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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   
    
 ○拡  学⼒向上のための学校経営⼒向上⽀援事業 20,358 (20,040) ⼩中学校課 6p    
 学校の⼒を⾼める中核⼈材育成事業   16,977 (16,674) 教育政策課 7p    
 学校コンサルチーム派遣事業   1,638 (1,717) 教育センター 8p    
 ⾼知「志」教師塾（次世代のリーダー育成研修） 2,705 (2,740) 教育センター 9p    
 ○拡  放課後等における学習⽀援事業 124,475 (57,629) ⼩中学校課 10p
    
 組替新 運動部活動総合⽀援事業  23,969 (9,884) スポーツ健康教育課 11p    
 ○拡  地域をつなぐ！⼦どもが伸びる！ユニバーサルデザインによる 9,615 (8,469) 特別⽀援教育課 12p
 学校はぐくみプロジェクト       
 ○新  ⻑期集団宿泊活動推進事業 2,964 (新 規) ⽣涯学習課 13p    
 （後掲）学校⽀援地域本部等事業  ⽣涯学習課 43p    
 （後掲）放課後⼦ども総合プラン推進事業  ⽣涯学習課 44p    
 （後掲）特別⽀援学校等の専⾨性・センター的機能充実事業  特別⽀援教育課 34p
   

（２）学⼒の定着・向上（「知」の向上）       
 ○新  中学校組織⼒向上のための実践研究事業 2,037 (新 規) ⼩中学校課 14p    
 ○拡  算数・数学授業⼒向上事業 9,000 (1,881) ⼩中学校課 15p    
 ○拡  英語教育推進プロジェクト事業 29,701 (31,140) ⼩中学校課 16p    
 ○拡  理科教育推進プロジェクト 7,062 (6,623) ⼩中学校課 17p    
 組替新 探究的な授業づくりのための教育課程研究実践事業(学校図書館活⽤型) 10,718 (66,918) ⼩中学校課 18p    
 ○拡  探究的な授業づくりのための教育課程研究実践事業 14,885 (11,510) ⼩中学校課 19p    
 ○拡  ⾼知県学⼒定着状況調査実施事業  30,147 (30,126) ⼩中学校課 20p    
 組替新 ⼩中学校キャリア教育充実プラン 2,187 (3,967) ⼩中学校課 21p    
 ○拡  中⼭間地域⼩規模・複式教育研究指定事業 3,623 (2,111) ⼩中学校課 22p    
 ⼟曜授業を活⽤した魅⼒ある教育課程モデルづくり 1,660 (1,605) ⼩中学校課 23p    
 初任者等研修事業 25,175 (14,588) 教育センター 24p    
 教科研究センター費 25,861 (23,318) 教育センター 25p    
 【参考】 教育センターの主要な研修  教育センター 26p
    

（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 10,916 (8,108) ⼈権教育課 27p    
 ○拡  いじめ防⽌対策等総合推進事業 17,989 (10,039) ⼈権教育課 28p    
 ○拡  教育相談体制充実費 408,736 (299,915) ⼈権教育課 29p    

 チーム学校の構築による知・徳・体のさらなる向上 1 

※数字は予算額 【単位:千円】。 (  )書きは H27 当初 
※右端 「○p」 は説明資料のページ番号 
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 ○拡  ⼼の教育センター教育相談事業 39,407 (12,026) ⼼の教育センター 30p    
 組替新 道徳教育改⾰プラン 13,480 (17,433) ⼩中学校課 31p    
 （後掲）特別⽀援学校の幼児児童⽣徒の居住地校交流実践充実事業  特別⽀援教育課 41p
    

（４）体⼒・運動能⼒の向上、基本的⽣活習慣の定着（「体」の向上）       
 体育・健康アドバイザー⽀援事業 6,131 (5,817) スポーツ健康教育課 32p
    

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 38,686 (38,686) ⾼等学校課 33p    
 ○新  特別⽀援学校等の専⾨性・センター的機能充実事業 32,994 （新 規) 特別⽀援教育課 34p    
 （再掲）学校の⼒を⾼める中核⼈材育成事業  教育政策課 7p    
 （再掲）⾼知「志」教師塾（次世代のリーダー育成研修）  教育センター 9p    
 （再掲）地域をつなぐ！⼦どもが伸びる！ユニバーサルデザインによる学校はぐくみプロジェクト 特別⽀援教育課 12p    
 （後掲）学校⽀援地域本部等事業  ⽣涯学習課 43p    
 （再掲）運動部活動総合⽀援事業  スポーツ健康教育課 11p
    

（２）学⼒向上・進路実現（「知」の向上）       
 組替新 教師⼒アップ事業  11,942 (3,139) ⾼等学校課 35p    
 ○新  インターネットツールを活⽤した学⼒向上対策の研究 9,000 (新 規) ⾼等学校課 36p    
 ○拡  ⾼等学校における遠隔教育の普及・推進研究事業  9,224 (4,859) ⾼等学校課 37p    
 組替新 キャリアデザイン事業 50,766 (6,200) ⾼等学校課 38p    
 ○拡  海外留学や異⽂化等の理解推進事業 15,439 (6,200) ⾼等学校課 39p    
 就職⽀援対策事業 42,773 (43,058) ⾼等学校課 40p    
 （後掲）グローバル教育推進事業  ⾼等学校課 59p    
 （後掲）社会で⽣き抜く⼒を育む応援事業  ⾼等学校課 47p    
 （再掲）初任者等研修事業  教育センター 24p    
 （再掲）教科研究センター費  教育センター 25p
    

