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歳出補正予算の主なもの
（単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額 内 容

教育総務費

事務局人件費 2,308,076 111,185 2,419,261 人件費の再算定による増額

管理企画費 93,832 ▲ 2,147 91,685 県が源泉徴収義務者として源
泉所得税等の自己点検を行
い判明した徴収不足額等の納
付に係る増額、所要見込額の
精査による業務補助職員賃金
等の減額

高校生等教育費負担軽減
事業費

1,315,929 129,904 1,445,833 就学支援金及び高校生等奨
学給付金の所要見込額の増
による増額

教職員恩給退職年金費 98,116 ▲ 12,255 85,861 受給者の減による減額

児童手当 419,550 ▲ 20,195 399,355 児童数の減による減額

公立学校共済組合負担金 70,296 16,287 86,583 公立学校共済組合本部の年
金システム改修に伴う負担金
の増額等

小学校費

小学校人件費 54,803,249 578,001 55,381,250 人件費の再算定による増額

中学校費

中学校人件費 31,077,161 16,808 31,093,969 人件費の再算定による増額

高等学校費

高等学校人件費 29,519,772 135,764 29,655,536 人件費の再算定による増額

高等学校運営費 2,032,905 47,308 2,080,213 電力量料金の値上げに伴う光
熱水費の増額

実習船運営費 178,457 ▲ 18,322 160,135 所要見込額の精査による減額

事 業 名
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歳出補正予算の主なもの
（単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額 内 容事 業 名

校舎その他建築費 955,120 ▲ 17,940 937,180 入札による工事請負費の減額
等

特別支援学校費

特別支援学校人件費 9,494,338 ▲ 206,986 9,287,352 人件費の再算定による減額

特別支援学校運営費 384,842 7,603 392,445 電力量料金の値上げに伴う光
熱水費の増額

特別支援学校施設建築費 1,495,942 ▲ 92,664 1,403,278 入札による工事請負費の減額
等

社会教育費

受託発掘調査事業費 783,440 ▲ 272,119 511,321 国、中日本高速道路(株)から
の受託事業の減による減額
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議案第１９２号 

「公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案」 

 

１ 改正理由 

人事委員会の議会及び知事に対する平成２６年１０月１５日付けの給与改定

に関する勧告等に鑑み、公立学校職員の給料月額の改定及び勤勉手当の支給割

合の改正等を行うものです。 

 

 

２ 改正内容 

（１）公立学校職員の給料月額を引き上げます。 

   全ての給料表の号給において、給料月額を 1,100 円から 2,300 円の幅で引き

上げ改定を行います。 

 

（２）公立学校職員の勤勉手当について、年間支給割合を 100 分の 150（現行 100 分

の 135）に改めます。（再任用職員については、年間支給割合を 100 分の 70（現

行 100 分の 65）に改めます。） 

 

（３）再任用職員に対して単身赴任手当を支給できるようにします。 

 

 

３ 施行期日 

（１）給料月額の改定については、公布の日から施行し、平成２６年４月１日から適

用することとします。 

（２）勤勉手当の支給割合の改正については、公布の日から施行し、平成２６年   

１２月１日から適用することとします。 

（３）再任用職員に対する単身赴任手当については、平成２７年４月１日から施行す

ることとします。 
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議案第１９３号 

「県立高等学校等の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部 
を改正する条例案」 

 

１ 改正理由 

公立学校職員の給与改定に準じ、現業職員の給料月額を改定するものです。 

 

 

２ 改正内容 

   県立高等学校等の現業職員の給料月額を引き上げます。 

全ての給料表の号給において、給料月額を 900 円から 2,100 円の幅で引き上

げ改定を行います。 

 

 

３ 施行期日 

公布の日から施行し、平成２６年４月１日から適用することとします。 
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歳出補正予算の主なもの
（単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額 内 容

