
平成31年度 平成30年度

教 育 委 員 会 96,998,711 97,941,116

<教 育 総 務 局>
○31 ○30

総 務 課
Ⅰ 事 務 局 費

1. 教育広報事業 ○単 16,531 16,362 教育委員会広報活動の推進、教育放送番組の制作・放送及

び広報紙の発行に要する経費

Ⅱ 教育連絡調整費

1. 教育改革推進事業 ○単 1,931 2,375 社会情勢を踏まえ、県民ニーズに的確に応える教育改革を

推進するため、有識者による審議会等の開催、他県との研

究・協議等に要する経費

2. 高校生のための和歌山 1,406 1,443 日本を代表する様々な分野のオピニオンリーダーによる教

未来塾事業 ○単 育講演会の開催に要する経費

3. ＩＣＴ活用教育推進プ 172,361 172,463 教員のＩＣＴ活用指導力を向上させるための研修の実施及

ロジェクト事業 ○単 び校務用パソコンの賃貸借に要する経費

Ⅲ 教育振興費（中学校費）

1. 県立中学校一般運営費 43,925 43,882 県立中学校５校の運営に要する経費

事業 ○単

Ⅳ 全日制高等学校管理費

1. 全日制高等学校一般運 1,131,954 1,123,753 全日制高等学校29校４分校の運営に要する経費

営費事業 ○単

Ⅴ 定時制高等学校管理費

1. 定時制高等学校一般運 72,960 71,584 定時制高等学校９校の運営に要する経費

営費事業 ○単

Ⅵ 教育振興費（高等学校費）

1. 全日制高等学校遠距離 7,770 8,328 修学機会均等を図るため、特別地域（山間・へき地）から

通学費等補助金事業 ○単 修学する高校生の通学費等の補助に要する経費

2. 定時制、通信制修学奨 5,735 5,914 定時制及び通信制高等学校に修学する勤労学生の経済的負

励事業 ○単 担を軽減し、修学を奨励するために要する経費

3. 教育設備等整備事業○補○単 255,916 235,835 県立高等学校の情報教室パソコンの賃貸借及び教材備品等

の整備充実に要する経費

4. 高等学校就学支援事業 2,260,165 2,375,266 公立高等学校の授業料支援に要する経費

○補○単

5. ○新県立南部高等学校再 56,991 － 南部高等学校の学科再編に係る実習用の備品等の整備に要

編整備事業 ○単 する経費

Ⅶ 学 校 建 設 費

1. 校地等整備事業 ○単 76,397 136,945 県立高等学校における校地（運動場・実習地外）等の整備

に要する経費

海南高等学校海南校舎テニスコート外３施設
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2. 大規模改造事業 ○単 793,540 524,186 県立高等学校における概ね築後20年以上の老朽建物の大規

