
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
人権教育総合推
進事業費

人権教育広報・研究事業
費

1,328 1,328

教職員等からの人権教育推進上の相
談に対応し、効果的な資料や指導力を
向上させるための情報を提供すること
により、人権教育の推進を図る。

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 56,847 48,572
地対財特法の終了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
に対し、返還等の手続きを行う。

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

人権問題に関する教職
員意識調査事業費

3,590 3,590

いじめや人権侵害等に関する教職員の
意識を把握し、子どもを取り巻く課題の
解決や未然防止を図るための調査研
究を実施する。

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

3,469 3,469
指導主事等が学校等を訪問し、人権課
題の解決に向け指導・助言を行う。

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 1,283 1,283

すべての学校で人権教育を推進してい
くため、小中学校、県立学校の管理職
等を対象とした研修や、人権教育基本
方針に関する研修を実施する。

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
人権感覚あふれる学校
づくり事業費

1,900 1,900

県立学校において、子どもたちを主体と
した人権学習の実践的研究や、多様な
主体と連携した実践的研究を行い、そ
れらの成果や取組を県内に広く公開、
発信する。

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

6,318 0

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
実践を開発し、その取組手法や指導内
容等を普及・活用することで、県内すべ
ての学校における人権教育の充実に資
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

社会的自立を目指す外
国人生徒支援事業費

4,890 4,890

年々増加してきている日本語支援が必
要な外国人生徒に対応するため、拠点
校に支援員を配置し、日本語指導のた
めの教材作成や学習支援、生徒及び保
護者の教育相談などを行う。

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

34,720 24,210
外国人児童生徒への日本語指導、学
校生活への適応指導、多文化共生の
教育の充実を図る。

多文化共生社会づく
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

4,732,422 4,123,859

私立高等学校等における教育に係る経
常的経費に対して補助を行うことによ
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。

学力の向上

環境生活部 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

80,835 40,418

私立高等学校及び幼稚園における教
育改革推進に係る経費に対して補助を
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
の健全な発展に資する。

学力の向上

環境生活部 私立学校振興費 私立幼稚園振興補助金 1,871,444 1,618,604

私立幼稚園における教育に係る経常的
経費に対して補助を行うことにより、私
立幼稚園における教育の振興を図り、
私立幼稚園の健全な発展に資する。

学力の向上

環境生活部 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

42,336 23,128

心身に障がいのある幼児を受け入れて
いる私立幼稚園に補助を行うことによ
り、私立幼稚園における心身障がい児
の就園及び特別支援教育の推進を図
る。

学力の向上

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

149,084 149,084

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補助を行うことによ
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。

学力の向上

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補助を行
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。

学力の向上

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

5,218 5,218

私立学校等の人権教育・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補助を行い、
人権感覚あふれる学校づくりを推進す
る。

学力の向上

環境生活部 私立学校振興費
私立専修学校振興補助
金

40,582 40,582

私立専修学校における教育に係る経常
的経費に対して補助を行うことにより、
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。

学力の向上

環境生活部 私立学校振興費
私立外国人学校振興補
助金

12,000 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
常的経費に対して補助を行うことによ
り、教育の振興を図り、健全な発達に資
する。

学力の向上



環境生活部 私立学校振興費
私立学校研修等事業費
補助金

2,000 2,000

専修学校・幼稚園の健全な発展及び私
立学校関係者の資質向上を図ることを
目的として、私立専修学校・幼稚園の研
修事業等に要する経費に対し補助を行
う。

学力の向上

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

7,767 7,626

専修学校高等課程及び通信課程にお
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。

学力の向上

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

180 180
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。

学力の向上

環境生活部 私立学校振興費 私立学校振興等事務費 5,331 4,879 私立学校振興のための事務費 学力の向上

環境生活部 私立学校振興費
私立高等学校等授業料
減免補助金

75,264 71,039

私立高等学校に就学する生徒で経済
的理由により就学困難な者の授業料に
ついて学校法人が軽減することに対し
補助を行う。

学力の向上

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

1,901,934 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。

学力の向上

環境生活部 私立学校振興費
私立高等学校等入学金
補助金

11,725 11,725

県単の授業料減免制度に加え、低所得
者世帯を対象として、入学金に対する
助成を行い、保護者の経済的負担を軽
減する。

学力の向上

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

1,952 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幼
児・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補助す
る。

