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Ⅰ 教育委員会当初予算の基本的な考え方 

 

 

県では、新たな県政運営の指針として「元気創出やまぐち！未来開拓チャレンジプラ

ン」を平成26年度末までに策定することとし、平成27年度当初予算においては、「活力

みなぎる県づくりへの挑戦」の基本方針の下、チャレンジプランの具現化に向けた効果

的な事業を構築し、人口減少・少子高齢社会にあっても、元気な産業や活気ある地域の

中で、県民誰もがはつらつと暮らせる「活力みなぎる県づくり」をスタートさせ、しっ

かりと軌道に乗せる予算の編成を行うこととしています。 

県教委においても、こうした県の予算編成の考え方に即して、チャレンジプランの重

点施策の方向性に沿った施策の重点化を図るとともに、本県教育の目標である「未来を

拓く たくましい『やまぐちっ子』の育成」の実現をめざし、「知・徳・体の調和のとれ

た教育の推進」「質の高い教育環境づくりの推進」「生涯にわたる県民総参加の教育の推

進」の３つの柱に沿って体系的、総合的に諸施策を推進していきます。 
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Ⅱ 予算規模等 

 
１ 予算規模                          （単位：千円、％） 

区   分 
平成27年度 平成26年度 

増減額(A-B) 
当初予算額A 構成比 対前年度比 ６月補正後予算額B 構成比 

教育委員会所管 
134,396,103 

[135,187,552] 
19.0 

[19.1] 
100.0 

[100.6] 
134,364,455 19.6 

31,648 
[823,097] 

県 一 般 会 計 706,603,751 － 102.9 686,630,607 － 19,973,144 

※27年度の[]は２月補正への前倒し分を含んだ額（以下同様） 
２ 内 訳 
【目的別内訳】                          （単位：千円、％） 

区  分 
平成27年度 平成26年度 

増減額（A-B） 
当初予算額A 対前年度比 ６月補正後予算額B 

教 育 総 務 費 
19,068,287 

[19,142,302] 
102.3 

[102.7] 
18,638,443 

429,844 
[503,859] 

小 学 校 費 43,528,846 98.8 44,036,600 △507,754 
中 学 校 費 27,746,339 100.2 27,681,954 64,385 

高 等 学 校 費 
28,948,801 

[29,467,189] 
100.6 

[102.4] 
28,768,688 

180,113 
[698,501] 

特別支援学校費 12,494,673 97.7 12,792,547 △297,874 

社 会 教 育 費 
1,950,721 

[2,149,767] 
108.6 

[119.7] 
1,796,603 

154,118 
[353,164] 

保 健 体 育 費 598,436 101.5 589,620 8,816 
災 害 復 旧 費 60,000 100.0 60,000 0 

計 
134,396,103 

[135,187,552] 
100.0 

[100.6] 
134,364,455 

31,648 
[823,097] 

 
【経費別内訳】                          （単位：千円、％） 

区  分 
平成27年度 平成26年度 

増減額（A-B） 
当初予算額A 対前年度比 ６月補正後予算額B 

給与関係経費 118,999,484 98.9 120,374,394    △1,374,910 

一般行政経費 8,125,882 100.7 8,067,618 58,264 

施 策 的 経 費 
2,962,724 

[3,235,785] 
188.4 

[205.8] 
1,572,240 

1,390,484 
[1,663,545] 

県営建築事業費 
4,248,013 

[4,766,401] 
99.0 

[111.1] 
4,290,203 

△42,190 
[476,198] 

災 害 復 旧 費 60,000 100.0 60,000 0 

計 
134,396,103 

[135,187,552] 
100.0 

[100.6] 
134,364,455 

31,648 
[823,097] 

 
【目的別内訳】               【経費別内訳】 
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Ⅲ 新規事業等（チャレンジプラン関連予算の概要） 

（単位：千円） 

《３ 挑戦する中堅・中小企業応援プロジェクト》 

重点施策１１ ものづくり産業を牽引する人材の育成 
 
新新新新やまぐち産業人材育成推進事業 26,200  

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、職業に関する幅

広い知識・技能の習得や産学公と連携したカリキュラム、全国大会等へ向けた取組を推進します。 
 

■産業人材実地セミナー事業 

専門科目への興味・関心の喚起を図るため、複数の産業現場に赴き、現場で活躍する職業人
を講師として意見交換等を実施 

［対 象 校］県立高校（職業に関する学科）・特別支援学校（産業科）の１年生 

 

■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を支援（５０講座） 
［対 象 校］県立高校（職業に関する学科、総合学科）、特別支援学校（産業科） 

 

■拡産学公と連携したカリキュラム充実事業 

○カリキュラム充実プログラム 
産学公と連携し、商品開発等の実践的知識・技術の習得を支援 

［対 象 校］県立の専門高校等のうち指定校１３校（５０万円／校） 
［取組事例］「幸せます」文字商標の活用（防府商工高校） 等 

○新推進協議会の開催（専門高校等と地域産業界との連携事例等の報告発表） 

 

■未来創造チャレンジ事業 

ロボット競技大会や簿記コンクール等の全国大会優勝等をめざす取組を支援 

［対 象 校］県立の専門高校等のうち指定校１０校 

［支 援 額］上限２００万円／校（講師謝金、材料費、旅費、機器整備費等） 
 

 

新新新新やまぐちの元気を支える高校生県内就職推進事業 60,499  

新規高卒者を取り巻く雇用情勢の変化に迅速に対応するため、「ガイダンスの充実」、「求人開拓の
強化」、「マッチングの促進」を３つの柱とし、関係機関との連携を深めながら、組織的できめ細か
な就職支援により、地域産業の理解を深めるとともに、就職を希望する生徒の進路実現を図ります。 
 

ガイダンスの充実 
■新地域産業の魅力を伝えるセミナーの開催 

地域産業の理解を深めるセミナーの開催 
［対 象 校］県立高校（職業に関する学科、総合学科）、特別支援学校（産業科）の 

２年生 
 
■高校生就職支援チームの設置 

キャリアカウンセラーや企業講師を高校へ派遣し、地元企業や職種に対する理解を促進 
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求人開拓の強化 
■県内企業訪問推進事業、県内就職促進協議会の開催 

校長、教員等による企業訪問、就職希望生徒の応募前職場見学、求人要請の拡充 等 
 
マッチングの促進 
■高校生就職サポーターの配置 

［配置人数］ 《就職サポーター》公立高校２５名、私立高校７名 
《チーフ就職サポーター》３名（県東部、県央部、県西部） 

 
■総合支援学校就職支援コーディネーターの配置 

［配置人数］３名（県東部、県央部、県西部） 
 
■県内企業就職説明会等の開催 

 

《５ 山口の魅力発信・観光力強化プロジェクト》 

重点施策１９ 明治維新１５０年に向けた観光需要の拡大 
 
ＮＨＫ大河ドラマ特別展「花燃ゆ」開催費 27,440  

観光力の増強や県民の郷土愛の喚起を図るため、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。 
 

■2015年ＮＨＫ大河ドラマ特別展「花燃ゆ」の開催 

［開催期間］平成27年４月18日（土）～５月24日（日） 

［会  場］県立萩美術館・浦上記念館 

［展示内容］吉田松陰やその妹・文、幕末維新に関する歴史資料等約140点を展示 
 

 

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  

「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」の平成27年度世界文化遺産登録実現に向け

た取組、また登録後の情報発信、資産保全等の取組を推進します。 
 

■山口県世界遺産登録推進実行委員会の運営 
 
■新インタープリテーション（理解増進・情報発信） 

萩市の各構成資産について、日本の文化財としての価値だけでなく、世界遺産としての価値

や他の構成資産とのつながり等の新たな情報を伝え、理解してもらうための取組 

［内  容］計画の策定とその活用、ユネスコ世界遺産委員会への参加、登録記念イベン

ト等の実施、普及・啓発・教育ツールの作成、資産保全に関する会議等への

参加 等 
 
■資産（文化財）の補修及び整備 
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文化財調査指導費の一部 7,898  

世界遺産登録推進協議会（８県11市）による登録に向けた取組及び登録後の資産の保全・活用等

に向けた取組を実施します。 
 

■世界遺産登録推進協議会への負担金 

［協議会の構成］８県（鹿児島県（事務局）、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、山口県、

静岡県、岩手県）、１１市（鹿児島市、北九州市、大牟田市、中間市、

佐賀市、長崎市、荒尾市、宇城市、萩市、伊豆の国市、釜石市） 

［取 組 内 容 ］登録記念事業の実施、国内外への情報発信、人材育成に係る研修会の開

催 等 
 

 

