県立学校が大学等
と連携しながら「三重県版『効果のある学校』づくり」の
実践研究を行う。

人権尊重社会の実
現

教育費 教育委員
会 社会教育事業費 社会人権教育総合推進事業費 76 76

人権にかかる問題の解決に資するため市町と連携し、地
域の人権課題について地域の実態を把握する。
○人権教育実態把握事業   ○市町人権教育主管課長会議

人権尊重社会の実
現
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教育費 教育委員
会 社会教育推進費 社会教育推進体制整備事業費 1,226 1,226

地域における社会教育推進体制の整備のための環境づく
りを目指し、指導体制の充実を図る。また、社会教育委員
の会議の開催や「三重県社会教育委員連絡協議会」、社会
教育研究大会開催の支援を行い、社会教育の振興を図る。
①社会教育推進体制整備事業 ②社会教育関係大会開催支
援事業

生涯学習の推進

教育費 教育委員
会 地域教育推進費 子どもの読書活動推進事業費 41,788 1,281

「三重県子ども読書活動推進会議」を開催し、県内外の
先進事例等の情報収集を行い、それをふまえて子ども読書
活動の推進に効果的な取組を進める。
「第二次三重県子ども読書活動推進計画」に基づき、家
庭・地域・学校が連携し、読書習慣の定着を目指す。
学校に「学校図書館環境整備推進員」を配置し、読書環境
の整備を進める。

生涯学習の推進

教育費 教育委員
会 熊野少年自然の家費 熊野少年自然の家費 44,910 44,777

青少年が優れた自然の中で、野外活動と集団宿泊研修を
通して心身を鍛え、自主・友愛・奉仕などの精神を学び、
社会性を養い健やかな人間形成を図る。

生涯学習の推進

教育費 教育委員
会 鈴鹿青少年センター費 鈴鹿青少年センター費 70,772 70,347

青少年を自然に親しませ、主として集団宿泊研修を通じ
て、心身ともに健全な青少年の育成を図るため、家庭や学
校では得られないようなことを体験できる場や機会を提供
する。

生涯学習の推進

教育費 生活・文
化部 私立学校振興費 私立高等学校等振興補助金 4,498,172 3,891,900

私立高等学校等における教育に係る経常的経費に対して
補助を行うことにより、私立高等学校等における教育の振
興を図り、私立高等学校等の健全な発達に資する。

学校教育の充実

教育費 生活・文
化部 私立学校振興費 私立高等学校等教育改革推進特別補

助金 77,585 38,793

私立高等学校・中学校・小学校及び幼稚園における教育
改革推進に係る経費に対して補助を行なうことにより、私
立高等学校等における教育の振興を図り、私立高等学校等
の健全な発展に資する。

学校教育の充実

教育費 生活・文
化部 私立学校振興費 私立幼稚園振興補助金 1,902,124 1,645,361

私立幼稚園における教育に係る経常的経費に対して補助
を行なうことにより、私立幼稚園における教育の振興を図
り、私立幼稚園の健全な発展に資する。

学校教育の充実

教育費 生活・文
化部 私立学校振興費 私立幼稚園心身障がい児助成事業補

助金 21,560 11,760
心身に障がいのある幼児を受け入れている私立幼稚園に

補助を行なうことにより、私立幼稚園における心身障がい
児の就園及び特別支援教育の推進を図る。

学校教育の充実

教育費 生活・文
化部 私立学校振興費 私立特別支援学校振興補助金 135,949 135,949

私立特別支援学校における教育に係る経常的経費に対し
て補助を行なうことにより、私立特別支援学校における教
育の振興を図り、私立特別支援学校の健全な発達に資す
る。

学校教育の充実

教育費 生活・文
化部 私立学校振興費 私立高等学校施設整備費補助金 3,166 3,166

私立高等学校における施設整備に要する経費に対して補
助を行なうことにより、私立高等学校における施設の整備
を促進し、教育の振興を図る。

学校教育の充実

教育費 生活・文
化部 私立学校振興費 私立高等学校教育国際化推進事業費

補助金 3,300 0
私立高等学校の外国人語学指導助手の雇用に要する経費

に対して補助を行なうことにより、私立高等学校における
国際化に対するための教育の充実を図る。

学校教育の充実

教育費 生活・文
化部 私立学校振興費 私立学校人権教育推進補助金 10,990 10,990

私立学校における人権教育に係る経費に対して補助を行
なうことにより、私立学校における人権教育の充実を図
り、もって私立学校の健全な発展に資する。

学校教育の充実
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教育費 生活・文
化部 私立学校振興費 私立専修学校振興補助金 39,614 39,614

私立専修学校における教育に係る経常的経費に対して補
助を行なうことにより、私立専修学校における教育の振興
を図り、私立専修学校の健全な発達に資する。

学校教育の充実

教育費 生活・文
化部 私立学校振興費 私立外国人学校振興補助金 12,000 0

学校法人立各種学校のうち一定基準以上の外国人学校に
おける教育に係る経常的経費に対して補助を行なうことに
より、教育の振興を図り、健全な発達に資する。

学校教育の充実

教育費 生活・文
化部 私立学校振興費 私立学校教職員退職基金財団補助金 178,549 178,549 私立学校教職員の相互扶助事業の助成を図ることによ

り、教職員の身分の安定を図る。 学校教育の充実

教育費 生活・文
化部 私立学校振興費 私立学校研修等事業費補助金 4,300 4,300 私立学校の設置者、校長及び教職員等に対する研修等に

係る経費を補助することにより、資質向上を図る。 学校教育の充実

教育費 生活・文
化部 私立学校振興費 日本私学振興・共済事業団補助金 69,546 69,546

私立学校教職員の相互扶助の助成を図り、私立学校教職
員共済事業に要する経費補助を行ない、その福利厚生の充
実を行うことで私立学校教育の振興に資する。

学校教育の充実

教育費 生活・文
化部 私立学校振興費 専修学校高等課程修業奨学金 1,040 886

中学校を卒業し、専修学校高等課程で就学することによ
り、資格・免許を取得又は技能を修得し、将来の経済的自
立につなげようとする者に対し、費用の一部を貸与する。

学校教育の充実

教育費 生活・文
化部 私立学校振興費 専修学校専門課程修業支援利子助成

金 179 179

高等学校を卒業し、専修学校専門課程で修業することに
より、資格・免許を取得し、将来の経済的自立につなげよ
うとするものが費用を借入金で支払う場合、その利子の一
部を助成する。

学校教育の充実

教育費 生活・文
化部 私立学校振興費 私立学校振興等事務費 5,177 4,686 私立学校の振興に関する事務費。 学校教育の充実

教育費 生活・文
化部 私立学校振興費 私立外国人学校教材費等補助金 46,620 46,620

最近の景気の減速が原因で急速に経営状態が悪化してい
る外国人学校への支援および保護者の経済的負担を軽減す
るために、緊急経済対策として平成２１年度から２ヶ年
間、教材費等相当額を補助する。

