
一般会計

令和３年度予算見積額 18,787,940 千円

令和２年度当初予算額 19,637,453 千円

差 引 増 減 額 -849,513 千円

対 前 年 度 比 率 95.7 ％

高等学校等奨学金特別会計

令和３年度予算見積額 201,503 千円

令和２年度当初予算額 248,971 千円

差 引 増 減 額 -47,468 千円

対 前 年 度 比 率 80.9 ％

（注）上記には、人件費を含まない。

令和３年度教育委員会予算見積総括表
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○

令和３年度 教育委員会予算見積の概要

１ 令和３年度予算の基本的な考え方

「第２期教育等の振興に関する施策の大綱」・「第３期高知県教育振興基本計画」に基づく取組
を着実に推進するとともに、コロナ禍においても子どもたちが安定した学校生活を送りながら、
バランスのとれた知・徳・体を育み、変化の激しい社会を生きる力を身につけるために、ICTの
活用による学習活動の進化などにより、一人一人の多様性に応じた個別支援や、厳しい環境にあ
る子どもたちへの支援の一層の充実・強化を図ります。

＜デジタル技術を活用した「学校の新しい学習スタイル」の構築＞
 GIGAスクール構想により整備したタブレット端末を活用し、個々の学ぶ力を引き出し主体的・対
話的で深い学びを実現する「学校の新しい学習スタイル」の実践を目指すとともに、ICTを活用した
「学校における働き方改革」を推進します。

＜多様な子どもたちの社会的自立に向けた教育の充実＞
 貧困の世代間連鎖を教育の力で断ち切るための取組を推進するなど、多様な課題を抱える子ども
たちを誰一人取り残すことがないよう、社会的自立に向けた支援を強化します。

＜不登校への重層的な支援体制の強化＞
 不登校等の児童生徒の学校や社会とのつながりを確保するとともに、学校復帰、社会的自立を実
現する不登校支援を推進します。

＜学校における働き方改革ときめ細かな指導体制の整備＞
 市町村教育委員会や学校、地域と連携し、学校における働き方改革を推進するとともに、「学校
の新しい学習スタイル」を支える環境を整備します。

＜系統的な体力・運動能力の育成に向けた取組強化＞
 系統的に児童生徒の体力・運動能力の向上を図るため、就学前からの計画的・継続的・合理的な
取組を推進します。

＜就学前教育のさらなる充実＞
 就学前教育のさらなる充実を図るため、プロジェクトチーム（幼保支援課、小中学校課、教育事
務所等）を中心に小学校、保育所・幼稚園等の連携強化を図り、各園で育まれた一人一人の子ども
の生きる力の基礎を小学校へ円滑につなぐための取組を支援します。
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単位：百万円
（ ）内は一般財源

主な増減理由

1,753 1,707 ▲ 46

2,897 2,331 ▲ 566

465 437 ▲ 28

1,882 2,430 548

3,900 3,915 15

5,268 3,869 ▲ 1,399

3,472 4,099 627

19,637 18,788 ▲ 849

２ 令和３年度予算見積額

項目 R2当初
予算額

R3当初
見積額

増減
(R3 - R2）

（1,586） （1,504） （▲ 82）

（607） （776） （169）

（361） （334） （▲ 27）

（878） （1,320） （442）

（3,666） （3,762） （96）

（1,658） （2,204） （546）

（2,504） （3,079） （575）

（11,260） （12,979） （1,719）

1　チーム学校の推進

・運動部活動指導員の配置拡充による
事業費の増 72（64）
・全国高等学校総合文化祭の終了に
伴う負担金の減 ▲221（▲221）

2　厳しい環境にある子ども
　　たちへの支援や子どもの
　　多様性に応じた教育の
　　充実

・放課後等学習支援員配置への支援
の拡充による事業費の増 93（51）
・特別支援教育施設の整備終了に伴う
事業費の減 ▲710（46）

3　デジタル社会に向けた教
　　育の推進

・県立学校校務支援システムの更新の
終了に伴う事業費の減▲61（▲56）

4　地域との連携・協働 ・東部地域拠点校の施設整備に係る
事業費の増 336（217）

5　就学前教育の充実 ・保育補助者を雇用する施設への支援
の拡充による事業費の増 14（2）

6　生涯学び続ける環境づく
　　りと安全・安心な教育基
　　盤の確保

・旧陸軍歩兵44連隊跡地整備に係る
事業費の増 369（369）
・県立学校体育館の非構造部材の耐
震化の終了に伴う事業費の減 ▲
1,751（▲12）

７　その他管理運営費 ・東部地域拠点校の整備等に伴う県立
学校の備品購入費の増 276（276）

部　合　計
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１．チーム学校の推進

令和３年度　教育委員会の施策のポイント
※()は一般財源、[]は令和２年度当初予算

　　
学力向上推進対策費
（「高知の授業の未来を創る」推進プロジェクト(授業づくり講座)）

9,753千円  [8,136千円]
(9,753千円) (8,061千円)　

小・中学校における主体的・対話的で深い学びの実現に向けた学習指導の改善・充実を図る
ため、参加者が主体的・協働的に国語や社会、算数・数学、理科、英語、特別の教科　道徳、
複式授業における授業づくりのプロセスを学ぶことができる「授業づくり講座」を実施し、教員が自ら
学び続け、共に高め合い、日常的に授業研究を行う取組を推進します。

高校教育推進費（学校支援チームによる授業改善支援） 
12,171千円  [10,529千円]

(12,171千円) (10,529千円)　
多様な学力の生徒への効果的な指導につなげていくため、学校支援チームと授業改善アドバイ

ザーが学校訪問を行うことで、各学校の学力向上や授業改善に取り組むとともに、ＩＣＴを活用
した効果的な授業実践の取組を推進します。

高校再編推進費（グローバル教育推進事業）    35,652千円 [27,663千円]
(26,645千円)(22,540千円) 　

論理的思考力や判断力、表現力を身につけるとともに、英語運用能力の向上を図り、将来の
グローバル人材として活躍できる資質を育成することを目的とし、グローバル教育を推進します。ま
た、高知国際中学校・高等学校において、国際基準の教育プログラムである国際バカロレア教育
プログラムを導入し、地域や国際社会の発展に貢献するグローバル人材の育成に取り組みます。