 

《９ 子育てしやすい環境づくり推進プロジェクト》 

重点施策３３ 「みんなで子育て応援山口県」の推進 
 
新新新新多子世帯応援保育料等軽減事業（幼稚園分） 74,015  

子どもを安心して産み育てることができるよう、特に多子世帯における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。 
 

■３歳未満児を対象とする従来の制度を大幅に拡充、３歳以上児も対象 
 

区 分 

負担軽減割合 

現行：３歳未満児 《拡充》：３歳以上児 

保育所 
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 

幼稚園 － 

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 

 
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 

負担割合 県１／２ 市町１／２ 
県１０／１０ 

※市町任意により、 
  同率負担軽減を実施 

 

  

  

２月補正 
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《１０ 次代を拓く教育充実プロジェクト》 

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 
 
新新新新やまぐち型地域連携教育推進事業 41,363  

各中学校区ごとにコミュニティ・スクールを核として、学校・家庭・地域が連携・協働すること

により、子どもたちの学びや育ちを地域全体で見守り、支援します。 
 

■やまぐち地域連携教育研究大会の開催 
コミュニティ・スクールについて県民への周知を図り、気運を醸成するとともに、山口県の

取組を全国に向けて発信 
［対 象 者］校長、教員、学校運営協議会委員、全国のコミュニティ・スクール関係者、

一般県民 
［実施内容］講演、パネルディスカッション、実践発表 等 
［実施時期］１２月 

 
■山口県「地域教育力日本一」研修会の開催 

県内小・中学校におけるコミュニティ・スクールの推進体制や取組を支援・強化 
［対 象 者］学校運営協議会委員、山口ＣＳ（コミスク）コンダクター、市町教委、教職員 等 
［実施時期］６月 

 

■山口ＣＳ
コミスク

コンダクターの配置 
小・中学校合同学校運営協議会や各学校運営協議会の指導・支援 
［配  置］１３市教育委員会 
※小・中合同学校運営協議会：各小・中の学校運営協議会の代表で組織し、小中連携の取組等を推進 

 
■山口県コミュニティ・スクール推進協議会の開催 

県の取組方針や各市町の課題等を協議 
［委員構成］１９市町代表（学校運営協議会代表等）、有識者、小中校長会会長 等 
［回  数］２回 

 
■活動充実に向けた支援 

○「地域とともにある学校づくり」の効果的な推進のための調査研究（２市） 
○やまぐち版コミュニティ・スクール研修プログラムの作成・配付 
○住民意識調査の実施 

 

新新新新地域とともにある高校づくり推進事業 2,500  

学校・地域の差し迫った社会的・地域的な課題の解決に積極的に取り組む「地域に愛され、地域

とともにある学校」づくりを推進するため、県立高校へのコミュニティ・スクール導入に向けた取

組を実施します。 
 

■高校へのコミュニティ・スクール導入に向けた課題解決型教育モデル校事業 
［実施校数］県立高校３校 
［取組内容］地域活性化検討委員会の設置、地域の課題解決への取組 

 
■県立高校と地域との協働推進事業 

［取組内容］モデル校の連絡会議、実践状況把握、先進校視察 
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新新新新「地域協育ネット」による温かい絆づくり推進事業 72,560  

地域ぐるみで子どもの育ちを支えるため、学校・家庭・地域の連携協力による全中学校区での教

育支援体制（地域協育ネット）を活用し、先進事例の普及等により、今後さらなる教育支援活動等

の取組の充実を図ります。 
 

■「地域協育ネット」体制構築 【実施主体：市町】 
○「地域協育ネット」協議会（全中学校区に設置）の運営補助 

［役  割］活動計画の策定、支援活動の企画・運営、支援員の登録 
［委員構成］統括コーディネーター、学校、ＰＴＡ、行政、地域関係団体等 

 
○統括コーディネーターの配置 

［役  割］学校・家庭・地域の課題・ニーズの把握、教育支援活動を実施するための連
絡調整 等 

 
■「地域協育ネット」活動支援 【実施主体：市町】 
○学校等を拠点とした教育支援活動事業 

［活動内容］授業や放課後等の学習支援、学校行事・地域行事の支援、学校等の環境整備、 
部活動支援 等 

 
○家庭教育支援事業 

［活動内容］家庭教育講座支援、家庭教育サロン支援、相談活動支援 等 
 
■放課後子ども支援事業 【実施主体：市町】 

［実施内容］・余裕教室等を活用した放課後の子どもの学習、体験・交流活動等の支援 
  ・放課後児童クラブ（学童保育）との連携 

［実施箇所］１７４箇所（下関市を除く） 
 
■土曜日の教育活動支援事業 【実施主体：市町】 

［実施回数］年間10日程度 

［実 施 例］エンジニアによる算数講座、在外経験者による英会話、ふるさと学習塾 等 
 
■全県的な推進体制の強化等 【実施主体：県】 
○新山口県「学校・家庭・地域の温かい絆づくり」推進会議の設置 

［委員構成］統括ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、学校運営協議会、ＰＴＡ、校長会、企業等の代表者 

［実施回数］年２回 
 
○山口県「地域協育ネット」連絡会議の設置 

［役  割］県及び市町による全県的な方向性の共有及び取組の評価、好事例の紹介など 
 
○研修会の開催 

［事業内容］・コーディネーター養成講座（年８回） 
  ・家庭教育アドバイザーステップアップ講座（年４回） 等 

 
○地域社会と連携した高校生スキルアップ事業 

［実施回数］年間10日程度 

［実 施 例］・論理的・批判的思考力養成講座 

           ・和太鼓を活用した文化発信講座 等 
 
○「地域協育ネット」の広報 

［事業内容］・テレビ番組「はつらつ山口っ子」で活動状況等を広報 
・実践事例集の作成・配布 
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重点施策３７ 未来を切り拓く確かな学力の育成 
 
拡やまぐちっ子学力向上推進事業 12,331  

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。 
 

■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 

［実施学年］小学校３年～中学校２年 
［実施教科］国語・算数/数学(小５で理科・社会、中２で理科・社会・英語を追加実施) 
［実施時期］１０月下旬の１日 

○検証・改善委員会による取組の検証 
結果分析に基づく学力向上の取組の検証及び課題解決方策の検討 

 
■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 

［実施内容］活用力向上研究協議会（小、中（国・数・理））、授業づくり研修会（７地域） 
○「やまぐち学習支援プログラム」掲載問題の改訂 

［対象教科等］社会・理科・英語（小学校３年～中学校３年） 
 
■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 

［実施方法］１市教委・２中学校区（中２校、小４校）に委託 
 
■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 

［対 象 者］教職員、ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ関係者、保護者、地域住民 等 
［実施内容］公開授業、学力向上に関する講話、パネルディスカッション 等 
［開催時期］１１月 

 

 
 
 

拡世界スカウトジャンボリー開催支援事業 212,170  

第23回世界スカウトジャンボリーの成功に向けて、開催支援の取組を行うとともに、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実施します。 
 

県民の力・地域の力の発揮 
■推進体制の強化 

ジャンボリー庁内推進会議及び県域の連絡調整会議の運営 
 

■新やまぐちジャンボリーフェスタの開催 
［日  程］７月30日(木)～８月１日(土)、８月３日(月)～６日(木)の計７日間 
［概  要］スカウトと県民の国際交流の場として、また、産業・観光・文化など多方面

にわたり、本県の魅力を発信する場となる県主催の国際交流イベントを開催 
 

一部２月補正 
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■新ラストスパートキャンペーンの展開 
○各種広報媒体の活用（ＴＶスポット、新聞、ラジオ等） 
○歓迎飾花の設置 等 

 
グローバル人材の育成及び生涯学習の推進 
■語学ボランティアの育成・活用 

事前研修会の実施、語学ボランティアセンターの運営 
 
■県内全小・中・高等学校等での交流活動支援 
 
■場内プログラムへの県民活動団体の参画支援 
 
■高校生による歓迎作品の企画等 

歓迎作品の会場設置、地産地消弁当の提供 等 
 
世界スカウトジャンボリーの開催支援 
■「世界スカウトジャンボリー山口県支援委員会」への活動支援 
 
■「復興の森」の整備 
 
■連絡調整費等 

 

重点施策３８ 元気創造！！たくましいやまぐちっ子の育成 
 
新新新新「こころの先生」派遣事業 2,173  

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に努めます。 
 

■「やまぐちっ子の心を育む学習会～ようこそ！こころの先生～」の開催支援 
コミュニティ・スクールから実施校を選定し、「こころの先生」として様々な分野の専門家を

講師として招聘 
［実 施 校］コミュニティ・スクール設置の小・中学校70校（７地域10校） 
［実施内容］・様々な分野の専門家を講師（「こころの先生」）として招聘し、コミュニティ・

