
教育委員会 （１２２ 学校教育の充実）

（単位：千円）

細事業名称 本年度事業費

（教育改革の推進）

☆ 教育政策費 教育改革推進事業費 3,225

☆ 教育政策費 高校活性化推進事業費 6,619

☆ 教育政策費 自ら創る学校支援事業費 11,836

教育政策費 活力ある学校づくり推進事業費 24,502

☆ 教育政策費 学校評価システム構築事業費 11,655

教育政策費 宮川高校・相可高校の統合に向けた”魅力ある学校づくり”事業費 2,542

管理企画費 次期教育振興ビジョン（仮称）策定事業費 572

60,951

（児童生徒の基礎学力の向上）

指導行政費 指導主事活動費 2,527

小・中学校生徒指導費 豊かな体験活動推進事業費 10,407

☆ 小・中学校生徒指導費 学力向上支援事業費 15,086

☆ 小・中学校生徒指導費 学びのステージ創造推進事業費 2,544

小・中学校生徒指導費 小学校外国語活動の教材の効果的な活用推進事業費 8,000

小・中学校生徒指導費 理科支援員等配置事業費 36,807

小・中学校生徒指導費 三重の文化 中学生用学習教材作成事業費 21,058

教科書事務費 教科書事務費 233

◇ 外国人児童生徒支援費 外国人児童生徒教育支援事業費 16,144

外国人児童生徒支援費 外国人児童生徒教育学校間ネットワーク整備事業費 1,337

旅費 小学校教職員旅費 320,847

旅費 中学校教職員旅費 265,437

学校部活動振興費 中学校部活動振興費 12,393

地域教育推進費 学校支援地域本部事業費 19,175

731,995

（特色ある教育の推進）

指導行政費 生産クラブ活動等全国大会出場者派遣支援事業費 2,907

高等学校生徒指導費 集まれ高校生支援事業費 2,350

高等学校生徒指導費 高校芸術文化祭費 4,030

☆ 高等学校生徒指導費 学校・地域との協働によるキャリア教育実践事業費 44,157

高等学校生徒指導費 学力向上対策支援事業費 5,212

高等学校生徒指導費 新学習指導要領に対応した教育課程編成支援事業費 6,635

☆ 高等学校生徒指導費 元気な三重を創る高校生育成事業費 3,380

高等学校生徒指導費 三重の文化力を高める学校での文化芸術活動支援事業費 1,443

高等学校生徒指導費 第３３回全国高等学校総合文化祭（三重大会）開催事業費 181,285

高等学校生徒指導費 高度福祉系人材育成支援事業費 5,706

高等学校生徒指導費 英語教育改革事業費 4,383

高等学校生徒指導費 医学部進学向上対策支援事業費 3,086

国際教育費 語学指導等を行う外国青年招致事業費 257,574

管理企画費 防災教育推進事業費 2,314

管理企画費 県立学校防災力向上事業費 2,249

教科書事務費 高等学校定時制通信制教育教科書学習書給与費 5,802

入学者選抜事務費 入学者選抜事務費 8,239

奨学費 高等学校定時制通信制修学奨励費 3,763

学校運営費 高等学校運営費 2,193,650

学校部活動振興費 高等学校部活動振興費 51,620

事業名称

小計

小計



細事業名称 本年度事業費事業名称

設備充実費 設備充実費 14,850

設備充実費 産業教育基盤整備事業費 104,200

設備充実費 伊賀白鳳高校充実事業費 124,484

情報教育事業費 情報教育充実支援事業費 308,966

実習船運営費 実習船運営費 147,043

3,489,328

（特別支援教育の推進）

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 3,544

☆ 特別支援教育振興費 子どもの発達支援ネットワーク事業費 2,204

☆ 特別支援教育振興費 障がい児者就労・自立支援事業費 6,580

☆ 特別支援教育振興費 特別支援教育総合推進事業費 4,091

特別支援教育振興費 新学習指導要領実施説明会（特別支援学校）事業費 231

特別支援教育振興費 特別支援学校職業体験活動支援事業費 3,083

特別支援教育振興費 特別支援学校交流教育推進事業費 2,838

特別支援教育振興費 高等学校発達障がいサポート事業費 6,307

特別支援教育振興費 特別支援教育専門性向上支援事業費 1,804

特別支援教育振興費 特別支援学校児童生徒増加等に伴う緊急対策事業費 10,407

学校運営費 特別支援学校運営費 392,376

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 256,886

指導運営費 特別支援学校スクールバス整備事業費 118,201

指導運営費 特別支援学校学習環境等基盤整備事業費 80,903

就学奨励費 特別支援学校就学奨励費 110,649

1,000,104

（健やかな心を育む教育の推進）

小・中学校生徒指導費 学校非公式サイト対策推進事業費 24,235

小・中学校生徒指導費 生徒指導総合連携推進事業費 900

☆ 小・中学校生徒指導費 生徒指導対策事業費 46,916

☆ 小・中学校生徒指導費 不登校対策事業費 41,803

☆ 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促進事業費 199,860

313,714

（子どもたちの安全の確保と健康の増進）

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 51,957

学校保健安全管理費 健康保障事業費 178,261