学校教育の充実

教育費 生活・文
化部 私立学校振興費 幼児教育の質の向上のための緊急環

境整備事業費補助金 26,231 0

質の高い環境で、子どもを安心して育てることができる
体制を整備するために、幼児教育の質の向上を目的とした
環境の設備を行っている私立幼稚園設置の学校法人を対象
として、緊急経済対策として平成２１年度から２ヶ年間、
設備の整備に要した費用の一部を補助する。

学校教育の充実

教育費 生活・文
化部 私立学校振興費 私立高等学校授業料減免補助金 52,733 48,041

私立高等学校に就学する生徒で経済的理由により就学困
難な者の授業料について学校法人が軽減することに対し補
助を行なう。

学校教育の充実

教育費 生活・文
化部 私立学校振興費 私立高等学校等就学支援金交付事業

費 1,718,191 0
国の高等学校等授業料無償化の方針に伴い、私立学校に

子弟を修学させている世帯に対する修学支援金を学校法人
に対して交付する。

学校教育の充実

教育費 生活・文
化部 私立学校振興費 私立高等学校等就学支援金交付事業

費 1,581,274 0
国の高等学校等授業料無償化の方針に伴い、私立学校に

子弟を修学させている世帯に対する就学支援金を学校法人
に対して交付する。

学校教育の充実

教育費 生活・文
化部 私立学校振興費 私立高等学校等入学一時金給付事業

費補助金 10,200 10,200
給付型の奨学金を活用することにより、低所得者世帯に

対して授業料以外の学校納付金にかかる経済的負担を軽減
する。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 委員会総務費 委員会総務費 11,937 11,937

教育委員会委員に係る人件費
教育委員会の開催、運営に係る経費
全国都道府県教育委員会連合会への負担金

学校教育の充実
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教育費 教育委員
会 管理企画費 管理企画費 107,461 107,292 教育委員会事務局の運営に係る経費 学校教育の充実

教育費 教育委員
会 管理企画費 防災教育推進事業費 1,969 1,969

東海・東南海・南海地震等の巨大地震に対し、学校が実
施する防災教育を支援し、児童・生徒・保護者等に対する
啓発活動を行う。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 管理企画費 次期教育振興ビジョン（仮称）策定

事業費 6,500 6,500

現行の教育振興ビジョンの計画期間が平成２２年度で終
了することから、国の教育振興基本計画を参考とするとと
もに、県民しあわせプランとの整合性を図りながら、学校
教育を中心とした教育に関する基本的な計画として「次期
教育振興ビジョン（仮称）」を策定する。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 管理企画費 教育委員会新型インフルエンザ対策

推進事業費 1,958 1,958
新型インフルエンザの予防と感染拡大防止に対応するた
め、公立小中学校及び県立学校のすべての児童生徒、保護
者への啓発や教職員への研修を行う。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 公立文教施設整備事務費 公立文教施設整備事務費 1,553 0 公立小中学校施設整備の指導助言、連絡調整に要する経

費 学校教育の充実

教育費 教育委員
会 教育政策費 教育改革推進事業費 2,968 2,968

子供たちを取り巻く環境の変化や学習ニーズの多様化に
対応するため、学習者等の視点に立って三重の教育のあり
方を検討する三重県教育改革推進会議を開催し、学校教育
全般における改革を推進する。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 教育政策費 高校活性化推進事業費 4,545 4,545

時代の変化や生徒の多様なニーズに対応して、各高校の
個性化、特色化を図る取組みを支援し、県立高等学校再編
活性化基本計画の推進を図る。また、連携型中高一貫教育
実施高への支援を行うとともに、今後の中高一貫教育のあ
り方について研究する。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 教育政策費 自ら創る学校支援事業費 11,182 11,182

学校経営品質の取組について、公立の小中学校、県立学
校への定着、発展を図るとともに未実施の小中学校への拡
大を進め、各学校が「目指す学校像」の実現に向けた、自
らの気づきに基づく継続的な改善活動に取り組むことによ
り、児童生徒、保護者、地域から信頼される、活力ある学
校づくりを推進する。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 教育政策費 活力ある学校づくり推進事業費 22,446 22,433

三重県型「学校経営品質」に基づいた県立学校の学校経
営に関する改善活動を支援するとともに、取組の進んだ県
立学校や小中学校等の先進事例の共有を図ることにより、
活力ある学校づくりを推進する。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 教育政策費 学校評価システム構築事業費 9,842 4,847

学校経営品質による自己評価の取組を活かした、関係者
評価委員による学校関係者評価のあり方や、評価結果を学
校支援に結びつける学校評価システムの構築について、モ
デル校による実践的な調査研究等を行う。

学校教育の充実
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教育費 教育委員
会 人事管理費 教員採用試験事務費 9,837 9,837 教員採用選考試験に係る費用 学校教育の充実

教育費 教育委員
会 人事管理費 一般人事管理費 49,663 31,372

公立学校教職員の定数管理・人事管理等、公立学校の管
理運営指導を行う。
教職員の争訟事務の処理及び教育に係る法律相談等を実施
する。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 人事管理費 教員の指導力向上支援事業費 19,749 19,694

○指導力不足等教員への具体的対応策として、審査・判定
する審査委員会を設置するとともに、不足している指導
力の回復や資質の向上を図るため、研修等を実施し円滑
な職場復帰を図る。                                ○
教員及び事務職員を除く県立学校職員並びに公立小中学
校職員のうち、職務遂行能力に課題のある職員につい
て、継続的な指導や研修を実施することにより、職員の
資質の向上と公務能率の維持向上を図る。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 人事管理費 教職員人材育成推進事業費 540 540

教職員一人ひとりが資質能力を一層高め、組織としての
学校の教育力の向上を図るため、喫緊の人材育成課題につ
いて、三重県における”あるべき姿”を事業を実践しなが
ら構築していく。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 人事管理費 ネットＤＥ研修を活用した教師力向

上事業費 19,879 19,879

・能力開発、人材育成の視点から必要とされるコンテンツ
を計画的に開発しいつでも、どこでも、なんどでも受講
できるネットＤＥ研修の進化、充実に取り組んで教職員
の「教師力」を向上させる。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 人事管理費 子どもいきいきバックアップ事業費 38,078 37,848

・子どもたちが抱える課題に対し、臨床心理相談専門員（
臨床心理士）等による専門的な教育相談等を通して子ど
もたちがいきいき学校生活を送れるよう支援するととも
に、校内において教育相談体制の中核的役割を果たす教
職員を支援する。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 人事管理費 学校の教育力向上支援事業費 8,500 8,500

・研修の中核となる人材の育成や「傾聴」と「対話」に重
きをおいた人材育成、教師力のある教職員、教職員経験
者（教職員ＯＢ）や地域の人材等を活用して教育課題に
応じた地域分散型研修の実施を支援することを通して「
学校の教育力」を高めることを目的とする。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 給与管理費 給与管理費 255 255 教職員の給与改善に係る事務費 学校教育の充実

教育費 教育委員
会 電算システム管理費 電算システム管理費 134,340 134,340

各種電算システム（義務教育国庫負担金等算定システ
ム、教員退職手当システム、小中向け給与・旅費システ
ム）の運用経費及び小中向け給与・旅費システムのための
ネットワーク運用経費

