
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）

協創1 管理企画費 みえの学力向上県民運動推進事業費 9,697

指導行政費 小中学校指導主事等活動費 4,544

協創1 小・中学校生徒指導費 「確かな学力」を育む総合支援事業費 29,397

協創1 小・中学校生徒指導費 学力向上のための読書活動推進事業費 19,159

協創1 小・中学校生徒指導費 小中学生の英語コミュニケーション力向上事業費 32,858

協創1 小・中学校生徒指導費 小中学生のための発信力育成事業費 2,717

高等学校生徒指導費 高等学校指導主事活動等事業費 14,616

協創1 高等学校生徒指導費 「志」と「匠」の育成推進事業費 15,944

協創1 高等学校生徒指導費 高校生学力定着支援事業費 2,821

協創1 高等学校生徒指導費 高校生グローバル教育推進事業費 104,399

国際教育費 語学指導等を行う外国青年招致事業費 237,821

教科書事務費 教科書事務費 951

協創1 地域教育推進費 学力向上のための高校生ビブリオバトル推進事業費 1,417

小計 476,341

（社会に参画する力の育成）

管理企画費 ライフプラン教育総合推進事業費 4,414

指導行政費 職業教育支援事業費 12,172

高等学校生徒指導費 高校生学習成果発表会支援事業費 2,910

高等学校生徒指導費 高校芸術文化祭費 8,299

緊急4 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 15,128

緊急4 高等学校生徒指導費 高校生就職対策緊急支援事業費 19,927

高等学校生徒指導費 職業教育等情報機器設備事業費 102,970

高等学校生徒指導費 全国産業教育フェア準備委員会事業費 6,501

入学者選抜事務費 入学者選抜事務費 8,409

情報教育事業費 情報教育充実支援事業費 221,289

実習船運営費 実習船運営費 197,621

小計 599,640

（教職員の資質の向上）

人事管理費 教員採用試験事務費 9,267

人事管理費 教職員の資質能力向上支援事業費 986

協創1 人事管理費 教職員の授業力向上推進事業費 17,364

人事管理費 教職員の能力向上フォローアップ事業費 20,597

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 5,360

協創1 小・中学校生徒指導費 フューチャー・カリキュラム実践研究事業費 3,306

総合教育センター費 総合教育センター管理運営費 51,294

総合教育センター費 教職員研修事業費 33,552

総合教育センター費 教育相談事業費 52,957

協創1 総合教育センター費 グローバル教育教職員研修推進事業費 5,356

旅費 小学校教職員旅費 264,776

旅費 中学校教職員旅費 235,463

小計 700,278

（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 8,530

管理企画費 管理企画費 115,964

管理企画費 学校危機管理推進事業費 682

人事管理費 一般人事管理費 23,628

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 91,273

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 30,588

小・中学校生徒指導費 生徒指導特別指導員等活用事業費 33,195

小・中学校生徒指導費 いじめ・不登校対策事業費 6,643

小・中学校生徒指導費 学校問題解決サポート事業費 1,416

小・中学校生徒指導費 道徳教育総合支援事業費 3,491

小・中学校生徒指導費 スマートフォンの危険から子どもを守る事業費 4,672

高等学校生徒指導費 定時制通信制生徒支援事業費 4,666

奨学費 高等学校等進学支援事業費 529,765

奨学費 高等学校等修学奨学基金積立金 233,227

奨学費 被災児童生徒等就学支援事業費 3,984

奨学費 高校生等教育費負担軽減事業費 1,395,287

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 221,626

協創1 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 25,724

協創1 いじめ・不登校対策充実事業費 いじめを許さない「絆」プロジェクト事業費 6,903

協創1 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 10,425

教職員恩給及び退職年金費 教職員恩給退職年金費 98,116

教職員厚生費 公立学校共済組合負担金 70,296

教職員厚生費 教職員健康支援事業費 146,513

教職員厚生費 福利厚生事務費 346

教職員厚生費 県立学校教職員健康管理対策費 59,517

教職員厚生費 教職員メンタルヘルス対策費 4,299

教職員住宅費 教職員住宅費 311,049

事業名称



細事業名称 本年度事業費事業名称

学校部活動振興費 中学校部活動振興費 10,110

学校運営費 高等学校運営費 2,149,370

人事運営費 高等学校人事運営費 35,956

指導運営費 学校納付金口座振替事業費 13,630

学校部活動振興費 高等学校部活動振興費 43,238

校舎その他修繕費 校舎その他修繕費 162,169

財産管理事務費 財産管理事務費 116,607

財産管理事務費 ＰＣＢ処理事業費 31,833

デジタルスクールネットワーク事業費 学校情報ネットワーク事業費 271,369

防火施設整備費 防火施設整備費 37,012

人事運営費 特別支援学校人事運営費 282,187

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 53,243

学校保健安全管理費 学校保健安全事業費 220,342

学校保健安全管理費 学校保健課題解決支援事業費 1,183

学校保健安全管理費 学校安全推進事業費 5,338

学校給食対策費 学校給食の衛生・品質管理事業費 4,942

学校給食対策費 学校給食・食育推進事業費 3,718

小計 6,884,304

（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 4,770,136

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 57,335

私立学校振興費 私立幼稚園振興補助金 1,905,328

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 58,800

私立学校振興費 私立特別支援学校振興補助金 164,450

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 5,228

私立学校振興費 私立専修学校振興補助金 46,196

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 7,291

私立学校振興費 専修学校専門課程修業支援利子助成金 207

私立学校振興費 私立学校振興等事務費 19,346

私立学校振興費 私立高等学校等就学支援金交付事業費 1,984,990

私立学校振興費 私立高等学校等入学金補助金 12,725

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 1,952

緊急1 私立学校振興費 私立学校校舎等耐震化整備費補助金 131,571

私立学校振興費 高校生修学支援臨時特例基金積立金 123

私立学校振興費 私立高等学校等授業料減免補助金 97,464

小計 9,280,442

合計 17,941,005