学校体育推進費（体力・運動能力向上プログラム推進事業費）    1,591千円
(1,591千円)　

系統的な運動プログラムによって、児童生徒の体力・運動能力向上の取組がどの学校において
も行われるように、小・中学校の9年間を通した体力・運動能力向上プログラムを作成するとともに、
学校教育全体を通した計画的なプログラムの活用により、包括的に体力・運動能力の向上を図り
ます。

拡

新

拡

拡

コ
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１．チーム学校の推進（続き）
　　

学校保健推進費（がん教育総合支援事業、いのちの教育プロジェクト）
3,972千円 [5,375千円]

(3,119千円)(4,404千円)　
新学習指導要領に対応したがん教育の実施を促すため、がん教育の普及・啓発を行うとともに、

地域の実情に応じたがん教育の実施や、専門医・がん経験者等の外部講師の派遣により、がんに
対する正しい理解とがん患者に対する正しい認識及び命の大切さに対する理解の深化を図ります。

また、多様化・複雑化する性に関する問題に対応するため、健康教育における「性に関する指
導」の取組を充実させるとともに、各地域における課題の解決を図るための体制を構築し、「自分
を、相手を、命を大切にできる子どもの育成」の充実を目指します。

幼保連携推進費、教育事務所費等　　　　　　　　 35,213千円  [30,308千円]
(25,243千円) (20,122千円)　

各園で育まれた一人一人の子どもの生きる力の基礎を小学校へ円滑につなぐため、プロジェクト
チーム（幼保支援課、小中学校課、教育事務所等）を中心に小学校、保育所・幼稚園等の
連携をさらに強化し、高知県保幼小接続期実践プランをもとに接続期カリキュラムの見直し･実践
を支援するとともに、保育者の教育・保育の実践力の向上を図るため、アドバイザーや指導主事等
による訪問支援やキャリアアップ研修等の人材育成研修を行います。

拡

　　
高校教育推進費（キャリアアップ事業） 　　　　　 25,545千円 [23,559千円]

(25,545千円) (23,559千円) 　
高等学校において、生徒が自分の進路を具体的にイメージしながら将来を設計していくことがで

きる力を育成するため、大学や企業と連携・協働し、大学・企業見学や就業体験等の機会の充
実を図ります。

　 
教育内容充実費（ICTを活用した教育の実践力向上事業） 　　 13,990千円 

(10,048千円) 　
特別支援教育において、個々の実態に応じてＩＣＴを有効活用する新しい授業への転換を

目指し、大学等と連携した研修や外部人材の活用等により、教員のＩＣＴ活用指導力の向上
を図ります。また、リモートでの職場見学など、ＩＣＴを活用した間接体験を実施するための環境
を整備し、間接体験と直接体験を効率的に組み合せた探究活動に取り組みます。　

施設整備費（新知的障害特別支援学校整備事業）　　　　　　　104,767千円 
(50,337千円)

県中央部の知的障害特別支援学校の狭あい化等の課題解消のため、令和3年3月に移転
予定の高知江の口特別支援学校の現校舎を改修し、新しい知的障害特別支援学校を設置し
ます。　　　　※R3 改修工事 → R4.4月 開校予定（50人規模を想定）

２.　厳しい環境にある子どもたちへの支援や子どもの
　　多様性に応じた教育の充実

新

拡

新

コ
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３.　デジタル社会に向けた教育の推進

高校教育推進費（ICT教育の充実に向けた取組推進事業）
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,931千円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8,718千円)
ＧＩＧＡスクール構想などのＩＣＴ教育の充実が求められるなか、ＧＩＧＡスクールサポー

ターやＩＣＴ支援員を配置するとともに、指定校による先進的な研究及び他校への普及等によ
り、「新しい学習スタイル」に対応したＩＣＴ教育の充実に取り組みます。

情報教育推進費（情報教育推進事業(学習支援プラットフォーム)） 
6,600千円

(6,600千円)
１人１台タブレット端末の活用に不可欠となる良質なデジタル教材や、一人一人の学習理

解の状況を可視化して個別指導に活用できるスタディログ機能を備えた県独自の学習支援プ
ラットフォームにより、ＩＣＴを最大限に活用した学力の向上を図ります。

学力向上推進対策費（学力向上検証サイクル確立事業）　
52,056千円  [38,055千円]

(52,056千円) (38,055千円)
学力調査、質問紙調査、単元テスト等の結果から明らかとなった学力についての課題の改善

状況及び定着状況等を把握し、学習指導の改善・充実に生かすとともに、「学習支援プラット
フォーム」やデジタル教科書も活用しながら、継続的な学力向上検証改善サイクルを確立します。

教育研究指導費（ＩＣＴ活用指導力向上研修等開発事業）     4,000千円
(0千円) 

１人１台タブレット端末を活用し、児童生徒一人一人の学ぶ力を引き出し主体的・対話的
で深い学びを実現する「学校の新しい学習スタイル」の確立に向けて、教員のＩＣＴ活用指導
力の向上を図るため、大学や民間教育事業者等と連携して体系的な研修プログラム等の開発
を行います。

　　　

新

拡

拡

コ

新

コ
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学校・家庭・地域教育支援事業費（地域学校協働活動推進事業） 

97,607千円  [86,893千円]
(51,711千円) (46,380千円)　

学校と地域が連携・協働し、地域ぐるみで子どもたちを見守り育てる体制づくりをさらに推進する
ため、地域学校協働本部の活動内容の充実・質の向上に取り組むとともに、厳しい環境にある子
どもたちの見守り体制を強化した「高知県版地域学校協働本部」への展開を推進します。

施設整備費（新安芸中学校・高等学校(東部地域拠点校)の施設整備）　
976,120千円  [640,318千円]
(220,120千円)　 (3,318千円)　

県立安芸中学校・高等学校と県立安芸桜ケ丘高等学校との統合による、新たな安芸中学
校・高等学校（東部地域拠点校）の施設を整備するため、必要な改修工事及び新校舎等の
建築工事を行います。