学校教育の充実



款名称 部局名 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円）

事業概要（目的） 政策体系名称

教育費 教育委員
会 教員免許ステップアップ事業費 教員免許ステップアップ事業費 6,802 -5,731

教職員免許法の規定に基づき、教職員に対して上級免許
状又は通信教育で履修困難な教科、実務経験に乏しい教科
等の免許状の取得に必要な単位を取得させるための講座を
開設し、教員の資質の向上を図る。
教育職員免許状の授与・検定と免許更新制の各種審査を行
う。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 教職員人事管理システム運営費 教職員人事管理システム運営費 50,276 50,276

教職員人事管理システムの適正な運用を図ることにより
各学校における正規及び代替教職員の人事配置、公立学校
教職員の定数管理、人事異動等の管理業務に要する作業の
簡素効率化を図る。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 指導行政費 指導主事活動費 1,783 1,783 指導主事が各学校へ教育課程、学習指導その他学校教育

に関する専門的事項の指導を行う。 学校教育の充実

教育費 教育委員
会 指導行政費 生産クラブ活動等全国大会出場者派

遣支援事業費 4,235 4,235

教科学習と深い関わりのある生産クラブ活動において
は、全国大会に積極的に参加し、学習の深化や拡大を図っ
ている。これら全国大会等に出場する生徒の旅費について
支援を行う。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 小・中学校生徒指導費 豊かな体験活動推進事業費 3,301 2,301

○豊かな体験活動推進事業
子どもたちが豊かな人間性や社会性などを育むために効果
的な体験活動について、推進地域・推進校において実践研
究する。                                          ○
生き生き読書リレー推進事業
本とともに児童生徒の感想や本の紹介などを学校間で定期
的にリレーし、これらの取組を朝の読書や読み聞かせなど
の読書活動、学校図書館を利用した授業の実施につなげ、
児童生徒の国語力の向上をめざす。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 小・中学校生徒指導費 学力向上支援事業費 14,272 14,272

児童生徒の学力の定着・向上をはかるため、授業方法や
評価方法等の工夫改善や補充学習への取組を支援する。ま
た、新学習指導要領に関する説明会を開催し、円滑な移
行・実施を支援する。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 小・中学校生徒指導費 生徒指導総合連携推進事業費 900 0

地域の構成員である家庭、学校、地域、民間団体、関係
機関が一体となって児童生徒の問題行動の予防や解決と健
全育成に向け、地域のネットワークづくりを踏まえた実践
的な取組を行う。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 小・中学校生徒指導費 生徒指導対策事業費 40,510 40,305

学校、家庭、地域、関係機関が一体となって、子どもた
ちの規範意識や倫理観、道徳観を育てるなど未然防止、早
期発見、早期対応の取組を充実する。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 小・中学校生徒指導費 不登校対策事業費 44,510 4,105

不登校対策を未然防止、初期対応、復帰支援の視点で捉
え、必要かつ適切な対応を進めることができるよう、学
校・教育支援センター職員の資質向上のための実践交流会
を実施するとともに、小中学校の教頭及び生徒指導担当者
に対する講習会を実施する。また、フリースクール等民間
施設などと連携を進めている市町を支援することにより、
官民一体となった不登校児童生徒の活動スペースを拡げる
取組を進める。

学校教育の充実



款名称 部局名 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円）

事業概要（目的） 政策体系名称

教育費 教育委員
会 小・中学校生徒指導費 学びのステージ創造推進事業費 2,621 2,621

子どもたちが就学前から中学校までの発達段階に応じ、
一貫した教育が受けられるよう、地域・幼稚園・保育所・
小学校・中学校間の連携を深めてさまざまな課題を解決
し、子どもの健やかな育ちを支援する。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 小・中学校生徒指導費 理科支援員等配置事業費 20,470 0

小学校５、６年生の理科の授業に外部人材を「理科支援
員」として配置し、観察・実験活動等における教員の支援
を行うことにより、小学校理科教育の活性化と一層の充
実、教員の指導力の向上を図る。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 小・中学校生徒指導費 学校非公式サイト対策推進事業費 16,386 0

検索活動を通じて「学校非公式サイト」の現状を継続的
に把握し、子どもたちの内面に迫る教育プログラムを作成
するとともに、子どもの情報端末機器使用において責任者
である保護者への啓発を組織的に行い、学校・保護者・地
域が協働して子どもを見守る体制を構築する。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 小・中学校生徒指導費 小学校における学力定着調査研究事

業費 8,000 8,000

小学校における基礎的・基本的な知識・技能の習得をは
かるため、国語科・算数科を中心に学校全体で学力の定着
と向上のシステムづくりに取り組み、計画的・継続的に課
題の改善を進めます。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 高等学校生徒指導費 集まれ高校生支援事業費 2,115 2,115

高等学校の生徒が、目的意識を持って、充実した学校生
活を送れるようにするため、様々な催しを実施する。これ
らの催しを通して、生徒の意欲を引き出すとともに、高等
学校教育の取組を広く県民、小中学生などに理解してもら
う。
○三重県立高等学校産業教育フェア
○三重県高校生テクノドリームフェア
○定時制・通信制生徒交流フェスティバル

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 高等学校生徒指導費 高校芸術文化祭費 16,181 16,181

高等学校における音楽、美術、演劇等の芸術文化につい
て、技術と創造力を磨き芸術文化活動の向上を図るととも
に、生徒相互の交流を深め、豊かな人間性を育成すること
を目的として、みえ高文祭を開催したり、近畿高等学校総
合文化祭の参加にかかる保護者負担の軽減を図るため、県
代表として参加する経費等の支援を行う。
○みえ高文祭
○近畿高等学校総合文化祭
○全国高等学校総合文化祭

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 高等学校生徒指導費 学校・地域との協働によるキャリア

教育実践事業費 32,696 31,736

児童生徒が、望ましい勤労観・職業観や主体的に進路を
選択する能力・態度を身につけられるよう、各学校段階を
通じた系統的なキャリア教育の取組を支援し、その成果を
県全体に普及する。また、キャリア発達を支援する専門的
な知識・技能を身につけた教員の養成を進めるとともに、
雇用状況が悪化するなか、地域等と連携しながら生徒の進
路実現のための支援の充実を図る。

学校教育の充実



款名称 部局名 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円）

事業概要（目的） 政策体系名称

教育費 教育委員
会 高等学校生徒指導費 元気な三重を創る高校生育成事業費 3,199 3,199

高校生の自立を促し創造力を育むため、物事を多面的に
とらえたり、本質的に考えたりすることができる力を身に
つけるための教育のあり方を研究する。また、金融教育、
消費者教育、法教育などを通して社会人としての実践的な
力を育むとともに、地域貢献やボランティア活動など社会
の一員としての自覚を養うための取組を進め、心豊かで元
気な三重を創る高校生を育成する。
○自立を促し創造力を育む教育のあり方研究事業
○社会生活に対応する実践力育成事業
○地域との絆を育む高校生支援事業

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 高等学校生徒指導費 学力向上対策支援事業費 5,359 4,859

県立高等学校が生徒・保護者や産業界からのニーズに応
えるため、各校の課題に応じて、進学のための学力向上、
基礎学力定着、職業教育の充実に取り組む。
○高校生学力・進学向上支援事業
○高等学校職業教育等充実支援事業
○学力の把握に関する研究指定校事業

