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教育委員会 委員会総務費 委員会総務費 8,597 8,597
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東海北
陸ブロック教育長協議会の開催に要する経費

学力の向上

教育委員会 給与費 事務局人件費 2,128,857 2,128,857 教育委員会事務局職員の人件費 人件費
教育委員会 管理企画費 管理企画費 107,852 107,598 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 交際費 300 300 教育長及び教育委員長交際費 その他

教育委員会 管理企画費 学校危機管理推進事業費 1,538 1,538
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 学力向上県民運動推進事業費 1,584 1,584
学力向上県民会議を開催し、県民運動としての取組を協議・
決定し、学力向上キャンペーンを実施する。

学力の向上

教育委員会 管理企画費 学校防災推進事業費 14,233 8,134
防災に関する知識、能力をも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 445,049 445,049

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 1,647 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 教育政策費 教育改革推進事業費 9,483 9,463
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 学校経営品質向上活動推進事業費 2,980 2,980

県立学校、公立小中学校への学校経営品質向上活動を支
援するため、校長、教頭を始めとする管理職を対象としたマ
ネジメント研修の開催や実践交流会による事例の共有に取り
組むとともに、出前研修等の個別支援を行う。

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

16,912 16,912

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 人事管理費 教員採用試験事務費 8,243 8,243 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 25,030 24,957
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 22,163 22,060

○指導力不足等教員への具体的対応策として、審査・判定
する審査委員会を設置するとともに、不足している指導力の
回復や資質の向上を図るため、研修等を実施し円滑な職場
復帰を図る。○教員及び事務職員を除く県立学校職員並び
に公立小中学校職員のうち、職務遂行能力に課題のある職
員について、継続的な指導や研修を実施することにより、職
員の資質の向上と公務能率の維持向上を図る。

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 16,951 16,951
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 給与管理費 給与管理費 232 232 教職員の給与改善に係る事務費 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 281,307 93,307

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 5,836 -6,829

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 教職員退職手当 教職員退職手当 16,001,654 8,801,654 教職員退職手当の支給 人件費
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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 30,288 30,288

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 指導主事活動費 9,115 9,115
指導主事及び授業改善アドバイザー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
生産クラブ活動等全国大会出場者
派遣支援事業費

4,116 4,116
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
大会に積極的に参加し、学習の深化や拡大を図るため、これ
ら全国大会等に出場する生徒の旅費について支援を行う。

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

30,377 26,214

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 生徒指導対策事業費 34,739 34,559
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 10,773 100
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 理科支援員等配置事業費 16,859 0
小学校５、６年生の理科の授業に、「理科支援員」を配置し、
観察・実験活動等における教員の支援を行うことにより、理
科の授業の充実・活性化を図る。

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 3,940 3,940

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
「ふるさと三重」郷土教育推進事業
費

6,038 3,670

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 学校問題解決サポート事業費 1,655 1,655

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 7,353 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 地域による学力向上支援事業費 11,626 5,979
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 高等学校生徒指導費 高校生学習成果発表会支援事業費 3,000 3,000

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 12,311 12,311

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
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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

18,834 18,834

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 学力向上対策支援事業費 10,577 10,577
県立高等学校が生徒・保護者や産業界からのニーズに応え
るため、各校の課題に応じて、進学のための学力向上、基礎
学力定着、職業教育の充実に取り組む。

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

5,837 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
社会的自立を目指す外国人生徒支
援事業費

3,446 3,446

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 高等学校生徒指導費 「志」と「匠」の育成推進事業費 20,496 16,316

○「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 31,334 31,334

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 7,093 7,093

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。

学力の向上

教育委員会 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

4,096 0
日本語指導が必要な外国人生徒に対する効果的な指導方
法・指導内容の研究の補助を行うとともに、教材作成や教育
相談を行う。

多文化共生社会づくり

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

245,416 214,129

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 1,066 1,066
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 8,298 1,431

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 550,208 71,120

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。①高校・高等専門学校の生徒に対して奨学金の貸与
②大学・短期大学の学生に対して有利子借入金に係る利子
補給

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 404,813 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 5,232 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
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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

4,621 4,621
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

13,845 12,538

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 16,074 16,074
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

26,408 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

5,125 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
共に働きやすい職場づくりモデル事
業費

11,655 11,595

障がい者が障がいの状況に応じて働くことができることを進
め、多様な働き方でモデル任用を行う。県内の教育現場で障
がいのある人もない人も共に働きやすい職場づくりを広め
る。

特別支援教育の充実

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 160,803 107,204

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 25,213 16,893

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 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

40,651 28,641
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

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 45,132 45,070 １施設の管理運営２機器類の保守管理 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 42,408 40,263

