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（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 2,479,083 114,046 2,593,129 人件費の再算定による増額

高等学校等進学支援事業
費

435,927 ▲ 80,041 355,886 奨学金貸与見込額の精査によ
る減額

高校生等教育費負担軽減
事業費

4,068,398 ▲ 42,667 4,025,731 高校生等奨学給付金の給付
見込額の精査による減額等

小学校費

小学校人件費 55,236,113 ▲ 513,757 54,722,356 人件費の再算定による減額

中学校費

中学校人件費 31,311,647 ▲ 468,425 30,843,222 人件費の再算定による減額

高等学校費

高等学校人件費 29,482,874 ▲ 27,271 29,455,603 人件費の再算定による減額

学校情報ネットワーク事業
費

464,790 ▲ 40,957 423,833 入札による備品購入費（学校
情報ネットワークに係るサーバ
更新）の減額等

校舎その他建築費 424,822 219,411 644,233 四日市工業高等学校専攻科
整備事業に係る委託料及び
工事請負費等の計上等

特別支援学校費

特別支援学校人件費 9,712,870 ▲ 178,144 9,534,726 人件費の再算定による減額

特別支援学校スクールバス
等運行委託事業費

239,833 ▲ 30,000 209,833 入札による委託料の減額等

特別支援学校施設建築費 3,779,598 ▲ 163,879 3,615,719 特別支援学校東紀州くろしお
学園の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 334,141 ▲ 153,125 181,016 新名神高速道路など中日本
高速道路(株)及び国からの受
託事業の減による減額

歳出補正予算の主な内訳

事 業 名
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繰越明許費 （単位：千円）

金 額 繰 越 理 由

高等学校費
校舎その他建築費 220,899 国の経済対策（平成２8年度補

正予算（第２号））に係る事業で
あり、年度内の完了が困難なた
め。

事 業 名 内 容

四日市工業高等学校専攻
科の整備を行う。
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債務負担行為

（追 加） (単位：千円)

学校情報ネットワークハウジングサービスに係る
契約

平成28年度～平成29年度 2,592

学校情報ネットワークシステム保守委託に係る契
約

平成28年度～平成31年度 214,755

三重県教育委員会ＳＩ支援委託に係る契約 平成28年度～平成31年度 60,926

三重県小中学校ネットワークシステム運用支援委
託に係る契約

平成28年度～平成30年度 67,518

三重県小中学校ネットワークシステム通信回線利
用に係る契約

平成28年度～平成29年度 43,090

三重県小中学校ネットワークシステム機器保守委
託に係る契約

平成28年度～平成29年度 3,000

四日市工業高等学校専攻科棟整備工事に係る契約 平成29年度 296,182

県立学校における情報教育用パソコンのリースに
係る契約

平成28年度～平成33年度 38,786

特別支援学校スクールバス等運行委託に係る契約 平成28年度～平成29年度 281,921

事 項 期 間 限 度 額
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議案第１５４号 

「公立学校職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案」 

 

１ 改正理由 

雇用保険法等の一部を改正する法律による雇用保険法の一部改正に鑑み、失

業者の退職手当についての規定を整備するものです。 

 

 

２ 改正内容 

（１）65 歳以降に新たに任用される者について、これまで失業者の退職手当の適用

除外であったところを適用対象とし、離職して求職活動を行う場合には、雇用

保険法の規定による高年齢求職者給付金に相当する額の支給対象とします。 

 

（２）公共職業安定所の紹介により広範囲の求職活動を行う場合の要件を緩和（往

復 300 ㎞以上から往復 200 ㎞以上に緩和）するとともに、面接に際して子ども

の一時預かりを利用する場合の費用等についても、雇用保険法の規定による求

職活動支援費に相当する額の支給対象とします。 

 

（３）高年齢求職者給付金に相当する額の支給を受けることができる者が、求職活

動を行う場合には、雇用保険法の規定による就業促進手当、移転費及び求職活

動支援費に相当する額の支給対象とします。 

 

 

３ 施行期日 

平成 29 年１月１日 
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議案第１７６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 28 年 10 月 14 日付けの給与改定に

関する勧告等に鑑み、公立学校職員の勤勉手当の支給割合の改正を行うもの

です。 

 

２ 改正内容 

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 170（現行 100

分の 160）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 80

（現行 100 分の 75）に改めます。） 

 

