
令和３年度当初予算の各事業概要
単位（千円）

部局名 事業名 細事業名 事業費 県費 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 12,970 4,601
　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、中高生による東日本大震災被災地でのボランティア活動・交流学習などにより、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自助・共助の推
進

教育委員会 管理企画費 災害時学校支援事業費 1,732 1,732

　災害時の学校運営についての専門的な知識や実践的な対応能力を備える教職員の育成や、
これら教職員により構成される災害時の学校教育の早期復旧支援のための体制を整備する。ま
た、災害時の子どもの心のケアや居場所確保、学習支援を行う民間団体との連携を強化し、災
害時の子ども支援体制を整備する。

災害から地域を守る自助・共助の推
進

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 1,543 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 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 1,672,323 123,323 　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

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 512 512
　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。

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 80,314 69,534
　「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 指導資料作成事業費 2,275 2,275
　人権教育の理念や取組内容等を全ての教職員が継承し、効果的な人権教育を行うことができ
るように「人権問題に関する教職員意識調査」を実施する。

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 1,331 1,331
　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 1,117 1,117
　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 548 548
　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、指導資料等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提供する。

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 人権教育研究推進事業費 3,356 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・アクション事業費 2,477 2,477
　Ｒ１～５年度の５年間で中学校区を指定して、子ども支援ネットワークを活用し、子どもが主体と
なって社会的活動に取り組むことで、教育的に不利な環境のもとにある子どもの自尊感情の向上
と「人権尊重の地域づくり」を推進する。

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
社会的自立をめざす外国人生徒支援事
業費

21,811 12,594

　外国人生徒が地域で社会的自立を果たし、社会の一員として活躍できるよう、課外授業等によ
る適応指導や進路相談、日本語習得の支援等を行う外国人生徒支援専門員（ポルトガル語、ス
ペイン語、フィリピノ語等）を県立高校の拠点校に配置する。また、日本語指導が必要な外国人生
徒の増加に対応するため、日本語学習クラブを開設する。

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
多文化共生社会のための外国人児童生
徒教育推進事業費

32,677 16,498

　市町における外国人児童生徒の受入れや日本語指導・適応指導に係る取組への支援を行うと
ともに、学習支援等を行う外国人児童生徒巡回相談員の派遣やＩＣＴを活用した日本語指導等の
指導体制の充実に努める。また、外国人児童生徒に対し、日本の学校制度や入学手続など就学
に必要な情報を提供する。夜間中学等の就学機会の確保については、令和２年度のニーズ調査
結果や検討委員会での議論をふまえ、令和３年度は義務教育段階の内容に係る学び直し教室を
試行的に実施し、どのような方策が適切か検討を進める。

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 8,651 8,651
　教育委員に係る人件費
　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

「確かな学力・豊かな心・健やかな身
体」の育成

教育委員会 管理企画費 管理企画費 82,585 82,203 　教育委員会事務局の運営に係る経費
「確かな学力・豊かな心・健やかな身
体」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 644 644

　子どもたちの学力向上に向け、学校・家庭・地域が一体となった取組を推進するため、みえの学
力向上県民運動推進会議を開催し、今後の取組について協議する。推進会議の委員や有識者
による家庭学習や読書習慣等に係る講演を、保護者や地域の方に向けてオンデマンドで配信す
る。現在、実施している「生活習慣・読書習慣チェックシート」を、子どもたちの１人１台端末を活用
して提供できるよう取り組む。

「確かな学力・豊かな心・健やかな身
体」の育成

教育委員会 指導行政費 小中学校指導運営費 105,642 3,344

　本庁と教育支援事務所が連携し、市町教育委員会及び小中学校を訪問して、地域の実情に即
した学力向上の取組を支援する。また、県内全ての義務教育諸学校の教科書採択を適正かつ公
正に行うとともに、県内全ての義務教育諸学校の全児童生徒に過不足なく教科書を無償で給与
する。また、新型コロナウイルス感染症の影響下においても児童生徒の学習を保障するため、学
校ＩＣＴ環境整備及び端末の効果的な利活用に向けた支援を行うとともに、補充的学習を支援す
るための学習指導員を配置する。

