
Ⅲ 心豊かなしまね

１．教育の充実
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

116 特需 高等学校校舎等整備 158 耐震対策の実施 教育委員会

部局 事業 ・屋内運動場のバスケットゴールの落下防止対策 [教育施設課]

117 特需 特別支援学校校舎等 468 「しまね特別支援教育推進プラン」の実現等のために校舎等 教育委員会

部局 整備事業費 を計画的に整備 [教育施設課]

・生徒急増に伴う狭隘化解消

松江養護、出雲養護学校校舎等整備

118 特需 まなびや環境整備事 517 生徒の安全を確保するとともに、安心して学業に専念できる 教育委員会

業 よう、所要の修繕を実施 [教育施設課]

・学校生活環境の改善

トイレの洋式化、寄宿舎の修繕等

・安全・安心対策

地下オイルタンク改修等

・学校・部活動環境の改善

教室棟・体育館等の床改修等

119 義務 特色ある学校づくり 405 小学校1年生及び2年生の1学級の児童数が31人以上の学校に 教育委員会

を支援する30人学級 ついて、学校の実態等を踏まえ、30人学級編制又はスクールサ [学校企画課]

編制 ポート事業（非常勤講師の配置）を実施

（島根スクールサポ

ート事業）

（30人学級編制）

120 義務 小中学校を通じた少 647 小学校3～6年生、中学校1～3年生の36人以上の学級について、 教育委員会

人数教育推進事業 35人学級編制を実施 [学校企画課]

(35人学級編制によ

るきめ細かな指導環

境の整備）

121 義務 不登校及び問題行動 97 環境が大きく変化する中学校１年生を対象に、生活面・学習 教育委員会

未然防止のための非 面からきめ細かい支援を行うため必要性の高い大規模校に非常 [学校企画課]

常勤講師配置事業 勤講師を配置

（中学校クラスサポ

ート事業）
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122 義務 特別な支援のための 340 小学校の通常の学級に在籍する、ＬＤ（学習障がい）、ＡＤ 教育委員会

非常勤講師配置事業 ＨＤ（注意欠陥多動性障がい）、高機能自閉症等発達障がいの [学校企画課]

（にこにこサポート ある児童に対して、その一人一人の教育的ニーズを把握し、当

事業） 該児童の持てる力を高め生活面や学習上の困難を克服するため

非常勤講師を配置

小・中学校の特別支援学級のうち、多人数の学級に対して非

常勤講師を配置

123 義務 自学室等で個別指導 85 不登校等の個別の支援を必要とする生徒への対応として、自 教育委員会

の充実に係る非常勤 学教室等を設置して個別に指導を行う必要のある中学校のう [学校企画課]

講師配置事業 ち、特に必要がある学校に非常勤講師を配置

（学びいきいきサポ

ート事業）

124 部局 学力育成推進事業 87 児童生徒の基礎的な知識・技能の定着や活用力の伸長を図 教育委員会

るため、市町村と連携し、教員の指導力向上や授業の質の向 [教育指導課]

上など、学力育成の取組を推進

・学力の課題を踏まえた指導の充実

・授業リーダーの養成と活用

・児童生徒の活用する力を伸ばす指導の充実

・先進的なカリキュラムや指導方法の開発、研究

125 部局 子ども読書活動推進 233 学校図書館の充実と活性化を図るとともに、図書館を活用し 教育委員会

事業 た教育を推進 [教育指導課]

・小中学校 [特別支援教育課]

学校司書等配置事業 [社会教育課]

学校図書館活用教育研究事業

学校司書の研修

・高等学校

学校司書が配置されない12学級未満の県立高校17校に学

校司書を配置し、読書活動や図書館活用教育を推進

学校司書の研修、図書の整備

・特別支援学校

全校に学校司書を配置

学校司書の研修、図書の整備

・家庭等における親子で本に親しむ活動を推進

しまね子ども読書フェスティバル
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126 創生 明日のしまねを担う 67 社会的・職業的に自立し、地域・社会への貢献意欲を持っ 教育委員会

部局 キャリア教育推進事 た人間の育成に向け、発達の段階を踏まえ「生きる力」を連 [教育指導課]

業 続的・協働的に育成

・小中学校

みんなのまちづくりプロジェクト事業

・高等学校、特別支援学校高等部

働くことを学ぼう事業

学びを活かそう事業

127 部局 しまねのふるまい推 9 乳幼児期からの教育・養育環境を充実し、規範意識や基本的 教育委員会

進プロジェクト事業 な生活行動・生活習慣などの「ふるまい」を、子どもとその保 [教育指導課]

護者、さらに全ての世代への定着を図るための事業を実施 [社会教育課]

128 創生 食の縁結び甲子園事 20 高校生の創造力・コミュニケーション力を高め、地域理解と 教育委員会

業 貢献意欲の育成を目的に、島根の食材と参加者の地域食材を融 [教育指導課]

