平成２７年度
教育委員会当初予算（案）
主なチャレンジプラン関連事業

平成２７年２月
山口県教育委員会

重点施策11
重点施策11 ものづくり産業を牽引する人材の育成
新

重点施策19
重点施策19 明治維新150
明治維新150年に向けた観光需要の拡大
150年に向けた観光需要の拡大

やまぐち産業人材育成推進事業（26,200千円）

専門高校等において、本県産業を支える将来のスペシャリストを
育成するため資格取得や産学公と連携した実践的なカリキュラム、
全国大会等の優勝を目指す取組を推進します。

NHK大河ドラマ特別展「花燃ゆ」開催費（27,440千円）
ＮＨＫ大河ドラマ「花燃ゆ」と連動し、吉田松陰やその妹・文ゆかりの品
等を紹介する展覧会や関連イベントを開催します。
［会 場］

◎産業人材実地セミナー事業

萩美術館・浦上記念館

複数の産業現場に赴き、現場で活躍する講師と意見交換
[対象者] 全専門高校・総合支援学校(産業科)の１年生

■「花燃ゆ
■「花燃ゆ」の舞台を
花燃ゆ」の舞台を
いろどる維新資料
140点を一挙公開
140点を一挙公開

◎スキルアップ支援事業
生徒のスキルに合わせた資格取得の推進(簿記、ボイラー技士等)
[対象者] 全専門高校・総合支援学校(産業科)の生徒
拡 産学公と連携したカリキュラム充実事業
○産学公が連携し、現場実習や共同研究等の取組
○地域産業界との連携強化のため推進協議会を開催(実績報告等)
[対象校] 専門高校等のうち指定校13校
[取組事例] 「幸せます」文字商標の活用（防府商工高校）
地域発の商品開発や地域イベント等で「幸せま
す」商標の活用を推進し、地域活性化を目指す取組

連携企業のスタッフとの協議

重点施策20
重点施策20 外国人観光客倍増に向けた国際観光の推進
拡 世界文化遺産登録推進事業 （12,000千円）
12,000千円）
関係各機関と連携し、「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と
関連地域」の世界文化遺産登録に向けた取組及び、登録後の資産の
保全・活用等に向けた取組を推進します。

◎登録記念事業の実施
◎普及・啓発・教育ツー
ルの作成
◎資産（文化財）の補修
及び整備 等

ノベルティグッズ

◎未来創造チャレンジ事業
ロボットコンテストや簿記コンクール等の全国大会優勝を目
指す学校を支援
[対象校] 専門高校等のうち10校(公募)

○情報発信・理解
増進
○資産の管理保全

■本県の構成資産
萩市の萩反射炉、恵美須ヶ鼻造船所跡、大板
山たたら製鉄遺跡、萩城下町、松下村塾の計
５つの資産があります。
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「地域教育力日本一」の実現
コミュニティ・スクールが核となり、各中学校区ごとに学校、家庭、地域が連携・協働することにより、社会総がかりで子ども
たちの学びや育ちを見守り、支援する教育を推進するとともに、県立学校についてもコミュニティ・スクールの設置に向けた取組
を推進します。
コミュニティ･スクールのイメージ
コミュニティ･スクールのイメージ

コミュニティ・スクールを核とした教育活動の推進
〈コミュニティ･スクール(CS)
コミュニティ･スクール(CS)の充実
(CS)の充実〉
の充実〉
小・中学校の設置率81.6％(全国１位)
(全国設置率 6.0％)

○未導入校への支援
⇒Ｈ29に100％達成
○導入校の運営体制支援

学校運営協議会
学校運営協議会
[委員：保護者、地域住民、校長など]

新 山口県コミュニティ・スクール推進協議会の設置、研修会の開催、実践事例集の作成
新 山口CS（ｺﾐｽｸ）コンダクターの配置（13市）
新 やまぐち地域連携教育研究大会の開催

学校・家庭・地域の連携・協力体制の活用促進
学校・家庭・地域の連携・協力体制の活用促進
〈地域協育ネットの充実〉
地域協育ネットの充実〉
地域協育ネット設置率 100％
統括コーディネータの配置率 63.6％

○先進事例の普及等
○統括コーディネーター
配置率H29に100％

新 「学校・家庭・地域の温かい絆づくり」推進会議の設置、表彰制度創設

◆ 学校、家庭、地域が協働して取り組む教育支援活動の実施
◆ 統括コーディネーターの計画的な育成や地域関係者等への研修会の開催

学校・家庭・地域の連携・協働による教育活動を
コミュニティ・スクールを核として推進

県立学校へのコミュニティ・スクール導入
新 県立高校にモデル校を指定（３校)し、コミュニティ・スクール導入を検討
新 総合支援学校(７校)に総合支援学校CS設置検討協議会を設置
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保護者や地域住民が学校運営に参画

