
部局名称 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

教育委員会 管理企画費 学校防災推進事業費 15,971 11,960 防災ノートを活用した学習、学校における体験型防災学習等の支援、学校防災リーダー等教職員研修な
どにより、学校における防災教育・防災対策の充実を図る。

災害から地域を守る
人づくり

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 2,235 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

全国都道府県教育委員会施設助成担当係長会議開催に要する経費
防災・減災対策を進
める体制づくり

教育委員会 校舎その他建築
費 校舎その他建築費 424,822 456 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。 防災・減災対策を進

める体制づくり

環境生活部 私立学校振興費 私立学校校舎等耐震化
整備費補助金 23,687 23,687 私立学校における校舎等の耐震化事業等に対して助成を行うことにより、安心して学べる環境の整備を促

進する。
防災・減災対策を進
める体制づくり

健康福祉部 私立幼稚園振興
費

私立幼稚園施設耐震化
整備費補助金 1,668 1,668 私立幼稚園における屋内運動場等の天井等落下防止対策事業に対して助成を行うことにより、安心して

学べる環境の整備を促進する。
防災・減災対策を進
める体制づくり

教育委員会 人権教育総合推
進事業費

人権教育広報・研究事業
費 1,181 1,181 教職員を対象に、講座や情報提供、相談対応等を実施し、学校における人権教育の推進を支援する。ま

た、社会状況の変化等に適切に対応できるよう、三重県人権教育基本方針の見直しを行う。
人権が尊重される社
会づくり

教育委員会 人権教育総合推
進事業費 進学奨励事業費 79,843 69,932 「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」の期限切れ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ついて、その返還等の事務を行う。
人権が尊重される社
会づくり

教育委員会 人権教育総合推
進事業費

小学校版「人権学習指導
資料」作成事業費 3,121 3,121 三重県人権教育基本方針が示す「自他の人権を守る実践行動力の育成」を図るため、小学校低中学年を

対象とした人権学習指導資料を作成・配付する。
人権が尊重される社
会づくり

教育委員会 学校教育事業費 人権教育活動推進事業
費 2,391 2,391 指導主事等が市町教委や学校等を訪問し、人権教育の取組状況の把握や人権課題の解決に向け指導・

助言等を行う。
人権が尊重される社
会づくり

教育委員会 学校教育事業費 人権教育研修事業費 1,143 1,143 すべての学校で人権教育を推進するため、小中学校、県立学校の管理職等を対象とした研修を実施す
る。また、県立学校において、人権教育について専門性をもって実践できる人材を養成する。

人権が尊重される社
会づくり

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 1,050 1,050

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、県立学校の指定校において「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に広げる。

人権が尊重される社
会づくり

教育委員会 学校教育事業費 人権教育研究推進事業
費 5,006 0

指定小中学校および指定中学校区において、三重県人権教育基本方針に即した「人権感覚あふれる学
校づくり」の先進的な実践や人権教育カリキュラムに関する研究を行い、その普及をとおして、県内すべて
の学校において人権教育を推進する。

人権が尊重される社
会づくり

教育委員会 社会教育事業費 子ども支援ネットワーク・
グローイングアップ事業 3,373 3,373 教育的に不利な環境のもとにある子どもたちの自尊感情や学習意欲を高めるため、学校・家庭・地域が連

携して学習支援や体験活動などに取り組む「子ども支援ネットワーク」の活動を活性化させる。
人権が尊重される社
会づくり

教育委員会 高等学校生徒指
導費

社会的自立を目指す外
国人生徒支援事業費 4,960 3,627

外国人生徒支援専門員を活用し、日本語の支援を充実させるとともに、学校・家庭・地域が一体となった
支援体制づくりを進める。また、高等学校に在籍する日本語指導が必要な外国人生徒が日本語で学ぶ力
を身につけて社会の一員として社会的自立を果たせるよう支援する。

多文化共生社会づく
り

教育委員会 外国人児童生徒
支援費

多文化共生社会の担い
手をつくる外国人児童生
徒教育推進事業費

23,524 13,812 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する。

多文化共生社会づく
り

教育委員会 委員会総務費 委員会総務費 9,756 9,756
・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

夢や希望をかなえる
学力と社会参画力の
育成

教育委員会 管理企画費 管理企画費 94,094 93,829 教育委員会事務局の運営に係る経費
夢や希望をかなえる
学力と社会参画力の
育成

教育委員会 管理企画費 みえの学力向上県民運
動推進事業費 2,963 1,796

子どもたちが主体的に学び、自信と意欲、高い志を持って社会を創造していく力を身につけられるよう、学
校・家庭・地域が一体となり学力向上に向けた具体的、実践的な取組の充実を図る。また、学力との相関
があるとされる生活習慣や読書習慣等の家庭での確立に向け、ＰＴＡと連携してチェックシートを活用し、
県内一斉の集中取組機関を設けて取り組む。