教育研究指導費（高知版ＣＯＲＥハイスクール・ネットワーク構築事業）　
16,475千円 

(0千円) 
幡多地域の高等学校に遠隔教育システムを導入し、各校の希望に応じ必要な講座を教育セン

ター及び学校間で相互に配信できる環境を整備します。また、地元自治体等の関係機関と連
携・協働する体制を構築し、地域課題の解決等に関する探究的な学びを実施します。

４.　地域との連携・協働

拡

新

　（再掲）
  　幼保連携推進費、教育事務所費 等 　　　　　　　35,213千円  [30,308千円]

(25,243千円) (20,122千円)

 
　　親育ち支援推進事業費（親育ち支援推進事業費）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,507千円 [6,746千円]

(4,705千円) (4,956千円)
保護者が良好な親子関係や子どもへの関わり方について理解を深め、子育てに対す
る自覚や意欲を高められるよう、保護者や保育者への支援等を実施します。また、基
本的生活習慣について、保育所・幼稚園等における学習会や保護者用パンフレット等を活用した
取組を継続して実施することで、乳幼児期からの望ましい生活習慣の確立を目指します。　　

 
　　保育士等人材確保事業費　  　　　　　　　　　　119,790千円  [108,224千円]              
                                                             (21,577千円)  (18,848千円)

修学資金等の貸付や保育士等の処遇改善・負担軽減に資する取組を支援することにより、保
育士等の確保と定着を図るとともに待機児童の解消につなげます。

５.　就学前教育の充実

拡

拡
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   県立中学校等運営費（中学校夜間学級運営費）　　　　　　　　　　 6,029千円
(5,783千円)

令和３年４月から県立高知国際中学校に夜間学級を開設し、様々な理由により義務教育
を修了できなかった人や、本国で義務教育を終了していない外国籍の人、不登校などの理由で十
分に学校に通うことができなかった人などに学びの場を提供します。

　　生涯学習推進事業費（若者サポートステーション事業実施委託料）
39,493千円  [19,145千円]

(16,212千円) (19,145千円)
中学校卒業時及び高校中途退学時の進路未定者並びにニートやひきこもり傾向にある若者

や、就職氷河期世代（概ね４０歳代）のうち、長期間無業であった方やひきこもり傾向にある
方に対して、「若者サポートステーション」を核とした修学や就労に向けた支援を行うことで、社会的
自立を促進します。

図書館管理運営費（図書館資料電子化等委託料 等） 
10,312千円  [8,464千円]
(9,616千円) (8,464千円)　

電子書籍の充実や、絵図や古文書等の貴重資料のデジタル化を拡充するとともに、ＳＭＳを
活用したインターネット利用時のパスワード発行などの実施により、オーテピア高知図書館における
非来館型サービスの充実を図ります。

高知城保存管理費（高知城緊急防災対策事業）  
170,292千円  [28,314千円]
(85,146千円) (14,157千円)　

県内外から多数の観光客が訪れ、高知県を代表する文化財建造物の一つである高知城にお
いて、防災設備を見直し、設備の追加や老朽化部分の更新など必要な対策を実施します。

文化財管理調査事業費（旧陸軍歩兵44連隊跡地整備活用推進事業費）  
375,178千円  [5,853千円]

(375,178千円) (5,853千円)　
旧陸軍歩兵第44連隊兵営の一部であった国立印刷局高知出張所跡地について、実際に残

された建造物を見学することで歴史や時代背景を学ぶ場として整備するため、当該跡地の取得を
行うとともに、敷地内に遺存する「弾薬庫」と「講堂」の保存修理に必要な基本設計を行います。

６.　生涯学び続ける環境づくりと安全・安心な教育基盤の確保

新

拡

拡

拡

新

コ
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豊かな心を育む教育推進費（不登校支援推進プロジェクト事業）  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  869千円 

 (869千円) 
不登校等、教室での集団学習に適応できない児童生徒の学習意欲を途切れさせないため、

県内４中学校に「校内適応指導教室」を設置し、タブレットの活用による個に応じた学習支援な
どを通して、児童生徒の自立に向けた不登校支援を推進します。

また、不登校や家庭学習の機会が十分でない児童生徒の学習機会の確保のため、モデル地
域を指定し、市町村教育支援センターを拠点とする「学習支援プラットフォーム」を活用した自主
学習の研究を支援します。

　
心の教育センター費（相談支援体制の強化・充実）     

9,252千円  [9,476千円]
 (9,233千円) (9,456千円)

心の教育センターにおいて、土・日曜日の開所により来所相談枠を拡充し、子どもや保護者、
教職員等の相談ニーズにより対応できる体制を整備します。

また、専門的なアセスメントに基づいた児童生徒理解や支援内容等について理解を深めるため、
校内支援会や校内適応指導教室、市町村教育支援センターに、スクールカウンセラーやスクール
ソーシャルワーカーを派遣して指導・助言を行うことにより、重層的な支援体制を強化します。

◆不登校への総合的な対応（６つの基本方針に関わる横断的な取組）
※6つの基本方針に含まれる取組であり、金額は再掲

拡

新
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　　教職員費（市町村立学校諸手当・年末調整システム整備委託料、自動採点
　  システム導入・管理費） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,646千円

(30,646千円) 　
教職員の給与支給事務の業務削減・効率化を図るため、諸手当・年末調整システムを整備

するとともに、テストの採点・集計をデジタル化することにより、業務の効率化やデータの活用による
授業力の向上を図るため、自動採点システムを導入します。

　　教職員費（校務支援員配置事業）　 　　　　　   79,808千円 [34,386千円]
 (53,205千円) (22,924千円)

教員の業務負担の軽減、児童生徒への指導や教材研究等に注力できる体制の整備を図るた
め、学習プリント等の準備や新型コロナウイルス感染症対策の消毒作業等の業務を教員に代わっ
て行う校務支援員（スクール・サポート・スタッフ）の配置に係る経費を支援します。

　　学力向上推進対策費、高校教育推進費（放課後等における学習支援事業 等）
 282,922千円 ［186,387千円]