スクールを活用して、児童生徒と地域の方を含めた学習会を実施 
［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 
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新新新新ふるさとやまぐち生活体験活動推進事業 2,033  

拡中学生ふるさと民泊学習推進事業 3,849  

中山間地域の民泊施設等を活用した、宿泊体験や自然体験活動、農林水産業に係る体験活動等を

とおして、ふるさとやまぐちを愛する心など、児童生徒の豊かな人間性や社会性を育成します。 
 

■小・中学校における中山間地域の民泊施設を活用した宿泊体験等 

事業名 ふるさとやまぐち生活体験活動推進事業 中学生ふるさと民泊学習推進事業 

対 象 小学生 中学生 

目 的 
自然体験活動等の実施により、児童
にふるさとやまぐちを愛する心や他
者を思いやる心を育む。 

発達の段階に応じた農林水産業に係
る体験活動等により、生徒の豊かな
人間性や社会性を育む。 

実施校 １０校（４００人） １０校（４００人） 

期 間 １泊２日以上 ２泊３日以上 

補助額 
（上限） 

5,000円／人 9,000円／人 
 

 

新新新新キャリア教育総合推進事業 6,068  

学校教育活動全体を通じ、児童生徒一人ひとりが夢や目標をもち、一人の社会人として自立でき

るよう、自分にふさわしい生き方を実現しようとする意欲や態度、能力を育成するため、長期的な

視点に立った系統的・計画的なキャリア教育を推進します。 
 

■キャリア教育実践事業 
○キャリア教育推進会議の開催 

学校、家庭、地域、産業界等におけるキャリア教育の連携強化の方策等を協議 
○キャリア教育実践セミナーの開催 

学校、家庭、地域、産業界等から広く参加し、地域社会と連携した取組等を研修・協議 
 
■インターンシップ推進事業 
○体験型インターンシップ 

［対 象 者］県立高校等１・２年生 
［実施内容］地域の企業等において、学習内容や将来の進路希望に応じ、実践的な知識や

技術・技能に触れる１週間程度の就業体験 
○地域活性型インターンシップ 

［対 象 者］県立高校等（１０校程度） 
［実施内容］地域の企業や商店街、大学等と連携した研究・開発の体験、幅広い産業分野

における就業体験、地域活性化に向けた取組を実施（半年以上継続） 
 

■新キャリアステップアップセミナー事業 
高校生が「自己の生き方」や「社会が求めていること」を主体的に考え、自らの進路意識を

高めるため、大学生の講話やグループ懇談会等を実施 
［対 象 者］普通科高校１校 
［実施内容］大学生とのグループ懇談会、ワークショップ等 
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新新新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  

知・徳・体の調和の取れた「生きる力」を育むため、「食育」「遊び・スポーツ」「読書」を柱とす

る子どもの生活習慣の形成と定着に向けた取組を学校、家庭、地域が一体的に行い、「子ども元気創

造」に向けた全県的な取組を推進します。 
 

■子ども元気創造推進協議会の開催 

［構 成 員］大学教授、ＰＴＡ代表、各校長会会長 等 

［開催時期］３回（各学期１回） 

［役  割］施策推進方策や取組内容についての意見・助言、企業等への協力要請 等 
 

■子ども元気調査の実施 

［調査方法］抽出調査（小学校1/3、中学校1/3、高校1/2） 

［調査項目］朝食摂取、運動実施状況、運動に対する意識、読書実施状況、読書に対する

意識、睡眠の状況 
 
■新「子ども元気創造推進隊」の派遣 

食育・運動・読書の専門家を学校・地域へ派遣し、意識啓発を実施 
［対 象 者］幼児・児童・生徒、保護者、地域の方  々
［実施内容］パネル展示、チラシ配布、出前講座 等 

 

 

新新新新運動部活動支援・運動習慣改善事業 11,219  

運動部活動の適切な実施に向け、外部の専門家等を活用した取組や顧問教員の資質向上に向けた

取組を行うとともに、運動嫌い等により、運動部活動に参加しない生徒が参加しやすい環境づくり

について実践研究を行います。 
 

■指導体制の工夫改善 
スポーツ医科学的な知見を有する外部指導者の派遣と指導者の適正配置 

［対  象］中学校・高等学校の運動部 

［実施内容］スポーツ医科学的な知見に基づくトレーニングの実施、指導経験の少ない運

動部顧問の指導力向上 等 
 

■運動部活動指導者の資質の向上に向けた研修会の実施 
［対  象］運動部活動顧問及び外部指導者 
［実施内容］体罰根絶に向けた研修会、コーチング研修会、科学的指導方法研修会 等 

 
■新運動習慣の二極化解消及び定着 

運動習慣のない生徒を対象とした運動部活動等の取組 

［対  象］県内７通学区域の各１校モデル校（県立学校） 

［実施内容］高体連大会以外の種目や複数種目など部活動参加の選択の幅を広げるための

方法の研究、各種実技研修会等における運動習慣の二極化に対する課題意識

の共有及び実践 
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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 
 
新新新新いじめ・不登校等対策強化事業 197,680  

「山口県いじめ防止基本方針」に基づき、いじめの未然防止・早期対応・いじめ解消率１００％

を目指す相談・支援体制の充実を図り、いじめや問題行動、不登校等の生徒指導上の諸課題に実効

的に対応するための対策を強化します。 
 

■スクールカウンセラー（ＳＣ）の配置 

全ての公立学校の児童生徒がＳＣに相談できる体制の整備 

（小学校100校、全中学校、高等学校50校、中等教育学校） 

 

■拡スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の配置支援 

全市町へのＳＳＷの配置（H26：13市町） 

 

■エリア・スーパーバイザー（エリアＳＶ）の配置 

市町配置のＳＳＷへの指導・援助や学校いじめ対策組織への指導・助言を実施 

 

■ファミリー・リレーションシップ・アドバイザー（ＦＲアドバイザー）の派遣 

学校だけでは解決困難な事案について医師、弁護士等の専門家を派遣 

 

■「山口県いじめ問題対策協議会」の設置 

県内のいじめ問題に係る関係団体・機関の連携強化 

 

■「山口県いじめ問題調査委員会」の設置 

県立学校においていじめの重大事態が発生した場合に、事実関係を明らかにし、同種の事案

の発生を防止するため、中立的な立場の専門家による調査委員会を設置 

 

■いじめの重大事態（不登校）に係る児童生徒支援 

いじめが原因で児童生徒が不登校になった場合に、学校主体の調査及び児童生徒の心のケ

ア・早期復帰を支援 

 

■いじめ、不登校の未然防止に向けた「魅力ある学校づくり」調査研究（１中学校区） 

学習指導や児童会・生徒会活動、家庭教育、小中・小小連携の効果的な取組方法、評価方法

についての調査研究、研究成果の普及啓発 

 

■新いじめ・不登校等調査研究事業 

やまぐち総合教育支援センターにおける大学や医療機関等と連携した先進的調査研究 

［対  象］いじめ・不登校等の悩みを抱える児童生徒が在籍するモデル校（小・中・高

等学校・特別支援学校各１校）、やまぐち総合教育支援センター「サポート

ルーム」「ふれあいルーム」通室児童生徒 
 
■新「子どもの未来を考えるフォーラム」の開催 

いじめや不登校、ネット問題等の諸問題の解決に向けた意識啓発 

［対  象］教職員、保護者、一般県民 

［内  容］専門家による講演、実践事例の発表 
 

 



- 13 - 

新新新新インクルーシブ教育システム理解促進事業 7,682  

共生社会の形成やインクルーシブ教育システムの構築に向けた特別支援教育の一層の推進のため、

小・中学校のコミュニティ・スクール（ＣＳ）との連携を通じたモデル校による実践研究を実施す

るとともに、広く県民を対象とした特別支援教育フォーラムを開催します。 
 

■モデル校における合理的配慮協力員の配置 

［実 施 校］県内７地域の各１中学校区内の小・中学校 

［実施内容］各校に合理的配慮協力員（非常勤職員）を配置し、障害のある子どもに対し

て、その状況に応じて提供する「合理的配慮」の実践事例を蓄積、モデル校

主催の研修会を実施し、成果を県内に普及 

 

■総合支援学校ＣＳ設置検討協議会の設置 

特別支援教育センターを設置する総合支援学校（７校）における平成 29 年度のコミュニテ

ィ・スクールの指定に向けた検討協議会を設置 

［委員構成］総合支援学校教員、ＰＴＡ、県教委、市町教委、関係機関（医療・福祉等） 

［協議内容］学校運営協議会委員の選定、市町教委との連携調整 等 

 

