
部局名称 事業名称 細事業名称 本年度事業費 本年度県費 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 24,679 14,300
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

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

2,000 2,000
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

3,093 3,093
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
公立文教施設整備事務
費

公立文教施設整備事務費 1,810 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
東海・北陸ブロック施設主幹課長及び担当者会議開催に要する
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 1,006,312 169,429
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 647 647
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 87,130 56,178
「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 2,675 2,675
三重県人権教育基本方針の改定内容および趣旨を周知するとと
もに、それに基づく指導のあり方を提示するための資料を作
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 1,512 1,512
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 1,114 1,114

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 703 703

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、研
究委員会を設置し、「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 4,320 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
グアップ事業費

2,870 2,870

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

4,817 3,483

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

18,966 11,121
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 9,234 9,234
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 87,041 86,616 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

961 961

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、推進会議を開催し、取組の検証・改善を進める。また、学
校では、授業改善等の取組を深め、家庭では生活習慣等チェッ
クシートの活用等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 指導行政費 小中学校指導業務運営活動費 3,697 3,697
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、地域の実情に即した学力向上の取組を支援する。

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 指導行政費
「挑戦・交流・進化」で紡ぐ職業教育
推進事業費

23,781 9,559

国際的な感覚と広い視野を持ち、将来、果敢に何事にも挑戦し
産業界で活躍できる人材を育成するため、職業学科の生徒を対
象に、アジア圏にある県内企業の海外工場や欧米のレストラン
等で実習を行う海外インターンシップを実施する。また、全国
規模の協議会への参加や看護・介護の実習を支援する。

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 学力向上支援事業費 40,865 36,329

効果的な少人数指導の実践的研究とその成果の共有を進め、個
に応じた指導の充実を図る。また、全国学力・学習状況調査、
みえスタディ・チェックの結果や子どものつまづきに対応した
ワークシートの年間を通じた計画的な活用など、ＰＤＣＡサイ
クルによる早期からの授業改善により、こどもの達成感に結び
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 小・中学校生徒指導費
明日へつなぐグローカルチャレンジ
推進事業費

3,824 0

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 高等学校生徒指導費 高校生学習成果発表会支援事業費 2,288 2,288

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 14,569 6,821
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 みえの担い手育成推進事業費 43,761 25,223

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

32,381 0

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、県内外の高校生等が持続
可能な社会づくりに向けてディスカッション等を行うみえ未来
人育成塾や、英語キャンプ、海外研修等を実施するとととも
に、留学を促進する。また、科学分野の知識・技能を活用して
課題を発見し、解決力を育むため、小中高生が探求的な活動を
実践し、その成果を発表するみえ自然科学フォーラムを実施す
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 高等学校生徒指導費 未来を拓く職業人育成事業費 6,488 1,937

高校生に地域の課題解決や活性化について主体的に参画する意
欲や態度を育成するため、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する。また、食関連産業や観光
業等と連携した取組を支援する。

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

230,881 0

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 450 450
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 8,547 ▲ 40

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 1,954,354 1,872,573
県立学校５８校（分校１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 11,879 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
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 259,151 259,151

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 151,939 128,034
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 266,453 199,453

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 298 0

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

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 5,995 0

道徳の特別教科化に向けて、学校の教育活動全体で学校・地域
の実態に応じた道徳教育を進めるため、引き続き、市町教育委
員会等を支援する。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 5,336 5,336

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

1,032 1,032

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
た読書啓発事業を実施する。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
トル推進事業費

562 562
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。また、小中学生に対してもビブリオバトルの普及
を図る。

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

69,130 69,124

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。ま
た、平成29年度全国学校保健・安全研究大会の準備・運営を行
う。

健やかに生きていく
ための身体の育成

教育委員会 学校保健安全管理費 学校保健安全事業費 214,015 11,550

○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 1,907 0

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。また、薬物乱用防止教育
を推進するため、教職員、学校医、学校薬剤師、警察官等を対
象とした研修会を開催する。

健やかに生きていく
ための身体の育成

教育委員会 学校保健安全管理費 がんの教育総合推進事業費 306 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。

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

4,393 4,393
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 2,476 553
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。

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 117,323 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

11,885 8,268
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

6,224 6,224
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 4,509 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

93,028 91,028

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

8,857 4,291

医療的ケアの必要な児童生徒が在籍する特別支援学校１０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

18,158 3,734

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 6,055 4,146

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３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 403,937 403,615
特別支援学校１７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

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

265,876 265,076
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
特別支援学校給食調理・配送業務
委託事業費

83,768 83,768
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

40,242 242
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

164,577 86,577
三重県立かがやき特別支援学校、特別支援学校東紀州くろしお
学園本校、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 141,434 71,008

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、東日本大震災又は熊本地震により被災地か
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 1,557,552 125,208
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 279 170
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 10,827 10,827

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。

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 いじめ・不登校対策事業費 2,003 983

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
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、児童生徒の社会性等を育成する。