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 高等学校生徒指導費 新学習指導要領に対応した教育課程

編成支援事業費 3,479 3,479
学習指導要領の改訂に伴い、新しい教育課程編成と実践に
資するため、県立高等学校の教員を対象に講習会を開催
し、その趣旨・内容の周知徹底と教員の資質向上を図る。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 高等学校生徒指導費 高度福祉系人材育成支援事業費 3,607 3,607

近年の介護・福祉サービスの多様化・高度化に伴い、福
祉系人材の確保と資質向上が求められていることから、福
祉学科等の生徒が将来これらのニーズに対応できる人材と
なるよう、老人福祉施設等においてより実践的な介護実習
を行う。
○教科「福祉」等教員の高度化対応事業
○福祉人材育成支援実習費

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 高等学校生徒指導費 医学部等進学向上対策支援事業費 1,689 1,689

医学部等理系学部への進学を希望する生徒を対象に関
心・理解を深めるセミナー等を開催し、医療分野や科学技
術分野で活躍できる人材の育成をはかる。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 高等学校生徒指導費 インターンシップ等受入事業所拡

大・充実緊急雇用創出事業費 1,050 0

高等学校・中学校のキャリア教育を推進するため、三重
県職場体験・インターンシップ受入事業所の案内ｗｅｂ
ページに登録されている県内の事業所の登録内容を再調査
し、ｗｅｂページのシステム及び情報を更新する。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 高等学校生徒指導費 県立学校就労支援総合ネットワーク

構築事業費 13,145 13,145

県立高校及び特別支援学校高等部の生徒が、地域の事業
所で就労することを通じて地域社会に貢献できるよう、企
業、経済団体、ハローワーク、市町等と連携してキャリア
教育推進地域連携会議（７箇所）を設置し、県立学校生の
就労支援やキャリア教育における学校と地域との連携方策
について検討する。また、企業等で管理職経験のある就労
支援総合マネージャー（６人）を配置して、キャリア教育
推進地域連携会議のコーディネートや新規高等学校卒業予
定者への求人情報の提供等を行うことにより、地元企業等
への就職・定着をはかる。

学校教育の充実



款名称 部局名 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円）

事業概要（目的） 政策体系名称

教育費 教育委員
会 高等学校生徒指導費 高等学校における外国人生徒教育充

実支援事業費 10,849 0

外国人生徒教育に関係する県立高等学校を巡回する相談
員（ポルトガル語対応１人、スペイン語対応１人）を配置
し、今後の高等学校における外国人生徒の指導体制等を整
備する。また、日本語指導支援員（３人）を配置し、日本
語習得段階に応じた日本語指導カリキュラムモデルの作成
を行う。
○高等学校外国人生徒教育相談緊急雇用創出事業
○高等学校日本語指導支援緊急雇用創出事業

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 高等学校生徒指導費 新学習指導要領に対応した授業実践

研究事業費 6,062 6,062

高等学校新学習指導要領に示された各教科・科目等にお
ける授業のあり方について、公開授業、研究協議、先進校
視察、成果発表会及び討論会等を実施することにより、効
果的かつ実践的な指導方法の研究等を行う。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 国際教育費 語学指導等を行う外国青年招致事業

費 254,279 53,008

高等学校において、国際理解教育及び英語教育、特に
「聞く力」「話す力」を伸ばす指導を充実するとともに、
教員研修等において英語運用力を高める指導を行い、教員
の資質向上を図るため、「語学指導等を行う外国青年（Ａ
ＬＴ）」を招致する

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 教科書事務費 教科書事務費 713 713 三重県教科用図書選定審議会、教科用図書無償給与事務

説明会、教科書展示会を実施する。 学校教育の充実

教育費 教育委員
会 教科書事務費 高等学校定時制通信制教育教科書学

習書給与費 5,802 5,802
高等学校定時制及び通信制に在学する勤労青少年に教科

書及び学習書の購入に係る経費を扶助し、経済的負担を軽
減する。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 入学者選抜事務費 入学者選抜事務費 8,339 1,472

高等学校入学者選抜検査事務の円滑な運用を図る。
中学校学習指導要領に対応し、基礎基本の確実な定着を図
るうえで適切な高等学校入学者選抜学力検査問題となるよ
う、調査・検討・研究を行う。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 奨学費 高等学校定時制通信制修学奨励費 3,486 3,386

経済的理由により修学が困難な高等学校定時制課程及び
通信制課程に在学する勤労青少年の修学を促進奨励するた
め、修学奨励金を貸与する。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 奨学費 高等学校等進学支援事業費 554,063 67,962

将来、社会において有為な人材として活躍が期待されな
がら、経済的理由により修学が困難な生徒・学生に対して
支援を行う。
①高校・高等専門学校の生徒に対して奨学金の貸与
②大学・短期大学の学生に対して有利子借入金に係る利

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 奨学費 高等学校等修学奨学基金積立金 448,391 489,150 高等学校等進学支援事業における高等学校等修学奨学金

の財源の安定化を図る。 学校教育の充実

教育費 教育委員
会 特別支援教育振興費 特別支援学校メディカル・サポート

事業費 4,035 4,035 教員が常勤講師（看護師免許所有）と協働して、医療的
ケアを必要とする児童生徒への対応を行う。 学校教育の充実



款名称 部局名 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円）

事業概要（目的） 政策体系名称

教育費 教育委員
会 特別支援教育振興費 子どもの発達支援ネットワーク事業

費 1,897 1,897

県障害児就学指導委員会の機能を充実させ、早期からの
相談支援体制を整備する。関係機関の連携を図るため、
「個別の就学支援ファイル」を活用する。各市町の地域連
携協議会が連携協働し、広域の連携ネットワークを構築す
る

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 特別支援教育振興費 障がい児者就労・自立支援事業費 6,238 6,238

デュアルシステムを導入し、就業率の向上を目指すとと
もに生徒の進学先及び就労先の確保を目的に、各関係機関
との連携を通して進学・就労先の開拓及び適正な進路指導
を図る。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 特別支援教育振興費 特別支援教育総合推進事業費 14,936 3,190

特別支援学校が地域におけるセンター的機能を発揮でき
るよう、教員の専門性の向上に係る取組を支援するととも
に、小中学校等に在籍する発達障がいのある幼児・児童・
生徒への適切な指導や助言が行えるよう支援体制の整備及
び充実を図る

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 特別支援教育振興費 特別支援学校企業就労実現支援緊急

雇用創出事業費 44,097 0

企業（事業所）、教育・福祉労働関係機関の連携・協力
を推進し、企業（事業所）のニーズに応じ  た職業教育の
改善や、新たな職域の開拓、また、本人・保護者に対する
就労についての意識の高揚、  地域の企業（事業所）に対
する特別支援学校の生徒及び職業教育についての理解啓発
の促進を図り、 特別支援学校高等部生徒の企業（事業
所）への就労を促進する。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 特別支援教育振興費 自閉症に対応した教育課程の在り方

に関する調査研究事業費 1,133 0

小・中学校等において、自閉症の特性に応じた教育課程
の編成、自閉症の児童生徒一人一人に対応した指導内容・
方法等の工夫など教育課程の在り方について実践研究を行
う。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 特別支援教育振興費 発達障がい指導・支援充実事業費 6,433 6,433