保健体育費

学校保健安全事業費 220,342 5,643 225,985 和解に係る賠償金等の計上に
よる増額

事 業 名
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Ⅱ 所管事項説明 

  １ 平成２７年度当初予算要求状況（教育委員会関係）について 

 
１ 施策別の予算要求状況 
                                       （単位：千円） 

施策番号 施    策    名 26年度当初予算額 27 年度要求額 

２１１ 人権が尊重される社会づくり 87,868 82,750 

２１３ 多文化共生社会づくり 37,727 34,857 

２２１ 学力の向上 8,257,515 10,183,721 

２２２ 地域に開かれた学校づくり 37,957 36,204 

２２３ 特別支援教育の充実 2,398,433 2,487,431 

２２４ 学校における防災教育・防災対策の推進 1,013,136 1,645,284 

２４１ 学校スポーツと地域スポーツの推進 184,886 217,559 

２６１ 文化の振興 937,479 614,248 

２６２ 生涯学習の振興 114,429 114,990 

 その他 147,144,349 147,224,955 

合        計 160,213,779 162,641,999 
 
 
２ 主な事業 

※（新）：新規事業 

【２１１ 人権が尊重される社会づくり】 

（１） 人権感覚あふれる学校づくり事業 

【基本事業名：21103 人権教育の推進】 

予算額：（26） ２，４９１千円 → （27） １，７２２千円 

事業概要：子ども一人ひとりの存在や思いが大切にされる「人権感覚あふれる 

学校づくり」が教育活動全体を通じて進められるよう、指定校で「人 

権学習指導資料」の効果的な活用や人権教育カリキュラムに関する実 

践研究等を行い、その成果を他の学校へも広げていきます。 

 

 

【２１３ 多文化共生社会づくり】 

（１）【協創５】多文化共生社会の担い手をつくる外国人児童生徒教育推進事業 

【基本事業名：21302 外国人住民の地域社会参画支援】 

   予算額：(26) ３２，８３７千円 → (27) ２９，９６７千円 

   事業概要：多文化共生の考え方のもと、外国人児童生徒が学ぶ楽しさを感じ、将 

来、社会の一員として共に生活し自己実現を果たすために必要な学習言語 

の習得を支援します。また、教科指導型日本語指導（ＪＳＬカリキュラム） 
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の実践研究を進めます。 

 

（２）【協創５】社会的自立を目指す外国人生徒支援事業 

【基本事業名：21302 外国人住民の地域社会参画支援】 

   予算額：(26)  ４，８９０千円 → (27)  ４，８９０千円 

   事業概要：日本語指導が必要な外国人生徒が、将来、社会的自立を果たし、社会 

の一員として活躍できるよう、学校・家庭・地域が一体となった日本語 

支援体制づくりを進めるとともに、外国人生徒支援専門員を活用し、高 

校における日本語指導の充実を図ります。また、日本語で学ぶ力の育成 

を目指したカリキュラム（ＪＳＬカリキュラム）の実践研究とともに、 

その成果の検証を進め、県内に普及します。 

 

 

【２２１ 学力の向上】 

（１）【協創１】みえの学力向上県民運動推進事業 

【基本事業名：22101 子どもたちの学力の定着と向上】 

予算額：（26） ４，６９７千円 → （27） ３，６９０千円 

事業概要：県民総参加による学力向上の取組をさらに充実させるため、「成果発 

表県民大会」及び「第５回みえの学力向上県民運動推進会議」を開催し 

ます。「まなびのコーディネーター」（56名）を活用して、地域の教育力 

を生かし、子どもたちの学びを地域で支える「みえの学び場」づくりを 

推進します。 

 

（２）【協創１】学力向上のための高校生ビブリオバトル推進事業 

【基本事業名：22101 子どもたちの学力の定着と向上】 

予算額：（26） １，２１４千円 → （27） １，３７９千円 

事業概要：高校生の思考力・判断力・表現力等の育成を図るため、ビブリオバト 

ルを活用した高校生の読書活動推進に取り組みます。 

 

（３）【協創１】学力向上のための読書活動推進事業 

【基本事業名：22101 子どもたちの学力の定着と向上】 

予算額：（26） １９，１５９千円 → （27） １０，７１５千円 

事業概要：図書館を活用して子どもの読解力を中心とした学力を向上させるため、 

図書館司書有資格者未配置の一部市町のモデル小中学校に対して、民間 

事業者への委託により図書館司書を配置し、教員に対して学校図書館を 

活用した授業支援等を行います。 

 

（４）【協創１】（一部新）「確かな学力」を育む総合支援事業 

【基本事業名：22101 子どもたちの学力の定着と向上】 

予算額：（26） ２９，３９７千円 → （27） ６０，３１１千円 

事業概要：平成27年度全国学力・学習状況調査および「みえスタディ・チェック」 

等を活用し指導改善を図ります。 

学力向上アドバイザー等を派遣し、授業力向上等のための具体的な指導 

方法等についての指導・助言を行います。また、学校規模に応じて、少 

人数指導等を支援するための非常勤講師を配置します。学力向上推進会 

議、地域別学力向上推進会議等を開催します。 
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（５）【協創１】高校生学力定着支援事業 