夢や希望をかなえる
学力と社会参画力の
育成

教育委員会 指導行政費 小中学校指導業務運営
活動費 4,946 4,946

学力向上や教科指導について、小規模な市町教育委員会に地域できめ細かな支援を行うため、県内３か
所に「教育支援事務所」を設置し、本庁と教育支援事務所が連携して、市町教育委員会及び小中学校を
訪問し、指導・助言を行う。

夢や希望をかなえる
学力と社会参画力の
育成

教育委員会 指導行政費 職業教育支援事業費 13,885 5,315 教科学習と深い関わりのある生産クラブ活動において、全国大会等に出場する生徒の旅費の支援を行
う。また高校生の学習成果の発表会等や職業教育の環境整備を行う。

夢や希望をかなえる
学力と社会参画力の
育成

教育委員会 小・中学校生徒
指導費 学力向上支援事業費 43,553 22,100

「わかる授業」の実現のため、効果的な少人数指導（習熟度別少人数指導、ティーム・ティーチング等）の
あり方について、実践的な研究を行い、その取組の効果を県内小中学校へ普及することをとおして、各学
校における授業改善を促進し、児童生徒の学力向上を図る。また、県内全小中学校において、全国学力・
学習状況調査、みえスタディ・チェックおよびワークシートの３点セット等を効果的に活用することにより、児
童生徒の状況をきめ細かく把握し、「わかる授業」のための組織的かつ継続的なＰＤＣＡサイクルの確立を
図る。

夢や希望をかなえる
学力と社会参画力の
育成

教育委員会 小・中学校生徒
指導費

英語コミュニケーション力
向上事業費 5,537 5,537

国内外で活躍する人材を育成するため、英語運用能力の育成、とりわけ小学校段階からの英語教育を充
実させるとともに、中学校における英語教育との連続性を意識した小中学校における英語指導法を構築す
る。

夢や希望をかなえる
学力と社会参画力の
育成

教育委員会 小・中学校生徒
指導費

授業改善サイクル促進事
業費 14,008 7,004

全国学力・学習状況調査やみえスタディ・チェックの自校採点集計結果等を速やかに学校に提供し、早期
からの授業改善のＰＤＣＡサイクルの確立を促進するためのシステムを構築する。また、全国学力・学習状
況調査やみえスタディ・チェックから明らかになった課題に対応したワークシートを提供することにより、児
童生徒一人ひとりの達成感に結びつけ、学習意欲の向上を図る。

夢や希望をかなえる
学力と社会参画力の
育成

教育委員会 高等学校生徒指
導費

高校生学習成果発表会
支援事業費 3,198 3,198

高校生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。

夢や希望をかなえる
学力と社会参画力の
育成

教育委員会 高等学校生徒指
導費

高等学校学力向上推進
事業費 19,015 11,424 生徒の学力の定着・向上及び自己実現を図るため、指導方法や指導体制の工夫改善を図るための研究

実践や教育課程改善に向けた取組を推進する。

夢や希望をかなえる
学力と社会参画力の
育成

教育委員会 高等学校生徒指
導費

定時制通信制生徒支援
事業費 240 180 定時制通信制に学ぶ経済的に困難な状況にある生徒に対し、教科書等の給付を行う。

夢や希望をかなえる
学力と社会参画力の
育成

教育委員会 高等学校生徒指
導費

みえの担い手育成推進
事業費 58,427 32,534 小・中・高等学校を通じて、組織的・系統的なキャリア教育の充実・改善、仕事に対する児童生徒の理解促

進、外部人材を活用した職場定着支援等に取り組み、地域の担い手育成を推進する。

夢や希望をかなえる
学力と社会参画力の
育成

教育委員会 高等学校生徒指
導費

世界へはばたく高校生育
成支援事業費 33,373 12,035

グローバルな視野に立って自らの考えや意見を伝え、異なる文化・伝統に立脚する人々と共生する能力・
態度や、科学分野の知識・技能を活用して課題を発見し、研究に取り組み、成果等を発表できる思考力・
判断力・表現力等を育成する。

夢や希望をかなえる
学力と社会参画力の
育成

教育委員会 高等学校生徒指
導費

未来を拓く職業人育成事
業費 29,216 8,608

地域の活性化に参画する取組や三重の食材を生かした商品開発、各種競技会への挑戦等を支援し、地
域社会で活躍しようとする意識を持った高校生や、グローバルな視点を身に付けた次代の専門的職業人
を育成する。

夢や希望をかなえる
学力と社会参画力の
育成

教育委員会 高等学校生徒指
導費

産業教育基盤整備事業
費 40,000 0 基幹的な産業教育設備のうち老朽化が激しく安全上課題のある設備の整備を行い、次代を担う人材育成

を行う基盤を整備する。

夢や希望をかなえる
学力と社会参画力の
育成

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 226,764 196,263

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（ＡＬＴ）」を招致する。

夢や希望をかなえる
学力と社会参画力の
育成

教育委員会 教科書事務費 教科書事務費 905 905 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。
夢や希望をかなえる
学力と社会参画力の
育成

教育委員会 入学者選抜事務
費 入学者選抜事務費 8,185 602 高等学校入学者選抜検査事務の円滑な運用を図るとともに、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。