 (164,106千円) (110,250千円)
市町村や学校が実施する放課後等の補充学習を、基礎学力の定着や家庭学習習慣の確立

等、個々の児童生徒の抱える課題の解決に向けて計画的に実施できるよう充実強化するとともに、　
３つの密を避けるための少人数指導を行う場合などの教員の業務増に対応するために、市町村
が配置する放課後等学習支援員の経費への支援や、県立学校への学習支援員の配置を行い
ます。

学校体育推進費（運動部活動指導員配置事業）
127,845千円 [56,009千円]

 (108,190千円) (44,574千円)
運動部活動指導体制の充実を推進し、顧問教員の負担軽減を図るとともに、運動部活動の

適正化を推進するため、市町村立中学校、県立中学校・高等学校・特別支援学校の運動部
活動に対して、単独での指導や引率ができる運動部活動指導員を配置します。

◆学校における働き方改革の推進（６つの基本方針に関わる横断的な取組）
※6つの基本方針に含まれる取組であり、金額は再掲

新

拡

コ

コ

拡

拡
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　　　　　　「新型コロナ対策・社会構造変化対応枠」に係る取り組み　　　　739,807千円 教育委員会

　・再度の感染拡大に備え、途切れることなく学びを継続できる「新たな学習スタイル」の確立
　・学校における感染防止対策や臨時休業に伴い生じる教員負担の軽減
　・「新しい生活様式」に対応するための行政サービスの充実

事業内容

【図書館資料電子化等委託料、SMS送信サービス】1,676千円
　オーテピア高知図書館の非来館型サービスの充実を図るため、絵図や古文
書等の貴重資料のデジタル化を拡充するとともに、SMSを活用したインター
ネット利用時のパスワード発行等を行う。

【貸し施設インターネット環境整備】941千円
 オーテピアの貸し施設（ホール／研修室／集会室）においてリモート会議
等を実施できるよう、インターネット回線の整備等を行う。

図書館機能の充実(オーテピア)　2,617千円

　デジタル関連 　76,710千円

【情報教育推進事業(学習支援プラットフォーム)】
                                                          6,600千円
　 県立学校及び市町村立学校において、デジタル技術を活用した「学
習スタイル」を実現するための、「学習支援プラットフォーム」の運用保守
を実施する。

【ICTを活用した教育の実践力向上事業】  11,435千円
　特別支援教育において教員のICT活用指導力の向上を図るため、
大学等と連携した研修や専門人材による指導・助言を行います。
　また、リモートでの職場見学など、ICTを活用した間接体験を実施す
るためのICT環境を整備する。

【学びの保障・充実のための取組推進事業】  58,675千円
　多様な学力の生徒への効果的な指導につなげていくため、学
校支援チームと授業改善アドバイザーが学校訪問を行うことで、
各学校の学力向上や授業改善に取り組むとともに、ICTを活用
した効果的な授業実践等の取組を推進します。

【校務支援員(スクール・サポート・スタッフ)配置事業】 49,463千円
【放課後等における学習支援事業】 110,127千円
　 感染症対策や少人数指導など「学校の新しい生活様式」の実践に伴う
教員の業務増に対応するため、放課後等学習支援員や校務支援員の配
置を支援する。

外部人材の活用　159,590千円

背景・課題

・保育所・幼稚園等の感染症対策に要する経費への支援（437,000千円）　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

　その他の取組　500,890千円
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事業のスクラップアンドビルド 教育委員会

見直し（廃止）事業　1.2億円（14件）

先

①防災教育研修会運営支援等委託料（学校安全対策課）
　 1,947千円（うち(一)1,947千円）
　　・休廃止理由：Webの活用等による研修会の実施方法の見直しや、学校を対象とした取組状況アンケート調査の簡便化等、
　　　　　　　　　　　 業務内容の軽減を図ることにより委託事業は廃止する。

②言語能力（論理的思考力）を育む実践研究（高等学校課）
　 454千円（うち(一)454千円）
　　・休廃止理由：これまでの取組により、論理的思考力の育成・指導方法については一定効果が確認できたことから、本事業は廃
　　　　　　　　　　　 止し、今後は学校独自の取組により、引き続き論理的思考力の育成を図っていく。

２．廃止・休止

①特別支援保育・教育推進事業費補助金（幼保支援課） 
　 11,160千円（うち(一)11,160千円）
　　・見直し内容及び理由：特別な支援を必要とする子どもの指導計画の作成や関係機関との連携体制構築など一定効果が確認
　　　　　　　　　　　　　　　　　できたことから、補助率の見直しを行う。

②中学校組織力向上のための実践研究事業（小中学校課） 
　 2,915千円（うち(一)2,915千円）
　　・見直し内容及び理由：中学校における教科の組織的な指導体制の構築や指導方法の改善などにおいて、一定効果が見られ
　　　　　　　　　　　　　　　　　る学校が増えてきたことから、講座の廃止や専門家派遣の縮小等の見直しを行う。

１．見直し・縮小
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①防災教育研修会　【1,392千円】
　・安全教育プログラムに基づく防災教育の実践の在り方や学校防災マニュアルの改善
　　に資する研修を行い、学校における防災教育の質的向上及び教職員の危機管理
　　力の向上を図る。
　　＊学校悉皆研修　「集合研修（半日）※県内３地区で実施 」及び 「Web研修」

②高知県実践的防災教育推進事業　【4,342千円】
　・先進的・実践的な防災教育をモデル地域のある市町村で推進する。
 　(拠点校を中心とした取組の普及・啓発、学校防災アドバイザーの派遣、研修会
　　 の開催、防災キャンプの実施等)＊モデル地域4市町村 拠点校7校予定

③高知県高校生津波サミット　【6,917千円】
　・高校生による主体的な防災活動の充実と防災リーダーの育成を図る。
   ＊実践校10校予定、実践委員20名予定
　　　
④学校防災アドバイザー派遣事業　【477千円】
　・県内の大学等の有識者を学校に派遣し、各校の避難場所・避難経路等について
    専門的知見から助言を行うことを通して、学校防災マニュアルの見直しや避難訓練
　　の改善を図る。
　　＊26回派遣予定（市町村立学校はモデル地域の市町村で派遣）