３ 施行期日 

平成 28 年度の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 28 年 12 月 1 日から適用します。また、平成 29 年度以降の勤勉手当の支給

割合の改正については、平成 29 年 4 月 1 日から施行します。 
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Ⅱ 所管事項説明 

  １ 平成２９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 29年度要求額 

１１１ 災害から地域を守る人づくり 64,209 

１１２ 防災・減災対策を進める体制づくり 1,305,329 

２１１ 人権が尊重される社会づくり 101,070 

２１３ 多文化共生社会づくり 24,348 

２２１ 夢や希望をかなえる学力と社会参画力の育成 3,850,981 

２２２ 人・自然の中で伸びゆく豊かな心の育成 14,424 

２２３ 健やかに生きていくための身体の育成 543,056 

２２４ 自立と社会参画をめざした特別支援教育の推進 3,950,762 

２２５ 笑顔あふれる安全で安心な教育環境づくり 691,647 

２２６ 地域に開かれ信頼される学校づくり 2,024,431 

２２８ 文化と生涯学習の振興 529,552 

２３３ 子育て支援と家庭・幼児教育の充実 4,655,433 

 その他 147,482,153 

合      計 165,237,395 

  

２ 主な事業 

※（新）：新規事業 

【１１１ 災害から地域を守る人づくり】 

（１）（一部新）学校防災推進事業 

【基本事業名：11102 学校における防災教育の推進】 

予算額：(28) １５，９７１千円 → (29) ６４，２０９千円 

事業概要：防災ノートを新入生等に配付するとともに、体験型防災学習等の支援、 

学校防災リーダー等教職員を対象とした防災研修、中高生による東日 

本大震災の被災地でのボランティア活動や交流学習を実施します。ま 

た、県立学校の備蓄食料の更新や、ネットワーク設備の強化を行いま 

す。  
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【１１２ 防災・減災対策を進める体制づくり】 

（２）校舎その他建築費【基本事業名：11206 教育施設の防災対策】 

予算額：(28) ４２４，８２２千円 → (29) １，３０３，５１９千円 

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、 

老朽化対策など防災機能の充実、教育環境向上のための整備等を進め 

ます。 

 

【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：(28) １，０５０千円 → (29) ７０３千円 

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、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、その成果をすべての県立学校に広げていきます。 

 

（２）子ども支援ネットワーク・グローイングアップ事業 

【基本事業名：21103 人権教育の推進】 

予算額：(28) ３，３７３千円 → (29) ２，８７０千円 

事業概要：教育的に不利な環境のもとにある子どもの自尊感情や学習意欲を高め 

るため、学校･家庭･地域がともに学習支援や体験活動を行う｢子ども支 

援ネットワーク｣の活動を活性化します。 

 

【２１３ 多文化共生社会づくり】 

（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 

【基本事業名：21302 日本語指導が必要な外国人児童生徒への支援】 

予算額：(28) ２３，５２４千円 → (29) １９,４５６千円 

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。 

 

（２）社会的自立を目指す外国人生徒支援事業 

【基本事業名：21302 日本語指導が必要な外国人児童生徒への支援】 

   予算額：(28) ４，９６０千円 → (29) ４，８９２千円 

    事業概要：外国人生徒支援専門員を活用し、学校・家庭・地域が一体となった支 

援体制づくりを進め、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 

よう支援します。 
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【２２１ 夢や希望をかなえる学力と社会参画力の育成】 

（１）みえの学力向上県民運動推進事業【基本事業名：22101 学力の育成】 

予算額：(28) ２，９６３千円 → (29) １，８４７千円 

事業概要：みえの学力向上県民運動セカンドステージにおいて、引き続き、有 

識者等による推進会議を開催し、取組の検証を行います。また、学 

校では、授業改善等の取組を深め、家庭では生活習慣チェックシー 

ト等の活用による生活習慣の確立等の取組を広げ、地域では学習支 

援等により地域で支えるという方向性を基本として、県民力を結集 

し、取組を推進します。 

 

（２）学力向上支援事業【基本事業名：22101 学力の育成】 

予算額：(28) ５７，５６１千円 → (29) ４０，９５８千円 

事業概要：効果的な少人数指導の実践的研究と共有を進め、個に応じた指導の 

充実を図ります。また、全国学力・学習状況調査、みえスタディ・ 

チェックの分析や子どものつまずきに対応したワークシートの年間 

を通した計画的な活用により、早期から授業改善のＰＤＣＡサイク 

ルを回すことにより、子どもの達成感に結びつけ、学習意欲の向上 

を図ります。 

 