【基本事業名：22101 子どもたちの学力の定着と向上】 

    予算額：(26) ２，５２１千円 → (27) ２，５５３千円 

事業概要：高校生の基礎的・基本的な学力の定着・向上を目的として、モデル校 

の実態の把握、課題の明確化を進め、「学び直し学習」のカリキュラム 

開発や指導法の研究など、課題解決のための方策や効果的な指導方法を 

研究し、その成果を他の高等学校にも普及します。 

 

（６）【協創１】（一部新）「志」と「匠」の育成推進事業 

【基本事業名：22101 子どもたちの学力の定着と向上】 

   予算額：(26) １５，４０５千円 → (27) １２，９７８千円 

事業概要：高等学校における理数教育、英語教育、職業教育の充実を図るため、 

指定校において、大学・企業と連携した各種セミナーの開催や三重県高 

等学校科学オリンピック大会の開催、コミュニケーションを重視した英 

語教育に関する指導方法の工夫改善、高度な技術習得や資格取得に向け 

た指導法の開発等に取り組むとともに、それらの成果をとりまとめ、他 

の高等学校にも普及します。 

 

（７）【協創１】小学校における英語コミュニケーション力向上事業 

【基本事業名：22101 子どもたちの学力の定着と向上】 

予算額：（26） １０，４１４千円 → （27） ９，８９９千円 

事業概要：子どもたちの英語コミュニケーション能力を効果的に育成するために、 

引き続きモデル校において小学校における発達段階に応じた英語指導モ 

デルを構築します。 

 

（８）【協創１】フューチャー・カリキュラム実践研究事業 

【基本事業名：22103 教職員の資質の向上】 

予算額：（26） ３，３０６千円 → （27） ２，４８０千円 

事業概要：小中学校の教科別のプロジェクトチームを設置し、学習指導要領の趣 

旨及び内容を踏まえた教科の領域別のワークシートの作成・拡充ととも 

に県内すべての小中学校でワークシートの活用の推進に取り組み、教職 

員の授業力向上および児童生徒の学力の向上を図ります。 

 

（９）【協創１】高校生グローバル教育推進事業 

【基本事業名：22101 子どもたちの学力の定着と向上】 

予算額：（26） ４９，７２９千円 → （27） ３０，１１８千円 

事業概要：グローバル化が急速に進展する中、高校生が日本人･三重県人として 

のアイデンティティーを持ちながら、グローバルな視野に立って自らの 

考えや意見を適切に伝えるとともに、異なる文化・伝統に立脚する人々 

と共生できる能力・態度を身につけられるよう、若者のネットワークの 

構築、留学の促進、英語キャンプの開催、ＩＣＴを活用した双方向授業 

の研究等を進めます。 

 

（10）【協創１】グローバル教育教職員研修推進事業 

【基本事業名：22103 教職員の資質の向上】 

予算額：（26） ５，０２３千円 → （27） ３，７６７千円 
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事業概要：小学校における英語教育の中核となる教員及び中・高等学校の英語教 

員について、英語教育推進リーダー中央研修の内容の確実な普及を期す 

とともに、「グローバル三重教育プラン」に基づく英語指導力、児童生 

徒の課題解決力、コミュニケーション力を育成する指導を行うための教 

職員の実践的指導力にかかる研修を実施します。 
 

（11）【緊急４】キャリア教育実践プロジェクト事業 

【基本事業名：22102 社会に参画する力の育成】 

予算額：（26） １５，１２８千円 → （27） １２，９６１千円 

事業概要：就業体験の拡充、社会で活躍する卒業生等による授業の実施、高等学 

校におけるキャリア教育プログラムの策定の支援、普通科におけるキャ 

リア教育実践研究及び進学指導の充実等に取り組み、小中高等学校の各 

学校段階を通じたキャリア教育の充実を図ります。 
 

（12）【緊急４】高校生就職対策緊急支援事業 

【基本事業名：22102 社会に参画する力の育成】 

予算額：（26） １９，９２７千円 → （27） １８，０７８千円 

事業概要：企業等で管理職や人事部門の経験を有する就職支援相談員等を配置す 

るとともに、関係機関との連携を一層強め、就職情報交換会の開催や個 

別の支援が必要な生徒の就職支援、卒業生の職場定着支援等により、就 

職を希望する高校生の円滑な社会への移行を図ります。 
 

（13）（一部新）ライフプラン教育総合推進事業 

【基本事業名：22102 社会に参画する力の育成】 

予算額：（26） ３，１３１千円 → （27） ３，１３１千円 

事業概要：児童生徒の実態や発達段階に応じて、結婚、子育て等を含めたライフ 

プランや妊娠、出産の医学的知識等について理解を深めることができる 

よう、講演会の開催やリーフレットの配布、幼稚園や保育園での保育実 

習の充実を図ります。 
 

（14）（新）名張新高等学校創設準備費 

【基本事業名：22102 社会に参画する力の育成】 

予算額：（26） － 千円 → （27） ９１，７３８千円 

事業概要：平成28年４月に開校する名張新高等学校で必要となる設備・備品の整 

備や、ＩＣＴ機器等の学習環境の整備、中学生や保護者等への広報活動 

を行います。 

 