「確かな学力・豊かな心・健やかな身
体」の育成



部局名 事業名 細事業名 事業費 県費 事業概要（目的） 政策体系名称

教育委員会 小・中学校生徒指導費 学力向上推進事業費 24,544 22,001

　モデル校を指定し学力向上アドバイザーの指導・助言を得ながら学習端末を活用して、子ども
一人ひとりに応じた効果的な指導方法の研究に取り組む。令和３年度第１回「みえスタディ・チェッ
ク」を実施するとともに、第２回（令和４年１月）に向けて「みえスタディ・チェック」やワークシートの
問題についてＣＢＴ（Computer Based Testing）化への対応を進める。また、民間企業と連携し、
WEB教材の効果的な活用を促進し、子どもたちの数学的思考力の育成を図る。国の調査官等を
講師として授業公開を伴う授業改善に係る研修会を実施し、各小中学校における新学習指導要
領を踏まえた授業改善の取組を促進し、子どもたちの学力向上につなげる。

「確かな学力・豊かな心・健やかな身
体」の育成

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 4,554 102

　道徳教育の充実を図るため、学校等への道徳教育アドバイザーの派遣、三重県道徳教育推進
会議等を通して「考え、議論する道徳」の授業の効果的な指導方法等に係る具体的な指導・助言
を行うとともに、道徳教育の効果的な指導方法などを普及する。また、学校・家庭・地域が一体と
なっていじめを許さない心や道徳性を育む学習を展開する。

「確かな学力・豊かな心・健やかな身
体」の育成

教育委員会 小・中学校生徒指導費
ＩＣＴを活用した子ども一人ひとりの学びの
つまずき克服事業費

11,706 11,706

  みえスタディ・チェックをＣＢＴ（Computer Based Testing）で実施し、解答後にタイムラグなく、わ
からなかった問題に対応するワークシートで学び直しができるシステムを構築し、令和３年度第２
回（令和４年１月）の「みえスタディ・チェック」から実施する。あわせて、子ども一人ひとりの理解の
状況や学習ニーズに応じた学習が進められるよう、国語、算数・数学のワークシートを単元別に
提供できるシステムとする。

「確かな学力・豊かな心・健やかな身
体」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 3,867 3,639
　音楽、美術、演劇など高校生の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、みえ高文祭の開催や近畿
及び全国高等学校総合文化祭への生徒派遣を支援する。

「確かな学力・豊かな心・健やかな身
体」の育成

教育委員会 高等学校生徒指導費 高校生安心安全通学支援事業費 173,123 0
　新型コロナウイルス感染拡大防止のために、スクールバスの運行に際して密閉、密集、密接の
「３つの密」が同時に重ならないようにするとともに、一つ一つの条件が発生しないよう臨時バスを
運行し、高校生が安心安全に通学し、学習できる環境を整える。

「確かな学力・豊かな心・健やかな身
体」の育成

教育委員会 学校運営費 高等学校運営費 1,956,111 1,879,722 　県立学校５７校（分校舎１校）の教育活動（管理運営含む)の遂行に要する経費
「確かな学力・豊かな心・健やかな身
体」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 12,088 0 　授業料等の口座振替による徴収事務に係る経費
「確かな学力・豊かな心・健やかな身
体」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
・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

「確かな学力・豊かな心・健やかな身
体」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 300,744 234,744
　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１人１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。

「確かな学力・豊かな心・健やかな身
体」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 718 448
　「第四次三重県子ども読書活動推進計画」に基づき、子どもの読書活動の推進が家庭、地域、
学校等を通じた地域社会全体で取り組まれるよう、子どもの読書への関心を高め、子どもの読書
環境の整備及び機会の充実を図る。

「確かな学力・豊かな心・健やかな身
体」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 108,050 60,618
　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。

「確かな学力・豊かな心・健やかな身
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 246,591 11,547

・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。

「確かな学力・豊かな心・健やかな身
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 645 645
　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
を学校に派遣するなどして、学校における健康教育の充実を図る。