⑤防災教育指導事業　【2,299千円】
　・防災ハンドブック（高1）、防災教育副読本（小3、中1）の配付等

南海トラフ地震対策研修等事業 【601千円】
　　・防災教育等研修会の開催
　　　　園における防災に対する意識の向上に係る研修や各園の防災マニュアルの検証・情報
　　　　交換等を行い、保育所・幼稚園等の防災力の向上を図る（３か所で実施予定）

｢自分の命は自分で守る｣｢他者や社会の安全に貢献できる」ようになるための

　防災教育の推進　　　  
学校を中心とした取組　 【学校安全対策課】

保育所・幼稚園等への取組　 【幼保支援課】

①県立学校の地震対策の促進 【高等学校振興課：1,074,479千円】　　
　・清水高等学校の高台移転（基本設計等）
　・東部地域拠点校の施設整備（改修・建替工事等）

②保育所・幼稚園等の地震対策の促進 【幼保支援課】

　・高台移転及び高層化に伴う施設整備等への補助（県単独補助）
　　　高台移転2施設 【R2～4債務負担額：171,666千円】

③放課後子ども教室等の安全対策 【生涯学習課：1,650千円】　　

　・放課後子ども教室等の防災対策に係る備品等購入への補助（県単独補助）
　　   防災研修会の開催　３地域で各１回

じしんまん

高知県防災キャラクター

©やなせたかし

　　

・学校で被災後、児童生徒が安全に帰宅できるようになるまでの間(3日・5日)に必要となる
 食料等の備蓄を更新　 【学校安全対策課：18,899千円】
　　＊全学校の備蓄量の５分の１（水34,908リットル、食料33,950食）

教育委員会

学校等の施設内での安全を確保するための
　学校施設等の耐震化等の促進 

                    
　　　R３当初見積額　 　　1,356,387千円
　（ R２当初予算　　　　　3,012,709千円）　　

①高知城石垣の地震対策の推進　【文化財課：85,844千円】
　　石垣カルテの作成(H30～R4年度)、高知公園西ノ丸西側石垣の修理

②建築物の地震対策の推進　【文化財課：23,465千円】  
　　土佐神社、朝倉神社等の修復事業への補助

かけがえのない文化財を次世代に継承するための
　 文化財の防災対策　　　　

被災後安心して学校で避難生活ができるようにするための
　 県立学校等への食料・水等の備蓄  　　
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　　　　　　　　　　　　　　　令和３年度　デジタル化関連予算 教育委員会
Ｒ３当初予算見積額 　133,874千円

【図書館資料電子化等委託料、SMS送信サービス】   3,762千円
　オーテピア高知図書館の非来館型サービスの充実を図るため、絵図や古文書等の
貴重資料のデジタル化を拡充するとともに、SMSを活用したインターネット利用時の
パスワード発行等を行う。

【貸し施設インターネット環境整備】 941千円
 オーテピアの貸し施設（ホール／研修室／集会室）においてリモート会議等を実
施できるよう、インターネット回線の整備等を行う。

【市町村立学校諸手当・年末調整システム整備委託料】
25,828千円

　 教職員の給与支給事務の業務削減・効率化を図るため、諸手
当・年末調整システムを整備する。

【自動採点システム導入・管理費】　4,818千円
　 テストの採点・集計をデジタル化することにより、業務の効率
化やデータの活用による授業力の向上を図るため、自動採点シ
ステムを導入する。

働き方改革　 30,646千円 図書館機能の充実(オーテピア)　　4,703千円

【ICT活用指導力向上研修等開発事業】 4,000千円
　「学校の新しい学習スタイル」の確立に向けて、教員のICT活用指導
力の向上を図るため、大学や民間教育事業者等と連携して体系的な
研修プログラム等の開発を行う。

【高知版COREハイスクール・ネットワーク構築事業】　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,475千円
　 幡多地域の高等学校に遠隔教育システムを導入し、各校の希望
に応じ必要な講座について、教育センター及び学校相互による遠隔
授業を配信できる環境を整備する。

【情報教育推進事業(学習支援プラットフォーム)】　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,600千円
  １人１台タブレット端末の活用に不可欠となる良質なデジタル教材
や、一人一人の学習理解の状況を可視化して個別指導に活用でき
るスタディログ機能を備えた県独自の学習支援プラットフォームにより、
ICTを最大限に活用した学力の向上を図る。

【学力向上検証サイクル確立事業】 52,056千円
　学力調査等の結果から明らかとなった課題の改善状況を把握し、
学習指導の改善・充実に生かすとともに、「学習支援プラットフォーム」
やデジタル教科書を活用しながら、継続的な学力向上検証改善サイ
クルを確立する。　 

その他の取組…教員のICT活用指導力向上(特別支援教育)など　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,394千円

デジタル教育の推進　　98,525千円
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（単位：千円）

細目事業名等 R2当初
予算額

R3当初
予算額

増減
(R3 - R2）

新規・拡充・廃止・組替事業等 担当課名

1,752,622 1,707,058 ▲ 45,564

232,954 347,550 114,596
教職員費 19,521 18,789 ▲ 732 教育政策課
教員専門研修費（職務研修－ＡＬＴ、教科等研修、人権等研
修） 3,103 2,666 ▲ 437 教育政策課

教育研究指導費（研究指導、資質向上） 8,012 9,409 1,397 教育政策課
教員基本研修費（初任者、教職経験者、管理職、事務職員等
研修） 50,055 51,051 996 教育政策課

教科研究センター費 19,011 21,101 2,090 教育政策課

教職員費（教職員人事政策推進費） 989 710 ▲ 279 教職員・福利課
教職員費（校務支援員（スクール・サポート・スタッフ）配置事
業） 34,386 79,808 45,422 【拡】校務支援員の配置（R２：40人→R３：93人） 教職員・福利課