（15）（新）全国産業教育フェア実行委員会支援事業 

【基本事業名：22102 社会に参画する力の育成】 

予算額：（26） － 千円 → （27） １８，３３０千円 

事業概要：全国の職業系専門学科、総合学科等で学ぶ生徒が一堂に会して、産業 

教育に係る学習の成果を発表する全国産業教育フェア三重大会（平成27 

年10月31日、11月1日）を開催します。 

 

（16）【協創１】教職員の授業力向上推進事業 

【基本事業名：22103 教職員の資質の向上】 

予算額：（26） １６，１３８千円 → （27） １２，１０４千円 
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事業概要：若手教員の授業力をはじめとした実践的指導力の向上を図るとともに、 

授業研究を中心とした校内研修の活性化等の学校の組織力の向上に向け、 

中核的な人材の育成を図ります。 
 

（17）道徳教育総合支援事業 

【基本事業名：22104 学びを支える環境づくりの推進】 

予算額：（26） ３，４９１千円 → （27） ４，０３５千円 

事業概要：本県のモデル地域として市町教育委員会を指定し、その所管する学校 

等において、当該事業の実践的検証及び研究を進めます。また、道徳用 

の教材の活用を推進するため、三重県道徳教育推進会議等において、道 

徳教育用の教材の効果的な活用方法も含め、活用事例等を共有し、道徳 

教育用の教材の適切な活用について支援します。 

 

（18）スクールカウンセラー等活用事業 

【基本事業名：22104 学びを支える環境づくりの推進】 

予算額：（26） ２２１，６２６千円 → （27） ２２２，２４８千円 

事業概要：子どもの貧困対策をはじめ、不登校やいじめなどの問題行動等に対応 

するため、専門的知識や経験を有する臨床心理士等をスクールカウンセ 

ラーとして中学校区に配置を進めます。また、社会福祉等の関係機関と 

のネットワークを活用して援助を行うスクールソーシャルワーカーを 

効果的に派遣します。 

 

（19）【協創１】学びの環境づくり支援事業 

【基本事業名：22104 学びを支える環境づくりの推進】 

予算額：（26） ２５，７２４千円 → （27） ２５，７２４千円 

事業概要：暴力行為やいじめ、不登校などの課題がある中学校区において、子ど 

もの学びを保障するための環境づくりを推進していくため、中学校区を 

単位としてスクールカウンセラーを配置し、連携・継続した教育相談体 

制の充実・活性化を図ります。（小学校44校、中学校15校） 

 

（20）【協創１】すべての子どもが輝く学校づくり支援事業 

【基本事業名：22104 学びを支える環境づくりの推進】 

予算額：（26） ５，４１５千円 → （27） ３，０４１千円 

事業概要：子どもたちが自らつながり合い、問題を解決していく力を育成するた 

めに、児童生徒の実態把握をもとに課題を洗い出し、実態に応じた対策、 

その効果分析などのＰＤＣＡサイクルを実施し、集団づくりに取り組む 

組織体制を構築することにより、安全・安心な学校づくりを進めます。 

 

（21）（一部新）インターネット社会を生き抜く力の育成事業 

【基本事業名：22104 学びを支える環境づくりの推進】 

予算額：（26） ４，６７２千円 → （27） ８，８０１千円 

事業概要：小中学校を対象とした「ネット検定」の結果に基づいた指導をするこ 

とで、児童生徒の情報モラルの向上と倫理観の育成、情報リスクの理解 

等を向上させます。さらに、ネット利用のルール等について議論する「高 

校生サミット」を開催し、ネット社会を生き抜く力の育成を推進します。 

また、全公立学校を対象としたネットの検索、監視等を継続します。 
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（22）【協創１】学びを保障するネットワークづくり事業 