「確かな学力・豊かな心・健やかな身
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 433 0
　がんに関する教育を推進するため、有識者等からなる協議会を開催するとともに、教職員等を
対象とした研修会を実施する。

「確かな学力・豊かな心・健やかな身
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 3,539 3,539
　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。

「確かな学力・豊かな心・健やかな身
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 174 174
　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る。

「確かな学力・豊かな心・健やかな身
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 93,215 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・参加に係る経費を負担す
る。

「確かな学力・豊かな心・健やかな身
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

5,965 2,016
　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。

「確かな学力・豊かな心・健やかな身
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部活動充実事業
費

48,543 29,936

　公立中学校、県立高等学校に「部活動指導員」の配置及び県立高等学校に「運動部活動サ
ポーター」の派遣を行うことで指導体制を充実し、教員の負担軽減を図る。また、研修会などを行
い、「三重県部活動ガイドライン」の浸透を図るとともに、指導者の指導力向上につなげる。さら
に、休日の部活動の段階的な地域移行に向けて実践研究を実施する。加えて、緊急に環境整備
の必要な運動部がある高等学校に対し、備品等の整備を支援する。

「確かな学力・豊かな心・健やかな身
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 7,960 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。
「確かな学力・豊かな心・健やかな身
体」の育成



部局名 事業名 細事業名 事業費 県費 事業概要（目的） 政策体系名称

教育委員会 教育政策費
地域課題解決型キャリア教育モデル構築
事業費

20,907 10,779

　地域の実践パイロット校において、県立高校と地域をつなぐコーディネーターを活用して、生徒
が地域課題や特色ある産業を題材に地域住民や職業人と関わりながら、実社会での実践活動
に取り組むことで、地域の魅力と課題を知り、解決方策を考え実践する人材を育成します。実践
パイロット校におけるこれまでの取組をもとに、学識経験者や地域関係者等で構成する推進委員
会での検討をふまえ、他者と協働する力や自己と社会の関わりを考える力など、これからの社会
の変化に対応するために必要な力を育成する「地域課題解決型キャリア教育」のモデルを構築し
ます。

個性を生かし他者と協働して未来を
創造する力の育成

教育委員会 指導行政費 地域とつなぐ職業教育充実支援事業費 29,542 5,202
　変化の激しい産業界で活躍できる人材を育成するため、全国規模の競技会への参加や看護・
介護の実習を支援する。また、農業学科の生徒が、ＧＡＰ（農業生産工程管理）を生かした流通や
販売に関する学習の充実を図る。

個性を生かし他者と協働して未来を
創造する力の育成

教育委員会 小・中学校生徒指導費
課題解決型学習（ＰＢＬ）を通じた新しい郷
土教育推進事業費

281 0
　郷土について誇りと愛着を感じ、将来地域で活躍する意欲と態度を身につけることができるよ
う、中学生が学校や地域の課題について解決策を考え、提案する課題解決型学習（ＰＢＬ)の手法
を取り入れた取組を支援するとともに 、その成果を発表する実践発表会を実施する。

個性を生かし他者と協働して未来を
創造する力の育成

教育委員会 小・中学校生徒指導費 英語教育推進事業費 1,642 1,505

　小中学校教員を対象に新学習指導要領をふまえた授業改善についての研修会を実施するとと
もに、中学校においては、多様な音声や教材が利用できる英語教材作成支援システムを活用
し、授業改善に取り組む。また、中学生が三重の魅力を英語で一枚紙にまとめて発信する「ワン・
ペーパー・コンテスト」を実施する。

個性を生かし他者と協働して未来を
創造する力の育成

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 61,101 10,477

　生徒の学力の定着・向上および自己実現を図るため、県立高等学校に対して指導・助言等を行
うとともに、指導や評価の方法を改善する研究を進める。また、新学習指導要領の円滑な実施に
向けて、教務担当者等による会議を開催し、教育課程編成や指導方法等の研究協議を行う。さら
に、ＩＣＴ環境を効果的に活用し、主体的・対話的で深い学びの実現と、子どもたち一人ひとりに応
じた個別最適化学習を推進する。