（３）小中学校指導業務運営活動費【基本事業名：22101 学力の育成】 

予算額：(28) ４，９４６ 千円 → (29) ４，２９２千円 

   事業概要：本庁と教育支援事務所が連携して、市町教育委員会および小中学校 

を訪問することにより、地域の実情に即した学力向上の取組を支援 

します。 

 

（４）（一部新）世界へはばたく高校生育成支援事業 

【基本事業名：22102 グローバル教育の推進】 

予算額：(28) ３３，３７３千円 → (29) ３３，２５４千円 

   事業概要：高校生がグローバルな視野に立って自らの考えや意見を伝え、多様 

な人々と協働する力を育むため、みえ未来人育成塾の実施、留学の 

促進や海外研修の実施、英語キャンプの実施等に取り組みます。ま 

た、科学分野の知識・技能を活用して課題を発見し、解決する力を 

育むため、「みえ自然科学フォーラム２０１７（仮称）」の開催等の 

取組を推進します。 

 

（５）（新）明日へつなぐグローカルチャレンジ推進事業 

【基本事業名：22102 グローバル教育の推進】 

予算額：(28) － 千円 → (29) ６，３３４千円 

事業概要：郷土に関する英語による補助教材を作成するとともに、英語キャン 

プ、イングリッシュデー、ワン・ペーパー・コンテストを開催する 

ことにより、語学力やコミュニケーション能力等に加え、郷土三重 

についての学習を深め、英語で積極的に発信できる力を育みます。 
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（６）みえの担い手育成推進事業【基本事業名：22103 キャリア教育の推進】 

予算額：(28) ５８，４２７千円 → (29) ４８，５５２千円 

   事業概要：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、 

地域の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します。 

 

（７）（一部新）未来を拓く職業人育成事業 

【基本事業名：22103 キャリア教育の推進】 

予算額：(28) ２９，２１６千円 → (29) ９，６２８千円 

   事業概要：地域の課題解決や活性化に取り組む県内外の高校生が集い交流する 

「高校生地域創造サミット（仮称）」を開催するとともに、地域活性 

化に参画する高校生の取組を支援します。また、伊勢志摩サミットに 

より注目が集まった本県の観光・食関連分野等のサービス産業に必要 

な「おもてなし」の心を高校生に育むため、産業界や観光業界等と連 

携した取組を推進します。 

 

（８）（一部新）「挑戦・交流・進化」で紡ぐ職業教育推進事業費 

【基本事業名：22103 キャリア教育の推進】 

予算額：(28) １３，８８５千円 → (29) ２５，５０１千円 

   事業概要：専門高校生が、高度な専門的知識・技術の習得をめざして、各種資 

格取得や全国規模の競技会等へ挑戦できるよう支援します。また、 

高校生がグローバルな視野を持ち、多様な人々と協働する力を育む 

ため、海外インターンシップを実施するとともに、三重の産業を支 

える「技」と「心」を備えた未来のプロフェッショナル育成に向け 

た取組を推進します。 

 

【２２２ 人・自然の中で伸びゆく豊かな心の育成】 

（１）道徳教育総合支援事業【基本事業名：22201道徳教育の推進】 

予算額：(28) ４，７５７千円 → (29) ５，９９５千円 

事業概要：道徳の特別教科化に向けて、学校・地域の実態等に応じた、学校の 

教育活動全体で行う道徳教育を進めるため、引き続き、市町教育委 

員会等を支援します。また、道徳教育推進委員会での提案等もふま 

え、道徳教育の充実につなげます。 

 

（２）「ふるさと三重」郷土教育推進事業【基本事業名：22202郷土教育の推進】 

予算額：(28) ６００千円 → (29) ２９８千円 

事業概要：教材「三重の文化」等、独自の学習教材の効果的な活用を通じて、 

郷土を愛し、地域や社会の課題に関心をもち、郷土三重について自 

信をもって発信できる子どもたちを育成します。 
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（３）子どもと本をつなぐ環境整備促進事業 

