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主要事業一覧

小・中学校
（１）知・徳・体の向上に共通する取組の強化
学力向上のための学校経営力向上支援事業 19,844 (20,210) 小中学校課 6p

○新 スクール・サポート・スタッフ配置事業 25,200 教職員・福利課 7p

○拡 教育相談体制充実費 402,969 (431,090) 人権教育課 8p

○拡運動部活動サポート事業 18,909 (22,660) 保健体育課 9p

○新 運動部活動指導員派遣事業 17,924 保健体育課 10p

みんながスター！校内支援力アップ事業 8,001 (7,773) 特別支援教育課 11p

（後掲）特別支援学校等の専門性・教育内容充実事業 特別支援教育課 32p

（後掲）放課後等における学習支援事業 小中学校課 43p

（後掲）学校支援地域本部等事業 生涯学習課 44p

（後掲）放課後子ども総合プラン推進事業 生涯学習課 45p

（２）学力の定着・向上（「知」の向上）

○拡中学校組織力向上のための実践研究事業 12,612 (8,242) 小中学校課 12p

算数・数学授業力向上事業 11,083 (7,682) 小中学校課 13p

○拡英語教育強化プロジェクト事業 28,094 (22,525) 小中学校課 14p

理科教育推進プロジェクト 6,525 (6,993) 小中学校課 15p

○新 「主体的・対話的で深い学び」を実現するための実践研究事業 5,018 小中学校課 16p

○新 学校図書館を活用した「読み」を鍛える拠点校事業 9,094 小中学校課 17p

高知県学力定着状況調査実施事業 40,161 (29,678) 小中学校課 18p

小規模・複式校における特色ある教育課程推進事業 2,380 (4,249) 小中学校課 19p

○新 中学校教科間連携による授業力向上実践研究事業 777 小中学校課 20p

小中学校キャリア教育充実プラン 8,657 (1,381) 小中学校課 21p

学校の力を高める中核人材育成事業 17,790 (17,073) 教育政策課 22p

初任者等研修事業 32,055 (34,744) 教育センター 23p

教科研究センター費 19,145 (21,558) 教育センター 24p

（３）生徒指導上の諸問題の改善（「徳」の向上）
高知夢いっぱいプロジェクト推進事業 9,347 (8,473) 人権教育課 25p

○拡いじめ防止対策等総合推進事業 18,884 (12,952) 人権教育課 26p

道徳教育実践充実プラン 7,008 (15,468) 小中学校課 27p

（後掲）心の教育センター教育相談事業 心の教育センター 50p

チーム学校の構築による知・徳・体のさらなる向上1
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（４）体力・運動能力の向上、基本的生活習慣の定着（「体」の向上）

○新 がん教育総合支援事業 1,910 保健体育課 28p

体育授業改善促進事業 3,202 (3,096) 保健体育課 29p

○新 運動部活動課題解決事業 1,710 保健体育課 30p

（後掲）食育推進支援事業 保健体育課 51p

高等学校・特別支援学校
（１）知・徳・体の向上に共通する取組の強化
マネジメント力強化事業 39,686 (38,686) 高等学校課 31p

○拡特別支援学校等の専門性・教育内容充実事業 48,279 (40,962) 特別支援教育課 32p

○新 特別支援学校MIRAI・プロジェクト
（新学習指導要領の理念に基づいた学校経営力アップ事業）

3,764 特別支援教育課 33p

（再掲）教育相談体制充実費 人権教育課 8p

（再掲）運動部活動サポート事業 保健体育課 9p

（再掲）運動部活動指導員派遣事業 保健体育課 10p

（後掲）多様な進路希望支援事業 高等学校課 35p

（後掲）学力向上推進事業 高等学校課 36p

（後掲）キャリアアップ事業 高等学校課 39p

（後掲）担い手・志育成事業 高等学校課 40p

（２）学力向上・進路実現（「知」の向上）

組替新教師力ブラッシュアップ事業 8,378 (5,040) 高等学校課 34p

○拡多様な進路希望支援事業 168,151 (151,541) 高等学校課 35p

組替新学力向上推進事業 88,433 (72,354) 高等学校課 36p

組替新次期学習指導要領の実施に向けた事業 21,273 (20,253) 高等学校課 37p

○新 特別支援学校キャリア・プロジェクト
（キャリア教育・就労支援推進事業）

7,789 特別支援教育課 38p

（再掲）学校の力を高める中核人材育成事業 教育政策課 22p

（再掲）初任者等研修事業 教育センター 23p

（再掲）教科研究センター費 教育センター 24p

（後掲）キャリアアップ事業 高等学校課 39p

（後掲）担い手・志育成事業 高等学校課 40p

（後掲）グローバル教育推進事業 高等学校課 64p

（３）生徒指導上の諸問題の改善（「徳」の向上）

キャリアアップ事業 45,303 (47,693) 高等学校課 39p

組替新担い手・志育成事業 10,461 (5,549) 高等学校課 40p

○拡 2020 こうち総文開催準備事業・文化部活動サポート事業 21,067 (14,585) 高等学校課 41p

（再掲）いじめ防止対策等総合推進事業 人権教育課 26p
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（再掲）多様な進路希望支援事業 高等学校課 35p

