
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                            3,690

指導行政費                                                  小中学校指導主事等活動費                                    3,346

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                          60,311

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                          10,715

協創１ 小・中学校生徒指導費                                        小学校における英語コミュニケーション力向上事業費            9,899

高等学校生徒指導費                                          高等学校指導主事活動等事業費                                10,424

協創１ 高等学校生徒指導費                                          「志」と「匠」の育成推進事業費                              12,978

協創１ 高等学校生徒指導費                                          高校生学力定着支援事業費                                    2,553

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                              30,118

国際教育費                                                  語学指導等を行う外国青年招致事業費                          237,999

教科書事務費                                                教科書事務費                                                907

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              1,379

小計 384,319

（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                              3,131

指導行政費                                                  職業教育支援事業費                                          10,386

高等学校生徒指導費                                          高校生学習成果発表会支援事業費                              1,623

高等学校生徒指導費                                          高校芸術文化祭費                                            12,161

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                          12,961

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                                18,078

高等学校生徒指導費                                          全国産業教育フェア実行委員会支援事業費                      18,330

高等学校生徒指導費                                          名張新高等学校創設準備費                                    91,738

入学者選抜事務費                                            入学者選抜事務費                                            8,191

情報教育事業費                                              情報教育充実支援事業費                                      226,690

実習船運営費                                                実習船運営費                                                128,957

小計 532,246

（教職員の資質の向上）

人事管理費                                                  教員採用試験事務費                                          8,662

人事管理費                                                  教職員の資質能力向上支援事業費                              922

協創１ 人事管理費                                                  教職員の授業力向上推進事業費                                12,104

人事管理費                                                  教職員の能力向上フォローアップ事業費                        20,885

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                                5,067

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                    2,480

総合教育センター費                                          総合教育センター管理運営費                                  46,670

総合教育センター費                                          教職員研修事業費                                            28,748

総合教育センター費                                          教育相談事業費                                              52,313

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                          3,767

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 681,857

（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                                                9,803

管理企画費                                                  管理企画費                                                  95,769

管理企画費                                                  学校危機管理推進事業費                                      557

人事管理費                                                  一般人事管理費                                              21,945

給与管理費                                                  給与管理費                                                  174

電算システム管理費                                          電算システム管理費                                          97,996

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                                29,915

小・中学校生徒指導費                                        生徒指導特別指導員等活用事業費                              33,026

小・中学校生徒指導費                                        いじめ・不登校対策事業費                                    1,294

小・中学校生徒指導費                                        学校問題解決サポート事業費                                  1,876

小・中学校生徒指導費                                        道徳教育総合支援事業費                                      4,035

小・中学校生徒指導費                                        インターネット社会を生き抜く力の育成事業費                  8,801

高等学校生徒指導費                                          定時制通信制生徒支援事業費                                  4,056

奨学費                                                      高等学校等進学支援事業費                                    504,770

奨学費                                                      高等学校等修学奨学基金積立金                                239,523

奨学費                                                      被災児童生徒等就学支援事業費                                3,091

奨学費                                                      高校生等教育費負担軽減事業費                                2,965,266

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                            222,248

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                                すべての子どもが輝く学校づくり支援事業費                          3,041

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                      6,936

教職員恩給及び退職年金費                                    教職員恩給退職年金費                                        83,150

教職員厚生費                                                公立学校共済組合負担金                                      78,308

教職員厚生費                                                教職員健康支援事業費                                        142,313

教職員厚生費                                                福利厚生事務費                                              260

教職員厚生費                                                県立学校教職員健康管理対策費                                59,748

教職員厚生費                                                教職員メンタルヘルス対策費                                  3,734

教職員住宅費                                                教職員住宅費                                                284,691

学校部活動振興費                                            中学校部活動振興費                                          10,110

事業名称



細事業名称 本年度事業費事業名称

学校運営費                                                  高等学校運営費                                              2,219,130

人事運営費                                                  高等学校人事運営費                                          40,041

指導運営費                                                  学校納付金口座振替事業費                                    12,191

学校部活動振興費                                            高等学校部活動振興費                                        45,481

校舎その他修繕費                                            校舎その他修繕費                                            120,901

財産管理事務費                                              財産管理事務費                                              122,988

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                                  452,132

防火施設整備費                                              防火施設整備費                                              47,055

人事運営費                                                  特別支援学校人事運営費                                      294,728

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                            52,622

学校保健安全管理費                                          学校保健安全事業費                                          219,542

学校保健安全管理費                                          学校保健総合支援事業費                                      1,266

学校保健安全管理費                                          学校安全推進事業費                                          3,041

学校保健安全管理費                                          がんの教育総合推進事業費                                    781

学校給食対策費                                              県立学校給食の衛生・品質管理事業費                          4,364

学校給食対策費                                              学校給食・食育推進事業費                                    6,876

小計 8,585,299

（私学教育の振興）

私立幼稚園振興費                                            私立幼稚園振興等補助金                                      1,793,905

私立幼稚園振興費                                            私立幼稚園教育関連事業費補助金                              121,783

緊急１ 私立幼稚園振興費                                            私立幼稚園施設耐震化整備費等補助金                          28,167

私立学校振興費                                              私立高等学校等振興補助金                                    4,726,010

私立学校振興費                                              私立高等学校教育改革推進特別補助金                          4,200

私立学校振興費                                              私立特別支援学校振興補助金                                  165,978

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                                      45,535

私立学校振興費                                              私立外国人学校振興補助金                                    11,000

私立学校振興費                                              私立専修学校研修等事業費補助金                              1,500

私立学校振興費                                              専修学校高等課程修業奨学金                                  460

私立学校振興費                                              専修学校専門課程修業支援利子助成金                          210

私立学校振興費                                              私立学校振興等事務費                                        101,340

私立学校振興費                                              私立高等学校等教育費負担軽減事業費                          185,568

私立学校振興費                                              私立高等学校等就学支援金交付事業費                          1,965,290

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                    1,687

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                            81,611

私立学校振興費                                              高校生修学支援臨時特例基金積立金                            112

小計 9,242,884

合計 19,426,605