模改造に要する経費

和歌山北高等学校北校舎体育館外２施設

3. 校舎等増改築事業 ○単 626,184 516,662 県立高等学校における多様化する教育ニーズに対応するた

めの校舎等の増改築に要する経費

南部高等学校実習棟新築

Ⅷ 通 信 教 育 費

1. 通信制高等学校一般運 14,205 14,205 通信制高等学校３校の運営に要する経費

営費事業 ○単

Ⅸ 特別支援学校費

1. 特別支援学校一般運営 592,594 563,340 特別支援学校11校の運営に要する経費

費事業 ○単

Ⅹ 教育振興費（特別支援学校費）

1. 特別支援学校教育設備 63,183 60,103 特別支援学校の教材備品等の整備充実に要する経費

等整備事業 ○単

2. 就学奨励事業 ○補 194,308 192,182 特別支援学校の児童・生徒の就学に必要な経費を支弁し、

保護者等の経済的負担の軽減を図るために要する経費

Ⅺ 特別支援学校建設費

1. 特別支援学校校舎等整 222,728 49,631 特別支援学校の校舎等修繕、諸施設の整備に要する経費

備事業 ○補 紀伊コスモス支援学校教室棟外３施設

2. 南紀・はまゆう支援学 173,685 82,792 南紀支援学校・はまゆう支援学校の統合に伴う校舎等の建

校再編整備事業 ○補 築に要する経費

<生 涯 学 習 局>

生 涯 学 習 課
Ⅰ 教育連絡調整費

1. 人権教育推進事業 ○受○単 4,716 4,752 人権に関わる様々な問題の解決を目指し、学校教育におけ

る人権教育の推進を図るために要する経費

2. 奨学のための給付金 438,401 452,112 低所得世帯における授業料以外の教育費負担を軽減するた

（公立分）事業 ○補 めの給付金に要する経費

3. 和歌山県大学生等進学 96,258 72,258 意欲と能力が高い低所得世帯の学生でＵターン志望者に対

給付金事業 ○単 する大学等への進学給付金に要する経費

Ⅱ 社会教育総務費

1. 生涯学習推進の基盤整 948 844 生涯学習推進の基盤整備を図るため、「きのくに学びの日」

備事業 ○単 の啓発及び学習の成果を生かせる活動の支援に要する経費

2. 人権教育総合推進事業○単 10,794 10,809 すべての人々の人権が真に尊重される地域社会づくりを目

指して、広く人々の人権問題に対する理解と認識を深め、

差別意識の解消を図るとともに、人権に関わる様々な問題

の解決に資するために要する経費

3. 地域ふれあいルーム推 16,474 17,633 放課後や週末等における安全・安心な子供の居場所（放課

進事業 ○補 後子ども教室・土曜日等子ども教室）開設に要する経費
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4. きのくに共育コミュニ 14,207 13,865 学校・家庭・地域の連携協力による「地域共育コミュニテ

ティ事業 ○補○受 ィ」の形成を通じ、きのくにコミュニティスクール導入・

充実に向けた学校支援活動や家庭教育支援活動、訪問型家

庭教育支援体制の構築等を推進するために要する経費

5. 子どもの居場所づくり 18,353 23,076 放課後等にひとりで過ごさなければならない子供の居場所

事業 ○補 づくりを行い、学習支援等を実施する市町村への補助等に

要する経費

6. ○新学びのセーフティネ 15,557 － 年齢又は国籍等にかかわりなく、義務教育未修了者、日本

ット事業 ○単 語支援が必要な人（日本人の配偶者等）、その他学び直し

を希望する社会人を対象とした「学び直し講座」を提供す

るために要する経費

Ⅲ 視聴覚教育費

1. 文化情報センター運営 15,438 15,053 県民の生涯学習活動を支援するため、学習情報の提供・相

事業 ○単 談、学習機会の提供、自主活動の支援及び活動・交流の場

の提供等を行う文化情報センターの運営に要する経費

Ⅳ 図 書 館 費

1. 本館管理運営事業 ○単 102,660 142,647 県立図書館（紀南図書館を除く）の維持管理、運営に要す

る経費

2. 市町村等図書館活動支 1,488 1,264 県の中核図書館として、市町村の拠点整備を支援し、当該

援事業 ○単 拠点を通じた資料の貸出しや情報提供とともに、子供の読

書活動を推進する等、県内図書館活動の支援に要する経費

3. 蔵書充実事業 ○単 62,535 62,571 県の中核図書館として、広く県民の生涯学習ニーズに応え

る情報の提供や青少年の健全育成のための図書資料等の整

備充実に要する経費

4. 館内サービス充実事業○単 8,391 8,373 県民に開かれた生涯学習活動の拠点施設として、利用環境

を整備するために要する経費

5. 南葵音楽文庫事業 ○単 57,274 37,511 寄託された紀州徳川家ゆかりの南葵音楽文庫を保管・整備

するとともに、文庫を活用した啓発・普及活動に要する経

費

ス ポ ー ツ 課
Ⅰ 体 育 振 興 費

1. ゴールデンキッズ発掘 16,298 15,898 県内の優れた素質を有する子供達の発掘・育成に要する経

プロジェクト事業 ○単 費

2. 国民体育大会・近畿ブ 67,510 50,723 国民体育大会及び同近畿ブロック大会に出場する本県選手

ロック大会派遣事業 ○単 団の派遣に要する経費

3. 和歌山県市町村対抗ジ 15,713 15,784 小中学生を対象とした市町村対抗駅伝の開催に要する経費

ュニア駅伝競走大会開

催事業 ○単

4. 広域スポーツセンター 918 950 各地域の総合型地域スポーツクラブの支援や普及発展を図

育成事業 ○単 る広域スポーツセンター活動に要する経費

5. 三四六総合運動公園管 23,824 18,000 三四六総合運動公園のうち、旧南紀スポーツセンター部分

理運営事業 ○単 に係る施設の維持管理に対する支援に要する経費

6. マスターズスポーツ推 18,647 19,884 「ワールドマスターズゲームズ2021関西」の開催準備や、

進事業 ○単 各スポーツ大会等と連携した「関西マスターズスポーツフ

ェスティバル」の開催に要する経費
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7. スポーツキャンプ誘致 9,971 5,986 ラグビーワールドカップ2019公認キャンプ及び東京2020オ