（再掲）次期学習指導要領の実施に向けた事業 高等学校課 37p

（後掲）心の教育センター教育相談事業 心の教育センター 50p

（４）体力・運動能力の向上、基本的生活習慣の定着（「体」の向上）

○拡 運動部活動強化校支援事業 13,555 (13,551) 保健体育課 42p

（再掲）がん教育総合支援事業 保健体育課 28p

（再掲）体育授業改善促進事業 保健体育課 29p

（再掲）運動部活動課題解決事業 保健体育課 30p

放課後等における学習支援事業 192,271 (201,344) 小中学校課 43p

○拡 学校支援地域本部等事業 76,200 (67,664) 生涯学習課 44p

放課後子ども総合プラン推進事業 565,787 (563,706) 生涯学習課 45p

若者の学びなおしと自立支援事業 48,646 (49,373) 生涯学習課 46p

厳しい環境にある子どもたちへの支援（就学前） 68,453 (80,914) 幼保支援課 47p

親育ち支援推進事業 4,428 (5,870) 幼保支援課 48p

多機能型保育支援事業 20,651 (28,731) 幼保支援課 49p

心の教育センター相談支援事業費 53,090 (52,123) 心の教育センター 50p

食育推進支援事業 960 (2,196) 保健体育課 51p

（再掲）教育相談体制充実費 人権教育課 8p

（再掲）いじめ防止対策等総合推進事業 人権教育課 26p

（再掲）多様な進路希望支援事業 高等学校課 35p

（再掲）学力向上推進事業 高等学校課 36p

幼児教育の推進体制構築事業 11,706 (14,179) 幼保支援課 52p

保育士等人材確保事業 26,405 (28,549) 幼保支援課 53p

（再掲）厳しい環境にある子どもたちへの支援（就学前） 幼保支援課 47p

（再掲）親育ち支援推進事業 幼保支援課 48p

（再掲）多機能型保育支援事業 幼保支援課 49p

教育版「地域アクションプラン」推進事業 141,408 (159,901) 教育政策課 54p

○新志・とさ学びの日明治 150年記念人材育成事業 10,829 教育政策課 55p

厳しい環境にある子どもたちへの支援の充実2

就学前の子どもたちの教育・保育の充実3

市町村教育委員会との連携・協働の充実・強化4
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（１）南海トラフ地震対策の推進
県立学校コンクリートブロック塀等改修工事 921,898 (585,435) 学校安全対策課 56p

県立学校体育館非構造部材等耐震化事業費 598,431 (64,928) 学校安全対策課 57p

○新県立学校情報通信設備整備事業 97,049 教育政策課 58p

保育所・幼稚園等の南海トラフ地震対策 603,583 (454,330) 幼保支援課 59p

防災教育推進事業費 19,094 (25,195) 学校安全対策課 60p

（後掲）高知城保存管理費（高知城重要文化財建造物調査事業を除く） 文化財課 70p

（２）学びの「拠点」となる施設等の整備

○新県立学校施設長寿命化改修事業費 14,745 学校安全対策課 61p

施設整備事業（県立高等学校再編振興計画の推進） 4,966,295 (3,095,623) 高等学校課 62p

グローバル教育推進事業 26,265 (28,336) 高等学校課 63p

○新県立学校校務支援システム改修事業 6,248 教育政策課 64p

○新教育ネットシステム再構築等事業 23,048 教育政策課 65p

○拡青少年センター陸上競技場改修及び関連施設の整備 481,621 (18,237) 生涯学習課 66p

（再掲）県立学校情報通信設備整備事業 教育政策課 58p

○新 高知みらい科学館運営事業 72,431 生涯学習課 67p

新図書館等整備事業費 226,413 (4,827,084) 新図書館整備課 68p

○拡図書館活動費 391,500 (322,642) 新図書館整備課 69p

（再掲）学校支援地域本部等事業 生涯学習課 44p

（再掲）放課後子ども総合プラン推進事業 生涯学習課 45p

高知城保存管理費（高知城重要文化財建造物調査事業を除く） 62,016 (125,056) 文化財課 70p

高知城重要文化財建造物調査事業 1,804 (1,827) 文化財課 71p

文化財の保存と活用7

生涯にわたって学び続ける環境づくり6

安全・安心で質の高い教育環境の実現5