【基本事業名：22203 読書活動・文化芸術活動の推進】 

予算額：（28） １，９２６千円 → （29） １，６１１千円 

事業概要：三重県子ども読書活動推進会議や、読書ボランティアと連携した読 

書啓発事業を開催します。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み 

ます。 

 

（４）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：22203 読書活動・文化芸術活動の推進】 

予算額：（28） １，２２８千円 → （29） １，１８４千円 

事業概要：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 

進します。また、小中学生に対してもビブリオバトルの普及を図り 

ます。 

 

（５）高校芸術文化祭費【基本事業名：22203 読書活動・文化芸術活動の推進】 

予算額：(28) １０，６７１千円 → (29) ５，３３６千円 

事業概要：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、全国高等学校総合文 

化祭等への生徒の派遣を行います。 

 

【２２３ 健やかに生きていくための身体の育成】 

（１）みえ子どもの元気アップ体力向上推進事業 

【基本事業名：22301 体力の向上と運動部活動の活性化】 

    予算額：(28) ２０，６７０千円 → (29) １２，８１０千円 

事業概要：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 

活習慣等の改善や、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ります。 

 

（２）みえ子どもの元気アップ運動部活動充実事業 

【基本事業名：22301 体力の向上と運動部活動の活性化】 

     予算額：(28) ２１，４３８千円 → (29) ６，６８５千円 

事業概要：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 

会を開催します。 

 

（３）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：22301 体力の向上と運動部活動の活性化】 

    予算額：（28） ５２，０３３千円 → （29） １０８，３３４千円 

    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、三重県実行委 

員会を中心に、会場地市町、関係機関・団体等と連携して準備を進 

めるとともに、機運の醸成を図るため、効果的な啓発活動に取り組 

みます。 
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（４）学校保健総合支援事業【基本事業名；22302 健康教育の推進】 

    予算額：（28） ２，１８２千円 → （29） １，９０７千円 

    事業概要：子どもたちが健康についての正しい知識を身に付け、理解を深める 

ことができるよう、専門医等を学校に派遣するとともに、教職員を 

全国規模の研修会へ派遣するなどして、学校における健康教育の充 

実を図ります。 

 

（５）がんの教育総合推進事業【基本事業名：22302 健康教育の推進】 

予算額：(28) ８１４千円 → (29) ３０６千円 

    事業概要：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教職員等 

を対象とした研修会の実施等をとおして、教職員のがんに関する教 

育の意義の理解や、指導内容・方法等について向上を図ります。 

 

（６）学校給食・食育推進事業【基本事業名：22303 食育の推進】 

     予算額：(28) ７，０４０千円 → (29) ２，５２１千円 

事業概要：朝食メニューコンクールの実施等を通じて食育を推進するとともに、 

学校給食の衛生管理の徹底を図ります。 

 

【２２４ 自立と社会参画をめざした特別支援教育の推進】 

（１）早期からの一貫した教育支援体制整備事業 

【基本事業名：22401 早期からの一貫した支援の推進】 

   予算額：(28) １９，５９６千円 → (29) １８，１５８千円 

   事業概要：特別な支援を必要とする児童生徒の自立と社会参画に向けて、一人 

ひとりの教育的ニーズを的確に把握し、その可能性を最大限に伸ば 

すため、パーソナルカルテの活用促進や指導・支援に係る研修会の 

実施など、支援体制の充実を図ります。 

 

（２）特別支援学校メディカル・サポート事業 

【基本事業名：22401 早期からの一貫した支援の推進】 

予算額：(28) ４，２０９千円 → (29) ８，８５７千円 

事業概要：医療的ケアの必要な児童生徒が身体的に安定した状態で教育活動に 

参加でき、付き添う保護者の負担が軽減されるよう、常勤講師（看 

護師免許所有）および教員が連携して医療的ケアを実施するととも 

に、医師等と連携した校内支援体制の充実を図ります。 

 

（３）特別支援学校就労推進事業 

【基本事業名：22402 特別支援学校のキャリア教育の推進】 

   予算額：(28) １３，２３０千円 → (29) ６，０５５千円 

事業概要：特別支援学校におけるキャリア教育を推進するため、特別支援学校 

版キャリア教育プログラムの作成と活用、教育課程の見直し、外部 

人材の活用等を図るとともに、企業、関係機関等と連携することで、 

高等部生徒の進路希望を実現します。 
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（４）特別支援学校施設建築費【基本事業名：22403 特別支援学校の整備】 