学校保健安全管理費 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費 32,816

学校保健安全管理費 スクールガード推進事業費 813

学校保健安全管理費 子どもの健康を守る地域専門家総合連携事業費 4,109

学校保健安全管理費 スクールヘルスリーダー派遣事業費 4,490

学校保健安全管理費 児童生徒のアレルギー疾患対応ガイドライン策定事業費 1,170

学校給食対策費 学校給食の衛生・品質管理事業費 6,106

学校給食対策費 定時制高校夜食費補助事業費 3,124

学校給食対策費 安全・安心な学校給食整備対策事業費 400

◇ 学校給食対策費 学校食育推進事業費 5,814

学校給食対策費 「食で育む元気な三重の子」事業費 996

学校スポーツ費 運動部活動支援事業費 115,691

☆ 学校スポーツ費 地域連携学校スポーツ支援事業費 30,855

スクールスポーツライフ支援費 スクールスポーツライフ支援事業費 2,337

☆ 管理企画費 教育委員会新型インフルエンザ対策事業費 9,182

448,121

小計

小計

小計

小計



細事業名称 本年度事業費事業名称

（教職員の資質の向上）

☆ 人事管理費 教員の指導力向上支援事業費 22,182

☆ 人事管理費 教職員人材育成推進事業費 1,715

人事管理費 教職員評価制度構築事業費 1,189

☆ 人事管理費 ネットＤＥ研修を活用した教師力向上事業費 24,467

☆ 人事管理費 子どもいきいきバックアップ事業費 38,697

☆ 人事管理費 学校の教育力向上支援事業費 9,887

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 7,317

総合教育センター費 総合教育センター管理運営費 45,796

総合教育センター費 教職員研修事業費 44,057

総合教育センター費 教育サービス事業費 11,191

総合教育センター費 いじめ電話相談事業費 5,859

総合教育センター費 小学校外国語活動授業実践研修事業費 2,063

総合教育センター費 空調機取替及び科学技術棟防水改修工事費 58,058

272,478

（学校施設等学習環境の整備）

委員会総務費 委員会総務費 11,558

管理企画費 管理企画費 102,639

管理企画費 情報機器整備事業費 7,991

公立文教施設整備事務費 公立文教施設整備事務費 2,933

人事管理費 教員採用試験事務費 10,770

人事管理費 一般人事管理費 29,065

給与管理費 給与管理費 270

電算システム管理費 電算システム管理費 137,244

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 38,864

奨学費 高等学校等進学支援事業費 442,663

奨学費 高等学校等修学奨学基金積立金 468,474

教職員恩給及び退職年金費 教職員恩給退職年金費 237,406

教職員厚生費 公立学校共済組合負担金 63,821

教職員厚生費 教職員健康支援事業費 146,537

教職員厚生費 福利厚生事務費 599

教職員厚生費 県立学校教職員健康管理対策費 60,714

教職員厚生費 教職員メンタルヘルス対策費 5,164

教職員住宅費 教職員住宅費 430,425

人事運営費 高等学校人事運営費 40,207

指導運営費 授業料口座振替事業費 13,886

校舎その他修繕費 校舎その他修繕費 296,273

財産管理事務費 財産管理事務費 115,912

財産管理事務費 学校施設法定点検事業費 34,203

デジタルスクールネットワーク事業費 学校情報「くものす」ネットワーク事業費 383,759

校舎その他建築費 校舎その他建築費 2,944,943

防火施設整備費 防火施設整備費 32,000

人事運営費 特別支援学校人事運営費 214,145

特別支援学校施設建築費 特別支援学校施設建築費 663,239

6,935,704

（私学教育の振興）

私立学校振興費 私立高等学校等振興補助金 4,497,962

私立学校振興費 私立高等学校等教育改革推進特別補助金 89,895

小計

小計



細事業名称 本年度事業費事業名称

私立学校振興費 私立幼稚園振興補助金 1,845,977

私立学校振興費 私立幼稚園心身障がい児助成事業補助金 18,816

私立学校振興費 私立特別支援学校振興補助金 152,662

私立学校振興費 私立高等学校施設整備費補助金 16,534

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 12,528

私立学校振興費 私立高等学校授業料軽減補助金 79,667

私立学校振興費 私立高等学校交通遺児等授業料減免事業費補助金 672

私立学校振興費 私立学校人権教育推進補助金 13,878

私立学校振興費 私立専修学校振興補助金 42,717

私立学校振興費 私立外国人学校振興補助金 4,600

私立学校振興費 私立学校教職員退職基金財団補助金 202,264

私立学校振興費 私立学校研修等事業費補助金 4,500

私立学校振興費 日本私学振興・共済事業団補助金 71,042

私立学校振興費 専修学校高等課程修業奨学金 1,040

私立学校振興費 専修学校専門課程修業支援利子助成金 181

私立学校振興費 私立学校振興等事務費 2,803

私立学校振興費 大学建設費補助金 140,190

7,197,928

20,450,323合計

小計