教職員の資質の向上を目指すため、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科学技術教育研修（資質の向上に対する調査・
研究及び充実を図る）４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）５みえの教職
員授業力向上実践研修雇用創出事業（事務作業の補助）

学力の向上

教育委員会 総合教育センター費 教育支援事業費 3,553 3,541
研修講座の構築に係る連絡調整や教育情報の提供及びセ
ンター開放による分野施設の効果的な活用

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 48,821 48,566

１子どもの心サポート事業子どもたちの心の問題解決に向け
て臨床心理相談専門員等による専門的な教育相談を実施す
るとともに、学校等の教育相談体制を支援する。２いじめ電
話相談事業費子どもたちの心の問題が大きな社会問題と
なっている状況を踏まえて、いじめに関する子どもや保護者
の悩みに応え、支援するために電話相談等を実施する。

学力の向上

教育委員会 人権教育総合推進事業費 広報研究事業費 1,407 1,407
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 67,022 57,766
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、返還等の手続き及び補助を行う。

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 人権教育活動事業費 3,504 3,504
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
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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 1,898 1,898
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、大学等の研究所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 人権教育実践開発事業費 9,866 4,300

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 社会教育事業費 社会人権教育総合推進事業費 900 900
多様な主体と協働し、学校の人権学習を肯定的に受容する
家庭や地域の基盤を整備するための仕組みづくり、「自立し
た地域づくり」を促進する。

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
学びを保障するネットワークづくり事
業費

13,700 13,700
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 140,630 140,630
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 子ども手当 423,180 423,180
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 教職員厚生費 公立学校共済組合負担金 70,721 70,721
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 138,761 138,761

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
業を公立学校共済組合と共同で実施し、三重県教職員等生
涯生活設計第３次推進計画により各種ライフプラン事業を実
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 552 552 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 67,969 67,969

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 24,458 24,458

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。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 教職員住宅費 教職員住宅費 359,853 318,811

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 給与費 小学校人件費 56,177,866 40,964,693

小学校教職員の人件費○根拠法令義務教育費国庫負担法
市町村立学校職員給与負担法公立学校職員の給与に関す
る条例在外教育施設派遣教員委託金交付要綱青年海外協
力隊隊員の所属先に対する人件費の補填に関する要綱

人件費

教育委員会 給与費 小学校報酬等 1,147,180 1,147,180 小学校非常勤教職員の報酬等 人件費
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 給与費 中学校人件費 31,398,745 22,975,016

中学校職員の人件費○根拠法令義務教育費国庫負担法市
町村立学校職員給与負担法公立学校職員の給与に関する
条例在外教育施設派遣教員委託金交付要綱青年海外協力
隊隊員の所属先に対する人件費の補填に関する要綱

人件費

教育委員会 給与費 中学校報酬等 712,638 712,638 中学校非常勤教職員の報酬等 人件費
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
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教育委員会 給与費 高等学校人件費 29,726,758 25,519,921

高等学校教職員の人件費○根拠法令高等学校の定時制教
育及び通信教育振興法県立高等学校条例公立学校職員の
給与に関する条例青年海外協力隊隊員の所属先に対する
人件費の補填に関する要綱

人件費

教育委員会 給与費 高等学校報酬等 1,486,794 1,486,794 高等学校教職員の報酬等 人件費

教育委員会 学校運営費 高等学校運営費 2,003,471 1,912,884
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 37,491 37,491 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 12,216 9,041 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 41,335 41,335
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 設備充実費 設備充実費 16,220 14,420
産業教育用設備、理科教育用設備、定時制教育用設備など
の社会のニーズに対応した設備の整備を図るとともに、産業
教育設備の修繕を行う。

学力の向上

教育委員会 設備充実費
飯野高校多文化共生棟設備整備事
業費

32,105 17,105
飯野高校に新設される、多文化共生学習支援センター（仮
称）で必要となる備品等の整備を行う。

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 192,097 192,097

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 136,009 125,354
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 220,289 220,289
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 85,454
・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 財産管理事務費 学校施設法定点検事業費 45,877 45,877
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
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

291,401 219,401

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 校舎その他建築費 校舎その他建築費 1,548,484 236,484
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 防火施設整備費 防火施設整備費 32,000 32,000
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 給与費 特別支援学校人件費 9,081,003 7,783,447

特別支援学校教職員の人件費○根拠法令義務教育費国庫
負担法公立学校教職員の給与に関する条例県立特殊教育
諸学校条例在外教育施設派遣教員委託金交付要綱青年海
外協力隊隊員の所属先に対する人件費の補填に関する要
綱