■特別支援教育フォーラムの開催 

特別支援教育やインクルーシブ教育システムの理解促進のためのフォーラムを開催 

［開 催 地］３地域（県東部・県央部・県西部） 

［対  象］保護者、地域住民 

［内  容］先進事例報告、学校運営協議会委員等によるパネルディスカッション 等 
 

 

新新新新総合支援学校ＩＣＴ活用協働学習推進事業 1,163  

障害のある児童生徒の「自立と社会参加」の実現に必要な「コミュニケーション能力」や「人間

関係形成能力」を育成するため、全総合支援学校に導入したタブレット型情報端末等のＩＣＴ機器

を活用した協働学習を効果的に推進します。 
 

■推進体制の整備 

○外部専門家の参画による授業研究の支援 

［実施回数］各総合支援学校で年１～２回 

［実施内容］授業設計、授業実践・評価、各学校で共通して活用できる評価シートの作成 

○ＩＣＴサポート教員の配置 

［配置人数］県東部・県央部・県西部の各エリアに１名ずつ 

 

■教員の専門性の向上 

○協働学習の実践に関する研修プログラムの策定・実施 

［実施回数］年５回程度 

○ＩＣＴ活用プロジェクトチーム（ＰＴ）によるデータベース・事例集の作成 

［ＰＴ構成員］大学教員、ＩＣＴサポート教員 等 
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県立学校施設整備事業（総合支援学校教室不足対応） 80,455  

児童生徒数の増加等に伴う総合支援学校の教室不足に対応するため、必要な施設整備を行います。 
 

■山口総合支援学校普通教室棟増築工事等 

    

県立学校施設整備事業（高校再編） 1,021,144  

より質の高い高校教育を提供するための学校・学科の再編整備に必要な施設整備を行います。 
 

■下関中央工業高校と下関工業高校の再編統合に伴う下関工業高校の実習棟新築工事等 

 

■周防大島高校の福祉専攻科新設に伴う久賀校舎の内部改造等【基地交付金充当】 

    

《１２ 災害に強い県づくり推進プロジェクト》 

重点施策５０ 生活・社会基盤の耐震化の推進 
 
県立学校施設整備事業（耐震化） 3,576,602  

平成27年度末までの耐震化の完了に向けて、耐震化工事を計画的に実施するとともに、つり天井

の落下防止対策を推進します。 
 

■構造体耐震化 

周防大島高校安下庄校舎普通教室棟等【基地交付金充当】、下松工業高校電気科実習棟、南

陽工業高校普通教室棟等、山口高校理科棟、小野田高校管理棟等、下関中央工業高校製図棟

等、厚狭高校南校舎屋内運動場 
 
■非構造部材耐震化 

西京高校屋内プール、奈古高校武道場 等 

 

重点施策５１ 地域防災力の充実強化 
 
新新新新学校安全総合推進事業 4,929  

「山口県学校安全推進計画」に基づき、「防犯を含む生活安全」「交通安全」「災害安全（防災）」

の学校安全の取組を総合的かつ効果的に推進していくため、安全教育の充実、実践的な力の育成、

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。 
 

■山口県学校安全推進計画の周知・学校安全推進プログラムの活用に向けた研修 

［対  象］県立学校、市町教委 
 

一部２月補正 

一部２月補正 
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■地域ぐるみの学校防災総合推進事業 

大規模災害の発生に備え、児童生徒が主体的に防災・減災に取り組む姿勢を醸成し、ボラン

ティア活動等他の人々や地域の安全に貢献できる力を育成 

［対  象］児童生徒、保護者、教職員、地域住民等 

［実施内容］地域ぐるみの防災キャンプの実施、防災教育テキストの活用促進、災害ボラ

ンティア活動講演会の開催、防災アドバイザーの派遣、学校防災研修会・防

災教育研修会の実施 

 

■子どもたちの安心安全総合推進事業 

コミュニティ・スクール、地域協育ネットを活用した学校・家庭・地域が連携した防犯を含

む生活安全、交通安全の取組 

［対  象］児童生徒、保護者、教職員、地域住民等 

［実施内容］学校運営協議会等による通学路の安全点検・安全マップづくり、通学路安全

対策アドバイザーの派遣、通学路安全対策合同会議の開催、防犯教育研修会

の実施 
 

 

《１４ 日々の暮らし安心・安全確保プロジェクト》 

重点施策６０ 子ども・女性・高齢者を犯罪から守る対策の推進 
 
新新新新学校安全総合推進事業【再掲】   

 

重点施策６１ 子ども・高齢者等を交通事故から守る対策の推進 
 
新新新新学校安全総合推進事業【再掲】   
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Ⅳ 施策体系別事業一覧 

◆目標達成に向け、主要な施策と主な取組を体系的に整理し総合的に推進 

 

施策名 事業名 頁 

①キャリア教育の推進 新キャリア教育総合推進事業 18 

②学習指導要領の趣旨を
踏まえた教育内容の充実 

学習指導要領趣旨徹底事業 
学習指導要領等趣旨徹底事業 
新やまぐち産業人材育成推進事業 
やまぐち燦めきサイエンス事業 

 

児童生徒学習活動充実事業 
中学生ふるさと民泊学習推進事業 
新ふるさとやまぐち生活体験活動推進事業 
新「こころの先生」派遣事業 
外国青年英語指導事業 
グローバルリーダー育成事業 

19 

③学習指導の改善・充実 やまぐちっ子学力向上推進事業 
学力向上等支援員の配置 

 

④国際教育の推進 

高校生留学促進事業  

やまぐちアクティブ・イングリッシュ事業 
世界スカウトジャンボリー開催支援事業 
児童生徒慶尚南道友好相互交流事業 
慶尚南道高校生スポーツ交流事業 

20 

⑤読書活動の充実 
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【再掲】 
子どもの読書活動推進事業 

 

⑥学校における人権教育
の推進 

人権教育調査研究事業 
学校人権教育推進事業 

 

⑦体力向上の推進 

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 
新運動部活動支援・運動習慣改善事業 

 

慶尚南道高校生スポーツ交流事業【再掲】 
学校体育指導費 

21 

⑧食育の推進 
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【再掲】 
食に関する指導普及事業 
養護教諭・栄養教諭等研修事業 

 

⑨健康教育の推進 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【再掲】 
保健管理指導費 

 

⑩特別支援教育の推進 

新やまぐち産業人材育成推進事業【再掲】 
新やまぐちの元気を支える高校生県内就職推進事業【再掲】 
新キャリア教育総合推進事業【再掲】 

 
 

新総合支援学校 ICT活用協働学習推進事業 
特別支援教育エリア型指導・支援体制構築事業 
新インクルーシブ教育システム理解促進事業 
特別支援教育支援員の配置 
県立学校施設整備事業(教室不足対応) 【再掲】 
障害者の就労機会拡大、就労支援 
学級支援補助教員活用事業 
特別支援教育センター管理運営費 
通学対策費 
地域コーディネーターの配置 
医療的ケア支援要員の配置 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑪幼児期における取組の
充実 

幼児教育充実事業 
新多子世帯応援保育料等軽減事業（幼稚園分） 

23 

⑫少人数教育の推進 小１プロブレム解消のための３０人学級加配教員配置 
３５人学級化関連事業 

 

⑬生徒指導・相談体制の
充実 

新いじめ・不登校等対策強化事業 
教育相談実施事業 
学校メンタルサポート事業 
生徒指導・相談体制充実強化のための教員配置 

 

  
 
 

未来を拓くたくましい「やまぐちっ子」の育成 

１ 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 
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⑭進路指導の充実 
新やまぐちの元気を支える高校生県内就職推進事業 
進学支援推進費 

24 

⑮社会教育施設等を活用
した教育の充実 

ＮＨＫ大河ドラマ特別展「花燃ゆ」開催費 
青少年自然体験活動推進事業 

 
 

博物館学校地域連携教育支援事業 
サイエンスやまぐち２０１５展開催費 

25 

 

施策名 事業名 頁 

⑯教育施設・設備の整
備、教育環境の向上 

県立学校施設整備事業 
県立学校施設整備事業（空調設備整備） 

 

⑰学校安全の推進 新学校安全総合推進事業  

⑱教職員の資質能力の
向上 

教員資質能力向上推進事業 
教員人材確保の推進 
教職員等研修事業 
初任者・１０年経験者研修事業 
総合教育支援センター管理運営費 

26 
 
 
 
 