予算額：(28) ３，７７９，５９８千円 → (29) ２，４７９，８９１千円   

事業概要：三重県立松阪あゆみ特別支援学校（仮称）の建設や既存施設の老朽 

化対策など、教育環境向上のための整備を進めます。 

 

（５）特別支援学校学習環境等基盤整備事業 

【基本事業名：22403 特別支援学校の整備】 

予算額：(28) ２０２，００１千円 → (29) ２１２，４４４千円 

事業概要：三重県立かがやき特別支援学校（分校）、三重県立松阪あゆみ特別支 

援学校（仮称）の建設に伴う備品等の整備を進めます。 

 

【２２５ 笑顔あふれる安全で安心な教育環境づくり】 

（１）スクールカウンセラー等活用事業 

【基本事業名：22501 いじめや暴力のない学校づくり】 

予算額：（28） ２４７，５７３千円 → （29） ２４７，５５９千円 

事業概要：生徒指導上の問題行動や貧困の連鎖等の課題に対応するため、スク 

ールカウンセラーを県内全中学校区に配置します。また、県立学校 

６校を拠点にスクールソーシャルワーカ－が地域の中学校区を巡回 

するとともに、スクールカウンセラーや生徒指導特別指導員とのチ 

ーム支援を行い、多様な背景による問題の解決に取り組みます。 

 

（２）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：22501 いじめや暴力のない学校づくり】 

予算額：（28） ２，２５４千円 → （29） １，８６４千円 

事業概要：児童生徒のスマートフォン等の利用に伴う知識や理解の向上を図る 

ため、児童生徒の情報機器等の利用に関する知識や理解等の情報モ 

ラル教育を推進するみえネットスキルアップサポートを実施します。 

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します 

 

（３）学校安全推進事業【基本事業名：22502 子どもたちの安全・安心の確保】 

    予算額：（28） ３，３０７千円 → （29） ３，３９５千円 

事業概要：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を委嘱し、 

通学路の安全対策等を進めるとともに、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、防犯教育を行います。ま 

た、教職員を対象に交通安全教室、防犯教室を開催し、教職員の指 

導力の向上を図ります。 

 

（４）いじめ・不登校対策事業【基本事業名：22503 不登校児童生徒への支援】 

    予算額：（28） ３，１７３千円 → （29） ２，００８千円 

事業概要：子どもたちの豊かな人間性や自ら学び自ら考える力などの生き抜く 

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します。 

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ります。 
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【２２６ 地域に開かれ信頼される学校づくり】                       

（１）三重県型コミュニティ・スクール構築事業 

【基本事業名：22601  開かれた学校づくり】 

予算額：(28) ２０，３４７千円 → (29) １５，４６１千円 

事業概要：地域の実情に応じ、住民等が学校運営や教育活動に参画・協働する 

コミュニティ・スクール等の拡充を図ります。また、児童生徒の学 

習習慣の確立と学習環境の充実につながる地域未来塾等を推進しま 

す。 

 

（２）（一部新）教育課程等研究支援事業 

【基本事業名：22602  学校の特色化・魅力化】 

予算額：(28) １０，９３９千円 → (29) ９，７６９千円 

事業概要：小中一貫教育について、情報提供を行うとともに、導入を予定する 

市町教育委員会の取組を支援します。また、新学習指導要領の円滑 

な実施に係る周知・啓発を行うため、説明会を開催します。 

 

 

（３）教育改革推進事業【基本事業名：22602 学校の特色化・魅力化】 

予算額：(28) １２，５４８千円 → (29) ７，０９８千円 

事業概要：教育改革推進会議において教育課題について審議するとともに、次 

期「県立高等学校活性化計画（仮称）」に基づき、県立高等学校の活 

性化を推進します。また、少子化等課題のある地域において協議会 

を開催し、地域の県立高等学校の活性化方策を検討し、地域等と一 

体となって取組を進めます。 

 

（４）専攻科設置準備事業【基本事業名：22602 学校の特色化・魅力化】 

予算額：(28) ７３，８９５千円 → (29) ２４，３８２千円 

事業概要：県立工業高等学校への専攻科設置に必要な実習装置等の学習環境を 

整備するとともに、産業界のニーズをふまえた教育課程等について 

検討を進めます。 

 