コミュニティ・スクールは、学校と
保護者や地域の皆さんがともに知恵を
出し合い、学校運営に意見を反映させ
ることで、「地域とともにある学校づ
くり」を進める仕組みです。

コミュニティ･スクールを核とした地域のネットワーク

新

重点施策33
重点施策33 「みんなで子育て応援山口県」の推進
新

地域とともにある高校づくり推進事業 （2,500千円）
県立高校へのコミュニティ･スクール導入に向けた取組を進めます。

多子世帯応援保育料等軽減事業（幼稚園分）
２月補正
（74,015千円）

子どもを安心して産み育てることができるよう、特に多子世帯の経済的負担を軽
減するため、第３子以降のいるすべての世帯について、保育料等を軽減します。
区分

保育所

負担軽減割合
現行：３歳未満児
市町村民税所得割額（世帯）
・97,000円未満 全額
・97,000円以上 １／２

市町村民税所得割額（世帯）
・97,000円未満 １／２
・97,000円以上 １／４
市町村民税所得割額（世帯）
・77,100円以下 １／２
・77,101円以上 １／４
あ
市町が独自に階層基準を設定
する場合は、97,000円未満
まで１／２を負担軽減

幼稚園

負担
割合

《拡大》:３歳以上児

県１／２

市町１／２

地域と協働した課題解決型教育の実践
地域と一体となった魅力ある学校づくり

県１０／１０
※市町任意により、
同率負担軽減を実施

重点施策36
重点施策36 社会総がかりによる「地域教育力日本一」
の取組の推進
新

やまぐち型地域連携教育推進事業（41,363千円）

子どもたちの学びや育ちを地域全体で見守り・支援する、
「やまぐち型地域連携教育」を推進します。
■ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ設置率：81.6％(全国１位) ⇒ 90％ (H29：100％)

◎山口県ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ推進協議会
◎山口県ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ推進協議会の設置、
議会の設置、 地域の教育力の向上・地域の活性化
研修会の開催
研修会の開催、実践
の開催、実践事例集の作成
、実践事例集の作成
学校支援
⇒全県的な取組の推進
学校教育の質の向上
◎やまぐち地域連携教育研究大会
◎やまぐち地域連携教育研究大会の開催
大会の開催
⇒県民の参画意識の向上
学校運営
◎全市教委に山口ＣＳ
全市教委に山口ＣＳ(
に山口ＣＳ(ｺﾐｽｸ)
ｺﾐｽｸ)ｺﾝﾀﾞｸﾀｰを配置
ｺﾝﾀﾞｸﾀｰを配置
学校運営の質の向上
⇒小中連携の促進
地域のネットワークの活性化
地域貢献
◎住民意識調査の実施
⇒ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙの取組の充実
学校を核とした人づくり･地域づくり

新

「地域協育ネット」による温かい絆づくり推進事業
（72,560千円）

県下の全中学校区に設置された「地域協育ネット（学校・家庭・地
域の連携協力による教育支援体制）」の取組の充実を図ります。

◎学校・家庭・地域の温かい絆づくり推進会議
好事例の表彰制度、広報活動
⇒全県的な取組の推進
◎地域と各学校をつなぐ統括ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの配置
と計画的な養成
学校関係者と地域関係者の合同研修会
⇒各中学校区の取組の促進
◎家庭教育アドバイザーの養成
⇒ 相談・支援体制づくりの推進
■地域協育ネット：子どもたちの育ちや学びを地域ぐるみで見守り、支援する
ための概ね中学校区を一まとまりにした仕組み
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重点施策37
重点施策37 未来を切り拓く確かな学力の育成
拡

重点施策38
重点施策38 元気創造 !! たくましいやまぐちっ子の育成
新

やまぐちっ子学力向上推進事業（12,331千円）

児童生徒の学力や学習状況を客観的、経年的に把握・分析し、課題解決
に向けた指導方法の工夫改善や学校と家庭、地域が一体となった取組を通
して、全ての児童生徒の学力の向上を図ります。

「こころの先生」派遣事業（2,173千円）

地域にゆかりのある外部人材を講師として招聘し、子どもたちに
思いやりや規範意識、感動する心など、豊かな人間性や社会性を育
むとともに、各学校における心の教育の一層の充実を図ります。
◎ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ設置の 小・中学校から 実施校
を選定（70校）
◎児童生徒と地域の方を含めた学習会を実施

◎学力向上に向けた検証改善サイクルの確立
○「学力定着状況確認問題」の全県一斉実施
○検証・改善委員会による取組の検証
◎指導方法の工夫改善と学習内容の充実の支援
指導方法の工夫改善と学習内容の充実の支援
○活用力向上のための研修会等の開催
○「やまぐち学習支援プログラム」掲載問題の改訂

地域ぐるみでの心の教育を推進
■取組の例
・スポーツ選手等を講師とした「自分を伸ばす心」を育む学習会
・医師・助産師等を講師とした「命をいとおしむ心」を育む学習会
・警察官・消防士等を講師とした「社会の一員としてみんなと関わ
る心」を育む学習会 等