学力の向上

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

56,594 56,594
私立学校における校舎等の耐震化事
業に対して補助を行うことにより、安心
して学べる環境の整備を促進する。

学力の向上

教育委員会 委員会総務費 委員会総務費 8,705 8,705 教育委員会の運営に係る経費 学力の向上

教育委員会 管理企画費 管理企画費 98,948 98,694 教育委員会事務局の運営に係る経費 学力の向上

教育委員会 管理企画費
学校危機管理推進事業
費

854 854
学校における事件・事故の未然防止や
対応等、危機管理を推進する

学力の向上

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

6,297 6,297
子どもたちの学力向上に向けた学校、
家庭、地域の取組として学力向上県民
運動を実施する。

学力の向上

教育委員会 管理企画費 県民の日記念事業費 5,000 5,000 県民の日記念事業の開催に係る経費 学力の向上

教育委員会 人事管理費 教員採用試験事務費 7,947 7,947 教員採用選考試験に係る費用 学力の向上

教育委員会 人事管理費 一般人事管理費 24,376 24,303

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。

学力の向上

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

1,054 1,054

○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。

学力の向上

教育委員会 人事管理費
教職員の授業力向上推
進事業費

14,526 14,526

子どもたちの学力の向上に資するよう、
授業や学級づくりに対する教職員の専
門性を高めることにより、教職員の授業
力の向上を図る。

学力の向上

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

20,761 20,658

審査委員会において、指導力不足であ
ると認定された教員や、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、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。

学力の向上

教育委員会 給与管理費 給与管理費 232 232 教職員の給与制度管理に係る事務費。 学力の向上

教育委員会
電算システム管
理費

電算システム管理費 96,852 96,852

各種電算システム（義務教育国庫負担
金等算定システム、教員退職手当シス
テム、小中向け給与・旅費システム）の
運用経費及び小中向け給与・旅費シス
テムのためのネットワーク運用経費

学力の向上

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

5,628 -7,947

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。

学力の向上



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

31,941 31,941

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。

学力の向上

教育委員会 指導行政費
小中学校指導主事等活
動費

9,716 9,716
指導主事等が各学校への教育課程、
学習指導その他学校教育に関する専
門的事項の指導を行う。

学力の向上

教育委員会 指導行政費 職業教育支援事業費 15,017 15,017

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。

学力の向上

教育委員会
小・中学校生徒
指導費

「確かな学力」を育む総
合支援事業費

23,243 18,828

児童生徒の学力の定着と向上を図るた
め、小中学校で全国学力・学習状況調
査を実施し、調査結果とともに課題解決
に向けた学校の取組を支援するため、
学力向上アドバイザーの派遣や地域の
実情に応じた実践的研究の取組を支援
する。

学力の向上

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

34,161 33,981

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。

学力の向上

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

3,180 100

暴力やいじめ、不登校などの生徒指導
上の課題に適切に対応するための効果
的な取組について調査研究及び支援を
実施する。

学力の向上

教育委員会
小・中学校生徒
指導費

ケータイ・ネット対策事業
費

3,671 3,671

変容を続けるケータイ・ネット問題の現
状を整理し、学校における教育・啓発を
支援するための資料や体制を整えると
ともに、「ネット啓発チーム」の活動をよ
り充実させ、学校・家庭・地域が協働し
て子どもを見守る体制を構築する。

学力の向上

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

1,500 1,500

児童生徒の問題行動や、多様化する保
護者・地域住民からの要望など、学校
だけでは対応できない問題に対応する
ため、適切な初期対応のための講座を
開催するとともに、「学校問題解決サ
ポートチーム」を設置して、問題解決に
向けた支援を行う。

学力の向上

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

12,663 0

道徳教育の質の向上と充実を図るた
め、学校・地域の実態に応じて主体的
に行われる道徳教育に関する多様な取
組に対して支援を行うとともに、道徳教
育用教材を作成・配布することで、道徳
教育の充実を図る。

学力の向上

教育委員会
小・中学校生徒
指導費

フューチャー・カリキュラ
ム実践研究事業費

4,408 4,408

小中学校における学力向上に向けた授
業改善を一層充実させるため、学習指
導要領の趣旨及び内容を踏まえ、思考
力・判断力・表現力等を育む授業改善
モデルを作成し、県内に普及する仕組
みを構築する。