⑲学校運営の活性化 

事務長の設置 
自律的・組織的な学校運営の体制の構築に向けた調査研究 
女性教員出生対策事業 

 
 

 
教職員定数 27 

⑳校種間連携・一貫教育
の推進 

新やまぐち型地域連携教育推進事業【再掲】 
小１プロブレム解消のための３０人学級加配教員配置【再掲】 
幼児教育充実事業【再掲】 
３５人学級化関連事業【再掲】 

 
 
 

㉑県立高校将来構想に基
づく特色ある学校づくり 

県立学校施設整備事業(高校再編) 【再掲】  
 

㉒私学の振興 《総務部学事文書課予算》  

㉓修学支援の充実 

公立高等学校等就学支援事業  
国公立高校生奨学給付金事業 
県立高校生等奨学事業 
離島高校生修学支援事業 
定時制通信教育教科書等給与事業 

28 
 
 

 

施策名 事業名 頁 

㉔家庭教育支援の充実 新「地域協育ネット」による温かい絆づくり推進事業【再掲】  

㉕地域と学校が連携した
子どもの育成 

新やまぐち型地域連携教育推進事業 
新地域とともにある高校づくり推進事業 
新「地域協育ネット」による温かい絆づくり推進事業 
「ふれあい夢通信」発行事業 

 

㉖生涯学習の推進 

「平成の松下村塾」づくり推進事業 
生涯学習推進体制整備事業 
生涯学習推進センター管理運営委託費 

29 
 
 

図書館資料充実事業 
図書館ネットワークシステムの活用 

 

㉗地域社会における人権
教育の推進 

市町人権教育推進事業費補助事業 
人権教育視聴覚資料整備事業 
社会人権教育推進事業 

 

㉘文化にふれあい親しむ
環境づくりの推進 

学校芸術文化ふれあい事業 
中学生文化活動活性化事業 
高等学校総合文化祭推進費 

 

㉙文化財の保護と活用 

国指定文化財保存活用事業 
国指定文化財大規模保存整備事業 
県指定文化財等保存活用事業 
有形文化財調査事業 
文化事業費 
世界文化遺産登録推進事業 
文化財調査指導費 

30 
 
 
 
 
 
 

㉚「輝く、夢あふれるスポ
ーツ元気県やまぐち」の
実現に向けた取組の推進 

全国中学校駅伝大会開催事業 
中学校高等学校体育大会開催費 

 
 

中学校中国大会全国大会派遣費 
全国高等学校体育大会派遣費 
慶尚南道高校生スポーツ交流事業【再掲】 

31 
 

 

２ 質の高い教育環境づくりの推進 

 ３ 生涯にわたる県民総参加の教育の推進 
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１ 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 

施策名 事業名 予算額 事業の概要 

①キャリア教

育の推進 

新キャリア教育総合推

進事業 

[高校教育課] 

[義務教育課] 

[特別支援教育推進室] 

6,068 【再掲】 

②学習指導要

領の趣旨を踏

まえた教育内

容の充実 

学習指導要領趣旨徹底事

業 

[義務教育課] 

 

18,109 

 

 

 

 

 

 

 

○小・中・高等学校を通じた英語教育強化事業 

 ▽外部専門機関と連携した英語指導力向上事業 

 ▽英語教育強化地域拠点事業 

   1地域指定（小1校、中1校、高1校） 

○土曜授業カリキュラム実践研究事業 

  モデル地域（1市町）における効果的なカリキュラ

ムの実践研究支援 

○新学習指導要領に関する教育課程研究協議会の

開催(小・中学校 県下各6箇所) 

○指定校における指導方法等の実践研究 

○理科の観察・実験指導等に関する研究協議 

 

学習指導要領等趣旨徹底

事業 

[高校教育課] 

11,271 ○スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール

事業 

  先進的な卓越した教育活動に取り組む専門高校を

指定し、専門的職業人を育成（1校・3年間） 

○ＥＳＤの取組や各教科における指導方法の実践

研究(高校3校) 

※ESD … 持続可能な開発のための教育 

 

新やまぐち産業人材育成

推進事業 

[高校教育課] 

[特別支援教育推進室] 

26,200 【再掲】 

やまぐち燦めきサイエン

ス事業 

[高校教育課] 

11,091 ○ヤングサイエンティスト拡大事業 

  小中学生向け科学教室の開催と、高校生を講師と

した研究成果発表等 

○やまぐちサイエンス・サポート事業 

  理数教育推進拠点校（理数科設置校4校・普通科、

総合学科設置校3校）における大学等と連携した企画

への支援 

○やまぐちサイエンス・チャレンジ事業 

  「科学の甲子園」山口県大会（全国大会県予選）

や「やまぐちサイエンスキャンプ」の実施 
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施策名 事業名 予算額 事業の概要 

②学習指導要

領の趣旨を踏

まえた教育内

容の充実 

 

児童生徒学習活動充実事業

（道徳教育振興事業） 

[義務教育課] 

[高校教育課] 

8,624 ○「やまぐちっ子の心を育む道徳教育」プロジェ

クト推進校による取組（16校） 

○道徳の授業改善に向けた資料の充実 

中学生ふるさと民泊学習

推進事業 

[義務教育課] 

3,849 【再掲】 

新ふるさとやまぐち生

活体験活動推進事業 

[義務教育課] 

2,033 【再掲】 

新「こころの先生」派遣

事業 

[義務教育課] 

2,173 【再掲】 

外国青年英語指導事業 

[高校教育課] 

110,458 ○全県立学校でＡＬＴによるティームティーチン

グなどの活動を通じた英語教育の改善・充実と

国際理解教育の推進 

▽ＡＬＴ ㉗25名（㉖23名） 

 

グローバルリーダー育成

事業 

[高校教育課] 

32,000 ○質の高いカリキュラムを実践する高校を指定

し、国際的に活躍できるグローバルリーダーを

育成する。（2校） 

 

③学習指導の

改善・充実 

 

やまぐちっ子学力向上推

進事業 

[義務教育課] 

12,331 【再掲】 

学力向上等支援員の配置 

［義務教育課] 

[特別支援教育推進室] 

給与費 ○学力向上に向けた個別指導など、きめ細かな指

導を充実させるため、非常勤講師を配置 

 ▽学力向上等支援、特別支援教育支援 80人 

 

④国際教育の

推進 

 

高校生留学促進事業 

[高校教育課] 

7,634 ○やまぐちグローアップセミナー事業 

  国際的に活躍する海外勤務経験者等による講演等

の実施（高校20校・中学20校） 

○やまぐち「志」育成塾 

  留学に興味、関心のある生徒や保護者に対する留学

経験者の体験談やワークショップ、留学相談等 

○長期留学支援 

 ▽10人・上限30万円・１年程度 

○短期留学支援 

▽20人・上限10万円・２週間程度 
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施策名 事業名 予算額 事業の概要 

④国際教育の

推進 

 

やまぐちアクティブ・イ

ングリッシュ事業 

[高校教育課] 

360 ○山口県高校生英語ディベートセミナーの開催 

○山口県高校生英語ディベート大会の開催 

世界スカウトジャンボリ

ー開催支援事業 

[世界スカウトジャンボリー開催支援室] 

【一部２月補正】 

212,170 【再掲】 

児童生徒慶尚南道友好相

互交流事業 

[教育政策課] 

[高校教育課] 

963 ○慶尚南道への高校生派遣 12人 

  現地高校での授業体験･意見交換を通した交流や

産業・文化施設訪問等による異文化体験 

○友好相互交流推進会議の開催 

 

慶尚南道高校生スポーツ

交流事業 

[学校安全・体育課] 

1,000 ○本県高校生とのスポーツ交流を実施 

慶尚南道の交流団を受入(硬式野球) 

⑤読書活動の

充実 

 

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 

[学校安全・体育課] 

1,003 【再掲】 

 

子どもの読書活動推進事

業 

[社会教育・文化財課] 

900 ○出前こどもとしょかん 

○読書ボランティアリーダー研修会 

○学校図書館実践セミナー 

○「地域ネットワークフォーラム」の開催 

 

⑥学校におけ

る人権教育の 

推進 

人権教育調査研究事業 

[人権教育課] 

1,486 ○様々な人権課題等に対応した研修資料の作 

成・配付や指導者養成研修の実施 

○人権に関する児童生徒作品の募集・表彰 

 

学校人権教育推進事業 

[人権教育課] 

4,900 ○学校教育における指導者の養成 

  校種やｷｬﾘｱｽﾃｰｼﾞに応じた教職員研修の実施 

○地域との連携に基づく人権教育の研究 

  地域及び学校において総合的に研究を行い、指導内

容や指導方法を開発 

 