発達障がいのある生徒に対して、専門家チームによる対
応を行うことで、中学校からの途切れのない指導支援の充
実をはかる。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 いじめ・不登校対策充実事業費 スクールカウンセラー等活用促進事

業費 175,752 118,804

心の問題に対応できる学校の相談体制を充実するととも
に、福祉的なアプローチにより課題の解決を図るため、専
門的な知識や経験を有するスクールカウンセラー及びス
クールソーシャルワーカーを小学校及び中学校、高等学校
に配置し、さまざまな生徒指導上の問題解決のための取組
を進める。
○スクールカウンセラー活用事業費
○高等学校スクールカウンセラー活用事業費
○スクールソーシャルワーカー活用事業費

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 いじめ・不登校対策充実事業費 ハートフル相談員緊急雇用創出事業

費 30,357 0
地域の人材を活用して、児童や保護者が悩み等を気軽に

相談できる「ハートフル相談員」を小学校に配置し、問題
行動の未然防止を図る。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 いじめ・不登校対策充実事業費 教育支援センター相談員緊急雇用創

出事業費 1,983 0
地域の人材を活用して、教育支援センター通級生等の活

動支援を行う「教育支援センター相談員」を教育支援セン
ター等に配置し、不登校児童生徒への支援の充実を図る。

学校教育の充実



款名称 部局名 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円）

事業概要（目的） 政策体系名称

教育費 教育委員
会 外国人児童生徒支援費 外国人児童生徒教育支援事業費 15,793 15,783 外国人児童生徒への日本語指導、学校生活への適応指

導、多文化共生の教育の充実を図る。 学校教育の充実

教育費 教育委員
会 外国人児童生徒支援費 外国人の子どもの就学支援緊急雇用

創出事業費 16,890 0

就学支援員を雇用し、外国人の子どもの就学促進を図る
取組を充実するとともに、不就学の外国人の子どもを円滑
に受け入れるため、学校や初期適応指導教室等における日
本語指導や学校生活への適応指導の取組を支援する。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 外国人児童生徒支援費 外国人児童生徒就学支援総合連携推

進事業費 24,000 7,000

○外国人児童生徒受入促進事業
日本語指導が必要な外国人児童生徒の在籍が多い市町や学
校の日本語指導や適応指導等の取り組みを支援する。
○外国人児童生徒支援総合連携事業
受入体制が十分整備されていない市町や学校へ外国人児童
生徒教育コーディネーター等を巡回配置し、受入体制の確
立を図る。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 総合教育センター費 総合教育センター管理運営費 45,556 45,494 １ 施設の管理運営 ２ 機器類の保守管理 学校教育の充実

教育費 教育委員
会 総合教育センター費 教職員研修事業費 44,375 42,267

教職員の資質の向上を目指すため、児童生徒・学校現場の
実態及び教職員のニーズを踏まえた講座の展開、教科・領
域等の枠を超えた横断的・総合的な講座の構築・実施、関
係機関との連携講座及び職場研修等の実践を図る。
１ 基本研修（初任・新規採用・教職経験・管理職等）
２ 専門研修（専門・職務職能）
３ 科学技術教育研修（資質の向上に対する調査・研究及
び充実を図る） ４
情報教育研修（授業で情報機器を活用できる教職員の育成
をめざした研修の実施）
５ 県立学校教科研修活動支援事業（県立学校の教科研修
・活動を支援）

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 総合教育センター費 教育サービス事業費 10,259 10,222

・今日的教育課題についての調査研究をとおして学校や教
職員に対する支援体制の強化を図る ・
子どもの心やからだの問題、人間関係や生き方の問題に
関する指導相談

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 総合教育センター費 いじめ電話相談事業費 5,491 5,475

・子どもたちの心の問題が大きな社会問題となっている状
況をふまえて、いじめを始めとする子どもや保護者の悩
みに応え、支援するために電話相談を実施する。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 総合教育センター費 緊急対策「授業力向上プロジェク

ト」事業費 9,500 9,500
・教員が、授業研究を通して継続的な相互研さんによる授
業改善を図ることを制度化し、教員の授業力向上をめざ
す。

学校教育の充実



款名称 部局名 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円）

事業概要（目的） 政策体系名称

教育費 教育委員
会 教職員恩給及び退職年金費 教職員恩給退職年金費 197,657 197,657 小中学校、県立学校の教職員として職務に従事し退職し

た者及びその家族の生活の安定を図る。 学校教育の充実

教育費 教育委員
会 教職員厚生費 公立学校共済組合負担金 65,806 65,806 公立学校共済組合の健全な運営と発展に寄与するため、

公立学校共済組合の事務に要する費用を負担する。 学校教育の充実

教育費 教育委員
会 教職員厚生費 教職員健康支援事業費 144,461 144,461

教職員の健康管理及び疾病予防の観点から、人間ドック
事業を公立学校共済組合と共同で実施し、三重県教職員等
生涯生活設計第３次推進計画により各種ライフプラン事業
を実施する。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 教職員厚生費 福利厚生事務費 2,286 2,286 教職員の福利厚生に係る事務費 学校教育の充実

教育費 教育委員
会 教職員厚生費 県立学校教職員健康管理対策費 59,022 59,022

県立学校教職員の健康の保持増進のため、学校保健法及
び労働安全衛生法による健康管理体制の充実を図り、健康
診断及び各種健診を実施し、事後の健康指導を行う。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 教職員厚生費 教職員メンタルヘルス対策費 4,727 4,727 教職員が心身共に健康な状態で勤務できるよう、研修、

セミナー、メンタル相談などの事業を実施する。 学校教育の充実

教育費 教育委員
会 教職員住宅費 教職員住宅費 408,231 363,028

公立学校共済組合から投資不動産方式により建設した教
職員住宅及び福利厚生施設の共済組合への譲渡代金・公租
公課費等の支払いを行うとともに、教職員住宅の維持管理
を行い住宅環境の整備を図る。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 旅費 小学校教職員旅費 272,965 272,965 小学校教職員の旅費 学校教育の充実

教育費 教育委員
会 旅費 中学校教職員旅費 242,745 242,745 中学校教職員の旅費 学校教育の充実

教育費 教育委員
会 学校部活動振興費 中学校部活動振興費 10,423 10,423 中学校部活動における大会参加に係る教職員旅費 学校教育の充実

教育費 教育委員
会 学校運営費 高等学校運営費 2,146,369 1,137,489

県立学校６３校（分校２校）での県が果たすべき役割に基
づく県立学校の教育活動（管理運営含む)の遂行に要する
経費

学校教育の充実



款名称 部局名 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円）

事業概要（目的） 政策体系名称

教育費 教育委員
会 人事運営費 高等学校人事運営費 37,796 37,796 高等学校教職員の人事運営に関する経費 学校教育の充実

教育費 教育委員
会 指導運営費 学校納付金口座振替事業費 13,897 13,897 授業料等の口座振替による徴収事務に係る経費 学校教育の充実

教育費 教育委員
会 学校部活動振興費 高等学校部活動振興費 45,488 45,488

高等学校文化連盟及び高等学校体育連盟が主催する県内
公式大会参加への生徒引率に係る教職員旅費  文化部活動
に係る特別講師招請に係る経費

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 設備充実費 設備充実費 14,825 12,825

産業教育用設備、理科教育用設備、定時制教育用設備な
どの社会のニーズに対応した設備の整備を図るとともに、
産業教育設備の修繕を行う。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 設備充実費 宮川高校・相可高校統合整備事業費 32,626 16,626 宮川高校、相可高校が統合し、平成２２年度開校予定の