学力の向上

教育委員会
小・中学校生徒
指導費

学力向上のための読書
活動推進事業費

20,000 20,000

小中学校に対し図書館司書の有資格
者を派遣し、図書館内で行う授業の支
援を行う。また、家庭における読書習慣
の定着を図るため、ファミリー読書を推
進する。

学力の向上

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

2,910 2,910

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。

学力の向上

教育委員会
高等学校生徒指
導費

高校芸術文化祭費 11,077 11,077

高等学校における音楽、美術、演劇等
の芸術文化について、技術と創造力を
磨き芸術文化活動の向上を図るととも
に、生徒相互の交流を深め、豊かな人
間性を育成することを目的として、みえ
高文祭を開催したり、近畿高等学校総
合文化祭の参加にかかる保護者負担
の軽減を図るため、県代表として参加
する経費等の支援を行う。

学力の向上

教育委員会
高等学校生徒指
導費

キャリア教育実践プロ
ジェクト事業費

13,560 13,560

地域が連携して、小中高の組織的・体
系的なキャリア教育の推進を図るととも
に、就業体験などの場を作ることで職業
意識・進路意識の情勢を図る。また、
キャリア教育モデルプログラムを開発・
普及し、児童生徒の社会的・職業的自
立に向けた支援を行う。

学力の向上



教育委員会
高等学校生徒指
導費

高等学校指導主事活動
等事業費

3,800 2,500

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。

学力の向上

教育委員会
高等学校生徒指
導費

就業体験拡大充実緊急
雇用創出事業費

5,092 0

中学生・高校生の就業体験の拡大・充
実を図るため、受入事業所の開拓など
を行う就業体験拡充支援員を雇用す
る。

学力の向上

教育委員会
高等学校生徒指
導費

「志」と「匠」の育成推進
事業費

19,863 17,061

○「未来を拓く科学者」育成プロジェクト
理数分野で発展的な学習を行うことが
できるよう、大学等と連携した研修を行
うほか、科学オリンピック大会を充実さ
せる。
○「英語で世界にはばたく三重県人」育
成プロジェクト高校生が於く最適に活躍
でき、また地域で主体となって外国人と
のコミュニケーションを図ることができる
語学力を身につけられるよう、指導方法
の研究や英語を使う機会の提供、教員
の育成などを行う。
○若き「匠」育成プロジェクト企業や上
級学校と連携した資格取得のためのプ
ログラムの開発などを行う。

学力の向上

教育委員会
高等学校生徒指
導費

高校生就職対策緊急支
援事業費

26,088 26,088

引き続く厳しい雇用情勢に対応するた
め、就職指導のプロセス改善のための
取組や、地域連携会議など、就職マッ
チングにむけた取組を実施するととも
に、就職支援相談員を配置して、学校
のニーズに応じた求人開拓等を行う。

学力の向上

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

5,564 5,564

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
付を行うほか、就労環境が厳しい定時
制通信制の生徒に対して支援を行うた
め、就労支援員を配置する。また、定時
制教育用設備の整備を図る。

学力の向上

教育委員会
高等学校生徒指
導費

高校生学力定着支援事
業費

3,381 3,381
義務教育段階の学習内容の確実な定
着を含めた基礎的・基本的な学力の定
着向上に取り組む。

学力の向上

教育委員会
高等学校生徒指
導費

高校生国際料理コンクー
ル相可高校設備整備事
業費

1,200 1,200
高校生国際料理コンクールの開催に必
要な備品・消耗品の整備を行う。

学力の向上

教育委員会
高等学校生徒指
導費

第３３回近畿高等学校総
合文化祭（三重大会）開
催事業費

36,000 36,000

近畿地方の各種芸術文化活動に取り
組む２府８県の高校生が、総合開会行
事及び合唱、演劇、美術・工芸等の１７
の部門大会を開催し、高校生の高い技
能を披露するとともに、生徒相互が交流
し、感性を高めあう機会を持つ。

学力の向上

教育委員会
高等学校生徒指
導費

近畿高等学校総合文化
祭連絡調整員緊急雇用
創出事業費

1,712 0
第33回近畿高等学校総合文化祭（三重
大会）の開催にあたり、連絡調整員を雇
用する

学力の向上

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

237,298 206,561

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。

学力の向上

教育委員会 教科書事務費 教科書事務費 518 518
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。