個性を生かし他者と協働して未来を
創造する力の育成

教育委員会 高等学校生徒指導費 未来へつなぐキャリア教育推進事業費 27,036 14,407

　各学校における課題解決型のインターンシップや地域を題材とした学び、校種を超えた学び等
を通して、これからの社会の中で生きる子どもたちが、多様な選択肢の中から進路を決定する能
力や態度、自ら課題を発見し、他者と協働する力等、社会的・職業的自立に必要な資質・能力を
育成する。また、今回の新型コロナウイルス感染症の影響により、きわめて厳しくなると見込まれ
る高校生の就職について、外国人生徒や障がいのある生徒をはじめ、就職を希望するすべての
生徒の就職が実現できるよう就職実現コーディネーターを活用した求人開拓、就職支援を行う。

個性を生かし他者と協働して未来を
創造する力の育成

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 11,803 3,361

　高校生の長期・短期留学の促進および海外研修旅行の実施をとおして、グローバルな視野を
育み、主体性や積極性の向上を図るとともに、高校生を対象にした「レベル別英語ディベートセミ
ナー」を開催し、英語での発信力や論理的思考力の向上を図る。また、高校生の科学に対する興
味・関心を高める三重県高等学校科学オリンピック大会を開催する。

個性を生かし他者と協働して未来を
創造する力の育成

教育委員会 高等学校生徒指導費 学びのＳＴＥＡＭ化推進事業費 2,825 2,825

　Society5.0の時代を生き抜く人材を育成するため、EdTech（Education+Technology）を活用した
個別最適型の学びを推進するとともに、Science、Technology、Engineering、Arts、Mathematicsを
活用した文理融合の課題解決型教育をとおして、探究力、論理的思考力を育成する「学びのＳＴ
ＥＡＭ化」の実証研究を行う。また、その成果を発表するとともに、県内の高等学校に広く周知を
図るため、「みえ探求フォーラム」を開催する。

個性を生かし他者と協働して未来を
創造する力の育成

教育委員会 高等学校生徒指導費 特別活動支援事業費 6,800 0
　新型コロナウイルス感染症の影響により、県立学校が修学旅行を中止または延期した場合の
企画料金、学校の臨時休業によりやむを得ず中止した場合に発生するキャンセル料について、
その経費を負担する。

個性を生かし他者と協働して未来を
創造する力の育成

教育委員会 高等学校生徒指導費 マナビバミエ若き起業家育成事業費 6,348 6,348
　将来の起業につながる力を育成するため、フィールドワーク、商品開発、起業家による講演など
の高校生の活動を更に発展させるための取組や新たな活動を展開するための取組を実施する
県立高校を指定し、その活動を支援する。

個性を生かし他者と協働して未来を
創造する力の育成

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 224,990 11,131
　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。

個性を生かし他者と協働して未来を
創造する力の育成

教育委員会 情報教育事業費 情報教育充実支援事業費 275,334 275,334
　各県立学校において、情報教育を一層充実させるとともに、情報機器を活用した学びの質の維
持・向上を図ることにより、新しい時代に必要とされる生徒の資質・能力の伸長を図り、社会の変
化に対応できる人づくりを推進する。

個性を生かし他者と協働して未来を
創造する力の育成

教育委員会 実習船運営費 実習船運営費 131,412 58,572
　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」による航海実習等を実施するとと
もに実習船を運営する。

個性を生かし他者と協働して未来を
創造する力の育成

教育委員会 実習船建造事業費 実習船建造事業費 12,606 606 　新しい実習船の建造にかかる設計を行う。
個性を生かし他者と協働して未来を
創造する力の育成

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 5,501 5,214
　医療的ケアの必要な児童生徒が在籍する特別支援学校７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。

特別支援教育の推進



部局名 事業名 細事業名 事業費 県費 事業概要（目的） 政策体系名称

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

18,007 11,459
　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、パーソナルファイル
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。

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 6,207 6,207

　企業経験豊かな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
ログラムの活用を進めるとともに、企業等と連携した技能検定を実施する。