⑦体力向上の

推進 

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 

[学校安全・体育課] 

1,003 【再掲】 

新運動部活動支援・運動

習慣改善事業 

[学校安全・体育課] 

11,219 【再掲】 



- 21 - 

施策名 事業名 予算額 事業の概要 

⑦体力向上の

推進 

慶尚南道高校生スポーツ

交流事業 

[学校安全・体育課] 

 

1,000 【再掲】 

学校体育指導費 

[学校安全・体育課] 

2,075 ○武道・ダンス等の指導力向上のため、各校種へ

の外部指導者派遣や研修を実施 

 

⑧食育の推進 

 

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 

[学校安全・体育課] 

1,003 【再掲】 

 

食に関する指導普及事業 

[学校安全・体育課] 

1,548 ○「食に関する指導の手引」（仮称）の作成 

○学校給食の充実 

○栄養教諭、学校栄養職員等の研修の充実 

○学校と家庭・地域が連携した食育の推進 

 

養護教諭・栄養教諭等研

修事業 

[学校安全・体育課] 

216 ○養護教諭・栄養教諭等を対象とした新採・10年

次研修等の実施 

 

⑨健康教育の

推進 

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 

[学校安全・体育課] 

1,003 【再掲】 

保健管理指導費 

[学校安全・体育課] 

1,264 ○歯と口腔の健康づくり促進活動 

  学校歯科保健調査をもとに、学校歯科保健推進検討

委員会において課題を抽出し、対応策等を検討 

○性に関する指導普及推進事業 

教員を対象とした研修会の実施 

 

⑩特別支援教

育の推進 

 

新やまぐち産業人材育成

推進事業 

[特別支援教育推進室] 

 

26,200 【再掲】 

 

新やまぐちの元気を支

える高校生県内就職推進

事業 

[特別支援教育推進室] 

 

60,499 【再掲】 

 

新キャリア教育総合推

進事業 

[特別支援教育推進室] 

6,068 【再掲】 
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施策名 事業名 予算額 事業の概要 

⑩特別支援教

育の推進 

 

新総合支援学校ICT活用

協働学習推進事業 

[特別支援教育推進室] 

1,163 【再掲】 

 

 

特別支援教育エリア型指

導・支援体制構築事業 

[特別支援教育推進室] 

4,000 ○エリアネットワークの構築 

  県内を 3 つに分けたエリアごとに専門人材をデー

タベース化して学校間で派遣 

○全エリアにおいて視覚障害教育センター及び聴

覚障害教育センターの相談支援の実施 

 ▽周南・山口南・下関南 

新インクルーシブ教育

システム理解促進事業 

[特別支援教育推進室] 

7,682 【再掲】 

特別支援教育支援員の配

置 

(特別支援教育内容充実事業) 

[高校教育課] 

[特別支援教育推進室] 

7,761 ○県立高校等の発達障害のある生徒に対して授業

や学校行事等で必要な支援を実施 

▽各学区に1名配置（計7名） 

 

県立学校施設整備事業

(教室不足対応) 

[教育政策課] 

80,455 【再掲】 

障害者の就労機会拡大、

就労支援 

(教育庁運営費) 

[教育政策課] 

30,872 ○本庁及び県立学校において障害者を雇用 

 ▽本庁ワークセンター 障害者7名 

支援員2名 

 ▽県立学校       障害者10名(1校1名) 

 

学級支援補助教員活用事

業 

[特別支援教育推進室] 

12,293 ○特別な配慮を要する児童が在籍する小学校の通

常学級に補助教員を配置する市町に対する補助 
▽21人 市町補助1/2 

 

特別支援教育センター管

理運営費 

[特別支援教育推進室] 

2,135 ○県内 7 地域に設置した特別支援教育センター 

において障害のある子どもやその保護者、小・

中学校等に対する支援を実施 

 

通学対策費 

[特別支援教育推進室] 

560,982 ○総合支援学校（10校）の通学バスを運行 

▽㉗47路線（㉖46路線） 

 

地域コーディネーターの

配置 

[特別支援教育推進室] 

給与費 ○コーディネーター配置 ㉗32人（㉖32人） 

医療的ケア支援要員の配

置 

[特別支援教育推進室] 

給与費 ○医療的ケアを必要とする児童生徒の学校へ医療

的ケア支援要員を配置 

▽支援要員配置校 ㉗9校（㉖9校） 
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施策名 事業名 予算額 事業の概要 

⑪幼児期にお

ける取組の充

実 

 

幼児教育充実事業 

[義務教育課] 

1,295 ○幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続のため

の調査研究・成果普及 

○「つながる子どもの育ち大会」の開催 

[参加者] 幼稚園教諭、保育士、小学校教諭等 

[内 容] 公開保育、公開授業、講演等 

 

新多子世帯応援保育料

等軽減事業（幼稚園分） 

 [義務教育課] 

【２月補正】 

 

74,015 【再掲】 

⑫少人数教育

の推進 

 

小１プロブレム解消のた

めの３０人学級加配教員

配置 

[義務教育課] 

 

給与費 ○いわゆる「小 1プロブレム」など課題の解決を

積極的に行う学校に対して、30人学級加配教員

を配置 

３５人学級化関連事業 

[義務教育課] 

給与費 ○児童生徒の状況に応じたきめ細かな指導体制の

充実を図るため、35人学級化のための教員配置

を継続 

 

⑬生徒指導・相

談体制の充実 

 

新いじめ・不登校等対策

強化事業 

[学校安全・体育課] 

 

197,680 【再掲】 

教育相談実施事業 

[教職員課] 

11,342 ○やまぐち総合教育支援センターで、課題等を抱

える子どもや親、教育現場へ専門的支援を実施 

▽電話相談や専門家による個別相談の実施 

▽学校サポートチームの設置、派遣 

学校メンタルサポート事

業 

[学校安全・体育課] 

5,000 ○児童生徒を取り巻く重大な事件・事故が発生し

た場合、専門家チームを学校へ派遣 

▽学校メンタルサポートチーム等の派遣 

学校教育機能の回復や児童生徒の心のケアに対応 

▽学校問題等調査委員会の設置 

重大事案の対応等を評価・検証 

 

生徒指導・相談体制充実

強化のための教員配置 

[義務教育課] 

[学校安全・体育課] 

給与費 ○児童生徒支援加配の重点加配(134人) 

  問題行動等への対応が困難な小・中学校に配置 

○生徒指導緊急加配教員の配置(5人) 

  問題行動の早期解決を図る中学校に年度途中配置 

○危機管理緊急加配教員の配置(2人) 
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施策名 事業名 予算額 事業の概要 

⑭進路指導の

充実 

 

新やまぐちの元気を支

える高校生県内就職推進

事業 

[高校教育課] 

[特別支援教育推進室] 

60,499 【再掲】 

進学支援推進費 

[高校教育課] 

4,600 ○進学に向けた学力向上セミナー 

  大学等の入学試験タイプ別のセミナーを開催 

○学校プランサポート 

  各校が実施する大学教授等による出張講座や学習

合宿等の取組を支援 

 

⑮社会教育施

設等を活用し

た教育の充実 

 

ＮＨＫ大河ドラマ特別展

「花燃ゆ」開催費 

[社会教育・文化財課] 

27,440 【再掲】 

 

 

 

青少年自然体験活動推進

事業 

[社会教育・文化財課] 

2,600 ○「心の冒険・サマースクール」の開催 

 ▽長期体験活動（山口市・長門市・周防大島町） 

○指導者養成研修会の開催（サマースクール・

AFPY） 
※AFPY(Adventure Friendship Program in Yamaguchi) 

他者と関わり合う活動を通じ、個人の成長や豊か

な人間関係を築く考え方・行動のあり方を学ぶ、県

独自の体験学習法 

   

   

区分 研修会・プログラム名 対 象 定員 期 間 

心の冒険・ 

サマース

クール 

小学生チャレンジプログラム 小学5,6年 24人 8泊9日 

中高生クエストプログラム 中高校生 16人 8泊9日 

小学生ジョブプログラム 

小学5,6年 

  

 ジョブin周防大島 16人 1泊2日 

ジョブin長  門 16人 1泊2日 

ペアレントプログラム 

ﾁｬﾚﾝｼﾞ・ｸｴｽﾄﾌﾟﾛ

ｸﾞﾗﾑ参加者の保

護者 

10人 3泊4日 

指導者の養

成 
野外教育活動指導者研修会 教員・一般 16人 

前期8泊9日 

後期2泊3日 

スキルアップ研修会 教員・一般 各回30人 2回 

大人のためのわくわくアウトドア 教員・一般 20人 1泊2日 

AFPY/森のﾁｬﾚﾝｼ゙ ｺー ｽ研修会 教員・一般 各回20人 1泊2日×3回 

AFPY実践の集い 教員・一般 各回100人 2回 

AFPYアドバイザー研修会 AFPY ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 60人 1日 
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施策名 事業名 予算額 事業の概要 