夢や希望をかなえる
学力と社会参画力の
育成

教育委員会 学校運営費 高等学校運営費 2,004,354 1,922,573 県立学校58校（分校1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

夢や希望をかなえる
学力と社会参画力の
育成

教育委員会 指導運営費 学校納付金口座振替事
業費 11,952 0 授業料等の口座振替による徴収事務に係る経費

夢や希望をかなえる
学力と社会参画力の
育成

教育委員会 学校部活動振興
費 高等学校部活動振興費 41,294 41,294

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

夢や希望をかなえる
学力と社会参画力の
育成

教育委員会 情報教育事業費 情報教育充実支援事業
費 242,570 242,570 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等、県立学校における情報教育の推進を図る。

夢や希望をかなえる
学力と社会参画力の
育成

教育委員会 実習船運営費 実習船運営費 153,892 38,987 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

夢や希望をかなえる
学力と社会参画力の
育成

教育委員会
デジタルスクー
ルネットワーク事
業費

学校情報ネットワーク事
業費 464,790 180,790

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。

夢や希望をかなえる
学力と社会参画力の
育成

教育委員会 小・中学校生徒
指導費

「ふるさと三重」郷土教育
推進事業費 600 600

三重県独自の教材「三重の文化」、「ふるさと三重かるた」等の効果的な活用を通じて、豊かな心と、郷土
を愛し郷土に誇りを持ち、三重について発信できる児童生徒を育成する。また、課題解決力や発信力、コ
ミュニケーション力等を一層育成する視点から、中学生の発信力を育成する取組を実施する。

人・自然の中で伸び
ゆく豊かな心の育成
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教育委員会 小・中学校生徒
指導費

道徳教育総合支援事業
費 4,757 0 道徳教育にかかる本県のモデル地域として市町教育委員会を指定し、実践的研究を進める。また、三重

県道徳教育推進委員会からの提案等も踏まえ、道徳教育の充実に向けた取組を支援する。
人・自然の中で伸び
ゆく豊かな心の育成

教育委員会 高等学校生徒指
導費 高校芸術文化祭費 10,671 10,671

高校生の音楽、美術、演劇など芸術文化の技術と創造力を磨き、芸術文化活動の活性化を図るとともに、
生徒相互の交流を深め、豊かな人間性を育成するため、みえ高文祭の開催、近畿高等学校総合文化祭と
全国高等学校総合文化祭に出演・出展する生徒及び引率教員の派遣を行う。

人・自然の中で伸び
ゆく豊かな心の育成

教育委員会 地域教育推進費 子どもと本をつなぐ環境
整備促進事業費 1,926 1,926

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き、三重県子ども読書
活動推進会議や、県民を対象とした講演会、市町サポートセミナー等を開催する。また、公立図書館や小
中学校と連携し、読書の楽しさを周囲に伝えることができる子どもの育成に取り組む。

人・自然の中で伸び
ゆく豊かな心の育成

教育委員会 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 1,228 1,228 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（書評合戦）の普及を通じて高校生

の読書活動を推進する。
人・自然の中で伸び
ゆく豊かな心の育成

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 67,519 67,513 児童生徒等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。
健やかに生きていく
ための身体の育成

教育委員会 学校保健安全管
理費 学校保健安全事業費 215,673 11,814

○県立学校児童生徒等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、学校が提供した飲食物により、生徒等に身体障害等を与えた場合の管理責任に
伴う損害賠償に対応する。
○県立学校児童生徒等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。

健やかに生きていく
ための身体の育成

教育委員会 学校保健安全管
理費

学校保健総合支援事業
費 2,182 0 児童生徒の健康課題の解決を図るため、地域の実情を踏まえ、専門医等を学校に派遣するとともに、全

国規模の研修会等へ教職員を派遣する。
健やかに生きていく
ための身体の育成

教育委員会 学校保健安全管
理費

がんの教育総合推進事
業費 814 0 関係機関との連携によるがんに関する教育協議会の設置や専門医によるモデル授業の実施等をとおし

て、がんに関する教育のあり方を検討する。
健やかに生きていく
ための身体の育成

教育委員会 学校給食対策費 県立学校給食の衛生・品
質管理事業費 4,843 4,843 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。
健やかに生きていく
ための身体の育成

教育委員会 学校給食対策費 学校給食・食育推進事業
費 7,040 917 子どもたちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけられるよう、朝食メニューコンクールの実

施やスーパー食育スクールの取組等を通じて、食育を推進する。
健やかに生きていく
ための身体の育成

教育委員会 運動部活動支援
事業費 運動部活動支援事業費 109,737 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。 健やかに生きていく

ための身体の育成

教育委員会
みえ子どもの元
気アップ総合推
進事業費

みえ子どもの元気アップ
体力向上推進事業費 20,670 8,457 就学前から高等学校まで、子どもの発達段階に応じた運動習慣や生活習慣等の改善、体力向上に向けた