学力向上推進対策費（学力向上のための学校経営力向上支援
事業） 20,761 20,809 48 小中学校課

学力向上推進対策費（組織力向上推進事業） 7,062 8,410 1,348 小中学校課

学力向上推進対策費（コミュニティ・スクール推進事業） 3,955 4,140 185 小中学校課

後掲
学力向上推進対策費（放課後等における学習支援事業、文化
部活動指導員配置事業＜中学校＞） 0 小中学校課

(再掲)
学校・家庭・地域教育支援事業費(地域学校協働活動推進事
業) 0 生涯学習課

学校体育推進費（運動部活動指導員配置事業・地域部活動
推進事業） 66,099 130,657 64,558

【廃】運動部活動サポート事業
【拡】運動部活動指導員の配置
【新】地域部活動推進事業

保健体育課

(再掲) スクールカウンセラー等活用事業 0 人権教育・児童生徒課

(再掲) スクールソーシャルワーカー活用事業 0 人権教育・児童生徒課

1,519,668 1,359,508 ▲ 160,160
教育研究指導費（英語教育強化プロジェクト事業） 873 1,046 173 教育政策課
学力向上推進対策費（「高知の授業の未来を創る」推進プロジェ
クト事業、理科教育推進プロジェクト、英語教育強化プロジェクトほ
か）

85,670 87,844 2,174 小中学校課

豊かな心を育む教育推進費（道徳教育実践充実プラン） 3,638 2,563 ▲ 1,075 小中学校課

豊かな心を育む教育推進費（キャリア教育強化プラン） 482 570 88 小中学校課

学力向上推進対策費（文化部活動指導員配置事業＜中学校
＞） 3,344 2,599 ▲ 745 小中学校課

高校教育推進費（学びの保障・充実のための取組推進事業
（ICT教育の充実に向けた取組推進事業を除く）、多様な学力・
進路希望に対応した指導の充実）

127,074 128,945 1,871 【新】学びの保障・充実のための取組推進事業 高等学校課

高校教育推進費（目的意識の醸成や社会性の育成に向けた取
組の推進） 36,171 40,414 4,243 高等学校課

高校教育推進費（感性を育む教育推進費） 241,933 4,248 ▲ 237,685 【廃止】全国高等学校総合文化祭実行員会負担金 高等学校課

高校教育推進費（学びの保障・充実のための取組推進事業、多
様な学力・進路希望に対応した指導の充実、目的意識の醸成や
社会性の育成に向けた取組の推進、夜間中学校の設置促進事
業、感性を育む教育推進費を除く）

42,502 60,315 17,813 【新規】次世代地域産業人材育成事業（各学校の特性を生か
した変化に対応する次世代地域産業人材の育成） 高等学校課

教職員資質向上対策費 3,394 3,882 488 高等学校課

国際交流活動推進費 151,787 152,510 723 高等学校課

中学生学力推移調査 3,453 3,186 ▲ 267 高等学校課

就職支援対策事業費 34,967 34,967 0 高等学校課

森林環境保全事業費 1,822 2,099 277 高等学校課

学校給食推進費（食育推進支援事業を除く）・学校保健推進
費・学校体育推進費（運動部活動指導員配置事業・県立学校
運動部活動活性化事業・地域部活動推進事業・県立学校体育
施設開放事業を除く）

145,484 173,976 28,492 【新】体力・運動能力向上プログラム推進事業 保健体育課

(再掲)
学校体育推進費（運動部活動指導員配置事業・地域部活動
推進事業） 0 保健体育課

学校体育推進費（県立学校運動部活動活性化事業） 9,051 7,090 ▲ 1,961 【廃】青少年体力向上事業（運動部活動課題解決研修会） 保健体育課

人権教育推進費（事務費を除く） 8,288 5,527 ▲ 2,761 【廃】四国地区人権教育研究大会 R2高知大会 人権教育・児童生徒課

高知夢いっぱいプロジェクト推進事業 5,986 7,109 1,123 人権教育・児童生徒課

生徒指導推進事業 30,447 26,562 ▲ 3,885 【新】不登校支援推進プロジェクト事業
【廃】学習指導研究員の配置　　

人権教育・児童生徒課

いじめ防止対策等総合推進事業 9,746 8,975 ▲ 771 【拡】スクールロイヤー活用事業 人権教育・児童生徒課

相談支援体制充実費 573,556 605,081 31,525
【組替】心の教育センター会計年度任用職員（SC・SSW）
　　心の教育センター費（相談支援事業費）
　　→豊かな心を育む教育推進費（相談支援体制充実費）

人権教育・児童生徒課

令和３年度  教育委員会　施策体系表

１．チーム学校の推進

（１）チーム学校の基盤となる組織力の強化

（２）チーム学校の推進による教育の質の向上

第２期教育等の振興に関する施策の大綱及び第３期教育振興基本計画の推進
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（単位：千円）

細目事業名等 R2当初
予算額

R3当初
予算額

増減
(R3 - R2）

新規・拡充・廃止・組替事業等 担当課名

令和３年度  教育委員会　施策体系表
第２期教育等の振興に関する施策の大綱及び第３期教育振興基本計画の推進

2,897,290 2,330,711 ▲ 566,579

2,022,912 2,127,139 104,227
(再掲) 教員専門研修費（課題別研修－家庭支援推進保育講座） 0 教育政策課

(再掲) 幼児教育の推進体制充実事業費 0 幼保支援課

多機能型保育支援事業費 11,767 10,933 ▲ 834 幼保支援課

保育サービス等推進総合補助金 51,486 71,350 19,864 幼保支援課

特別支援保育・教育推進事業費(医療的ケア児加配除く) 29,417 25,258 ▲ 4,159 幼保支援課

特別支援保育・教育推進事業費(医療的ケア児加配) 8,170 6,704 ▲ 1,466 幼保支援課

多子世帯保育料軽減事業費補助金 85,576 89,060 3,484 幼保支援課

学力向上推進対策費（放課後等における学習の場の充実） 173,335 266,122 92,787 【拡】放課後等における学習支援事業 小中学校課

後掲 学力向上推進対策費（コミュニティ・スクール推進事業） 0 小中学校課

高等学校等奨学金特別会計操出金 19,590 19,546 ▲ 44 高等学校課

高等学校等就学支援金事業費 1,512,734 1,520,462 7,728 高等学校課

(再掲) 高校教育推進費（学習支援員） 0 高等学校課

就学奨励費 119,065 106,536 ▲ 12,529 特別支援教育課

(再掲)
学校・家庭・地域教育支援事業費(地域学校協働活動推進事
業、新・放課後子ども総合プラン推進事業※南トラ除く) 0 生涯学習課

学校給食推進費（食育推進支援事業） 1,305 916 ▲ 389 保健体育課

(再掲) 相談支援体制充実費 0 人権教育・児童生徒課

相談支援事業費（心の教育センター） 9,476 9,252 ▲ 224
【組替】心の教育センター会計年度任用職員（SC・SSW）
　　心の教育センター費（相談支援事業費）
　　→豊かな心を育む教育推進費（相談支援体制充実費）