⑮社会教育施

設等を活用し

た教育の充実 

 

博物館学校地域連携教育

支援事業 

[社会教育・文化財課] 

4,980 ○学校や地域と連携した学習支援 

▽学習教材の作成、Webページ、ﾒﾙﾏｶﾞによる広報 

▽小中学校･子ども会等への出前授業、館内授業など 

▽各種講座、講演会、実験・体験教室等の開催 

サイエンスやまぐち 

２０１５展開催費 

[社会教育・文化財課] 

1,701 ○サイエンスやまぐち2015展の開催 

県内小中高校生が研究した成果を、展示や研究  

発表会を通して県民に紹介 

 ▽山口県科学作品展 

   平成27年10月30日～11月15日（15日間） 

  [会場]山口県社会福祉会館（予定） 

 ▽山口県科学研究発表会（ 平成27年11月10日） 

[会場]山口県教育会館（予定） 

 

２ 質の高い教育環境づくりの推進 

施策名 事業名 予算額 事業の概要 

⑯教育施設・設

備の整備、教育

環境の向上 

県立学校施設整備事業 

[教育政策課] 

【一部基地交付金充当】 

【一部２月補正】 

 

4,685,120 ○平成27年度末までの耐震化の完了に向けて、耐

震化工事等を計画的に実施するとともに、再編

統合に伴う高校の施設整備や、教室不足に対応

した総合支援学校の施設整備等を実施 

【一部再掲】 

 

   
（単位：千円） 

区 分 予算額 摘 要 

耐震化工事 3,576,602   

  構造体 3,435,432 下松工業、南陽工業ほか 

  非構造部材 141,170 西京、奈古ほか 

高校再編整備 1,021,144 下関工業、周防大島（久賀） 

総合支援学校教室不足対応 80,455 山口総支ほか 

その他（法面調査等） 6,919 下松ほか 

合 計 4,685,120 うち前倒し：518,388 
 

 

県立学校施設整備事業 

（空調設備整備） 

 

まちづくり

基金事業 

 

○岩国基地の航空機騒音の緩和など、教育環境の

向上を図るため、岩国・大島地域の県立学校に

空調設備を導入 

 

⑰学校安全の

推進 

新学校安全総合推進事

業 

[学校安全・体育課] 

 

4,929 【再掲】 
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施策名 事業名 予算額 事業の概要 

⑱教職員の資

質能力の向上 

教員資質能力向上推進事

業 

[教職員課] 

7,172 ○山口県教員養成等検討協議会を通した取組の推

進 

 ▽大学との連携による継続的な養成・採用システムの

実践研究 

▽大学院等と連携した現職職員の研修システムの調

査研究 

○初任者研修の抜本的な改革 

▽調査指定校における調査研究（小中14校） 

教員人材確保の推進 

(教職員採用等選考実施費) 

[教職員課] 

1,900 ○高校生教職セミナーの開催 

 ▽教職志望の高校生向けセミナー（5カ所） 

○やまぐち教職ガイダンスの開催 

▽県外大学進学者等向け（5都市、県内10カ所） 

○大学訪問の強化 

▽県内大学訪問等（70校程度） 

教職員等研修事業 

[教職員課] 

34,735 ○「教職員人材育成基本方針」に基づく研修の実  

 施 

 ▽キャリアステージに応じた、計画的・継続的な研修 

 ▽学校現場の課題解決力、校内研修等の深化に向けた

支援の充実・強化 等 

初任者・１０年経験者研

修事業 

[教職員課] 

19,817 ○教育公務員特例法で定められた法定研修の実施 

総合教育支援センター管

理運営費 

[教職員課] 

90,971 ○学校現場などに対する総合的、専門的サポート

機関として教育活動に関する支援などの事業を

推進 

⑲学校運営の

活性化 

事務長の設置 

[義務教育課] 

給与費 ○学校事務のより一層の効率化と事務職員の組織

的・計画的育成を図るため、市町立小・中学校

の事務の共同実施の総括となる「事務長」を設

置 

自律的･組織的な学校運

営の体制の構築に向けた

調査研究  
 (学校管理指導費) 

[教職員課] 

2,000 ○地域とともにある学校づくりを進めるため、保 

護者や地域住民と、学校の状況に関する共通理

解を図り、協働して課題解決に取り組むことが

できる学校評価の充実に向けた実践研究を実施 

女性教員出生対策事業 

[教職員課] 

4,250 ○妊娠女性教員の体育実技授業時間へ非常勤講師

を配置 
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施策名 事業名 予算額 事業の概要 

⑲学校運営の

活性化 

教職員定数 

[義務教育課] 

[高校教育課] 

[特別支援教育推進室] 

給与費 ○児童生徒数の減少等に伴い、全体で８５人減 

 

区  分 小学校 中学校 高等学校 
中等教育 

学  校 

特別支援 

学  校 
合 計 

教職員 

㉗ 5,576 3,309 2,713 68 1,404 13,070 

㉖ 5,604 3,332 2,746 68 1,405 13,155 

増減 ▲28 ▲23 ▲33 0 ▲1 ▲85 

児 童 

生 徒 

㉗ 69,658 36,488 27,115 720 1,834 135,815 

㉖ 70,773 37,140 27,360 720 1,832 137,825 

増減 ▲1,115 ▲652 ▲245 0 2 ▲2,010 

※児童生徒数は見込   

⑳校種間連

携・一貫教育の

推進 

新やまぐち型地域連携

教育推進事業 

          [義務教育課] 

41,363 【再掲】 

小１プロブレム解消のため

の３０人学級加配教員配置 

[義務教育課] 

給与費 【再掲】 

幼児教育充実事業 

          [義務教育課] 

1,295 【再掲】 

３５人学級化関連事業 

[義務教育課] 

給与費 【再掲】 

㉑県立高校将

来構想に基づ

く特色ある学

校づくり 

県立学校施設整備事業

(高校再編) 

[教育政策課] 

【一部基地交付金充当】 

1,021,144 【再掲】 

㉒私学の振興 
   

㉓修学支援の

充実 

 

 

 

 

 

 

 

公立高等学校等就学支援

事業 

[教育政策課] 

 

1,641,491 教育に係る経済的負担の軽減を適正に行うた

め、国の制度に沿って一定の所得制限を設け、授

業料相当額として就学支援金を支給 

[対象者] 市町村民税所得割額 304,200 円(年収約 910 万

円)未満の世帯に属する公立の高校、中等教育学

校(後期課程)に在学する生徒 

※平成２６年度入学者から学年進行で実施 

[支給額] 全日制：9,900円/月、定時制：900円/月、

通信制：100円/単位 
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施策名 事業名 予算額 事業の概要 

㉓修学支援の

充実 

国公立高校生奨学給付金

事業 

[教育政策課] 

173,997 授業料以外の教育費負担の軽減を図るため、低

所得世帯の生徒に奨学のための給付金を支給 

[対象者] 市町村民税所得割額非課税世帯に属する国公立

の高校、中等教育学校(後期課程)、高等専門学

校(1～3学年)等に在学する生徒 

※平成２６年度入学者から学年進行で実施 

[支給額] 32,300円～129,700円／年 

県立高校生等奨学事業 

[教育政策課] 

16,792 ○経済的理由により修学が困難な生徒・学生に対

し、奨学金を貸与 

[実施主体] (公財)山口県ひとづくり財団 

[新規採用枠] 493人  

 

離島高校生修学支援事業 

[教育政策課] 

3,000 ○国の制度を活用し、離島出身の高校生が修学に

要する通学費等の補助事業を行う市町への補助 

[補助基本額]  240千円 

[負担割合]  国1/2、県1/4、市町1/4 

定時制通信教育教科書等

給与事業 

       [高校教育課] 

411 ○県立高校の定時制及び通信制に在籍する生徒の 

うち、有職で一定の単位を修得し、かつ経済的 

困窮状態にある生徒を対象として、教科書等の 

無償給与を実施 

３ 生涯にわたる県民総参加の教育の推進 

施策名 事業名 予算額 事業の概要 

㉔家庭教育支

援の充実 

新「地域協育ネット」によ

る温かい絆づくり推進事業 

[社会教育・文化財課] 

72,560 【再掲】 

 

㉕地域と学校

が連携した子

どもの育成 

新やまぐち型地域連携

教育推進事業 

          [義務教育課] 