学校等の取組を支援することにより、子どもたちの体力向上を図る。
健やかに生きていく
ための身体の育成

教育委員会
みえ子どもの元
気アップ総合推
進事業費

みえ子どもの元気アップ
運動部活動充実事業費 21,438 7,895 地域のスポーツ指導者を中学校、高等学校に派遣し、運動部活動の取組を充実させるとともに、指導者の

指導力向上を図るため、研修会を開催する。
健やかに生きていく
ための身体の育成

教育委員会 県立学校体育施
設開放事業費

県立学校体育施設開放
事業費 6,005 0 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。 健やかに生きていく

ための身体の育成

教育委員会

平成３０年度全
国高等学校総合
体育大会開催準
備事業費

平成３０年度全国高等学
校総合体育大会開催準
備事業費

52,033 880

平成３０年度に東海ブロックで開催する全国高等学校総合体育大会に向け、本県実行委員会を中心に、
関係機関・団体との連絡・調整を行い、開催準備を円滑に推進する。また、大会開催に向けて、高等学校
の運動部活動を活性化させるために、備品等の環境整備を進めるとともに、開催準備に携わる教員の負
担軽減を図り、円滑な運動部活動が継続できるよう外部指導者を派遣する。

健やかに生きていく
ための身体の育成

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 4,209 4,209 医療的ケアの必要な児童生徒が在籍する特別支援学校９校において、経管栄養、喀痰吸引等の医療的

ケアを行う体制を整備し、児童生徒の健康と教育を支え、付き添う保護者の負担軽減を図る。

自立と社会参画をめ
ざした特別支援教育
の推進

教育委員会 特別支援教育振
興費

早期からの一貫した教育
支援体制整備事業費 18,557 7,795

発達障がいを含む特別な支援を必要とする幼児児童生徒について一貫した支援を行うため、パーソナル
カルテの活用を促進するとともに、発達障がい支援員３名による巡回相談等を実施し、支援体制の充実を
図る。また、通級による指導担当教員等の専門性の向上を図る研修を実施する。

自立と社会参画をめ
ざした特別支援教育
の推進

教育委員会 特別支援教育振
興費

特別支援学校就労推進
事業費 13,230 8,292

企業経験豊かなキャリア教育マネージャー１名及びキャリア教育サポーター４名を配置し、生徒本人の適
性と職種のマッチングを図り、関係機関、企業等と連携して、業務内容を支援方法とともに企業に提案する
職場開拓を行う。また、特別支援学校において計画的・組織的なキャリア教育を推進するため、キャリア教
育プログラムの作成を進めるとともに、企業等と連携した技能検定を実施する。

自立と社会参画をめ
ざした特別支援教育
の推進

教育委員会 学校運営費 特別支援学校運営費 383,937 383,615 特別支援学校16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

自立と社会参画をめ
ざした特別支援教育
の推進

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 239,833 239,833 特別支援学校13校において、スクールバスを運行し、児童生徒の通学手段と安全を確保する。

自立と社会参画をめ
ざした特別支援教育
の推進

教育委員会 指導運営費 特別支援学校教育内容
充実事業費 1,039 1,039 「三重県特別支援教育推進基本計画」に基づく特別支援学校の整備を円滑に進めるため、市町等関係機

関及び特別支援学校との情報共有及び連携を図る。

自立と社会参画をめ
ざした特別支援教育
の推進

教育委員会 指導運営費 特別支援学校給食調理・
配送業務委託事業費 48,013 48,013 学校教育活動の一環として、様々な障がいのある児童生徒の実態に即した給食が実施できる体制を整え

る。

自立と社会参画をめ
ざした特別支援教育
の推進

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 60,459 459 特別支援学校に在籍する児童生徒数の増加や長期間の使用による車両の老朽化に対応するため、計画

的にスクールバスを配備する。

自立と社会参画をめ
ざした特別支援教育
の推進

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 202,001 1 特別支援学校東紀州くろしお学園（本校）、三重県立子ども心身発達医療センター併設特別支援学校、松

阪地域特別支援学校（仮称）の建設に対応するため、備品等の整備を進める。

自立と社会参画をめ
ざした特別支援教育
の推進

教育委員会 就学奨励費 特別支援学校就学奨励
費 164,105 82,543

特別支援学校に就学する幼児児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するとともに、東日本大震災により
被災地から転入してきた障がいのある幼児児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、就学に必
要な経費の一部を支援し、特別支援教育の促進及び普及奨励を図る。

自立と社会参画をめ
ざした特別支援教育
の推進

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 3,779,598 22 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。

自立と社会参画をめ
ざした特別支援教育
の推進

教育委員会 管理企画費 学校危機管理推進事業
費 380 380 教育委員会事務局職員、県立学校及び公立小中学校の教職員を対象に、危機管理研修等の実施するな

ど、学校における事件・事故等の未然防止や対応等、危機管理を推進する。
笑顔あふれる安全で
安心な教育環境づく

教育委員会 小・中学校生徒
指導費

生徒指導特別指導員等
活用事業費 18,841 18,755 問題行動の発生している学校に対し、生徒指導特別指導員を派遣して迅速かつ適切な対応を行うととも

に、学校警察連絡協議会の活動のための支援を行う。
笑顔あふれる安全で
安心な教育環境づく

教育委員会 小・中学校生徒
指導費

いじめ・不登校対策事業
費 3,173 2,153

不登校の未然防止を推進するため、豊かな人間性や自ら学び自ら考える力などの「生きる力」を育成する
「魅力ある学校づくり」について調査研究を実施する。また、組織的な指導体制構築のための研修を校種
別に実施するとともに、ソーシャルスキルトレーニングや生徒の主体的な活動等により、問題行動の未然
防止を図る。