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 431,264 430,977 　特別支援学校１８校（分校４校）の教育活動（管理運営含む）の遂行に要する経費 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

480,261 318,401
　特別支援学校１４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。 また、新型コロナウイルス感染症防止の観点から、スクールバス１２台を増便して運行する。

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

160,301 160,301
　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。

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 31,564 564
　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。

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

267 0
　特別支援学校に在籍する幼児児童生徒のICT機器を活用したオンライン授業において、円滑に
著作物を使用できるよう授業目的公衆送信補償金制度を利用する。

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 215,698 108,053

　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
震災又はその他大規模災害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。

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 272,016 44,016 　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。 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 194 85

　各学校では、事件・事故の未然防止や発生時の対応、再発防止等に取り組んでいるが、児童
生徒や学校に係る事件・事故が引き続き発生している。安全・安心な学校作りを進めるために、
危機管理研修会や危機管理専門研修会、危機管理マニュアルの改訂を実施することで、各学校
の危機管理の取組を充実する。

安全で安心な学びの場づくり

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 9,234 9,234

　学校等からの要請に基づき、生徒指導や非行防止に関する知識や経験を有する警察官ＯＢと
教員ＯＢ等からなる生徒指導特別指導員を派遣し、問題行動への迅速かつ適切な対応を行う。
また、学校警察連絡協議会の組織の活性化を推進し、学校と警察が児童生徒の健全育成に係
る協働活動の充実を図る。

安全で安心な学びの場づくり

教育委員会 小・中学校生徒指導費 不登校対策事業費 29,258 20,999

  生徒指導上の諸課題をチームで支援する体制づくりを進めるとともに、みえ不登校支援ネット
ワークの取組を支援する。また、全ての児童生徒が豊かな学校生活を送ることができるよう、小
中学校の連携による「魅力ある学校づくり」の研究を進める。さらに、不登校児童生徒に対する
個々に応じた支援の一つとして、訪問型支援についての研究を継続して取り組む。

安全で安心な学びの場づくり

教育委員会 小・中学校生徒指導費
第三者的立場からいじめ問題を調整・解
決する事業費

290 290
　いじめ防止の対策等を行うため、「三重県いじめ問題対策連絡協議会」及び「三重県いじめ対
策審議会」を開催する。

安全で安心な学びの場づくり

教育委員会 小・中学校生徒指導費 いじめ対策推進事業費 13,040 12,520

　弁護士によるいじめ防止授業に取り組むとともに、中学生と高校生がいじめをテーマにした紙
芝居を創作し小学校等で上演することを通じて、いじめを自分事として考える機会を創出します。
また、インターネットトラブルや新型コロナウイルス感染症によるいじめや人権侵害から児童生徒
を守るため、ネット上の不適切な書き込みを検索するネットパトロールを年間をとおして実施する
とともに、ネット上の不適切な書き込みを発見した場合に、その内容を投稿できるアプリ「ネットみ
え～る」を引き続き運用します。これらの取組から得られた事例等に基づき、児童生徒がいじめ
や誹謗中傷について考え、学ぶことができる教材を作成します。

安全で安心な学びの場づくり

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 361,973 250,806

  不登校やいじめの被害にあっている児童生徒、不安や悩みを抱える児童生徒からの相談や心
のケアに対応するため、スクールカウンセラー（ＳＣ）について各学校への配置時間を拡充すると
ともに、新たに特別支援学校や教育支援センターにも配置します。スクールソーシャルワーカー
（ＳＳＷ）についても配置時間を拡充し、各学校および教育支援センターからの要請に応じた派
遣、福祉や医療機関等の関係機関と連携した支援を行います。さらに、ＳＣやＳＳＷ等の専門家と
も連携して、児童生徒の日常的な相談に対応するため、新たに教育相談員を中学校と高校に配
置します。

安全で安心な学びの場づくり

教育委員会 校舎その他修繕費 校舎その他修繕費 64,433 64,433
　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。

安全で安心な学びの場づくり



部局名 事業名 細事業名 事業費 県費 事業概要（目的） 政策体系名称

教育委員会 財産管理事務費 財産管理事務費 281,947 207,455

・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。
・機械警備を専門業者に委託し、県立学校の施設について安全対策を行う。