【基本事業名：22104 学びを支える環境づくりの推進】 

   予算額：(26) １０，４２５千円 → (27) ６，９３６千円 

事業概要：いじめ、不登校など子どもたちを取り巻くさまざまな課題の解決や未 

然防止を図るための仕組みとして、学校、保護者、地域住民等が一体と 

なって取り組む「子ども支援ネットワーク」を中学校区の単位で構築し、 

子どもたちの自尊感情や学習意欲の向上を支えます。また、ネットワー 

ク構築の際に、要となる教員の育成を支援します。 

 

（23）（一部新）高等学校等進学支援事業 

【基本事業名：22104 学びを支える環境づくりの推進】 

予算額：(26) ５２３，２６１千円 → (27) ５０４，７７０千円 

事業概要：経済的な理由により、高等学校又は高等専門学校における修学が困難 

な生徒に対し、奨学金を貸与します。 

 

 

【２２２ 地域に開かれた学校づくり】 

（１）【協創１】（一部新）地域と協働する学校運営支援事業 

【基本事業名：22201 地域とともにある学校づくりの推進】 

予算額：(26) ８，１１０千円 →  (27) ７，８４９千円 

事業概要：公立学校において､保護者や地域住民等の学校運営や教育活動への参 

画を進めるため、「開かれた学校づくり推進協議会」における協議の充 

実を図るなど、各市町におけるコミュニティ・スクール等の導入を支援 

します。また､学校関係者評価の質を高めるため、学校関係者評価研修 

会を実施するとともに、県立学校における学校関係者評価の実施義務化 

に伴う支援を行います。 

 

（２）教育改革推進事業 

【基本事業名：22201 地域とともにある学校づくりの推進】 

予算額：（26） ７，０２４千円 →  （27） １０，２９３千円 

事業概要：次期の三重県教育ビジョン（仮称）を策定します。また、「県立高等 

学校活性化計画」に基づき、県立高等学校の活性化を推進するため、少 

子化等課題のある地域において地域協議会を開催し、地域の高等学校の 

今後のあり方を検討するとともに、平成28年度の名張新高等学校の開校 

に向けて、教育内容等の具体の検討を進めます。 

 

（３）【協創１】土曜日等の教育活動推進事業 

【基本事業名：22202 地域で支える教育活動の推進】 

予算額：（26） ４，２１１千円 →  （27） ４，０５７千円 

事業概要：質の高い土曜授業を推進するため、効果的なカリキュラムの開発、外 

部人材等の活用を支援するとともに、その成果の普及を図ります。また、 

土曜日等に、大学生や教員経験者、地域住民等がその知識・技能を活用 

して教育支援を行うことにより、地域における学習やスポーツ、体験活 

動などの様々な活動を実施します。 
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（４）【協創１】地域による学力向上支援事業 

【基本事業名：22202 地域で支える教育活動の推進】 

予算額：（26） １３，０２９千円 →  （27） ９，０６９千円 

事業概要：大学生や教員経験者等地域住民の知識・技能を活用して子どもの学力 

向上を図る市町の取組を支援し、地域住民等による学校を支援する体制 

づくりを推進します。また、学校と地域住民等をつなぐコーディネータ 

ー等への研修、事業の成果の共有と普及を図るための成果報告会等を行 

います。 

 

（５）「ふるさと三重」郷土教育推進事業 

【基本事業名：22202 地域で支える教育活動の推進】 

予算額：（26） ５，５８３千円 →  （27） ４，９３６千円 

事業概要：教材「三重の文化」を用いた郷土教育の一層の充実を図るため、「ふ 

るさと三重かるた」を作成し、その活用・普及をとおして、子どもたち 

の郷土を愛する心を育みます。また、教材「三重の文化」が、授業にお 

いてより一層活用されるようにするため、「三重県 心のノート」や「ふ 

るさと三重かるた」の活用促進とも合わせた取組を市町教育委員会と連 

携して進めます。 
 

 

【２２３ 特別支援教育の充実】 

（１）【緊急６】早期からの一貫した教育支援体制整備事業 

【基本事業名：22301 特別支援教育の推進】 

   予算額：(26) ２２，７９６千円 → (27)  ２４，７５８千円 

事業概要：発達障がいを含むすべての障がいのある幼児児童生徒の一貫した支 

援のため、パーソナルカルテを活用した円滑な情報の引継ぎを促進す 

るとともに、高等学校において発達障がい支援員の巡回相談等を行い 

校内体制の整備を進めます。また、特別支援教育連続講座（シードプ 

ロジェクト）を実施し、教員の専門性の向上を図ります。 

 