学力の向上

教育委員会
入学者選抜事務
費

入学者選抜事務費 8,238 596

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。

学力の向上

教育委員会 奨学費
高等学校等進学支援事
業費

529,129 40,781

将来、社会において有為な人材として
活躍が期待されながら、経済的理由に
より修学が困難な生徒・学生に対して支
援を行う。

学力の向上

教育委員会 奨学費
高等学校等修学奨学基
金積立金

321,259 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。

学力の向上

教育委員会 奨学費
被災児童生徒等就学支
援事業費

5,250 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。

学力の向上

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

160,087 106,801

心の問題に対応できる学校の相談体制
を充実するとともに、福祉的なアプロー
チにより課題の解決を図るため、専門
的な知識や経験を有するスクールカウ
ンセラー及びスクールソーシャルワー
カーを小学校及び中学校、高等学校に
配置し、さまざまな生徒指導上の問題
解決のための取組を進める。

学力の向上



教育委員会
いじめ・不登校対
策充実事業費

学びの環境づくり支援事
業費

25,724 17,151

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
図る。

学力の向上

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
緊急活用事業費

61,695 41,175

いじめが背景事情として認められる生
徒の自殺案件の発生を深刻に受け止
め、スクールカウンセラー及びスクール
ソーシャルワーカーを各学校へ緊急に
配置及び派遣し、いじめの未然防止、
早期発見・早期対応を図る。また、不登
校や中途退学の解決に向け、スクール
ソーシャルワーカーを県立学校へ定期
的に派遣する。

学力の向上

教育委員会
いじめ・不登校対
策充実事業費

いじめを許さない「絆」プ
ロジェクト事業費

38,498 35,138

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とともに、いじ
めをはじめとする課題を総合的に支援
する力量を身につけた指導者を養成
し、安全・安心な学校づくりに取り組む。

学力の向上

教育委員会
いじめ・不登校対
策充実事業費

いじめ巡回相談員配置
事業費

36,347 8,964

地域の人材を活用して、児童や保護者
が悩み等を気軽に相談できる「いじめ巡
回相談員」を小学校に配置し、問題行
動の未然防止を図る。

学力の向上

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

45,386 44,956
総合教育センターの管理運営に係る経
費。

学力の向上

教育委員会
総合教育セン
ター費

教職員研修事業費 34,134 34,134

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
ニース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。

学力の向上

教育委員会
総合教育セン
ター費

教育相談事業費 51,928 51,669
子どもたちが安心して学べる環境を整
備するための相談体制の充実を図る。

学力の向上

教育委員会 社会教育事業費
学びを保障するネット
ワークづくり事業費

11,600 11,600

地域の多様な主体が協働して、「子ども
支援ネットワーク」を構築することで、子
どもたちが安心して学び、学力の向上
を図るための活動を行う。

学力の向上

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 120,914 120,914
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。

学力の向上

教育委員会 教職員厚生費
公立学校共済組合負担
金

68,268 68,268
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を負担する。

学力の向上

教育委員会 教職員厚生費 教職員健康支援事業費 144,523 144,523

教職員の健康管理及び疾病予防の観
点から、人間ドック事業を実施する。三
重県教職員等生涯生活設計第３次推
進計画に基づいて各種ライフプラン事
業を実施する。学校職場環境の改善に
向けて「働きやすい職場づくり支援事
業」を実施する。

学力の向上

教育委員会 教職員厚生費 福利厚生事務費 461 461 教職員の福利厚生に係る事務費 学力の向上

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

63,897 63,897

県立学校教職員の健康の保持増進の
ため、学校保健法及び労働安全衛生法
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。また、働きやすい職場
づくりを推進するため、快適な学校職場
環境の形成を図る。