新相可高校で必要となる整備・備品の整備を行う。 学校教育の充実

教育費 教育委員
会 情報教育事業費 情報教育充実支援事業費 214,979 214,979

情報技術の著しい進展と学習指導要領及び新しいソフト
ウェアや専門的分野の学習に対応するため、老朽化したコ
ンピュータをリースにより更新することで県立学校におけ
る情報教育の推進を図る。また、県立学校のネットワーク
保守、図書館資料共有ネットワークシステムの運用、高等
学校案内ホームページの更新を行う。
○情報教育機器設備充実事業費
○「学校ネットワーク」運用事業費

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 実習船運営費 実習船運営費 103,087 90,782

水産高等学校実習船「しろちどり」及び小型実習船「は
まゆう」による航海実習等の実施並びに実習船の運営に関
する経費
①実習船による航海実習、体験航海
②小型実習船による操船実習、マリンスポーツ
③Ｃ型船による１～４級小型船舶免許の取得
④実習船の中間検査及び定期検査
⑤地方公庁船による魚類資源対策調査

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 実習船運営費 実習船建造費 153,972 5,972 実習船「はまゆう」の老朽化に伴う新船の建造 学校教育の充実

教育費 教育委員
会 校舎その他修繕費 校舎その他修繕費 260,574 260,574

県立高等学校及び特別支援学校の施設・設備の老朽化を
逐次補修し、教育環境として満足できる学校施設・設備を
維持する。

学校教育の充実



款名称 部局名 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円）

事業概要（目的） 政策体系名称

教育費 教育委員
会 財産管理事務費 財産管理事務費 121,311 118,142

・教育財産の維持管理
・県立高等学校及び特別支援学校の設備等の定期検査・管
理業務委託を行い、経済的かつ効率的な運用により適正
な教育財産の管理を行う。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 財産管理事務費 学校施設法定点検事業費 34,203 34,203

公共施設の建築物の安全性や市街地の防災機能の確保を
図るため、県立高等学校及び特別支援学校の建築物及び建
築設備の点検を行う。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会

デジタルスクールネットワーク事
業費

学校情報「くものす」ネットワーク
事業費 338,101 283,101

教職員間の情報共有、学校間の情報交換、学校と地域と
の交流を目的とし、県立学校間・県立学校と教育委員会を
接続するネットワーク及び校内ＬＡＮの整備や教職員一人
一台パソコンにより、学校において日常的にＩＴを活用で
きる環境整備を行う。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 校舎その他建築費 校舎その他建築費 2,250,574 383,459 県立高等学校における教育の円滑な実施を図るため、学

校施設等の整備を図る。 学校教育の充実

教育費 教育委員
会 防火施設整備費 防火施設整備費 32,000 32,000 県立高等学校及び特別支援学校の防火施設・設備の適正

な保守管理と避難器具、消火器等の必要な設備の整備。 学校教育の充実

教育費 教育委員
会 学校運営費 特別支援学校運営費 398,786 398,186

特別支援学校１５校（分校３校）での県が果たすべき役割
に基づく県立学校の教育活動（管理運営含む）の遂行に要
する経費

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 人事運営費 特別支援学校人事運営費 230,261 230,261 特別支援学校教職員の人事運営に関する経費 学校教育の充実

教育費 教育委員
会 指導運営費 特別支援学校スクールバス等運行委

託事業費 224,934 224,934
障がいのある児童生徒が短時間に安全で、身体的にも安

定した状態で通学ができ、学校教育を受けることができる
ようスクールバスを配置する。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 指導運営費 特別支援学校スクールバス整備事業

費 82,059 1,159

特別支援学校における在籍者数の増加により生じた長時
間通学等の解消のために、スクールバスを計画的に配備す
る。計画的にスクールバスの配備を進め、通学環境の整備
を図る。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 指導運営費 特別支援学校学習環境等基盤整備事

業費 35,757 33,757

特別支援学校整備第１次実施計画に沿って、各特別支援
学校の在籍者数の増加といった緊急課題や適正規模及び配
置等の諸課題に対応するために、学習備品や消耗品等の整
備を進め、学習環境の基盤整備を推進する。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 指導運営費 特別支援学校児童生徒増加等に伴う

整備支援事業費 1,034 1,034
在籍者数の増加、学校施設の狭隘化等の各特別支援学校

の緊急な課題に対応するために、教育施設の借用や学校給
食の配送等を実施し、教育環境を充実する。

学校教育の充実



款名称 部局名 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円）

事業概要（目的） 政策体系名称

教育費 教育委員
会 就学奨励費 特別支援学校就学奨励費 117,343 58,990 特別支援学校の幼児・児童・生徒の就学による保護者等

の経済的負担を軽減する。 学校教育の充実

教育費 教育委員
会 特別支援学校施設建築費 特別支援学校施設建築費 232,048 95,048 特別支援学校における教育の円滑な実施を図るため、学

校施設等の整備を図る。 学校教育の充実

教育費 教育委員
会 地域教育推進費 学校支援地域本部事業費 27,688 0

教員の子どもと向き合う時間の拡充と地域教育力の活性
化を図るため、中学校区を単位に学校と地域が連携し、学
習指導や部活動、学校行事、安全確保など、様々な面で学
校教育・学校運営を支援する体制づくりを推進する。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 学校保健安全管理費 県立学校児童生徒等健康管理事業費 52,376 52,370

児童生徒の健康増進を図るため、学校保健安全法に基づ
き健康診断や学校環境衛生検査を実施し、疾病予防に努め
る。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 学校保健安全管理費 健康保障事業費 178,461 15,882

○県立学校児童生徒の学校管理下における事故に対し、被
害救済を図る。                                    ○
学校管理下において、施設設備の不備又は管理上の瑕疵
による事故及び教育活動実施中の事故等の管理責任に伴
う損害賠償に対応する。                            ○
県立学校児童生徒の健康診断の的確な実施と健康増進の
ための指導等の充実を図る。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 学校保健安全管理費 スクールガード推進事業費 729 729

県内すべての小学校に学校安全ボランティア（スクール
ガード）が組織されるよう、立ち上げや継続・充実に向け
ての支援を行う。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 学校保健安全管理費 子どもの健康を守る地域専門家総合

連携事業費 3,554 0

県内の児童生徒の健康課題を検証し、「学校保健推進計
画」を作成するとともに、モデル地域を中心に専門医等を
学校に派遣して、健康課題の解消に向けた取り組みを実施
する。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 学校保健安全管理費 スクールヘルスリーダー派遣事業費 318 214

教職経験１～３年の養護教諭１人配置校へ退職した養護
教諭を派遣し、メンタルヘルスなど多様化する健康課題へ
の対応について指導助言を行う。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 学校保健安全管理費 子ども安全・安心サポート緊急雇用