安全で安心な学びの場づくり

教育委員会 財産管理事務費 学校施設法定点検事業費 48,328 48,328
　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。

安全で安心な学びの場づくり

教育委員会 学校保健安全管理費 学校安全推進事業費 3,000 403

　学校や通学路等の安全確保を図るため、家庭や関係機関と連携し、スクールガード・リーダー
を地域の核とした学校安全体制づくりを推進するとともに、子どもたちの交通事故や不審者被害
等の防止のため、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
等の安全対策を進める。また、子どもたちの危険予測・危険回避能力を育成するため、教員を対
象とした防犯教室講習会および交通安全教室講習会を開催し、指導力の向上に取り組む。

安全で安心な学びの場づくり

教育委員会 教育政策費 教育改革推進事業費 3,696 3,696

　高等学校の活性化および今後のあり方を検討するため、広く多様な意見を聞く検討委員会を開
催するとともに、令和３年度で終了する「県立高等学校活性化計画」の次期計画について三重県
教育改革推進会議で審議します。また、伊勢志摩地域・伊賀地域・紀南地域等に設置した地域協
議会を開催します。

地域との協働と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 7,794 7,794 　教員採用選考試験に係る費用 地域との協働と信頼される学校づく

教育委員会 人事管理費 一般人事管理費 22,817 22,817
　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。

地域との協働と信頼される学校づく
り

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 768 768

○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。

地域との協働と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 13,068 13,036

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する。

地域との協働と信頼される学校づく
り

教育委員会 人事管理費 学校における働き方改革推進事業費 294,928 39,969
○公立学校の教員の負担軽減のために、学習プリント等の印刷や簡単なデータ入力などを教員
に代わって行うサポート・スタッフを学校に配置する。

地域との協働と信頼される学校づく
り

教育委員会 給与福利管理費 給与福利管理費 4,644 4,644 　教職員の給与福利管理、給与福利事務担当者の資質向上を図る。 地域との協働と信頼される学校づく
教育委員会 電算システム管理費 電算システム管理費 84,413 84,400 　小中向け給与・報酬・旅費システムの管理及びネットワーク運用経費 地域との協働と信頼される学校づく

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 5,663 ▲ 8,537

　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。
　教育職員免許状の授与・検定と免許更新制の各種審査を行う。

地域との協働と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 344,018 31,018
　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。

地域との協働と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 3,822 546
　児童生徒の学びを支える学習環境づくりに係る実践研究の成果を県内へ普及するとともに、新
学習指導要領の周知・啓発を図る。また、中学生の科学に関する関心や力を高めるため「科学の
甲子園ジュニア」三重県予選大会を実施する。

地域との協働と信頼される学校づく
り

教育委員会 小・中学校生徒指導費 地域と学校の連携・協働体制構築事業費 6,226 3,251
　学校と保護者・地域の方々が、目標やビジョンを共有し、一体となった教育活動が進められ、子
どもたちの学びと育ちを地域全体で支える体制を整える。

地域との協働と信頼される学校づく
り

教育委員会 入学者選抜事務費 入学者選抜事務費 10,851 0
　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。

地域との協働と信頼される学校づく
り

教育委員会 特別支援教育振興費
障がい者が働きやすい環境整備推進事
業費

2,544 2,544
　障がいのある方が個性と能力を発揮して働き続けられるよう、障がい者に対する理解促進を図
るとともに、障がい者一人ひとりが置かれている状況をふまえ、働き方や業務内容、サポート体
制を工夫するなど、職場環境づくりを進める。

地域との協働と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 45,105 43,562
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

地域との協働と信頼される学校づく
り



部局名 事業名 細事業名 事業費 県費 事業概要（目的） 政策体系名称

教育委員会 総合教育センター費 教職員研修事業費 27,765 23,652

　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）
５　英語教育改善プラン推進事業

地域との協働と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 60,255 58,886 　子どもたちがいきいきと学校生活を送れるよう教育相談体制の充実を図る。 地域との協働と信頼される学校づく