（２）【緊急６】特別支援学校就労推進事業 

【基本事業名：22302 就労の実現】 

   予算額：(26) １８，１４７千円 → (27)  １７，８５５千円 

事業概要：外部人材を活用して、生徒の可能性や強みを企業に提示する提案型 

の職場開拓を行うとともに、関係部局、企業、ＮＰＯ等との連携を進 

めます。また、特別支援学校において組織的・系統的なキャリア教育 

を推進するため、職業に係るコース制導入の拡大や、生徒本人の適性 

と職種のマッチングの促進、企業等と連携した技能検定を実施します。 

 

（３）特別支援学校施設建築事業 

【基本事業名：22303 学習環境の整備】 

予算額：(26) １，４９５，９４２千円 → （27）１，４２３，８５３千円 

事業概要：県立特別支援学校の施設について、特別支援学校東紀州くろしお学 

園（本校）の統合整備、松阪地域特別支援学校（仮称）及びこども心 

身発達医療センター（仮称）に併設する特別支援学校の整備に取り組 

むとともに、既存の施設の老朽化対策など教育環境向上のための整備 

等を進めます。 
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（４）特別支援学校教育内容充実事業 

【基本事業名：22303 学習環境の整備】 

   予算額：(26) １，５３５千円 → (27)  １，０１９千円 

事業概要：「三重県特別支援教育推進基本計画（仮称）」に基づき、特別支援学 

校東紀州くろしお学園、松阪地域特別支援学校（仮称）および三重県 

こども心身発達医療センター（仮称）に併設する特別支援学校の整備 

を円滑に進めるため、市町等関係機関との情報共有や連携を図ります。 

また、医療機関と連携した研修会を行い、特別支援学校教員の発達障 

がいの指導・支援に係る専門性の向上を図ります。 

 

 

【２２４ 学校における防災教育・防災対策の推進】 

（１）【緊急１】学校防災推進事業 

【基本事業名：22401 防災教育の推進】 

予算額：(26) ２２，１２６千円 → (27) ２０，１７８千円 

事業概要：防災ノートの配布及び内容の見直しの検討、学校防災リーダー等を 

対象とした防災研修、宮城県との交流事業、防災タウンウォッチング 

等の体験型防災学習の支援等を実施します。 

 

（２）校舎その他建築事業 

【基本事業名：22402 防災対策の推進】 

予算額：（26） ９５５，１２０千円 → （27） １，５８９，２０２千円 

事業概要：県立高等学校の施設について、屋内運動場等の天井等落下防止対策、 

老朽化対策など教育環境向上のための整備等を進めます。 

 

 

【２４１ 学校スポーツと地域スポーツの推進】 

（１）子どもの体力向上総合推進事業 

【基本事業名：24101 学校スポーツの充実】 

予算額：（26） １１,５６３千円 → （27） ９，５２１千円 

事業概要：体力向上推進アドバイザーが県内の小学校を訪問し、新体力テスト 

の継続実施と体力向上に向けた指導・助言を行うとともに、高校生等 

が体力向上サポーターとして小学生の運動を支援するなどにより、子 

どもの運動習慣、生活習慣、食習慣を総合的に形成する学校の取組を 

推進します。また、学識経験者、医師、保護者、学校関係者等からな 

る「子どもの体力向上推進会議」を開催し、子どもの体力向上と生活 

習慣改善に向けた取組を推進します。 

 

（２）学校体育充実事業 

【基本事業名：24101 学校スポーツの充実】 

   予算額：(26) ８，１０４千円 → (27) ８，８２６千円 

   事業概要：学校における体育・保健に関する指導を充実するため、小･中・高・ 

特別支援学校の体育担当教員を対象に講習会等を開催し、教員の指導 

力向上を図ります。また、中学校の保健体育科における武道とダンス 

の授業に、高い専門性を有する地域の人材を外部指導者として派遣し、 

授業の安全確保と指導の充実を図るとともに、教員の指導力向上を目 
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指します。 

 

（３）運動部活動充実事業費 

【基本事業名：24101 学校スポーツの充実】 

予算額：（26） ３４，１０８千円 → （27） ２０，５９４千円 

事業概要：高等学校の運動部活動に地域のスポーツ指導者を外部指導者として 

派遣し、運動部活動の充実を図るとともに、指導者を対象とした研修 

会を開催します。また、スポーツ医科学など高度な専門性を有する指 

導者を、中学校及び高等学校の運動部活動に外部指導者として派遣し、 

指導体制等の工夫改善を図るとともに、指導者のニーズに応じた研修 

会を実施します。 
 
（４）（一部新）平成 30年度全国高等学校総合体育大会開催準備事業 

【基本事業名：24101 学校スポーツの充実】 

予算額：（26） １４，３１５千円 → （27） ５０，０９０千円 

事業概要：平成 30年度全国高等学校総合体育大会の開催に向け本県準備委員会 

を設立し、円滑かつ効果的に開催準備を進めるとともに、同委員会を 

拡大した実行委員会を設立します。あわせて、関係部局、関係機関と 

の連携を図り、本県の魅力発信について協議を行います。 

 