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 学校問題解決サポート事業費 1,085 831

学校だけでは解決が困難な生徒指導上の問題に対応するため、
「学校問題解決サポートチーム」を学校に派遣し、スクールカ
ウンセラーと連携して、指導・助言するとともに、必要に応じ
て弁護士等とも連携して問題解決に向けた支援を行う。
また、「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」を開催して、いじめ防止等に関する機関や団体
の連携を進めるとともに、いじめの防止等のための調査研究を
行って、いじめ防止等の対策に努める。
さらに、「いじめ防止条例（仮称）」制定に向け、いじめ防止
等の対策が総合的に推進できるよう準備委員会で検討を進め
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 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

1,864 1,364

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
ポートを実施する。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 251,065 167,442

いじめや暴力行為、不登校、貧困等の課題に対応するため、ス
クールカウンセラー（ＳＣ）を県内全中学校区に配置する。ま
た、スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）を１名増員し１０
名体制とし、学校の要請に応じて派遣するとともに、県立学校
７校を拠点にＳＳＷが地域の中学校区を巡回し、ＳＣや生徒指
導特別指導員とチーム支援を行い、多様な背景による課題の解
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 70,187 70,187
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
づくり

教育委員会 財産管理事務費 財産管理事務費 129,458 66,561

・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 58,007 58,007

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 財産管理事務費 ＰＣＢ処理事業費 166,891 166,891

ＰＣＢ廃棄物処理基本計画が改定され、三重県に保管されてい
る安定器等・汚染物が特定施設において処分できることとな
り、計画的に処理を行う必要がある。そのため、県立高等学校
及び特別支援学校で保管しているＰＣＢ廃棄物を専門処理施設
にて適切に処理を行う。

笑顔あふれる安全
で安心な教育環境
づくり

教育委員会 学校保健安全管理費 学校安全推進事業費 3,395 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
を行う。また、教職員を対象に交通安全教室、防犯教室を開催
し、指導力の向上を図る。

笑顔あふれる安全
で安心な教育環境
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 4,779,491 4,129,471
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

3,300 1,650

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 157,695 157,695
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 2,330 2,330
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 52,799 52,799
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 8,000 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 500 500
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 4,413 3,943 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 教育政策費 教育改革推進事業費 6,270 6,270
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

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 766 766

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

16,476 16,422

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 人事管理費
学校現場における業務改善加速事
業費

8,600 0
文部科学省の委託を受け、モデル地域における市町等教育委員
会と連携した実践研究を通じて、県全域の学校現場における業
務改善に取り組む。

地域に開かれ信頼
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 159 159
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 89,673 89,673
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 7,462 ▲ 7,016

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 29,858 29,858

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 教育課程等研究支援事業費 9,648 1,979

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する。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、説明会を開催す
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
三重県型コミュニティ・スクール構築
事業費

14,618 7,698

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る。また、地域未来
塾を実施する市町を拡充するなど、児童生徒の学習習慣の確立
と学力の向上につながる取組を推進する。

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 54,126 54,126
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ＩＣ
Ｔ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 22,882 3,882
県立四日市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

5,947 5,913
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 51,337 49,074

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
４ 施設整備に関すること

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 32,893 28,343

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 外部専門機関と連携した英語指導力向上事業

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 47,878 45,948
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 56,977 56,977
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 105,001 105,001
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 156,407 156,407

・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 58,766 58,766
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 2,335 2,335
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 228,842 189,077

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 261,776 261,776 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 233,463 233,463 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 40,063 40,063 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 351,617 351,617 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

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 1,676 1,676

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 45,006 43,602
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 68,329 67,183
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 7,920 6,127
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 3,897 2,031
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 174,504 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 6,915 4,330

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 5,720 1,920
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 290 290
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 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

1,284 1,284
海女漁技術関連行事の映像記録の作成など、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、情報発信を行う。

文化と生涯学習の
振興

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

146,203 107,902

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
④私立小中学校等授業料減免補助金

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

1,772,897 0
私立学校通う生徒で、所得が一定額未満の世帯に属する生徒

に対して就学支援金を支給する。
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

901 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

512 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

環境生活部 私立学校振興費 専修学校修業支援事業費 299 205
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

健康福祉部 私立幼稚園振興費 私立幼稚園振興等補助金 1,505,559 1,302,586
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 128,386 65,867

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する。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
援する。

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 310,764 904

認定こども園の施設整備や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とともに、新任
保育教諭に対する研修を実施して、認定こども園の基盤整備を
図る。

子育て支援と家庭・
幼児教育の充実

教育委員会 小・中学校生徒指導費 幼児教育推進事業費 814 125

保幼小接続モデルカリキュラムの作成・普及により、保幼小の
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 330,669 11,564
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 200,445 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 1,673 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 4,042,534 282,949

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

教育委員会 給与費 事務局人件費 2,523,548 2,523,548 教育委員会事務局職員の人件費 人件費
教育委員会 給与費 特別職人件費 14,884 14,884 特別職人件費 人件費
教育委員会 教職員退職手当 教職員退職手当 12,761,280 7,061,280 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 400,600 400,600
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 54,861,167 40,253,159 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 1,567,582 1,567,582 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 30,663,297 22,674,512 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 950,359 950,359 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 28,877,337 24,353,737 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 1,622,725 1,622,725 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 9,612,291 8,127,944 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 455,308 455,308 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