笑顔あふれる安全で
安心な教育環境づく
り

教育委員会 小・中学校生徒
指導費

学校問題解決サポート事
業費 1,279 863

児童生徒の問題行動やいじめなど、学校だけでは解決が困難な事案に対応するため「学校問題解決サ
ポートチーム」を設置し、問題解決に向けた支援を行う。
いじめ防止等に関する機関や団体の連携や、いじめ防止等のための対策を実効的に行うため、協議会及
び審議会を開催する。
県、市町、学校、保護者等の責務や役割等を明確にした総合的な視点での「いじめ防止条例（仮称）」の制
定を検討する。

笑顔あふれる安全で
安心な教育環境づく
り

教育委員会 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 2,254 2,254

ネット検定（仮称）を実施することにより、児童生徒の情報に関するモラルや能力、理解度を向上させる。ま
た、ネット上での不適切な書き込み等の検索、監視等を行うほか、県内各地で保護者を対象としたネット啓
発講座を開催する。

笑顔あふれる安全で
安心な教育環境づく
り

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
活用事業費 247,573 165,127

いじめや暴力行為、不登校等や、貧困の連鎖などの課題に対応するため、スクールカウンセラーを県内の
全中学校区に配置するとともに、県立高校６校を拠点にスクールソーシャルワーカーがモデル中学校区を
巡回して、スクールカウンセラーとのチーム支援を行う等により、多様な背景による問題の解決に取り組
む。

笑顔あふれる安全で
安心な教育環境づく
り

教育委員会 校舎その他修繕
費 校舎その他修繕費 94,033 94,033 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。
笑顔あふれる安全で
安心な教育環境づく

教育委員会 財産管理事務費 財産管理事務費 125,518 65,019
・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。

笑顔あふれる安全で
安心な教育環境づく
り

教育委員会 財産管理事務費 学校施設法定点検事業
費 56,331 56,331

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法定点検を行う。また、消防法に基づく消防用設備等の法定点検を実施し、適
正な施設管理に努める。

笑顔あふれる安全で
安心な教育環境づく
り

教育委員会 学校保健安全管
理費 学校安全推進事業費 3,307 0

通学路安全対策アドバイザーおよび事故防止アドバイザー等を委嘱し、通学路の安全対策等について検
討するとともに、児童生徒の危険予測・危険回避能力を育成するための交通安全教育、防犯教育を行う。
また、教職員の指導力を向上させるとともに、安全確保のための体制の整備を進める。

笑顔あふれる安全で
安心な教育環境づく
り

教育委員会 教育政策費 教育改革推進事業費 12,548 12,548 今後の県の教育施策の方向性を検討するため、教育改革推進会議において教育課題を審議するととも
に、県立高等学校の活性化を推進する。

地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

教育委員会 人事管理費 教員採用試験事務費 7,893 7,893 教員採用選考試験に係る費用 地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

教育委員会 人事管理費 一般人事管理費 22,485 22,423 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。

地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり



部局名称 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

教育委員会 人事管理費 教職員の資質能力向上
支援事業費 776 776

指導が不適切である教員に対し専門的な見地から審査・判定を行うための審査委員会を設置・運営する。
職務遂行能力等に課題を有する職員に対し専門的な見地から審査・判定を行うための審査委員会を設
置・運営する。

地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

教育委員会 人事管理費 教職員の能力向上フォ
ローアップ事業費 20,741 20,638

１ 教職員課が設置する審査委員会において、指導が不適切であると認定された教員について、学習指
導・生徒指導・学級経営の指導力及び社会性や教育公務員としての資質に係る課題を改善するための研
修等を実施し、円滑な職場復帰を図る。
２ 教職員課が設置する審査委員会において、職務遂行能力等に課題を有すると認定された職員につい
て、職務遂行能力の向上及び社会性や地方公務員としての資質に係る課題を改善するための研修等を
実施し、円滑な社会復帰を図る。

地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

教育委員会 給与管理費 給与管理費 173 173 教職員の給与改善に係る事務費 地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

教育委員会 電算システム管
理費 電算システム管理費 80,390 80,390 小中向け給与・旅費システムの管理及びネットワーク運用経費 地域に開かれ信頼さ

れる学校づくり

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 5,004 ▲ 8,589

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。

地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

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 48,753 48,753 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。
地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

教育委員会 小・中学校生徒
指導費

土曜日等の教育活動推
進事業費 3,752 220

土曜日の授業や土曜学習等の効果的な活用を図るため、効果的なカリキュラムの開発、外部人材等によ
る取組を支援するとともに、その成果を普及する。また、市町が実施する、大学生や教員経験者等の地域
住民による子どもの学力向上や体験活動に関する学校支援活動への支援を行う。