の推進事業 ○単 リンピック・パラリンピック競技大会の事前キャンプ誘致

を推進するために要する経費

8. トップアスリート育成 182,337 179,659 国民体育大会等で活躍できる選手の強化・育成等、本県の

事業 ○単 競技力の向上に要する経費

9. コーチスキルアップ事 15,884 20,009 優秀な指導者を養成するための種々の事業を実施し、競技

業 ○単 力の向上に要する経費

10. スポーツ医・科学サポ 26,040 24,890 トップアスリートをスポーツ医・科学面からサポートする

ート事業 ○単 ために要する経費

11. ジュニア活性化推進事 884 1,000 県内の中学選抜と他県強豪チーム（選手）との合同練習会

業 ○単 の開催に要する経費

12. さあ スポーツだ！プ 7,882 7,709 生涯にわたってスポーツに親しむ気運を醸成するため、わ

ロジェクト事業 ○単 かやまリレーマラソンの開催や、マスターズスポーツ体験

会の実施に要する経費

Ⅱ 体 育 施 設 費

1. 県立体育館・武道館維 58,876 94,741 県立体育館及び県立武道館の運営管理を指定管理者に委託

持運営管理事業 ○単 するために要する経費

2. 和歌山ビッグ愛・ビッ 391,780 310,489 和歌山ビッグ愛、ビッグホエール及びビッグウエーブの運

グホエール・ビッグウ 営管理を指定管理者に委託するとともに和歌山ビッグ愛、

エーブ維持運営管理事 ビッグホエールの設備改修工事を実施するために要する経

業 ○単 費

3. ○新わかやまスケートパ 50,666 － わかやまスケートパーク（仮称）を整備するために要する

ーク（仮称）整備事業○単 経費

文 化 遺 産 課
Ⅰ 文 化 振 興 費

1. 文化振興事業 ○単 1,026 1,054 芸術鑑賞の機会が少ない地域の子供達に対し、一流の芸術

に直接ふれる機会を提供するために要する経費

2. 挑戦！わかやまの歴史 6,274 6,346 和歌山の歴史や文化財に関するクイズ大会の開催及び県立

事業 ○単 博物館において子供達を対象にした「けんぱく・こどもゼ

ミ」を運営するために要する経費

Ⅱ 文化財保護費

1. 文化財調査・管理事業○単 18,414 13,791 県内の文化財の調査・管理に要する経費

2. 文化財保護育成補助事 50,000 50,000 国・県指定文化財等の保護と活用を図るために要する経費

業 ○単

3. カモシカ通常調査事業○補 3,221 3,249 特別天然記念物カモシカの生息状況等の調査に要する経費

4. 世界遺産管理事業 ○単 13,691 13,691 世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の管理及び緊急保全