（５）名張青峰高等学校整備費【基本事業名：22602 学校の特色化・魅力化】 

予算額：(28) ６４，４６２千円 → (29)  ７４，１２１千円 

事業概要：名張青峰高等学校での教育活動に必要なＩＣＴ機器等の学習環境の 

整備を進めます。 

 

（６）教職員研修事業【基本事業名：22603 教職員の資質向上】 

     予算額：(28) ３７，０７４千円 → (29) ３３，４４４千円 

      事業概要：子どもたちの課題解決力、コミュニケーション力を育成する教員の 

実践的指導力の向上や、英語教育に携わるすべての教員の英語力向 

上をめざす研修を実施します。また、経験年数や職種に応じた悉皆 

研修、教職経験の異なる教員の相互研さんによる授業実践研修等を 

実施し、教員の授業力や専門性の向上を図ります。 
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【２２８ 文化と生涯学習の振興】 

（１）文化財保存管理事業【基本事業名：22802 文化財の保存・継承・活用】 

   予算額：(28)  １１，４８９千円 →  (29) ６，９１５千円  

   事業概要：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 

発信を行います。また、国・県指定等文化財が適切に保存されるよ 

う巡視を行います。 

 

（２）地域文化財総合活性化事業【基本事業名：22802  文化財の保存・継承・活用】 

   予算額：(28） １０２，０００千円 →  (29) １６０，４０２千円 

    事業概要：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 

援を行います。 

 

（３）世界に誇る三重の文化財記録事業 

【基本事業名：22802  文化財の保存・継承・活用】 

   予算額：(28) ２，００８千円 →  (29) １，６８０千円 

   事業概要：海女漁技術関連行事の映像記録の作成と既存資料のデジタル化など、 

世界に誇れる三重の無形の文化財記録を作成するとともに、情報発 

信を行います。 

 

（４）埋蔵文化財センター管理運営費 

【基本事業名：22802  文化財の保存・継承・活用】 

   予算額：(28) ９，９００千円 →  (29) １３，２００千円 

   事業概要：埋蔵文化財の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 

した学習を行います。また、収蔵スペースの確保について検討しま 

す。 

 

（５）社会教育推進体制整備事業 

【基本事業名：22804 社会教育の推進と地域の教育力の向上】 

   予算額：(28) ２，３８４千円 → （29） ３，６７４千円 

   事業概要：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します。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 

ます。 

 

（６）鈴鹿青少年センター費 

【基本事業名：22804 社会教育の推進と地域の教育力の向上】 

   予算額：（28） ７７，１７３千円 → （29） １０７，７５９千円 

   事業概要：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し、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います。 
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（７）熊野少年自然の家費 

【基本事業名：22804 社会教育の推進と地域の教育力の向上】 

   予算額：（28） ４３，１５４千円 → （29） ５１，５１１千円 

    事業概要：自然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し、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います。 

 

【２３１ 少子化対策を進めるための環境づくり】 

（１）ライフプラン教育の推進にかかる事業 

【基本事業名：22201道徳教育の推進】【基本事業名：22103 キャリア教育の推進】 

予算額：(28) ９８０千円 → (29) ７６９千円 

事業概要：高校生が将来を見据えてライフプランを含めたキャリアプランニン 

グができるよう、講演会の開催等を推進します。また、公立幼稚園、 

小中学校等の教員等を対象に講演会を開催し、各学校への取組の普 

及・啓発を図ります。 

 

【２３３ 子育て支援と家庭・幼児教育の充実】 

（１）高等学校等進学支援事業【基本事業名：23302 子どもの貧困対策の推進】 

予算額：(28) ４３５，９２７千円 → (29) ３６５，４１１千円 

事業概要：高等学校・高等専門学校の生徒に対する修学奨学金の貸与等により、 

経済的な理由で修学が困難な生徒を支援します。 

 

（２）高校生等教育費負担軽減事業【基本事業名：23302 子どもの貧困対策の推進】 

予算額：(28) ４，０６８，３９８千円 → (29) ４，０８７，０９０千円 

事業概要：就学支援金や奨学給付金等を支給し、高等学校等における教育費負 

担の軽減を図ります。 

 

（３）幼児教育推進事業【基本事業名：23304 家庭・幼児教育の充実】 

予算額：(28) １，６６２千円 → (29) ８１４千円 

事業概要：保幼小接続モデルカリキュラムの普及・促進により、保幼小の円滑 

な接続を図ります。また、生活習慣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ります。 

 