人権教育・児童生徒課

研修・講座費（心の教育センター） 919 1,000 81 人権教育・児童生徒課

いじめ・不登校等対策費（心の教育センター） 72 0 ▲ 72 【廃】スマイルふれんど派遣研究事業 人権教育・児童生徒課

874,378 203,572 ▲ 670,806
教員専門研修費（職務研修－新担研修・通級、課題別研修－
特別支援教育セミナー、幼保研修ーオンデマンド研修） 1,686 1,506 ▲ 180 【組替】出張保育セミナー → オンデマンド研修へ 教育政策課

(再掲) 幼児教育の推進体制充実事業費 0 幼保支援課

(再掲) 特別支援保育・教育推進事業費 0 幼保支援課

職業教育実習費 6,282 8,830 2,548 特別支援教育課

学校指導費（特別支援教育ステップ21） 496 595 99 特別支援教育課

教育内容充実費 13,705 51,473 37,768 特別支援教育課

特別支援教育推進費（3-(1)除く） 10,888 10,199 ▲ 689 特別支援教育課

施設整備費 841,321 130,969 ▲ 710,352 【廃】病弱特別支援学校整備事業 特別支援教育課

(再掲) 高等学校における特別支援教育推進のための事業 0 特別支援教育課

465,512 437,390 ▲ 28,122

449,183 404,717 ▲ 44,466

情報教育推進費（校務支援システムに係る事業費を除く） 248,433 265,906 17,473 【新】ICT支援員能力開発事業 教育政策課

情報教育推進費（校務支援システム） 188,599 127,454 ▲ 61,145 【廃】県立学校公務支援システムの更新 教育政策課

教育研究指導費（遠隔教育推進事業費） 11,394 10,614 ▲ 780 【拡】授業・補習配信環境の整備、遠隔教職員研修会場の増 教育政策課

高等学校における特別支援教育推進のための事業 757 743 ▲ 14 特別支援教育課

16,329 32,673 16,344
プログラミング教育推進事業費（R元：次世代型ＩＣＴ活用教
育推進事業費） 597 0 ▲ 597 【組替】情報教育推進事業費へ組替 教育政策課

教育研究指導費（教育センターICT等整備事業） 13,121 20,543 7,422 【新】ICT活用指導力向上研修等開発事業
【新】幡多ＣＯＲＥハイスクール・ネットワーク構築事業 教育政策課

学力向上推進対策費（情報教育推進リーダー養成事業） 2,611 2,199 ▲ 412 小中学校課

高校教育推進費（ICT教育の充実に向けた取組推進事業） 9,931 9,931 【新】ICT教育の充実に向けた外部人材の活用 高等学校課

(再掲) 高校教育推進費（大学の学び体験事業） 0 高等学校課

1,881,910 2,430,068 548,158

1,083,071 1,625,720 542,649
教育版「地域アクションプラン」推進事業費 133,857 127,126 ▲ 6,731 教育政策課

(再掲) 教育研究指導費（遠隔教育推進事業費） 0 教育政策課

学力向上推進対策費（中山間地域における多様な教育機会の
確保） 1,569 2,081 512 小中学校課

２.厳しい環境にある子どもたちへの支援や子どもの多様性に応じ
た教育の充実

（１）多様な課題を抱える子どもへの支援の充実

（２）特別支援教育の充実

３.デジタル社会に向けた教育の推進

（１）先端技術の活用による学びの個別最適化

（２）創造性を育む教育の充実

４．地域との連携・協働

（１）中山間地域をはじめとする各地域の教育の振興
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（単位：千円）

細目事業名等 R2当初
予算額

R3当初
予算額

増減
(R3 - R2）

新規・拡充・廃止・組替事業等 担当課名

令和３年度  教育委員会　施策体系表
第２期教育等の振興に関する施策の大綱及び第３期教育振興基本計画の推進

高校再編推進費 86,537 275,943 189,406 【組替】高等学校の魅力化・情報発信事業、地域との協働による
高等学校教育改革推進事業

高等学校振興課

施設整備費 861,108 1,220,570 359,462 再編振興計画に基づく統合校等の施設整備による増 高等学校振興課

798,839 804,348 5,509
(再掲) 学校安全推進費（地域ぐるみの学校安全体制整備） 0 学校安全対策課

(再掲) 多機能型保育支援事業費 0 幼保支援課

(再掲) 親育ち支援推進事業費 0 幼保支援課

再掲 学力向上推進対策費（コミュニティ・スクール推進事業） 0 小中学校課

学校・家庭・地域教育支援事業費(地域学校協働活動推進事
業、新・放課後子ども総合プラン推進事業※南トラ除く) 793,302 797,433 4,131 生涯学習課

社会教育振興費(PTA活動振興事業) 434 483 49 生涯学習課

学校・家庭・地域教育支援事業費(家庭教育支援基盤形成事業
費) 5,103 6,432 1,329 【組替】ブックスタート応援事業（生涯学習推進事業費より） 生涯学習課

3,899,684 3,915,019 15,335

3,892,938 3,908,512 15,574
教員専門研修費（課題別研修ー保幼小接続・家庭支援、幼保
研修ー保育技術専門講座・認可外保育・園評価・児童虐待） 1,717 2,563 846 【新】園評価に関する研修 教育政策課