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 25,050 25,050
　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。

地域との協働と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 93,865 93,865
　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。

地域との協働と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 171,739 171,739

・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。
・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。

地域との協働と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 59,599 59,599
　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。

地域との協働と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 2,433 2,433 　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。 地域との協働と信頼される学校づく

教育委員会 教職員住宅費 教職員住宅費 29,168 ▲ 29,123
　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。

地域との協働と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 220,305 220,305 　小学校教職員の旅費 地域との協働と信頼される学校づく
教育委員会 旅費 中学校教職員旅費 202,430 202,430 　中学校教職員の旅費 地域との協働と信頼される学校づく
教育委員会 学校部活動振興費 中学校部活動振興費 9,101 9,101 　中学校部活動における公式大会等に係る教職員旅費 地域との協働と信頼される学校づく

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 2,525 1,386
　社会教育の振興を図るため、市町における社会教育委員や社会教育担当職員等を対象に研
修や情報交換を行う。また、地域課題の解決に資する学習機会の提供や住民の主体的な学びを
地域の活性化につなげるコーディネート機能を高める。

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 43,311 43,137
　自然の中で心身ともに健全な青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 84,862 84,487
　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 7,667 5,730
　埋蔵文化財の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 3,277 1,964
　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

教育委員会 埋蔵文化財費 受託発掘調査事業費 355,600 0
　国、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 6,171 3,282
　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 3,827 1,461
　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・無形文化遺産保
存管理推進費

550 550

　世界遺産の登録に際して、本県が果たすべき役割として世界に約束した、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。また、世界遺産の追加登録を目指して新たな資産の情報収集を
中心とする調査を行うとともに、地元の関係団体や市町担当者に対する講習会、広く県民を対象
とした講演会等を開催して、資産の保存・活用への多様な主体の参画を促進し、魅力を発信す
る。さらに「海女漁の技術」のユネスコ無形文化遺産登録に向けて「全国海女無形文化保存・振
興会議」を運営するなど国内気運の醸成を図る。

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 90,000 90,000
　国・県指定等文化財の所有者等が行う修復等の保存事業に対して、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 小・中学校生徒指導費 就学前教育の質向上事業費 3,210 1,543
　幼稚園・認定こども園・保育所において、幼児教育の質の向上と保幼小の円滑な接続を一体的
に推進する体制を構築するため、幼児教育センターに配置した専門的な知識を有する幼児教育
アドバイザー等を市町へ派遣し、研修支援等を行う。

子育て支援と幼児教育・保育の充実

教育委員会 奨学費 高等学校等進学支援事業費 140,556 12,453
　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
困難な生徒を支援する。

子育て支援と幼児教育・保育の充実



部局名 事業名 細事業名 事業費 県費 事業概要（目的） 政策体系名称

教育委員会 奨学費 高等学校等修学奨学基金積立金 181,385 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。 子育て支援と幼児教育・保育の充実
教育委員会 奨学費 被災児童生徒等就学支援事業費 408 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。 子育て支援と幼児教育・保育の充実

教育委員会 奨学費 高校生等教育費負担軽減事業費 3,669,816 295,028

　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

子育て支援と幼児教育・保育の充実

教育委員会 給与費 事務局人件費 2,335,129 2,335,129 　教育委員会事務局職員（一般職）の人件費 人件費
教育委員会 給与費 特別職人件費 15,088 15,088 　教育委員会事務局特別職の人件費 人件費
教育委員会 教職員退職手当 教職員退職手当 14,036,725 12,287,725 　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 444,195 444,195
　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 52,495,700 38,325,323 　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 1,199,161 1,194,421 　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 29,150,980 21,310,834 　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 649,375 646,380 　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 27,194,199 23,195,931 　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 1,049,325 1,044,649 　高等学校非常勤教職員の報酬等 人件費
教育委員会 給与費 特別支援学校人件費 10,713,682 9,014,953 　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 692,760 681,144 　特別支援学校非常勤教職員の報酬等 人件費
教育委員会 管理企画費 交際費 142 142 　交際費 その他