対策に要する経費

5. 岩橋千塚古墳群追加指 245 33,399 岩橋千塚古墳群の未指定古墳の特別史跡への追加指定を図

定事業 ○単 るために要する経費

6. 旧県会議事堂整備事業 61,845 19,369 旧県会議事堂の整備に要する経費

○補○単

7. ○新未来につなげる文化 30,288 － 歴史的建造物の保存・活用の促進や、近代の文化遺産の調

財次世代継承事業 ○単 査等に要する経費

8. 特別史跡岩橋千塚古墳 91,581 70,436 特別史跡岩橋千塚古墳群の保存整備と活用に要する経費

群等保存整備・活用事

業 ○補○単
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Ⅲ 美 術 館 費

1. 展覧会開催事業 ○単 27,316 41,671 近代美術館の企画展・常設展開催に要する経費

2. ○新大規模展覧会「プラ 44,934 － プラハ国立美術館の協力のもと、日本の美術がチェコの近

ハの煌めき チェコの 代美術に与えた影響を紹介する大規模展覧会「プラハの煌

ジャポニスム」（仮称) めき チェコのジャポニスム」（仮称）の開催に要する経

事業 ○単 費

3. ○新芸術に親しもう！事 7,646 － 近代美術館への来館が困難な地域の生徒を対象に、文化芸

業 ○単 術に親しめる機会の提供に要する経費

Ⅳ 博 物 館 費

1. 展覧会開催事業 ○単 15,027 6,856 博物館の特別展・企画展・常設展開催に要する経費

Ⅴ 紀伊風土記の丘管理費

1. 展示・調査事業 ○単 4,348 9,723 紀伊風土記の丘資料館の展示、調査に要する経費

2. ふるさと紀の国ふれあ 2,519 2,517 体験学習を通じて歴史へのふれあいを推進するために要す

い体験事業 ○単 る経費

3. ○新紀伊風土記の丘新館 24,832 － 新館用地取得の準備等に要する経費

建設事業 ○単

Ⅵ 自然博物館費

1. 教育普及展示事業 ○単 7,710 7,668 常設展・特別展の運営や講演会等を通じて、自然に関する

知識を県民に普及するために要する経費

<学 校 教 育 局>

県立学校教育課
Ⅰ 教育連絡調整費

1. 特別支援学校看護師派 52,093 49,020 肢体不自由の児童生徒が在籍する特別支援学校に看護師を

遣事業 ○補○単 派遣し、医療的ケアが必要な児童生徒に対して専門的対応

を実施するために要する経費

2. 国際人育成プロジェク 145,772 142,477 世界で活躍できる人材（国際人）を育成するため、教員の

ト事業 ○補○受○単 英語力向上や英語教育環境の充実等、「実践的な英語力向

上」の取組を総合的に推進するために要する経費

3. きのくに科学オリンピ 1,608 2,129 科学に関心のある高校生が切磋琢磨する場を設け、科学や

ック事業 ○単 理数系分野への学習意欲の向上を図るために要する経費

4. 就職支援プロジェクト 23,292 23,287 県立学校に専門的な知識や経験を有する民間企業経験者等

事業 ○補○単 を就職指導員として配置し、各校の就職指導を強化するた

めに要する経費

5. 長期就業体験事業 ○補 917 900 地元企業で長期就業体験を実施するために要する経費

6. 高校生チャレンジ推進 1,309 1,348 世界大会や全国大会等に挑戦する高校生の支援に要する経

事業 ○単 費

7. 学習指導支援員派遣事 1,689 1,731 優れた教育実践力を持つ退職教員等をアドバイザーとして

業 ○補 高校へ派遣し、若手教員の学習・進路指導力向上の取組を

支援するために要する経費

8. きのくにコミュニティ 10,687 16,779 子供達の育成等について、目標やビジョンを学校と保護

スクール推進事業 ○受○単 者、地域住民等が共有し、地域と一体となった取組の推進

に要する経費

9. きのくにＩＣＴ教育事 23,406 6,846 小学校から高校まで体系化したプログラミング教育を実施

業 ○単 するため、教材の整備及び教員研修等に要する経費
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Ⅱ 文 化 振 興 費