地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

教育委員会 小・中学校生徒
指導費

教育課程等研究支援事
業費 10,939 270

小中一貫教育の導入に向けた先導的な取組を行う市町教育委員会による、域内全域での小中一貫教育
の推進に資する効果的取組を支援し、その普及を図る。また、中学校を対象とした「科学の甲子園ジュニ
ア」三重県予選の実施を通じ、子どもたちの科学技術に対する関心を高め、科学好きの人材の裾野を広

地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

教育委員会 小・中学校生徒
指導費

三重県型コミュニティ・ス
クール構築事業費 20,347 10,779

地域の実情に応じた三重県型コミュニティ・スクールを構築し、地域住民等が学校運営や教育活動に参
画・協働する仕組みの導入を図る。また、経済的な理由や家庭の事情により、家庭での学習が困難であっ
たり、学習習慣が十分身についてなかったりする児童生徒を対象とした「地域未来塾」による学習支援を
推進する。

地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

教育委員会 高等学校生徒指
導費

名張青峰高等学校整備
費 64,462 462 名張青峰高等学校において教育活動を行うにあたり必要なＩＣＴ機器等の学習環境の整備を進める。 地域に開かれ信頼さ

れる学校づくり

教育委員会 高等学校生徒指
導費 専攻科設置準備事業費 73,895 2,895 県立工業高等学校への専攻科設置に必要となる学習環境を整備するための準備を進めるとともに、産業

界のニーズを踏まえた教育課程等について検討を進める。
地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

教育委員会 特別支援教育振
興費

障がい者チャレンジワー
ク推進事業費 12,222 12,168 学校および県教育委員会事務局で障がいのある人を任用（非常勤）し、障がいの程度に応じて働くことが

できる業務の構築と任用者へのサポートを実施する。
地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

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 42,985 42,707

１ 施設の管理運営
２ 機器類の保守管理
３ 研修企画に関すること

地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

教育委員会 総合教育セン
ター費 教職員研修事業費 37,074 35,278

教職員の資質の向上をめざすため、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 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）
４ 学校マネジメント推進事業（マネジメント研修等実施による学校、教職員への支援）

地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

教育委員会 総合教育セン
ター費 教育相談事業費 52,213 50,165 子どもたちが安心して学べるよう教育相談体制の充実を図る。 地域に開かれ信頼さ

れる学校づくり

教育委員会 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 2,745 1,631

「グローバル三重教育プラン」に沿って、英語力等の指導力向上のための研修を実施する。
外部専門機関と連携し、英語教育に携わる者の英語によるコミュニケーション能力及び英語・外国語活

動の指導力の向上を図る。

地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

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 74,005 74,005 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。 地域に開かれ信頼さ

れる学校づくり

教育委員会 教職員厚生費 公立学校共済組合負担
金 85,681 85,681 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等を負

担する。
地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

教育委員会 教職員厚生費 教職員健康支援事業費 155,392 155,392

・教職員の福利増進を図るため人間ドック事業、ライフプラン事業等を実施する。
・学校の快適な職場環境形成のため職場巡視指摘事項の改善支援等を実施する。
・教職員の円滑な職場復帰と再発防止のためリワーク支援専門員を派遣する。
・教職員が安心して働き続けられるために子育て・介護・健康づくりの支援を行うワークライフバランス支援
事業を実施する。
・平成27年12月に施行された改正労働安全衛生法に対応するため、教職員等がストレスチェックを行える
環境を整える。

地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

教育委員会 教職員厚生費 福利厚生事務費 143 143 教職員の福利厚生に係る事務費 地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

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 57,481 57,481 県立学校教職員の健康の保持増進のため、労働安全衛生法及び学校保健安全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。
地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

教育委員会 教職員厚生費 教職員メンタルヘルス対
策費 2,640 2,640 教職員が心身共に健康な状態で勤務できるよう、研修、相談等の事業を実施する。 地域に開かれ信頼さ

れる学校づくり

教育委員会 教職員住宅費 教職員住宅費 252,925 214,419 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。

地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

教育委員会 旅費 小学校教職員旅費 264,776 264,776 小学校教職員の旅費 地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

教育委員会 旅費 中学校教職員旅費 235,463 235,463 中学校教職員の旅費 地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

教育委員会 学校部活動振興
費 中学校部活動振興費 10,110 10,110 中学校部活動における公式大会等に係る教職員旅費 地域に開かれ信頼さ

れる学校づくり

教育委員会 人事運営費 高等学校人事運営費 40,048 40,048 高等学校教職員の人事運営に関する経費 地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

教育委員会 人事運営費 特別支援学校人事運営
費 334,878 334,878 特別支援学校教職員の人事運営に関する経費 地域に開かれ信頼さ

れる学校づくり

環境生活部 私立学校振興費 私立高等学校等振興補
助金 4,706,625 4,094,697 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助成を行うことにより、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。
地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