学力の向上

教育委員会 教職員厚生費
教職員メンタルヘルス対
策費

4,013 4,013
教職員が心身共に健康な状態で勤務
できるよう、研修、セミナー、メンタル相
談などの事業を実施する。

学力の向上

教育委員会 教職員住宅費 教職員住宅費 334,590 294,394

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。

学力の向上

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 学力の向上

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 学力の向上

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大会参加に係る
教職員旅費

学力の向上

教育委員会 学校運営費 高等学校運営費 2,000,035 1,907,512

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

学力の向上

教育委員会 人事運営費 高等学校人事運営費 36,725 36,725
高等学校教職員の人事運営に関する
経費

学力の向上

教育委員会 指導運営費
学校納付金口座振替事
業費

12,193 9,050
授業料等の口座振替による徴収事務に
係る経費

学力の向上



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

学力の向上

教育委員会 情報教育事業費
情報教育充実支援事業
費

231,392 231,392

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。

学力の向上

教育委員会 実習船運営費 実習船運営費 122,715 102,060

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

学力の向上

教育委員会
校舎その他修繕
費

校舎その他修繕費 199,801 199,801

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。

学力の向上

教育委員会 財産管理事務費 財産管理事務費 114,607 72,799

・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。

学力の向上

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

228,646 196,646

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。

学力の向上

教育委員会 防火施設整備費 防火施設整備費 31,364 31,364
県立高等学校及び特別支援学校の防
火施設・設備の適正な保守管理と避難
器具、消火器等の必要な設備の整備。

学力の向上

教育委員会 人事運営費
特別支援学校人事運営
費

283,045 283,045
特別支援学校教職員の人事運営に関
する経費

学力の向上

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

52,568 52,562

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。

学力の向上

教育委員会
学校保健安全管
理費

学校保健安全事業費 220,060 15,660

○県立学校児童生徒の学校管理下に
おける事故に対し、被害救済を図る。
○学校管理下において、施設設備の不
備又は管理上の瑕疵による事故及び
教育活動実施中の事故等の管理責任
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。

学力の向上

教育委員会
学校保健安全管
理費

学校保健課題解決支援
事業費

1,170 0
県内の児童生徒の健康課題を検証し、
モデル地域を設定するとともに専門医
等を学校に派遣する。

学力の向上

教育委員会
学校保健安全管
理費

学校安全推進事業費 5,216 580

高校生の防犯意識を高め、危険予測・
回避能力を高めるためのワークショップ
や講演会を開催するとともに、教職員研
修等を通して防犯教育の推進を図る。
また、関係機関と連携協力し、総合的に
通学路の安全対策を推進する。

学力の向上

教育委員会 学校給食対策費
学校給食の衛生・品質管
理事業費

4,912 4,912

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。

学力の向上

教育委員会 学校給食対策費
学校給食・食育推進事業
費

3,907 1,446

子どもたちが正しい食事の摂り方や望
ましい食習慣を身につけられるよう、学
校における指導体制を充実させるととも
に、家庭、地域及び関係団体と連携・協
力して地場産物を活用した食に関する
指導や食体験活動等を推進する。ま
た、全国学校給食研究協議大会の開催
準備を進める。

学力の向上

教育委員会 教育政策費 教育改革推進事業費 6,921 6,921

これからの県の教育施策の方向性を検
討し、明らかにするため、教育改革推進
会議による教育課題の審議や県立学
校の活性化策の策定などに取り組む。

地域に開かれた学
校づくり

教育委員会 教育政策費
地域と協働する学校運営
支援事業費

11,690 11,690

コミュニティ・スクールや学校関係者評
価など、地域に開かれた学校経営の仕
組みの導入と定着を図り、保護者や地
域住民等の学校運営や教育活動への
参画を進めて教育活動の質を高める。

地域に開かれた学
校づくり

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

6,283 4,433

教材「三重の文化」、「美し国かるた（仮
称）」及び郷土の文化財の効果的な活
用を通じて、豊かな心をもち、郷土を愛
し、郷土に誇りをもち、三重県について
自信を持って発信できる児童生徒を育
成する。

地域に開かれた学
校づくり



教育委員会
小・中学校生徒
指導費

地域による学力向上支
援事業費

13,915 7,062

子どもの学力向上を図るため、地域住
民がその知識・技能を活用し、教科指
導の補助を行うなどすることで、地域に
よる学力向上の支援を行う。

地域に開かれた学
校づくり

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

4,428 4,428
教員が常勤講師（看護師免許所有）と
協働して、医療的ケアを必要とする児童
生徒への対応を行う。

特別支援教育の充
実

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

17,519 13,992

就学から卒業までの学校教育段階にお
ける、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自立や社会
参加の実現に向け、一人ひとりの教育
的ニーズを的確に把握し、指導と支援
の充実を図る