 

【２６１ 文化の振興】 

（１）地域文化財総合活性化事業 

【基本事業名：26102  歴史的資産等の発掘・保存・継承・活用】 

  予算額：（26） １０２，０５１千円 → (27) １３８，８２１千円 

   事業概要：文化財の適正な保存管理とその活用を図り、文化財保護を充実させ 

るため、所有者等が行う文化財の保護と活用・防災の取組に技術的助 

言を行うほか、必要な経費に対して補助を行います。 

 

（２）世界に誇る三重の文化財記録事業 

【基本事業名：26102  歴史的資産等の発掘・保存・継承・活用】 

   予算額：(26) ５，５８０千円 → (27) ７，３６２千円 

   事業概要：存続が危惧される鳥羽・志摩の海女習俗をはじめとする三重が誇る 

文化財を保存・継承し活用するため、これらを映像コンテンツや電子 

書籍として資料化します。 

 

 

【２６２ 生涯学習の振興】 

（１）社会教育推進体制整備事業 

【基本事業名：26202 地域と連携した社会教育の推進】 

   予算額：（26） １，１６８千円 → （27） １，６６８千円 

   事業概要：地域における社会教育推進体制の整備、指導体制の充実を図るため、 

社会教育関係者を対象とした全県ネットワーク会議やブロック別ネッ 

トワーク会議および研修会等の実施に引き続き取り組みます。 

 

（２）鈴鹿青少年センター費 

【基本事業名：26202 地域と連携した社会教育の推進】 
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予算額：（26） ６８，９７９千円 → (27)  ６９，１３０千円 

事業概要：主として集団宿泊研修を通じて、自然の中で心身ともに健全な青少 

年を育成するため、鈴鹿青少年センターを運営します。また、指定管 

理者による管理運営により、施設利用者の拡大と社会教育の普及・振 

興を図り、効率的な管理運営を行います。 

 

（３）熊野少年自然の家費 

【基本事業名：26202 地域と連携した社会教育の推進】 

   予算額：（26） ４３，７８１千円  → （27） ４３，６９１千円 

   事業概要：優れた自然環境の中で集団生活を行うことにより、心身ともに健全 

な少年を育成するため、熊野少年自然の家を運営します。また、指定 

管理者による管理運営により、施設利用者の拡大と社会教育の普及・ 

振興を図り、効率的な管理運営を行います。 

 

（４）子どもと本をつなぐ環境整備促進事業 

【基本事業名：26202 地域と連携した社会教育の推進】 

予算額：（26） ５０１千円  → （27） ５０１千円 

   事業概要：子どもの読書活動を推進するため、「第三次三重県子ども読書活動推 

進計画」に基づいて、三重県子ども読書活動推進会議の開催、県民を 

対象とした講演会や読書を考える集い、市町サポートセミナー等を実 

施します。  

 

 

【新しい豊かさ協創１ 未来を築く子どもの学力向上協創プロジェクト】 

                       （平成 27年度要求額） 

（１）みえの学力向上県民運動推進事業（3,690千円） 

（２）学力向上のための高校生ビブリオバトル推進事業（1,379千円） 

（３）学力向上のための読書活動推進事業（10,715千円） 

（４）「確かな学力」を育む総合支援事業（60,311千円） 

（５）高校生学力定着支援事業（2,553千円） 

（６）「志」と「匠」の育成推進事業（12,978千円） 

（７）小学校における英語コミュニケーション力向上事業（9,899千円） 

（８）高校生グローバル教育推進事業（30,118千円） 

（９）グローバル教育教職員研修推進事業（3,767千円） 

（10）地域と協働する学校運営支援事業（7,849千円） 

（11）土曜日等の教育活動推進事業（4,057千円） 

（12）地域による学力向上支援事業（9,069千円） 

（13）教職員の授業力向上推進事業（12,104千円） 

（14）フューチャー・カリキュラム実践研究事業（2,480千円） 

（15）学びの環境づくり支援事業（25,724千円） 

（16）すべての子どもが輝く学校づくり支援事業（3,041千円） 

（17）学びを保障するネットワークづくり事業（6,936千円） 

 
 