環境生活部 私立学校振興費 私立高等学校教育改革
推進特別補助金 4,500 2,250 私立高等学校における教育改革推進に係る経費（スクールカウンセラーの雇用等）に対して助成を行うこ

とにより、私立高等学校における教育の振興を図り、私立高等学校の健全な発展に資する。
地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

環境生活部 私立学校振興費 私立特別支援学校振興
補助金 142,750 142,750 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助成を行うことにより、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。
地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

環境生活部 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助成を行うことにより、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。
地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

環境生活部 私立学校振興費 私立学校人権教育推進
補助金 3,991 3,991 私立学校にかかる人権教育・学習の充実を図るため、教職員や児童・生徒を対象に実施する人権研修等

に助成を行い、人権感覚あふれる学校づくりを推進する。
地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

環境生活部 私立学校振興費 私立専修学校振興補助
金 48,284 48,284 私立専修学校における教育に係る経常的経費に対して助成を行うことにより、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。
地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

環境生活部 私立学校振興費 私立外国人学校振興補
助金 11,000 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助成を

行うことにより、教育の振興を図り、健全な発達に資する。
地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

環境生活部 私立学校振興費 私立専修学校研修等事
業費補助金 1,000 1,000 私立専修学校の教職員等の資質向上を図ることを目的として、その研修事業等に要する経費に対し助成

を行う。
地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

環境生活部 私立学校振興費 私立学校振興等事務費 4,672 4,202 私立学校振興のための事務費 地域に開かれ信頼さ
れる学校づくり

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 2,384 2,384

社会教育推進体制の整備・充実を図るため、社会教育委員や公民館職員等を対象とした全県会議や研
修会を開催する。また、地域で子どもを対象とした教育活動に取り組む放課後子ども教室やＮＰＯ等の関
係者による情報交換会等を行い、地域の教育力の向上につなげる。

文化と生涯学習の振
興

教育委員会 熊野少年自然の
家費 熊野少年自然の家費 43,154 42,884

優れた自然環境の中で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指定管理により運営
する。また、指定管理者による野外活動等の事業を通じて、施設利用者の拡大と社会教育の普及・振興を
図るとともに、効率的な管理運営を行う。

文化と生涯学習の振
興

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 77,173 67,902

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指定管理により運営する。ま
た、指定管理者による集団宿泊研修等の事業を通じて、施設利用者の拡大と社会教育の普及・振興を図
るとともに、効率的な管理運営を行う。

文化と生涯学習の振
興

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 9,900 8,044 埋蔵文化財の必要な発掘調査や適切な保存管理を行うとともに、県民への公開普及や子どもたちが郷土

への愛着を持つような文化財を活用した学習を行う。
文化と生涯学習の振
興

教育委員会 埋蔵文化財費 埋蔵文化財保存事業費 4,780 2,471 文化財保護法等関係諸法令に基づき、県公共事業地内における埋蔵文化財の状況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。

文化と生涯学習の振
興



部局名称 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

教育委員会 埋蔵文化財費 受託発掘調査事業費 334,141 0 国や中日本高速道路株式会社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、事業者からの委託を受け発掘調査を行い、埋蔵文化財の適切な保護を図る。

文化と生涯学習の振
興

教育委員会 文化財管理費 文化財保存管理事業費 11,489 8,868
三重県内の貴重な文化財を調査し、文化財保護審議会の審議を通じて、指定等の適切な保存措置を講じ
るとともに、文化財についての情報発信を行う。また、指定されている文化財が適切に保存されるよう巡視
を行う。

文化と生涯学習の振
興

教育委員会 文化財管理費 天然記念物保存対策事
業費 6,465 2,182 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とともに、国・県指定天然記念物の保存・

管理のために調査等を行う。
文化と生涯学習の振
興

教育委員会 文化財管理費 世界遺産熊野参詣道保
存管理費 500 500 世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の良好適正な保存と活用を実現していくため、文化庁や奈良・和歌

山県及び関係市町と連携した取組を行う。
文化と生涯学習の振
興

教育委員会 文化財管理費 地域文化財総合活性化
事業費 102,000 0 国・県指定等文化財の所有者等が行う修復等の保存事業や公開活用、防災の取組に対して、技術的な

助言と必要な経費についての支援を行う。
文化と生涯学習の振
興

教育委員会 文化財管理費 世界に誇る三重の文化
財記録事業費 2,008 2,008 海女漁技術など、世界に誇れる三重の無形の文化財の記録を編集・作成するとともに、情報発信を行う。 文化と生涯学習の振

興

教育委員会 管理企画費 ライフプラン教育総合推
進事業費 2,016 2,016

幼児児童生徒が将来の家庭生活や家族の大切さについて認識を深めるとともに、自らの能力を生かして
社会に参画し、自立と共生に向けて行動する力を育成するため、家庭を築き子育てに関する意義を考える
機会等を設ける。

少子化対策を進める
ための環境づくり

教育委員会 小・中学校生徒
指導費 幼児教育推進事業費 1,662 831 幼保小接続モデルカリキュラムの作成・普及により、幼保小の円滑な接続を図る。また、生活習慣等に関

