
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）

管理企画費                                                  次期教育振興ビジョン（仮称）策定事業費                      6,774
教育政策費                                                  教育改革推進事業費                                          2,467
教育政策費                                                  みえの「学校」活性化推進事業費                              12,906
教育政策費                                                  学校経営品質向上活動推進事業費                              42,516
教育政策費                                                  教育改革企画事業費                                          5,615

小計 70,278

（児童生徒の基礎学力の向上）
指導行政費                                                  指導主事活動費                                              1,510
小・中学校生徒指導費                                        豊かな心を育む体験活動推進事業費                            3,000
小・中学校生徒指導費                                        学力の定着・向上支援事業費                                  25,266
小・中学校生徒指導費                                        幼児期からの一貫した教育の連携推進事業費                    826
小・中学校生徒指導費                                        理科支援員等配置事業費                                      21,976
小・中学校生徒指導費                                        「ふるさと三重」教育推進事業費                              1,236
教科書事務費                                                教科書事務費                                                867
外国人児童生徒支援費                                        外国人児童生徒教育推進事業費                                35,580
旅費                                                        小学校教職員旅費                                            272,965
旅費                                                        中学校教職員旅費                                            242,745
学校部活動振興費                                            中学校部活動振興費                                          10,423
地域教育推進費                                              学校支援地域本部事業費                                      10,829

小計 627,223

（特色ある教育の推進）
管理企画費                                                  防災教育推進事業費                                          2,051
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                5,502
高等学校生徒指導費                                          集まれ高校生支援事業費                                      2,000
高等学校生徒指導費                                          高校芸術文化祭費                                            14,427
高等学校生徒指導費                                          キャリア教育バージョンアップ事業費 41,560
高等学校生徒指導費                                          学力向上対策支援事業費                                      7,780
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              2,311
高等学校生徒指導費                                          高度福祉系人材育成支援事業費                                9,895
高等学校生徒指導費                                          医学部等進学向上対策支援事業費                              1,489
高等学校生徒指導費                                          インターンシップ等受入事業所拡大・充実緊急雇用創出事業費    992
高等学校生徒指導費                                          県立学校就労支援総合ネットワーク構築事業費                  9,358
高等学校生徒指導費                                          外国人生徒の日本語習得支援緊急雇用創出事業費                8,805
高等学校生徒指導費                                          新学習指導要領に対応した授業実践研究事業費                  5,592
高等学校生徒指導費                                          明日のみえを創る高校生育成事業費                            24,409
高等学校生徒指導費                                          地域との絆を育む高校生支援事業費                            7,018
高等学校生徒指導費                                          就職指導スキルアップ事業費                                  33,036
国際教育費                                                  語学指導等を行う外国青年招致事業費                          251,890
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                                            8,298
奨学費                                                      高等学校定時制通信制修学奨励費                              3,270
学校運営費                                                  高等学校運営費                                              2,155,057
学校部活動振興費                                            高等学校部活動振興費                                        43,259
設備充実費                                                  設備充実費                                                  35,209
設備充実費                                                  宮川高校・相可高校統合整備事業費                            35,730
情報教育事業費                                              情報教育充実支援事業費                                      230,310
実習船運営費                                                実習船運営費                                                130,033

小計 3,075,083

事業名称



細事業名称 本年度事業費事業名称
（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                      4,182
特別支援教育振興費                                          育ちサポート充実事業費                                      3,602
特別支援教育振興費                                          進路希望実現・就労自立支援事業費                            16,209
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              44,097
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          2,563
特別支援教育振興費                                          発達障がい支援フォローアップ事業費                          12,943
特別支援教育振興費                                          障がいのある児童生徒のキャリア教育推進事業費                14,792
学校運営費                                                  特別支援学校運営費                                          414,375
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                    185,592
指導運営費                                                  特別支援学校スクールバス整備事業費                          62,012
指導運営費                                                  特別支援学校学習環境等基盤整備事業費                        191,017
指導運営費                                                  特別支援学校児童生徒増加等に伴う整備支援事業費              16,715
就学奨励費                                                  特別支援学校就学奨励費                                      145,056

小計 1,113,155

（健やかな心を育む教育の推進）
人事管理費                                                  子どもの心サポート事業費                                    46,407
小・中学校生徒指導費                                        生徒指導対策事業費                                          40,261
小・中学校生徒指導費                                        児童生徒支援事業費                                          24,469
小・中学校生徒指導費                                        学校非公式サイト対策推進事業費                              8,532
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                        212,416
いじめ・不登校対策充実事業費                                ハートフル相談員緊急雇用創出事業費                          30,291
いじめ・不登校対策充実事業費                                教育支援センター相談員緊急雇用創出事業費                    2,017