【新しい豊かさ協創５ 県民力を高める絆づくり協創プロジェクト】 

（１）多文化共生社会の担い手をつくる外国人児童生徒教育推進事業（29,967千円） 

（２）社会的自立を目指す外国人生徒支援事業（4,890千円） 
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【緊急課題解決１ 命を守る緊急減災プロジェクト】 

（１）学校施設の耐震化推進事業（1,161,533千円） 

（２）学校防災推進事業（20,178千円） 

 

 

【緊急課題解決４ 働く意欲が生かせる雇用確保プロジェクト】 

（１）キャリア教育実践プロジェクト事業（12,961千円） 

（２）高校生就職対策緊急支援事業（18,078千円） 

 

 

【緊急課題解決６ 「共に生きる」社会をつくる障がい者自立支援プロジェクト】 

（１）特別支援学校就労推進事業（17,855千円） 

（２）三重県こども心身発達医療センター(仮称）に併設する特別支援学校整備事業 

（129,109千円） 

（３）早期からの一貫した教育支援体制整備事業（24,758千円） 

 

３ 事業の見直し 

 事業本数 事業費（増減額） 

廃止事業        ４本  ▲１１０，８４１千円 

リフォーム事業        ３本    ３８，５２５千円 

休止事業        １本  ▲ ２３，７１２千円     

合   計        ８本  ▲ ９６，０２８千円 
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（単位：千円）

施策 選択・

☆◇□◎ 番号 集中P 廃止 ﾘﾌｫｰﾑ 休止 当初予算額Ａ 当初予算額Ｂ Ｂ－Ａ

211
人権問題に関する教
職員意識調査事業費

1 3,453 0 -3,453
事業期間の終了に伴い廃止
する。

221
全国産業教育フェア
準備委員会事業費

1 5,331 0 -5,331
平成２６年度単年度事業のた
め廃止する。

221
職業教育等情報機器
設備事業費

1 70,224 0 -70,224
セキュリティサポートが終了す
るコンピュータの更新を終了
したため廃止する。

221 ＰＣＢ処理事業費 1 31,833 0 -31,833
県立学校が保管する高濃度
ＰＣＢ廃棄物の処分を終了し
たため廃止する。

☆ 221 協創１

すべての子どもが輝く
学校づくり支援事業費
（旧いじめを許さない
「絆」プロジェクト事業
費）

1 5,415 3,041 -2,374

29市町を対象とした「いじめを
許さない『絆』プロジェクト事業
費」をリニューアルし、いじめ
だけでなく、不登校や暴力行
為等生徒指導上課題のある
10中学校区を対象とした未然
防止の取組を行う。

221

インターネット社会を
生き抜く力の育成事
業費（旧スマートフォ
ンの危険から子どもを
守る事業費）

1 4,672 8,801 4,129

「スマートフォンの危険から子
どもを守る事業費」をリニュー
アルし、これまでの事業内容
を継続しながら、高校生サミッ
トを実施することで、様々な立
場の人と意見交換をして、生
徒が主体となったネット社会
を生き抜く力の育成につなげ
る。

223
特別支援学校学習環
境等基盤整備事業費

1 23,712 0 -23,712

「県立特別支援学校整備第
二次実施計画（改定）」に基
づき、学習備品等の整備を進
め、学習環境の基盤整備を
推進するもので、くわな特別
支援学校の増設棟建築及び
杉の子特別支援学校石薬師
分校の作業実習棟建築に伴
う学習備品等の整備を終えた
ため、一旦事業を休止する。

261

地域文化財総合活性
化事業費
（旧活かそう守ろう”み
え”の文化財事業費）

1 102,051 138,821 36,770

魅力ある活用事業を計画的
に進めようとする国・県指定等
文化財について、所有者等
が修復等を実施する「保存事
業」と、文化財を公開する「活
用事業」を組み合わせて実施
する場合に補助してきたが、
従来からの組み合わせに加
え、新たに「保存事業」と文化
財を災害から守るための「防
災事業」をセットで実施する場
合も補助できるよう見直しを行
う。

4 3 1 246,691 150,663 -96,028

※ 表の左欄外の記号について

「☆」印は選択・集中プログラム事業のもの、「◇」印は平成26年度特定政策課題枠のもの、「□」印は平成27年度特定政策課題枠のもの、

「◎」印は市町予算と関係があると考えられるもの

事 業 の 見 直 し 調 書

事 業 名
区   分 平成２６年度

合 計

差 引平成２７年度

説 明
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