３ 事業の見直し 

 事業本数 事業費（増減額） 

廃止事業       ５本   ▲１４，２９０千円 

リフォーム事業       ５本   ▲２７，２２３千円 

休止事業       ０本 － 

合   計      １０本  ▲ ４１，５１３千円 
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平成28年度
平成29年度
（要求）

差  引

●◇□◎▲△ 廃止
リフォ
ーム

休止
当初

予算額Ａ
当初

予算額Ｂ
Ｂ－Ａ

◇ △ 221 22101

学力向上支援事業費
（旧 学力向上支援事業費）
（旧 授業改善サイクル促進
事業費）

1 57,561 40,958 -16,603 1
「授業改善サイクル促進事業費」を「学
力向上支援事業費」に統合する。

▲ 221 22101
定時制通信制生徒支援事
業費

1 240 0 -240 1

細細事業「定時制通信制教科書学習
書給付事業」の対象者が、高校生等奨
学給付金の支給を受けることになった
ため、定時制通信制教科書学習書給
付事業を終了する。

221 22102
英語コミュニケーション力向
上事業費

1 5,537 0 -5,537 1

モデル事業の実施により一定の成果を
得たことから、今後は、指導主事の活
動をとおして成果の普及に取り組んで
いくこととし、事業を廃止する。

◇ 223 22301
みえ子どもの元気アップ体
力向上推進事業費

1 20,670 12,810 -7,860
「元気アップパートナー」及び「親子元
気アップ教室」を「就学前元気アップ研
修会」に統合する。

△ 224 22401

早期からの一貫した教育支
援体制整備事業費
（旧 早期からの一貫した教
育支援体制整備事業費）
（旧 特別支援学校教育内
容充実事業費）

1 19,596 18,158 -1,438 1
「特別支援学校教育内容充実事業費」
を「早期からの一貫した教育支援体制
整備事業費」に統合する。

● ◎ 225 22503 いじめ・不登校対策事業費 1 3,173 2,008 -1,165

細細事業「フリースクール等民間施設
との連携推進事業」を廃止し、不登校
児童生徒の社会的自立に向けた支援
の充実を図るため、新たに細細事業
「学校外の公的機関・民間施設で学ぶ
子どもたちへの支援事業」を実施す
る。

◎ 226 22601
土曜日等の教育活動推進
事業費

1 3,752 0 -3,752 1

国事業の土曜日授業推進事業の廃止
に伴い、細細事業「土曜授業推進事
業」を廃止する。
細細事業「地域による土曜日等の教育
支援事業」は、三重県型コミュニティ・
スクール構築事業費の細細事業「学校
支援地域本部推進事業」により、本事
業内容の目的を果たすことができるた
め、廃止する。

△ 226 22603
給与福利管理費
（旧 給与管理費）
（旧 福利厚生事務費）

1 316 159 -157 1
「給与管理費」と「福利厚生事務費」を
統合する。

▲ 226 22603
グローバル教育教職員研修
推進事業費

1 2,745 0 -2,745 1 事業期間の終了に伴い廃止する。

231 23103
ライフプラン教育総合推進
事業費

1 2,016 0 -2,016 1

ライフプラン教育については今後、次
のように取り組むこととし、事業を廃止
する。
高校生を対象としたライフプラン教育
は、キャリア教育の一環として実施す
る。なお、高校生の妊娠・出産等に関
する学習については、国委託事業であ
る「学校保健総合支援事業費」の中で
実施する。
また、幼稚園、小中学校を対象としたラ
イフプラン教育については、道徳教育
など豊かな心を育成する取組の中で実
施する。

5 5 0 115,606 74,093 -41,513 8

削減本数

合 計

区   分

事 業 の 見 直 し 調 書

基 本
事 業
番 号

施策
番号

事 業 名

（注）調書の記号の意味は、以下のとおりです。
「●」印は「三重県財政の健全化に向けた集中取組（素案）」の方針に基づくもの
「◇」印はH28特定政策課題枠のもの
「□」印はH29特定政策課題枠のもの
「◎」印は市町予算に関係があると思われるもの
「▲」印はいわゆる当然減によるもの
「△」印はリフォーム事業のうち、リフォームにより事業本数が削減するもの

説       明
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