◎学力課題の解決をめざした組織的取組の強化
○指定地域での学力向上実践研究
◎学力向上に関する気運醸成
○「山口県学力向上推進フォーラム」の開催

世界スカウトジャンボリー開催支援事業 （212,170千円）
一部２月補正

第23回世界スカウトジャンボリーの成功に向けて、開催支
援を行うとともに、ジャンボリー開催効果の全県的な波及に向
け、県民の力・地域の力の強化につながる取組を推進します。
○やまぐちジャンボリーフェスタの開催
○地域プログラムの受入支援
○語学ボランティアの育成・活用

等

■世界162
■世界162の国と地域から
162の国と地域から
約3万人のスカウトが来県

新 ふるさとやまぐち生活体験活動推進事業

（2,033千円）
拡 中学生ふるさと民泊学習推進事業（3,849千円）
小学校・中学校における、中山間地域の民泊施設等を活用した宿
泊体験、自然体験活動等の取組を進めます。

○本県の魅力発信
○グローバル人材の育成
○県民の力・地域の力の発揮

区 分

小学生

中学生

対

象

㉖１校(50人)
⇒10校(400人)

㉖１校(30人)
⇒10校(400人)

期

間

1泊2日以上

2泊3日以上

補助額

5,000円/人

9,000円/人

(上限)

ふるさとを愛する心や他者を思いやる心の育成

－ 4－

新

望ましい生活習慣を形成する「子ども元気創造」推
進事業
（1,003千円）

学校、家庭、地域が連携し「食育、遊び・スポーツ、読書」に一体的に
取り組むことにより、望ましい生活習慣の形成と定着を図る「子ども元気
創造」を推進します。

新

インクルーシブ教育システム理解促進事業
（7,682千円）

小・中学校のコミュニティ･スクールと連携したモデル校の実践研究
や総合支援学校へのコミュニティ･スクール導入に向けた検討を進め、
またフォーラムを開催し、特別支援教育の理解を一層促進します。

■インクルーシブ教育システム
障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組

新 「子ども元気創造推進隊」の派遣
子ども元気創造推進隊」の派遣
○出前講座やパネル展示等による啓発
○子どもの望ましい生活習慣形成・定着の取組
を行う人材の育成
◎「『
◎「『食事、運動・遊び、読書』
食事、運動・遊び、読書』９０日元気手帳」
の活用
「『食事、運動・遊び、読書』９０日元気手
帳」の電子データを配布し、教育活動やＰＴＡ
等と連携した取組を実施

◎合理的配慮協力員をモデル校区に配置
モデル校研修会の開催、研修プログラムの作成

◎特別支援教育フォーラムの開催
県内３箇所(県東部、県央部、県西部)で開催

◎CS設置検討協議会
CS設置検討協議会

◎「子ども元気創造推進協議会」の開催
「子ども元気調査」の経年比較により取組を評
価

H29年度設置に向け総合支援学校７校で検討開始

重点施策39
重点施策39 一人ひとりを大切にするきめ細かな指導体
制づくりの推進

重点施策51
重点施策51 地域防災力の充実強化
新

新 いじめ・不登校等対策強化事業 （197,680千円）

学校安全総合推進事業（4,929千円）

「山口県いじめ防止基本方針」に基づき、いじめ・問題行動、不
登校等の生徒指導上の諸課題への対策の強化に取り組みます。

「山口県学校安全推進計画」に基づき、学校安全の総合的な取組を推進
するため、安全教育や学校・家庭・地域・関係機関等の連携による組織活
動の充実を図ります。

スクールソーシャルワーカーの配置
拡 スクールソーシャルワーカーの配置

◎山口県学校安全推進計画の周知・
山口県学校安全推進計画の周知・学校安全
周知・学校安全推進
学校安全推進
プログラムの活用に向けた研修
プログラムの活用に向けた研修
○県立学校及び市町教委を対象とした研修会

平成27年度から全市町配置
いじめ等に係る生徒の環境改善への支援
◎スクールカウンセラーの学校配置
スクールカウンセラーの学校配置
全児童生徒がカウンセリングを受けられ
る相談支援体制の充実
◎社会総がかりの取組
「子どもの未来を考えるフォーラム」の開催

◎地域ぐるみの学校防災総合推進事業（災害安全）
地域ぐるみの学校防災総合推進事業（災害安全）
○地域ぐるみでの防災訓練や避難所での宿泊体
験、炊き出し訓練等を含む総合的な体験学習
○災害ボランティア活動経験者による講演会
◎子どもたちの安心安全総合推進
◎子どもたちの安心安全総合推進事業（
たちの安心安全総合推進事業（防犯を
事業（防犯を含む
防犯を含む
生活安全・交通安全）
生活安全・交通安全）
○保護者や地域住民が参画する学校運営協議会
等が母体となった通学路の安全点検や安全
マップづくり
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