（３）⽣徒指導上の諸問題の改善（「徳」の向上）       
 特別⽀援学校の幼児児童⽣徒の居住地校交流実践充実事業 250 （215） 特別⽀援教育課 41p    
 （再掲）いじめ防⽌対策等総合推進事業  ⼈権教育課 28p    
 （再掲）教育相談体制充実費  ⼈権教育課 29p    
 （再掲）⼼の教育センター教育相談事業  ⼼の教育センター 30p    
 （後掲）社会で⽣き抜く⼒を育む応援事業  ⾼等学校課 47p    
 （再掲）キャリアデザイン事業  ⾼等学校課 38p
    

（４）体⼒・運動能⼒の向上、健康的⽣活習慣の定着        
 ○新  オリンピック・パラリンピックムーブメント推進事業 16,344 (新 規) スポーツ健康教育課 42p    
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 ○拡  学校⽀援地域本部等事業  61,474 (41,679) ⽣涯学習課 43p    
 ○拡  放課後⼦ども総合プラン推進事業  682,854 (599,698) ⽣涯学習課 44p    
 厳しい環境にある⼦どもたちへの⽀援（就学前） 66,904 (66,904) 幼保⽀援課 45p

  ・特別⽀援保育推進事業 
 ・家庭⽀援推進事業 

※26 年度 2 ⽉補正 47,337 千円含む 

    
 親育ち⽀援推進事業 6,878 (8,613) 幼保⽀援課 46p    
 組替新 社会で⽣き抜く⼒を育む応援事業 71,403 (44,385) ⾼等学校課 47p    
 （後掲）多機能型保育連携モデル事業  幼保⽀援課 49p    
 （再掲）放課後等における学習⽀援事業  ⼩中学校課 10p    
 （後掲）若者の学びなおしと⾃⽴⽀援事業  ⽣涯学習課 61p    
 （再掲）いじめ防⽌対策等総合推進事業  ⼈権教育課 28p    
 （再掲）教育相談体制充実費  ⼈権教育課 29p    
 （再掲）⼼の教育センター教育相談事業  ⼼の教育センター 30p   

   
 ○新  幼児教育の推進体制構築事業 9,955 (新 規) 幼保⽀援課 48p    
 ○新  多機能型保育連携モデル事業  9,208 (新 規) 幼保⽀援課 49p    
  保育⼠等⼈材確保事業 57,320 (40,394) 幼保⽀援課 50p    
 （再掲）親育ち⽀援推進事業   幼保⽀援課 46p    
 （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 45p    

   
 組替新 教育版「地域アクションプラン」推進事業 187,773 (187,787) 教育政策課 51p   
 みんなで育てる教育の⽇推進事業 5,111 (4,739) 教育政策課 52p    

（１）南海トラフ地震対策の推進      
 ○新  県⽴学校コンクリートブロック塀等改修⼯事  38,987 (新 規) 学校安全対策課 53p    
 保育所・幼稚園等の南海トラフ地震対策 774,857 (1,018,828) 幼保⽀援課 54p    
 ⻘少年教育施設整備事業 1,234,733 (554,686) ⽣涯学習課 56p    
 防災教育推進事業費 17,207 (15,710) 学校安全対策課 57p
    

（２）学びの「拠点」となる施設等の整備       
 施設整備事業（県⽴⾼等学校再編振興計画の推進） 865,148 (70,856) ⾼等学校課 58p    
 グローバル教育推進事業 46,709 (91,868) ⾼等学校課 59p    

 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 

 安全・安⼼で質の⾼い教育環境の実現 5 
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 ○新  県⽴学校 LAN システム整備事業  23,768 (新 規) 教育政策課 60p    

   
 ○拡  若者の学びなおしと⾃⽴⽀援事業  52,129 (25,257) ⽣涯学習課 61p    
 読書活動推進事業 2,402 (2,155) ⽣涯学習課 62p    
 新図書館等整備事業費 4,934,921 (4,834,721) 新図書館整備課 63p    
 ○拡  図書館活動費  158,250 (127,304) 新図書館整備課 64p    
 ⻘少年教育施設振興事業費 5,376 (4,901) ⽣涯学習課 65p    

   
 ⾼知城保存管理費 158,790 (90,477) ⽂化財課 66p    
 ○新  ⾼知城重要⽂化財建造物調査事業 5,591 (新 規) ⽂化財課 67p    

   
 組替新 中学⽣競技⼒向上対策事業  12,011 (11,441) スポーツ健康教育課 68p    
 ○拡  スポーツを通じたエリアネットワーク事業 7,620 (5,701) スポーツ健康教育課 69p    
 ○新  地域におけるスポーツ参画促進対策事業  4,296 (新 規) スポーツ健康教育課 70p    
 ○拡  オリンピック・パラリンピック東京⼤会事前合宿招致活動事業 20,369 (2,840) スポーツ健康教育課 71p    
 （再掲）体育・健康アドバイザー⽀援事業  スポーツ健康教育課 32p    
 （再掲）運動部活動総合⽀援事業  スポーツ健康教育課 11p    
 （再掲）オリンピック・パラリンピックムーブメント推進事業  スポーツ健康教育課 42p    
 （再掲）⻘少年教育施設振興事業費  ⽣涯学習課 65p    

 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 

 スポーツの振興 8 