1. 高等学校文化部活動支 1,838 2,085 高等学校文化部活動を支援し、芸術文化の振興を図るため

援事業 ○単 に要する経費

2. 全国高等学校総合文化 28,905 13,258 第45回全国高等学校総合文化祭に向けた準備に要する経費

祭開催準備事業 ○単

義 務 教 育 課
Ⅰ 教育連絡調整費

1. 不登校等総合対策事業 344,581 326,164 不登校問題等の未然防止、早期発見、早期対応のため、ス

○補○単 クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、不登

校児童生徒支援員の拡充等、不登校問題等の解消に向けた

取組を強化するために要する経費

2. 「ことばの力」向上プ 1,010 1,010 児童生徒の漢字の学習への意欲を高めるとともに、学校図

ログラム事業 ○受○単 書館を活用した読書活動の充実を図るために要する経費

3. 国際人育成プロジェク 29,850 30,717 世界で活躍できる人材（国際人）を育成するため、教員の

ト事業 ○受○単 英語力向上や英語教育環境の充実等、「実践的な英語力向

上」の取組を総合的に推進するために要する経費

4. きのくに科学オリンピ 779 779 科学に関心のある中学生が切磋琢磨する場を設け、科学や

ック事業 ○単 理数系分野への学習意欲の一層の向上を図るために要する

経費

5. きのくにコミュニティ 6,003 5,441 学力の向上やいじめ、不登校など様々な教育課題に取り組

スクール推進事業 ○補 むため、地域住民、保護者等が一定の責任と権限をもって

学校運営に参画するコミュニティスクールを小・中学校に

導入するために要する経費

6. 学校図書館の充実事業○単 1,807 1,807 学校図書館の昼休み・放課後の全校開館と児童生徒の読書

活動を充実させるシステムを構築するため、ボランティア

への要請や学校図書館関係者の研修に要する経費

7. 幼児教育関係職員研修 1,248 2,868 幼稚園・保育所・認定こども園等を対象とした職員の資質

事業 ○単 向上を図る研修会に要する経費

8. 教育相談推進事業 ○単 1,344 1,344 児童生徒の心理・発達に係る諸問題について学校・家庭か

らの相談に応じ、問題解決を図るとともに、その予防に要

する経費

9. わかやまふるさと検定 3,379 6,560 ふるさと和歌山についての興味・関心を高め、理解を深め

事業 ○単 るため、県内の中学生及び高校生を対象にした「わかやま

ふるさと検定」の実施に要する経費

10. 幼児教育総合プロジェ 8,902 11,261 幼児期の教育全体の質の向上と、幼児教育から小学校教育

クト事業 ○単 への円滑な接続による一貫した教育の充実及び家庭の教育

力の向上を図るために要する経費

11. きのくにＩＣＴ教育事 151,942 42,259 小学校から高校まで体系化したプログラミング教育を実施

業 ○単 するため、教材の整備、プログラミング教育支援員の派遣

及び教員研修等に要する経費

12．○新学びのセーフティネ 42,615 － 長期欠席児童生徒への学習支援のため、ＩＣＴを活用した

ット事業 ○単 個別学習支援や訪問支援員による学習・訪問支援に要する

経費

教育センター学びの丘
Ⅰ 教育センター費

1. 基本研修事業 ○補○単 19,007 14,807 初任者及び教職経験者に対し、指導力等の向上を図るため

の研修に要する経費

―96―



○31 ○30

2. 専門研修事業 ○単 3,917 4,668 教職員に対し、校種、職種、教科、職務等に応じた専門性

の向上を図るための研修に要する経費

3. 学校支援・調査研究事 1,860 2,043 学校の教育力向上のための指導・支援及び調査・研究に要

業 ○単 する経費

4. きのくに学力向上総合 20,665 21,457 小・中学生の学力向上のため、県統一の学習到達度調査や

戦略事業 ○受○単 若手教員の授業力、管理職の学校経営力向上のための教員

の派遣や研修等に要する経費

5. きのくに学力定着フォ 11,462 11,252 優れた教育実践力を持つ退職教員等をアドバイザーとして

ローアップ事業 ○単 課題のある学校に派遣し、授業改善など学力向上の取組を

支援するために要する経費

学 校 人 事 課
Ⅰ 教育連絡調整費

1. スクール・サポート・ 65,720 － 教員の事務作業が課題となっている学校へスクール・サポ

スタッフ配置事業 ○補 ート・スタッフを配置するために要する経費

健 康 体 育 課
Ⅰ 保健体育総務費

1. 保健体育・給食管理運 9,213 14,274 食育の推進及び市町村での学校給食向け県産品・ジビエの

営事業 ○補○単 利用拡大を図るために要する経費

2. 教職員児童生徒健康管 76,190 73,663 学校保健の管理・指導に要する経費

理・健康指導事業 ○受○単

3. 学校安全管理指導事業○単 134,056 127,674 学校安全の管理・指導に要する経費

4. 学校を守る 地域を守 6,640 8,409 学校と地域の防災力をアップするため、災害時に児童生徒

る 防災リーダー育成 を守る防災リーダー（管理職等）と、地域での支援活動等

事業 ○単 の担い手となる高校生・教職員の育成に要する経費

5. ○新依存症予防教育事業○補 5,954 － ギャンブル依存、スマホ依存、喫煙・飲酒・薬物依存等の

依存症を予防するため、児童生徒及び保護者に対して教育・

啓発を行うために要する経費

Ⅱ 体 育 振 興 費

1. 運動部活動推進事業 41,070 38,432 中学校・高等学校等における運動部への部活動指導員等の

○補○単 派遣に要する経費

2. 和歌山・海プロジェク 3,124 3,225 ヨットの乗船体験を通して、海を身近に感じ、海の素晴ら

ト事業 ○単 しさを知る子供の育成に要する経費

3. 全国高等学校総合体育 21,270 46,470 平成31年度全国高等学校総合体育大会ヨット競技大会開催

大会ヨット競技大会開 に要する経費

催事業 ○補

4. ハイスクール強化校指 28,230 28,230 高等学校運動部活動の底上げを図り、県全体のスポーツ強

定事業 ○単 化に繋げるために要する経費

5. ジュニアハイスクール 10,350 10,350 中学校運動部活動の底上げを図り、県全体のスポーツ強化

指定事業 ○単 に繋げるために要する経費
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