創出事業費 81,857 0 登下校安全指導員を活用した県立学校や各地域の安全体
制の整備とスクールガード組織の充実・活性化を図る。 学校教育の充実

教育費 教育委員
会 学校保健安全管理費 児童生徒のアレルギー疾患対応推進

事業費 1,195 1,195 アレルギー疾患を有する児童生徒への対応手引に基づき
講習会を開催する。 学校教育の充実



款名称 部局名 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円）

事業概要（目的） 政策体系名称

教育費 教育委員
会 学校給食対策費 学校給食の衛生・品質管理事業費 5,659 5,659

学校給食の衛生管理及び品質管理の徹底を図るととも
に、食材・調理品等の保存、検査及び学校給食調理従事者
等の衛生管理を行う。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 学校給食対策費 定時制高等学校夜食費補助事業費 2,605 2,605 県立学校の夜間定時制高校に学ぶ生徒の夜食費の補助を

行う。 学校教育の充実

教育費 教育委員
会 学校給食対策費 安全・安心な学校給食整備対策事業

費 360 360 県立学校の学校給食施設のドライシステム化等を行う。 学校教育の充実

教育費 教育委員
会 学校給食対策費 学校食育推進事業費 3,109 1,431

子どもたちが正しい食事の摂り方や望ましい食習慣を身
につけられるよう、学校における指導体制を充実させると
ともに、家庭、地域及び関係団体と連携・協力して地場産
物を活用した食に関する指導や食体験活動等を推進する。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 学校スポーツ費 運動部活動支援事業費 173,552 0 中学校、高等学校の県体育大会、東海大会、全国大会等の

開催・参加に係る旅費等の経費を負担する。 学校教育の充実

教育費 教育委員
会 学校スポーツ費 地域連携学校スポーツ支援事業費 27,877 12,605 中学校、高等学校に地域スポーツ指導者を派遣するなど

し、地域と学校との連携を図る。 学校教育の充実

教育費 教育委員
会 スクールスポーツライフ支援費 スクールスポーツライフ支援事業費 18,541 2,786

小中学校における体育活動を充実するため、研究協議会の
開催や全国調査の結果分析、体育活動のサポートのための
人材の派遣などを行う。

学校教育の充実

教育費 教育委員
会 埋蔵文化財費 埋蔵文化財センター管理運営費 9,474 8,211

埋蔵文化財センター（各収蔵庫を含む）の管理運営に係る
経費。また、腐食進行の著しい伊勢市落合古墳群等出土鉄
製品について、国補事業（１／２）として保存処理委託を
行う。

文化にふれ親しむ
ことができる環境
づくり

教育費 教育委員
会 埋蔵文化財費 県営ほ場整備地域埋蔵文化財緊急発

掘調査費 1,013 534
文化財保護法等関係諸法令に基づき、県営ほ場整備事業地
内における埋蔵文化財の有無を確認するとともに、破壊を
免れない部分の緊急発掘調査を実施して記録保存を行う。

文化にふれ親しむ
ことができる環境
づくり

教育費 教育委員
会 埋蔵文化財費 受託発掘調査事業費 456,986 0

国土交通省・農林水産省・中日本高速道路（株）等が計画
している開発事業に先立ち、事業地域内の埋蔵文化財を発
掘調査し、記録を作成して、埋蔵文化財の適切な保護に努
める。

文化にふれ親しむ
ことができる環境
づくり



款名称 部局名 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円）

事業概要（目的） 政策体系名称

教育費 教育委員
会 文化財管理費 文化財保存管理事業費 31,716 29,316

①保護審議会・審査会
文化財の保存と活用に関する重要事項について、調査・審
議し、指定等の答申、重要事項について建議を行う文化財
保護審議会を開催するなどする。
②指定文化財管理費
指定文化財等の保護管理のための巡視調査と保護管理事務
を行う。                                          ③
文化財保護事業
指定文化財等の保護事業に対して補助し、適正な文化財保
存と活用を図る。

文化にふれ親しむ
ことができる環境
づくり

教育費 教育委員
会 文化財管理費 天然記念物保存対策事業費 10,535 1,311

①天然記念物食害対策（カモシカ生息調査）
特別天然記念物カモシカの保護・管理のために生息調査を
行う。                                            ②
天然記念物保存管理費
国・県指定天然記念物の保存・管理のために調査等を行
う。
③オオサンショウウオ生息環境調査事業
特別天然記念物オオサンショウウオの保護のため、生息状
況を把握するための調査を実施する。

文化にふれ親しむ
ことができる環境
づくり

教育費 教育委員
会 文化財管理費 世界遺産熊野古道保存管理費 919 919

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」が良好に保存管理
されていくよう、文化庁、奈良・和歌山県や関係市町と連
携した取組みを行う。
平成21年度は世界遺産登録５周年にあたり、世界遺産の保
全・活用の機運を高め、情報発信や学習機会を三県ならび
に市町教育委員会と協働して設ける。

文化にふれ親しむ
ことができる環境
づくり

教育費 教育委員
会 文化財管理費 活かそう美し国の文化財事業費 114,192 114,192

地域の貴重な文化財について、所有者や地域住民等から
活用方策の提案を受け、地域づくりや学校教育・社会教育
に貢献するため修復のうえ公開・活用を進める。

文化にふれ親しむ
ことができる環境
づくり

教育費 教育委員
会 文化財管理費 伊勢路と海の民俗文化財調査事業費 4,075 2,075

熊野古道伊勢路のうち、世界遺産未登録の街道沿線の石造
物調査を行い、また世界的に見ても貴重な無形文化遺産で
ある海女習俗について基礎調査を行うことで、「文化力」
育成の素材を提供する。

文化にふれ親しむ
ことができる環境
づくり

教育費 教育委員
会 スポーツ環境づくり事業費 スポーツ環境づくり推進事業費 7,139 4,339

①スポーツ振興審議会
スポーツ振興審議会を開催し、本県スポーツ振興に関する
事項を調査審議する。
②県立学校体育施設開放事業
県民がいつでも、どこでもスポーツに親しめるようスポー
ツの機会と場を提供する。
③生涯スポーツ推進費
生涯スポーツに関する研修会を開催する。
④第７次三重県スポーツ振興計画（仮称）策定事業

スポーツの振興

教育費 教育委員
会 スポーツ環境づくり事業費 総合型地域スポーツクラブサポート

事業費 7,657 5,549
総合型地域スポーツクラブの設立・運営に必要な人材の養
成や、広域スポーツセンターの設置に向けた取組などを実
施する。

スポーツの振興



款名称 部局名 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円）

事業概要（目的） 政策体系名称

教育費 教育委員
会 スポーツ環境づくり事業費 トップアスリート養成事業費 93,802 10,927

各競技団体が、学校運動部活動やスポーツ教室を通して
優秀な素質を持つジュニア競技者を発掘し、一貫した指導
体制の下で、競技者の身体の発達や競技レベルに応じた組
織的・計画的な取組を実施することにより、国内外で活躍
できるトップアスリートの養成を進める。