小計 364,393

（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                            52,272
学校保健安全管理費                                          健康保障事業費                                              178,672
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                  3,639
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                            466
学校保健安全管理費                                          子ども安全・安心サポート緊急雇用創出事業費                  82,530
学校保健安全管理費                                          子どもセーフティー・サポート推進事業費                      3,376
学校給食対策費                                              学校給食の衛生・品質管理事業費                              5,088
学校給食対策費                                              定時制高等学校夜食費補助事業費                              2,186
学校給食対策費                                              安全・安心な学校給食整備対策事業費                          324
学校給食対策費                                              学校食育推進事業費                                          7,387

小計 335,940

（教職員の資質の向上）
人事管理費                                                  教員採用試験事務費                                          9,201
人事管理費                                                  教職員の資質能力向上支援事業費                              27,574
人事管理費                                                  みえの教職員授業力向上支援事業費                            17,991
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                                6,767
総合教育センター費                                          総合教育センター管理運営費                                  48,882
総合教育センター費                                          教職員研修事業費                                            50,920
総合教育センター費                                          教育サービス事業費                                          9,975
総合教育センター費                                          いじめ電話相談事業費                                        4,302
総合教育センター費                                          ネットＤＥ研修教材作成費                                    4,120

小計 179,732

（学校施設等の学習環境の整備）
委員会総務費                                                委員会総務費                                                11,713
管理企画費                                                  管理企画費                                                  112,483



細事業名称 本年度事業費事業名称
公立文教施設整備事務費                                      公立文教施設整備事務費                                      1,545
人事管理費                                                  一般人事管理費                                              80,463
給与管理費                                                  給与管理費                                                  232
電算システム管理費                                          電算システム管理費                                          197,977
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                                31,939
奨学費                                                      高等学校等進学支援事業費                                    577,849
奨学費                                                      高等学校等修学奨学基金積立金                                430,205
奨学費                                                      高等学校奨学金給付事業費                                    166,444
教職員恩給及び退職年金費                                    教職員恩給退職年金費                                        164,648
教職員厚生費                                                公立学校共済組合負担金                                      78,540
教職員厚生費                                                教職員健康支援事業費                                        145,066
教職員厚生費                                                福利厚生事務費                                              692
教職員厚生費                                                県立学校教職員健康管理対策費                                74,867
教職員厚生費                                                教職員メンタルヘルス対策費                                  5,813
教職員住宅費                                                教職員住宅費                                                388,391
人事運営費                                                  高等学校人事運営費                                          37,078
指導運営費                                                  学校納付金口座振替事業費                                    13,887
校舎その他修繕費                                            校舎その他修繕費                                            261,197
財産管理事務費                                              財産管理事務費                                              119,607
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                      310,306
校舎その他建築費                                            校舎その他建築費                                            3,317,503
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                                      230,355
特別支援学校施設建築費                                      特別支援学校施設建築費                                      1,482,288

小計 8,307,291

（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                                    4,551,769
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                        77,585
私立学校振興費                                              私立幼稚園振興補助金                                        1,885,228
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                        36,064
私立学校振興費                                              私立特別支援学校振興補助金                                  156,095
私立学校振興費                                              私立高等学校等施設整備費補助金                              9,944
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
私立学校振興費                                              私立学校人権教育推進補助金                                  11,058
私立学校振興費                                              私立専修学校振興補助金                                      38,434
私立学校振興費                                              私立外国人学校振興補助金                                    12,000
私立学校振興費                                              私立学校教職員退職基金財団補助金                            178,092
私立学校振興費                                              私立学校研修等事業費補助金                                  4,000
私立学校振興費                                              日本私学振興・共済事業団補助金                              69,476
私立学校振興費                                              専修学校高等課程修業奨学金                                  6,995
私立学校振興費                                              専修学校専門課程修業支援利子助成金                          179
私立学校振興費                                              私立学校振興等事務費                                        5,173
私立学校振興費                                              私立高等学校等授業料減免補助金                              88,886
私立学校振興費                                              私立高等学校等就学支援金交付事業費                          1,770,479
私立学校振興費                                              私立高等学校等入学金補助金                                  10,350
私立学校振興費                                              私立学校データ整備緊急雇用創出事業費                        2,108
私立学校振興費                                              私立高等学校等教科書等図書費補助金                          25,749

小計 8,942,964

合計 23,016,059