教員基本研修費（保育者研修） 7,763 7,948 185 教育政策課

幼保団体等研修推進事業費補助金 2,295 2,380 85 幼保支援課

幼児教育の推進体制充実事業費(特別支援研修等除く) 15,135 15,630 495 幼保支援課

幼児教育の推進体制充実事業費(特別支援研修等) 850 0 ▲ 850 【廃】特別な支援を要する子どもへの対応力向上のための研修等 幼保支援課

保幼小連携・接続推進支援事業費 4,070 3,410 ▲ 660 幼保支援課

(再掲) 保育サービス等推進総合補助金 0 幼保支援課

(再掲) 多機能型保育支援事業費 0 幼保支援課

認可化移行運営費支援事業費補助金 3,066 2,858 ▲ 208 幼保支援課

(再掲) 特別支援保育・教育推進事業費 0 幼保支援課

保育士等人材確保事業費 108,224 119,790 11,566 【新】保育補助者雇上強化事業費補助金 幼保支援課

子ども・子育て支援事業費 3,647,384 3,666,471 19,087 幼保支援課

私立幼稚園振興費 102,434 87,462 ▲ 14,972 幼保支援課

6,746 6,507 ▲ 239

親育ち支援推進事業費 6,746 6,507 ▲ 239 幼保支援課

0

5,267,881 3,868,816 ▲ 1,399,065

1,161,578 1,055,251 ▲ 106,327
志・とさ学びの日推進費 1,454 2,759 1,305 【新】県制150年記念事業（R3のみ） 教育政策課

高校教育推進費（夜間中学校の設置促進事業） 1,241 1,241 0 高等学校課

県立中学校運営費（中学校夜間学級運営費） 6,029 6,029 【新規】中学校夜間学級開設に伴う運営費（施設管理等） 高等学校課

社会教育振興事業費(※PTA活動振興事業、管理費除く) 8,150 7,564 ▲ 586 【廃】郷土学習支援事業委託料 生涯学習課

(再掲)
学校・家庭・地域教育支援事業費(地域学校協働活動推進事
業、新・放課後子ども総合プラン推進事業※南トラ除く) 0 生涯学習課

青少年教育施設管理運営費(※人件費、青少年教育施設振興
事業費、南トラ除く) 327,611 370,264 42,653 生涯学習課

青少年教育施設管理運営費(青少年教育施設振興事業費) 4,585 4,527 ▲ 58 生涯学習課

環境学習推進事業費 4,840 6,382 1,542 【廃】子ども地域学習推進事業、【新】森林活用指導者育成事
業 生涯学習課

生涯学習推進事業費(※若者の学びなおしと自立支援事業費、
永国寺第2ビル管理費除く) 87,468 90,299 2,831 生涯学習課

生涯学習推進事業費(若者の学びなおしと自立支援事業費) 50,674 69,100 18,426

【新】地域における学びを通じたステップアップ支援促進事業委託
料、【新】第四次高知県子ども読書活動推進計画策定及び啓
発事業、【新】市町村図書館等振興事業、【拡】若者サポートス
テーション事業実施委託料（就職氷河期世代（40歳代）への
就職支援の強化）、【廃】学びを通じたステップアップ支援促進事
業委託料、【組替】ブックスタート応援事業（学校・家庭・地域教
育支援事業費へ)

生涯学習課

図書館管理運営費(※人件費除く) 675,555 497,086 ▲ 178,469 【新】SMS送信サービス、【新】貸し施設インターネット環境整備
新図書館情報システム再構築作業等の終了による減 生涯学習課

289,729 937,525 647,796

（２）学校・家庭・地域の連携・協働の推進

５.就学前教育の充実

（１）就学前の教育・保育の質の向上

（２）親育ち支援の充実

６．生涯学び続ける環境づくりと安全・安心な教育基盤の確保

（１）生涯にわたって学び地域社会に生かす環境づくり

（２）文化財の保存・活用
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（単位：千円）

細目事業名等 R2当初
予算額

R3当初
予算額

増減
(R3 - R2）

新規・拡充・廃止・組替事業等 担当課名

令和３年度  教育委員会　施策体系表
第２期教育等の振興に関する施策の大綱及び第３期教育振興基本計画の推進

高知城保存管理費 167,139 316,661 149,522
【新】高知城天守・懐徳館・納戸蔵・西多聞外壁漆喰補修工
事、高知公園西ノ丸西側石垣改修工事、高知城防災設備工
事監理委託料、高知城防災設備工事

文化財課

文化財管理調査事業費 64,543 443,791 379,248 【新】旧陸軍歩兵第44連隊跡地公有財産購入費 文化財課

埋蔵文化財発掘調査事業費 12,216 129,399 117,183 文化財課

埋蔵文化財センター管理運営費 45,831 47,674 1,843 文化財課

3,816,574 1,876,040 ▲ 1,940,534
教職員住宅の耐震化等 22,368 ▲ 22,368 耐震改修工事の実施（大方高校井ノ谷山宿舎）による増 教職員・福利課

維持修繕費 1,939,076 188,766 ▲ 1,750,310 【廃】県立学校非構造部材耐震化事業 学校安全対策課

施設整備費 1,280,361 888,669 ▲ 391,692 【廃】市町村立学校等空調設備整備促進事業 学校安全対策課

学校安全推進費（地域ぐるみの学校安全体制整備含む） 209,498 200,140 ▲ 9,358 【組替】学校安全総合支援事業 学校安全対策課

文教施設等災害復旧事業費 10,000 10,000 0 学校安全対策課

保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 420,000 420,000 【新】保育所等の新型コロナウイルス感染症対策に要する経費を
補助 幼保支援課

保育所・幼稚園等施設整備事業費 99,477 44,374 ▲ 55,103 幼保支援課

保育所・幼稚園等南海トラフ地震対策事業費 45,480 601 ▲ 44,879 幼保支援課

青少年教育施設整備事業費 61,713 121,840 60,127 施設の修繕工事等の実施による増 生涯学習課

学校・家庭・地域教育支援事業費(新・放課後子ども総合プラン
推進事業南トラ分) 626 1,650 1,024 生涯学習課

施設整備費（心の教育センター） 147,975 ▲ 147,975 【廃】心の教育センター建替関連経費 人権教育・児童生徒課

3,472,554 4,098,878 626,324

19,637,453 18,787,940 ▲ 849,513

（３）児童生徒等の安全の確保

７．その他管理運営費
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