するチェックシートの活用等により、子どもたちの基本的な生活習慣等の確立を図る。
子育て支援と家庭・
幼児教育の充実

教育委員会 奨学費 高等学校等進学支援事
業費 435,927 19,827 高等学校・高等専門学校の生徒に対して奨学金を貸与する等により経済的な理由で修学が困難な生徒

への支援を行う。
子育て支援と家庭・
幼児教育の充実

教育委員会 奨学費 高等学校等修学奨学基
金積立金 197,591 0 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。 子育て支援と家庭・

幼児教育の充実

教育委員会 奨学費 被災児童生徒等就学支
援事業費 2,692 0 被災地から転入してきた児童・生徒等の就学に係る事業を実施する市町に対して補助を行う。 子育て支援と家庭・

幼児教育の充実

教育委員会 奨学費 高校生等教育費負担軽
減事業費 4,068,398 982

就学支援金や高校生等奨学給付金等を支給し、高等学校等における教育費負担の軽減を図る。
・公立高等学校等就学支援金交付事業
・高校生等奨学給付金事業
・学び直しへの支援事業

子育て支援と家庭・
幼児教育の充実

環境生活部 私立学校振興費 専修学校高等課程修業
奨学金 296 155 専修学校高等課程において、生徒の経済的負担や将来の経済的自立につなげるため、修業・修学する生

徒に対し支援する。
子育て支援と家庭・
幼児教育の充実

環境生活部 私立学校振興費 専修学校専門課程修業
支援利子助成金 122 122 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ることを支援

する。
子育て支援と家庭・
幼児教育の充実

環境生活部 私立学校振興費 私立高等学校等教育費
負担軽減事業費 142,276 107,478

私立高等学校等に就学する低所得世帯の生徒の教育経費に対して助成を行うことにより、保護者の経済
的負担を軽減し、生徒の就学を支援する。
①私立高等学校等授業料減免補助金
②私立高等学校等入学金補助金
③私立高校生等奨学給付金

子育て支援と家庭・
幼児教育の充実

環境生活部 私立学校振興費 私立高等学校等就学支
援金交付事業費 1,984,323 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。
子育て支援と家庭・
幼児教育の充実

環境生活部 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 1,291 0 東日本大震災により被災し、授業料等の納付が困難となった私立学校の児童・生徒に係る授業料等の減

免処置を行った学校法人に対して助成する。
子育て支援と家庭・
幼児教育の充実

環境生活部 私立学校振興費 専門学校生への経済的
支援実証研究事業費 990 0

専門学校生に対する経済的支援策について総合的な検討を進めるため、教育機会を確保するための取
組、公費投入についての教育的効果の検証や効果的な修学支援の検証等について実証的な研究を行
う。

子育て支援と家庭・
幼児教育の充実

健康福祉部 私立幼稚園振興
費

私立幼稚園振興等補助
金 1,673,919 1,448,577 幼児教育環境の維持が図られ、個性豊かで多様な教育サービスが充実されるよう、私立幼稚園への支援

を行う。
子育て支援と家庭・
幼児教育の充実

健康福祉部 私立幼稚園振興
費

私立幼稚園教育関連事
業費補助金 127,828 65,547 心身障がい児が通園する私立幼稚園に対して助成を行うことにより、障がい児教育を推進します。また、

私立幼稚園が行う、保護者や地域の方を対象とした子育て支援活動や預かり保育を支援します。
子育て支援と家庭・
幼児教育の充実

健康福祉部 私立幼稚園振興
費

認定こども園等整備事業
費 99,601 0 認定こども園の施設整備に係る経費の一部を交付する。 認定こども園等における幼児教育のための環

境整備に要する経費の一部を交付する。
子育て支援と家庭・
幼児教育の充実

教育委員会 給与費 事務局人件費 2,479,083 2,479,083 教育委員会事務局職員の人件費 人件費
教育委員会 教職員退職手当 教職員退職手当 15,975,072 10,975,072 教職員退職手当の支給 人件費

教育委員会 教職員厚生費 児童手当 380,700 380,700 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

教育委員会 給与費 小学校人件費 55,236,113 40,431,220 小学校教職員の人件費 人件費
教育委員会 給与費 小学校報酬等 1,466,162 1,466,162 小学校非常勤教職員の報酬等 人件費
教育委員会 給与費 中学校人件費 31,311,647 23,216,840 中学校教職員の人件費 人件費
教育委員会 給与費 中学校報酬等 951,938 951,938 中学校非常勤教職員の報酬等 人件費
教育委員会 給与費 高等学校人件費 29,482,874 24,896,718 高等学校教職員の人件費 人件費
教育委員会 給与費 高等学校報酬等 1,651,803 1,651,803 高等学校教職員の報酬等 人件費
教育委員会 給与費 特別支援学校人件費 9,712,870 8,167,565 特別支援学校教職員の人件費 人件費
教育委員会 給与費 特別支援学校報酬等 474,072 474,072 特別支援学校教職員の報酬等 人件費
教育委員会 管理企画費 交際費 258 258 教育長及び教育委員長交際費 その他