特別支援教育の充
実

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

18,169 18,169

特別支援学校高等部生徒の進路希望
を実現するために、教育課程の改編を
進めるとともに、外部人材の活用を図る
ことで、就労の実現を図る。

特別支援教育の充
実

教育委員会
特別支援教育振
興費

特別支援学校企業就労
実現支援緊急雇用創出
事業費

29,498 0
特別支援学校に職域開発支援員を配
置することで、特別支援高等部生徒の
就労を促進する。

特別支援教育の充
実

教育委員会
特別支援教育振
興費

特別支援学校外国人児
童生徒支援員緊急雇用
創出事業費

9,997 0
特別支援学校に在籍する外国人児童
生徒及び保護者への学習支援や生活
支援のため、通訳を配置する。

特別支援教育の充
実

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

27,885 27,765

県立学校及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系統的なサポー
トを推進する。

特別支援教育の充
実

教育委員会 学校運営費 特別支援学校運営費 376,796 376,057

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

特別支援教育の充
実

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

182,666 182,666

障がいのある児童生徒が短時間に安
全で、身体的にも安定した状態で通学
ができ、学校教育を受けることができる
よう、特別支援学校にスクールバスを配
置・運行する。

特別支援教育の充
実

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

22,356 356

特別支援学校における在籍者数の増
加により生じた長時間通学等の解消の
ために、スクールバスを計画的に配備
する。計画的にスクールバスの配備を
進め、通学環境の整備を図る。

特別支援教育の充
実

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

21,689 5,689

特別支援学校整備実施計画に沿って、
各特別支援学校の在籍者数の増加と
いった緊急課題や適正規模及び配置
等の諸課題に対応するために、学習備
品や消耗品等の整備を進め、学習環境
の基盤整備を推進する。

特別支援教育の充
実

教育委員会 指導運営費
特別支援学校教育環境
充実事業費

1,021 1,021

特別支援学校の在籍者数の増加や学
校施設の狭隘化等の緊急な課題に対
応するために、教育施設の借用や給食
の配送委託などを実施し、教育環境を
充実する。

特別支援教育の充
実

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

39,775 39,775

様々な障がいのある児童・生徒に、学
校の管理下において、その実態に即し
た給食が実施できるよう、調理・配送の
委託を行う。

特別支援教育の充
実

教育委員会 就学奨励費
特別支援学校就学奨励
費

130,778 65,581
特別支援学校の幼児・児童・生徒の就
学による保護者等の経済的負担を軽減
する。

特別支援教育の充
実

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

612,632 88,063
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。

特別支援教育の充
実

教育委員会 管理企画費 学校防災推進事業費 22,402 14,388
防災に関する知識、能力を持った教員
を養成するとともに、学校の防災教育の
支援及び防災対策を強化する。

学校における防災教
育・防災対策の推進

教育委員会 管理企画費
学校防災機能強化事業
費

197,881 197,881

東日本大震災の学校の被災状況と教
訓をふまえ、近い将来発生が危惧され
る東海地震、東南海・南海地震や大津
波、風水害に備え、児童生徒の安全を
確保し被害を軽減するため、学校の防
災機能を強化する。

学校における防災教
育・防災対策の推進

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

1,611 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

学校における防災教
育・防災対策の推進

教育委員会 財産管理事務費
学校施設法定点検事業
費

34,203 34,203

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
び建築設備の点検を行う。

学校における防災教
育・防災対策の推進

教育委員会
校舎その他建築
費

校舎その他建築費 1,870,893 701,826
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。

学校における防災教
育・防災対策の推進



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 126,414 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。

学校スポーツと地域
スポーツの推進

教育委員会
運動部活動支援
事業費

平成２５年度全国中学校
体育大会開催事業費

32,322 0

東海ブロックで開催される全国中学校
体育大会にかかる経費を補助し、学校
における体育・スポーツ活動の普及、振
興をはかる。

学校スポーツと地域
スポーツの推進

教育委員会
運動部活動充実
事業費

運動部活動充実事業費 25,149 11,980

①運動部活動指導者充実事業県立高
校に地域スポーツ指導者を派遣するな
ど、地域と学校の連携を深め、運動部
活動の充実を図る。
②地域スポーツ人材の活用実践支援
事業中学校に地域スポーツ指導者を派
遣し、地域と学校との連携を図る。

学校スポーツと地域
スポーツの推進

教育委員会
学校体育充実事
業費

学校体育充実事業費 7,656 1,597

小中学校における体育活動を充実する
ため、研究協議会の開催や講習会を実
施する。また、中学校における武道の
指導のあり方等に関する講習会開催や
武道授業への外部指導者派遣を行う。

