
教育委員会 （２２１ 学力の向上）

（単位：千円）

細事業名称 本年度事業費

（子どもたちの学力の定着と向上）

□ 管理企画費 学力向上県民運動推進事業費 2,910

指導行政費 指導主事活動費 1,510

□ 小・中学校生徒指導費 「確かな学力」を育む総合支援事業費 30,765

小・中学校生徒指導費 理科支援員等配置事業費 16,859

小・中学校生徒指導費 道徳教育総合支援事業費 7,353

高等学校生徒指導費 学力向上対策支援事業費 10,577

□ 高等学校生徒指導費 「志」と「匠」の育成推進事業費 20,496

国際教育費 語学指導等を行う外国青年招致事業費 251,748

教科書事務費 教科書事務費 1,066

小計 343,284

（社会に参画する力の育成）

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 4,116

高等学校生徒指導費 高校生学習成果発表会支援事業費 3,000

高等学校生徒指導費 高校芸術文化祭費 12,311

高等学校生徒指導費 キャリア教育実践プロジェクト事業費 18,834

◆ 高等学校生徒指導費 高校生就職対策緊急支援事業費 31,334

入学者選抜事務費 入学者選抜事務費 8,298

設備充実費 設備充実費 47,719

情報教育事業費 情報教育充実支援事業費 192,097

実習船運営費 実習船運営費 136,009

小計 453,718

（教職員の資質の向上）

人事管理費 教員採用試験事務費 8,255

人事管理費 教職員の資質能力向上支援事業費 22,163

□ 人事管理費 教職員の授業力向上推進事業費 16,951

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 5,836

総合教育センター費 総合教育センター管理運営費 45,132

総合教育センター費 教職員研修事業費 40,263

総合教育センター費 教育支援事業費 3,553

総合教育センター費 教育相談事業費 48,821

旅費 小学校教職員旅費 272,965

旅費 中学校教職員旅費 242,745

小計 706,684

（学びを支える環境づくりの推進）

委員会総務費 委員会総務費 8,597

管理企画費 管理企画費 107,865

管理企画費 学校危機管理推進事業費 1,538

人事管理費 一般人事管理費 25,030

給与管理費 給与管理費 232

電算システム管理費 電算システム管理費 281,307

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 30,288

小・中学校生徒指導費 生徒指導対策事業費 34,739

小・中学校生徒指導費 いじめ・不登校対策事業費 10,773

小・中学校生徒指導費 ケータイ・ネット対策事業費 3,940

小・中学校生徒指導費 学校問題解決サポート事業費 1,655

高等学校生徒指導費 定時制通信制生徒支援事業費 7,093

奨学費 高等学校等進学支援事業費 707,388

奨学費 高等学校等修学奨学基金積立金 404,813

奨学費 被災児童生徒等就学支援事業費 5,232

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事業費 160,803

□ いじめ・不登校対策充実事業費 学びの環境づくり支援事業費 25,213

□ 社会教育事業費 学びを保障するネットワークづくり事業費 18,100

教職員恩給及び退職年金費 教職員恩給退職年金費 140,630

教職員厚生費 公立学校共済組合負担金 70,721

教職員厚生費 教職員健康支援事業費 151,115

教職員厚生費 福利厚生事務費 552

教職員厚生費 県立学校教職員健康管理対策費 67,969

教職員厚生費 教職員メンタルヘルス対策費 4,458

教職員住宅費 教職員住宅費 359,853

学校部活動振興費 中学校部活動振興費 10,423

学校運営費 高等学校運営費 2,099,079

人事運営費 高等学校人事運営費 37,030

指導運営費 学校納付金口座振替事業費 12,216

学校部活動振興費 高等学校部活動振興費 42,263

設備充実費 飯野高校多文化共生学習支援センター整備事業費 41,150

校舎その他修繕費 校舎その他修繕費 238,097

財産管理事務費 財産管理事務費 114,607

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 291,401

防火施設整備費 防火施設整備費 32,000

人事運営費 特別支援学校人事運営費 255,554

事業名称



細事業名称 本年度事業費事業名称

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 52,766

学校保健安全管理費 学校保健安全事業費 220,787

学校保健安全管理費 学校保健課題解決支援事業費 1,138

学校保健安全管理費 防犯教育実践事業費 1,198

学校給食対策費 学校給食の衛生・品質管理事業費 5,456

学校給食対策費 安全・安心な学校給食整備対策事業費 275

学校給食対策費 学校食育推進事業費 3,323

小計 6,088,667

（私学教育の振興）

私立学校振興費 私立高等学校等振興補助金 4,708,649

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 78,645

私立学校振興費 私立幼稚園振興補助金 1,876,908

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 30,968

私立学校振興費 私立特別支援学校振興補助金 154,929

私立学校振興費 私立高等学校等施設整備費補助金 1,000

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

私立学校振興費 私立学校人権教育推進補助金 9,571

私立学校振興費 私立専修学校振興補助金 39,398

私立学校振興費 私立外国人学校振興補助金 12,000

私立学校振興費 私立学校研修等事業費補助金 2,000

私立学校振興費 専修学校高等課程修業奨学金 6,885

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

私立学校振興費 私立学校振興等事務費 4,897

私立学校振興費 私立高等学校等授業料減免補助金 70,068

私立学校振興費 私立高等学校等就学支援金交付事業費 1,828,290

私立学校振興費 私立高等学校等入学金補助金 11,425

私立学校振興費 私立学校被災児童生徒等授業料等減免補助金 1,988

私立学校振興費 高校生修学支援臨時特例基金積立金 158,484

私立学校振興費 私立高等学校等教科書等図書費補助金 20,570

◆ 私立学校振興費 私立学校校舎等耐震化整備費補助金 48,752

小計 9,068,906

合計 16,661,259