スポーツの振興

教育費 教育委員
会 スポーツ環境づくり事業費 競技力向上特別事業費 32,466 495

国体等における本県の総合成績を向上させることは、県
民のスポーツに対する関心を高め、夢や感動を与えるなど
県民の活力向上につながる。
そのため、競技力向上推進委員会を設置し、国体を中心と
した競技力向上の体制づくりを進めるとともに、選手の強
化対策及び指導者の養成に取り組む。

スポーツの振興

教育費 教育委員
会 体育スポーツ振興基金積立金 体育スポーツ振興基金積立金 167,472 165,000 三重県の行う体育スポーツの普及振興を図るための事業に

要する財源に充てる。 スポーツの振興

教育費 教育委員
会 スポーツ活性化事業費 スポーツ活性化支援事業費 34,022 8,002

①顕彰事業 全国大会や国際大会で優秀な成績を収めた選
手を表彰 する。  ②情報収集・発信事業 スポーツに
関する情報を収集し、発信する。  ③各種大会支援事業
本県で開催される全国大会等を支援する。   ④スポーツ団
体等活性化事業   スポーツ関係団体の事業等を支援する。

スポーツの振興

教育費 教育委員
会 スポーツ活性化事業費 みえスポーツフェスティバル開催事

業費 11,643 0

県民に幅広いスポーツ・レクリエーション活動を実践する
場を提供し、スポーツ・レクリエーション活動の普及・振
興を図ることによって、生涯にわたり健康でいきいきとし
たスポーツライフの実現を目指す。

スポーツの振興

教育費 教育委員
会 スポーツ活性化事業費 選手派遣事業費 87,110 0

①国民体育大会派遣事業   国民体育大会及び国民体育大会
東海大会への選手及び 監督の派遣業務を委託する。
②全国スポーツ・レクリエーション祭派遣事業 全国スポー
ツ・レクリエーション祭への選手及び監督 の派遣業務を
委託する。

スポーツの振興

教育費 教育委員
会 スポーツ活性化事業費 日本スポーツマスターズ２０１０三

重大会開催事業費 32,919 31,108

日本スポーツマスターズ大会は、スポーツ愛好者の中で
競技志向の高いシニア世代を対象としたスポーツ祭典であ
る。参加者が互いに競い合いながらスポーツに楽しむこと
により、生涯スポーツのより一層の普及・振興を図り、併
せて生きがいのある社会の形成と健全な心身の維持・向上
に寄与するものである。
本県において大会を開催するにあたり、円滑な大会運営を
行う。

スポーツの振興

教育費 教育委員
会

美（うま）し国三重市町対抗駅伝
開催事業費

美（うま）し国三重市町対抗駅伝開
催事業費 7,500 0

市町村合併が進み２９市町となったことに伴い、市町の連
携がますます重要な課題となっていることから、各市町間
の交流及び一体化の促進による市町の振興と、スポーツに
対する県民意識の高揚を目的とした市町対抗駅伝競走大会
を開催する

スポーツの振興

教育費 教育委員
会 スポーツ施設整備運営費 スポーツ施設整備運営調整費 509 509 県営体育施設の管理などの事務費及び県内市町体育施設の

整備に係る連絡調整費 スポーツの振興



款名称 部局名 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円）

事業概要（目的） 政策体系名称

教育費 教育委員
会 スポーツ施設整備運営費 県営松阪野球場事業費 17,748 748

三重県営松阪野球場の効果的な施設管理を行うため、指定
管理者による管理運営を実施するとともに、利用者の安全
確保のため、アスベスト除去工事を実施する。

スポーツの振興

教育費 教育委員
会 スポーツ施設整備運営費 県営ライフル射撃場事業費 858 856

三重県営ライフル射撃場の効率的な施設管理を行うため、
指定管理者による管理運営を実施するとともに、老朽化し
ているバッフル板の改修工事を実施する。

スポーツの振興

教育費 教育委員
会 スポーツ施設整備運営費 県営総合競技場事業費 60,290 59,782

①県営総合競技場管理運営費  三重県営総合競技場の効率
的な施設管理を行うため、 指定管理者による管理運営を
実施する。              ②県営総合競技場施設整備費
中核的スポーツ施設として、所要の整備及び施設環境 の
充実を図る。

スポーツの振興

教育費 教育委員
会 スポーツ施設整備運営費 県営鈴鹿スポーツガーデン事業費 419,960 346,816

①県営鈴鹿スポーツガーデン管理運営費 三重県営鈴鹿ス
ポーツガーデンの効率的な管理運営を行うため、指定管理
者による管理運営を実施する。    ②県営鈴鹿スポーツ
ガーデン施設整備費                中核的スポーツ
施設として、所要の整備及び施設環境 の充実を図る。

スポーツの振興

教育費 教育委員
会 給与費 事務局人件費 2,368,755 2,368,755 教育委員会事務局職員の人件費 人件費

教育費 教育委員
会 教職員退職手当 教職員退職手当 17,827,712 7,827,712 教職員退職手当の支給 人件費

教育費 教育委員
会 教職員厚生費 子ども手当 811,750 811,750

次代の社会を担う子ども１人ひとりの育ちを社会全体で
応援する観点から、中学校終了までの児童を養育する家庭
に手当てを支給する。

人件費

教育費 教育委員
会 給与費 小学校人件費 61,132,726 45,200,161 小学校教職員の人件費 人件費

教育費 教育委員
会 給与費 小学校報酬等 1,027,899 994,546 小学校非常勤教職員の報酬等 人件費

教育費 教育委員
会 給与費 中学校人件費 33,179,149 24,605,403 中学校職員の人件費 人件費



款名称 部局名 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円）

事業概要（目的） 政策体系名称

教育費 教育委員
会 給与費 中学校報酬等 639,590 631,252 中学校非常勤教職員の報酬等 人件費

教育費 教育委員
会 給与費 高等学校人件費 31,581,043 27,967,031 高等学校教職員の人件費 人件費

教育費 教育委員
会 給与費 高等学校報酬等 1,448,661 1,448,661 高等学校教職員の報酬等 人件費

教育費 教育委員
会 給与費 特別支援学校人件費 9,205,613 7,911,748 特別支援学校教職員の人件費 人件費

教育費 教育委員
会 給与費 特別支援学校報酬等 336,354 336,354 特別支援学校教職員の報酬等 人件費

教育費 教育委員
会 社会教育推進費 派遣社会教育主事人件費 50,713 50,713 市町における社会教育の振興を図るため、市町教育委員会

に社会教育主事（社会教育担当）を派遣する。 人件費

教育費 教育委員
会 埋蔵文化財費 受託発掘調査人件費 168,594 0

国土交通省・農林水産省・中日本高速道路（株）等の事業
地内に所在する埋蔵文化財のうち、現状保存の困難なもの
について、事前に発掘調査するとともに報告書を作成する
ための人件費

人件費

教育費 教育委員
会 スポーツ環境づくり事業費 派遣スポーツ主事人件費 45,342 45,342 県内各市町における総合型地域スポーツクラブの育成を図

るため、社会教育主事（スポーツ担当）を派遣する。 人件費

教育費 教育委員
会 管理企画費 交際費 600 600 教育長及び教育委員長交際費 その他