学校スポーツと地域
スポーツの推進

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

4,937 1,513
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。

学校スポーツと地域
スポーツの推進

教育委員会
子ども体力向上
事業費

子どもの体力向上総合
推進事業費

14,483 14,330

体力向上推進アドバイザーを各学校へ
派遣し、子どもの体力向上に関する取
組みを食育、健康教育とともに総合的
に推進する。

学校スポーツと地域
スポーツの推進

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

14,410 13,483

埋蔵文化財センター（各収蔵庫を含む）
の管理運営を行うとともに、発掘調査の
成果を地域住民等に公開することによ
り郷土三重への愛着と誇りを醸成する。

文化の振興

教育委員会 埋蔵文化財費 埋蔵文化財保存事業費 3,969 2,045

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。

文化の振興

教育委員会 埋蔵文化財費 受託発掘調査事業費 703,294 0

国土交通省・中日本高速道路（株）等が
計画している開発事業に先立ち、事業
地域内の埋蔵文化財を発掘調査し、記
録を作成して、埋蔵文化財の適切な保
護に努める。

文化の振興

教育委員会 文化財管理費 文化財保存管理事業費 19,838 17,438

①保護審議会・審査会文化財の保存と
活用に関する重要事項について、調
査・審議し、指定等の答申、重要事項に
ついて建議を行う文化財保護審議会を
開催するなどする。
②指定文化財管理費指定文化財等の
保護管理のための巡視調査と保護管
理事務を行う。
③文化財保護事業指定文化財等の保
護事業に対して補助し、適正な文化財
保存と活用を図る。

文化の振興

教育委員会 文化財管理費
天然記念物保存対策事
業費

2,895 779

①天然記念物食害対策（カモシカ生息
調査）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。
②天然記念物保存管理費国・県指定天
然記念物の保存・管理のために調査等
を行う。

文化の振興

教育委員会 文化財管理費
世界遺産熊野古道保存
管理費

560 560

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」
が良好に保存管理されていくよう、文化
庁、奈良・和歌山県や関係市町と連携
した取組みを行う。

文化の振興

教育委員会 文化財管理費
活かそう守ろう“みえ”の
文化財事業費

111,105 111,105

地域の貴重な文化財について、所有者
や地域住民等から活用方策の提案を
受け、地域づくりや学校教育・社会教育
に貢献するため修復のうえ公開・活用
を進める。

文化の振興

教育委員会 文化財管理費
新たな地域文化発掘推
進事業費

3,405 2,105

「鳥羽・志摩地域の海女習俗」の全容を
明らかにするため調査を実施し、文化
財としての価値を明らかにするとともに
文化財指定等に向けた取り組みを推進
する。

文化の振興

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

8,821 7,212

地域における社会教育推進体制の整
備のための環境づくりを目指し、指導体
制の充実を図る。また、社会教育委員
の会議の開催や「三重県社会教育委員
連絡協議会」の支援を行い、社会教育
の振興を図る。

生涯学習の振興

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

10,791 573

「第二次三重県子ども読書活動推進計
画」に基づき、子どもが自主的に、楽し
みながら読書活動が行えるよう環境づく
りを進める。また、学校に「学校図書館
環境整備推進員」を配置し、読書環境
の整備を進める。

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 42,360 42,300

青少年が優れた自然の中で、野外活動
と集団宿泊研修を通して心身を鍛え、
自主・友愛・奉仕などの精神を学び、社
会性を養い健やかな人間形成を図る。

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 68,248 66,481

青少年を自然に親しませ、主として集団
宿泊研修を通じて、心身ともに健全な青
少年の育成を図るため、家庭や学校で
は得られないようなことを体験できる場
や機会を提供する。

生涯学習の振興

教育委員会 給与費 事務局人件費 2,325,450 2,325,450 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 8,863,571 4,063,571 教職員の退職手当 人件費

教育委員会 教職員厚生費 児童手当 423,000 423,000

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 56,265,469 41,780,060 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 1,208,149 1,208,149 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 31,594,788 23,600,327 中学校職員の人件費 人件費

教育委員会 給与費 中学校報酬等 749,752 749,752 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 29,772,079 25,640,966 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 1,503,673 1,503,673 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 9,232,674 7,962,668 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 383,737 383,737 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 300 300 教育長及び教育委員長交際費 その他