合させた料理コンテストの全国大会を開催

129 新規 創生 教育魅力化推進事業 158 「離島・中山間地域の高校魅力化・活性化事業」の成果を 教育委員会

部局 活用し、高校だけでなく、幼稚園・保育所等から小学校・中 [教育指導課]

学校・特別支援学校等も含めた地域総がかりで社会に開かれ

た魅力ある教育環境をつくり、次の地域社会を担う魅力ある

人づくりと新たな人の流れを創出する地域づくりを推進

130 部局 悩みの相談・不登校 262 いじめ、不登校等の課題に対し、未然防止や早期発見・対応 教育委員会

対策事業 を推進 [教育指導課]

・生徒指導体制充実強化事業

いじめ対応支援事業（アンケート調査）

いじめ等対応アドバイザー事業

・悩みの相談事業

スクールカウンセラー配置事業

スクールソーシャルワーカー活用事業

子どもと親の相談員配置事業

心の相談事業（電話相談）

・不登校対策推進事業

教育支援センター等運営支援

・こころ・発達教育相談事業
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131 新規 部局 インクルーシブ教育 24 障がいのある者と障がいのない者が可能な限り共に学ぶ仕組 教育委員会

システム構築事業 みであるインクルーシブ教育システムを構築 [特別支援教育課]

・特別支援学校の相談機能強化等

・障がいのある児童生徒に多様な学びの場を提供

132 義務 特別支援学校職業教 12 特別支援学校に進路指導の代替講師を配置し、在校生の職場 教育委員会

部局 育・就業支援事業 体験受け入れ先の開拓、卒業生のアフターケアなど、希望や適 [特別支援教育課]

性に応じた進路先の確保やその定着を推進

133 部局 障がい者就業支援事 70 特別支援学校高等部卒業生等を特別支援学校の非常勤嘱託員 教育委員会

業 として企業に近い形で雇用し、職業能力や職業意識の向上を図 [特別支援教育課]

り数年以内の一般就労を支援

134 部局 子どもの体力向上 7 学校・家庭・地域が連携し、発達段階に応じた多様な動きや 教育委員会

支援事業 遊び方の提供により子供の体力向上を目指す取組を推進 [保健体育課]

・未就学児の体力向上支援

・幼保・小・中・地域連携による運動好きな子どもの育成

・レクリエーションによる体力向上支援

135 部局 競技スポーツ普及強 116 国体等全国規模で活躍できるアスリートの育成と次世代を担 教育委員会

化推進事業 う子どもたちへの魅力的な競技環境を提供 [保健体育課]

・遠征費、合宿費等の補助

・競技団体等への医・科学的サポート

・競技団体による競技普及や選手強化活動の支援

136 部局 学校部活動へのふる 34 中学・高校の部活動において指導する教職員がいない場合 教育委員会

さと人材活用事業 に、地域の指導者を派遣 [保健体育課]

・運動部活動外部指導者派遣事業 [社会教育課]

・ふるさとティーチャー派遣事業（文化部）

137 創生 公民館を核とした 28 市町村が地域の教育資源を活用し、地域づくりに主体的に参 教育委員会

持続可能な地域づ 画しようとする人づくりを進めるために、地域の拠点である公 [社会教育課]

くり推進事業 民館機能の強化及び公民館活動の充実を図る取組を支援
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138 部局 結集！しまねの子育 129 地域住民が積極的に子どもの教育や子育て支援に関わる環境 教育委員会

て協働プロジェクト づくりを進め、学校・家庭・地域住民の連携、協力を推進 [社会教育課]

・ふるさと教育推進事業

・結集！しまねの子育て協働プロジェクト支援事業

市町村が実施する学校支援、放課後支援、家庭教育支援

等の経費を助成

139 創生 困難を有する子ども 21 社会生活を営む上で困難を有する子ども・若者に対する広域 健康福祉部

・若者支援事業 的な支援体制を構築するため、市町村の取組を支援 [青少年家庭課]

・農業等との連携による自立支援モデル事業

・居場所の提供事業、社会体験事業等

140 創生 しまね私立学校魅 54 私立高等学校及び専修学校が行う県内定住を促進するため 総務部

部局 力づくり・ひとづ の下記の取組を支援 [総務課]

くり促進事業 ・魅力づくり対策

私立高等学校及び専修学校が県外生を確保するために

実施する取組

私立高等学校における寮の整備・改修、部活動の備品

整備等

・ひとづくり対策

専修学校における職業教育の水準の維持向上を図るこ

とを目的とした職業実践専門課程の設置

専修学校における県内就職の取組

141 創生 島根県立大学学部等 2,951 県立大学短期大学部の四年制化に伴う施設整備 総務部

設置事業 ・出雲キャンパス工事費、備品整備 [総務課]

・松江キャンパス設計費、工事費