人件費

教育委員会 給与費 特別支援学校報酬等 363,865 363,865 特別支援学校教職員の報酬等 人件費

教育委員会 学校運営費 特別支援学校運営費 374,479 373,481
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 人事運営費 特別支援学校人事運営費 281,627 281,627 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 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

185,628 185,628
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
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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

73,451 1,451

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

10,584 7,584

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
特別支援学校児童生徒増加等に伴
う整備支援事業費

1,122 1,122
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

43,200 43,200
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 149,131 74,758
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 290,819 86,419
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 社会教育推進費 社会教育推進体制整備事業費 1,579 1,579

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。①社会教育推進体制整備事業
②社会教育関係大会開催支援事業

生涯学習の振興

教育委員会 地域教育推進費 子どもの読書活動推進事業費 40,654 686

「三重県子ども読書活動推進会議」を開催し、県内外の先進
事例等の情報収集を行い、それをふまえて子ども読書活動
の推進に効果的な取組を進める。「第二次三重県子ども読
書活動推進計画」に基づき、家庭・地域・学校が連携し、読書
習慣の定着を目指す。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 78,919 44,847

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。また、次期指定管理者の
選定を行う。

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 70,193 69,821

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。ま
た、次期指定管理者を選定する。

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 7,885 6,968
埋蔵文化財センター（各収蔵庫を含む）の管理運営に係る経
費。また、腐食進行の著しい伊勢市落合古墳群等出土鉄製
品について、国補事業（１／２）として保存処理委託を行う。

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 4,023 2,098
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 745,002 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 埋蔵文化財費 受託発掘調査人件費 183,828 0
国土交通省・中日本高速道路（株）等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、事前に
発掘調査するとともに報告書を作成するための人件費

人件費
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教育委員会 文化財管理費 文化財保存管理事業費 23,141 20,741

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 3,295 933

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 671 671
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

71,768 71,768
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 4,403 2,403

①伊勢路を結ぶ石造物調査事業費世界遺産と周辺地域の
石造物を調査し、新たな地域文化発掘推進の素材を提供す
る。②海女習俗詳細調査事業「鳥羽・志摩地域の海女習俗」
の全容を明らかにするために、詳細調査を実施し、文化財と
しての価値を明らかにしつつ、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 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

52,766 52,760
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 220,787 15,809

○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 1,138 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 防犯教育実践事業費 1,198 1,198

深刻な不審者事案が多発している県立学校を推進校とし、
危険予測・回避能力を高めるため、防犯に関するする専門家
によるワークショップの実施や、防犯意識を高めるための講
演会、地域の見守り体制の整備への支援等を行う。

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 7,957 5,456
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
安全・安心な学校給食整備対策事
業費

275 275 県立学校の学校給食施設のドライシステム化等を行う。 学力の向上

教育委員会 学校給食対策費 学校食育推進事業費 3,323 1,573

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 学校スポーツ費 運動部活動支援事業費 156,658 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
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教育委員会 子どもたちの元気づくり事業費
未来につなぐ子どもの体力向上事
業費

46,984 34,689

①子どもたちの元気づくり推進事業体育の授業の工夫改善
や子どもの運動機会の拡充を図り子どもたちが自ら体力に
ついて関心を持ち、体力向上に取り組むように学校における
取組を進める。②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。③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 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 10,751 1,294

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
開催や全国調査の結果分析を行う。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 5,292 1,560
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

環境生活部 私立学校振興費 私立高等学校等振興補助金 4,689,160 4,087,308
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

78,645 39,323

私立高等学校・中学校・小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 1,878,589 1,624,958
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

30,968 17,640
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 149,096 149,096
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 私立高等学校施設整備費補助金 1,000 1,000
私立高等学校における施設整備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施設の整備を促進
し、教育の振興を図る。

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 9,029 9,029
私立学校における人権教育に係る経費に対して補助を行う
ことにより、私立学校における人権教育の充実を図り、もって
私立学校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 私立専修学校振興補助金 39,398 39,398
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
私立学校の設置者、校長及び教職員等に対する研修等に係
る経費を補助することにより、資質向上を図る。

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 6,885 6,744
中学校を卒業し、専修学校高等課程で就学することにより、
資格・免許を取得又は技能を修得し、将来の経済的自立に
つなげようとする者に対し、費用の一部を貸与する。

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

179 179

高等学校を卒業し、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ようとす
るものが費用を借入金で支払う場合、その利子の一部を助
成する。

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 4,847 4,401 私立学校の振興に関する事務費 学力の向上
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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 70,068 67,608
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

1,828,290 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 11,425 11,425
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

1,988 0 未入力 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

48,752 48,752
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