41,363 【再掲】 

新地域とともにある高

校づくり推進事業 

          [高校教育課] 

2,500 【再掲】 

新「地域協育ネット」によ

る温かい絆づくり推進事業 

[社会教育・文化財課] 

72,560 【再掲】 

「ふれあい夢通信」発行

事業 

[教育政策課] 

1,660 ○保護者や教育関係者に幅広い教育情報を提供す

るため、教育広報誌を発行 
[発行回数等] 年2回（A4版） 

[配布対象等] 児童生徒の全保護者(計約36万部) 



- 29 - 

施策名 事業名 予算額 事業の概要 

㉖生涯学習の

推進 

「平成の松下村塾」づく

り推進事業 

[社会教育・文化財課] 

16,948 ○「三世代交流教育講座」の開催 

○映像教材の作成 

○「山口県の先人学習コーナー」の整備 

○Ｗｅｂページ「平成の松下村塾」の運営 

生涯学習推進体制整備事

業 

[社会教育・文化財課] 

9,181 ○生涯学習情報の提供 

生涯学習振興のために生涯学習情報提供システム

「かがやきネット」を運用 

生涯学習推進センター管

理運営委託費 

[社会教育・文化財課] 

21,564 ○生涯学習推進センターを拠点に県・市町等関係

機関とのネットワークを図り、県民の多様なラ

イフスタイルに対応した生涯学習活動を支援 

図書館資料充実事業 

[社会教育・文化財課] 

50,000 ○図書資料の充実 

マルチメディアデイジー室に係る電子書籍や、ふるさ

と山口文学ギャラリーに係る郷土資料、子ども読書支援

センターに係る図書等の充実 

図書館ネットワークシス

テムの活用 

(図書館管理運営費) 

[社会教育・文化財課] 

31,613 ○図書館ネットワークシステムの活用 

▽県立図書館の蔵書データ等の情報を提供 

▽山口県図書館情報ネットワークシステムによる県

内大学図書館・市町立図書館とのネットワーク化

や家庭からの蔵書検索・予約申込等 

㉗地域社会に

おける人権教

育の推進 

市町人権教育推進事業費補助事業 

[人権教育課] 

2,640 ○市町が実施する人権教育講座開設事業への補助 

人権教育視聴覚資料整備事業 

[人権教育課] 

459 ○学校等への貸出用に人権教育視聴覚資料を県立

図書館へ整備 

社会人権教育推進事業 

[人権教育課] 

495 ○市町教委の社会教育主事等、社会教育関係者、

人権教育推進委員等を対象とした研修会の実施 

㉘文化にふれ

あい親しむ環

境づくりの推

進 

学校芸術文化ふれあい事

業 

[義務教育課] 

7,000 ○巡回芸術劇場の開催 
管弦楽公演2回、合唱公演2回、演劇公演3回、 

雅楽公演2回、邦楽公演2回、能楽公演2回 

○青少年劇場の開催 

 演劇公演7回 

○巡回ふれあい公演の開催 
 音楽公演6回、演劇公演8回 

中学生文化活動活性化事

業 

[義務教育課] 

1,676 ○山口県中学校文化連盟総合文化祭の開催支援 

  [開催日時] 平成27年11月7日、8日（予定） 

[開催場所] 周防大島町 

○全国中学校総合文化祭派遣 

  [開催日時] 平成27年8月20日、21日（予定） 

[開催場所] 東京都 

高等学校総合文化祭推進

費 

          [高校教育課] 

4,899 ○山口県高等学校総合文化祭の開催支援 

  平成27年5月～11月(予定) 長門市ほか 

○全国高等学校総合文化祭派遣 

  平成27年7月28日～8月1日  滋賀県 
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施策名 事業名 予算額 事業の概要 

㉙文化財の保

護と活用 

 

国指定文化財保存活用事

業 

[社会教育・文化財課] 

18,040 ○国指定文化財等の保存修理、整備活用 

▽長州藩下関前田台場跡ほか7事業 

国指定文化財大規模保存

整備事業 

[社会教育・文化財課] 

15,000 ○国指定重要文化財である大照院本堂・経蔵(萩  

市)の保存修理（H24～H29） 

県指定文化財等保存活用

事業 

[社会教育・文化財課] 

2,669 ○県指定文化財の保存と活用 

▽県指定文化財の保存修理 

 木造石屏子介禅師坐像等(洞春寺) 

 ▽県指定無形民俗文化財等の公開支援 

有形文化財調査事業 

[社会教育・文化財課] 

1,253 ○中世城館遺跡を中心とする未指定文化財の現状 

把握及び保存対策等に関する調査 

文化事業費 

[社会教育・文化財課] 

2,337 ○古文書講座の開催や「重要文化財山口県行政文

書」の修理 

世界文化遺産登録推進事

業 

[社会教育・文化財課] 

12,000 【再掲】 

文化財調査指導費 

[社会教育・文化財課] 

10,656 ○「九州・山口の近代化産業遺産群」世界遺産登

録推進協議会負担金 

[構成員] 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、 

岩手県、静岡県、鹿児島県、山口県、萩市

ほか(8県11市) 

○朝鮮通信使ユネスコ記憶遺産日本推進部会負担 

 金 

  朝鮮通信使関連資料の世界記憶遺登録に向け、朝鮮

通信使ユネスコ記憶遺産日本推進部会の取組を関係

県として支援 

○山口県文化財保護審議会の開催 等 

㉚「輝く、夢あ

ふれるスポー

ツ元気県やま

ぐち」の実現に

向けた取組の

推進 

全国中学校駅伝大会開催

事業 

[学校安全・体育課] 

10,000 ○第23回全国中学校駅伝大会 
 [期日] 開会式    12月12日(土) 

     競技､閉会式 12月13日(日) 

 [会場] 県セミナーパーククロスカントリーコース 

 ※10年間の本県開催決定済み(H18～H27) 

中学校高等学校体育大会

開催費 

[学校安全・体育課] 

17,101 ○中学校体育大会の開催支援 

 [期日] 平成27年5月～7月 

 [会場] 県内各地 

○高等学校体育大会の開催支援 

 [期日] 平成27年6月～10月 

 [会場] 県内各地 

○平成 28 年度全国高等学校総合体育大会実行委

員会の設置 
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施策名 事業名 予算額 事業の概要 

㉚「輝く、夢あ

ふれるスポー

ツ元気県やま

ぐち」の実現に

向けた取組の

推進 

中学校中国大会全国大会

派遣費 

[学校安全・体育課] 

16,808 ○中国大会 

  [期日] 平成27年8月1日～9日 

○全国大会 

 [期日] 平成27年8月17日～25日 

 [会場] 北海道、東北 

全国高等学校体育大会派

遣費 

[学校安全・体育課] 

22,498 ○夏季大会 

  [期日] 平成27年7月28日～8月20日 

 [会場] 和歌山県 他 

○冬季大会 

 [期日] 平成27年12月下旬～平成28年2月上旬 

 [会場] 秋田県 他 

○定時制通信制大会 

[期日] 平成27年8月上旬～下旬 

[会場] 東京都 

慶尚南道高校生スポーツ

交流事業 

[学校安全・体育課] 

1,000 【再掲】 
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Ⅴ イベント等一覧 

 

 

 

 

 

《県立山口博物館（主催事業）》※臨時休館中のため他会場で実施 

企画展名 開催期間 内 容 

2015 年ＮＨＫ大河ド

ラ マ 特 別展 「 花燃

ゆ」 

 

４月 18 日(土)～ 

５月 24 日(日) 

ＮＨＫ大河ドラマ「花燃ゆ」の舞台を彩る歴史資料

140 点を一挙公開。吉田松陰自賛肖像６幅全てが一

堂に揃うのは史上初 

【会場】山口県立萩美術館・浦上記念館 

恐 竜 戦 国時 代 の覇

者！世界大恐竜展 

７月 10 日(金)～ 

８月 30 日(日) 

山口県初公開の全長 17ｍのスピノサウルスの全身骨

格をはじめ、プロトケラトプス、プシッタコサウル

ス、トリケラトプスなど数々の恐竜を展示し、白亜

紀の恐竜時代を紹介 

【会場】山口県立美術館 

サイエンスやまぐち

2015（第 69 回山口県

科学作品展） 

10 月 30 日(金)～ 

11 月 15 日(日) 

山口県内の児童・生徒の科学活動を推奨するため、

「科学作品展」及び「科学研究発表会」を開催 

【会場】山口県社会福祉会館（予定） 

○第 69 回山口県科学研究発表会（11 月 10 日(火)） 

【会場】山口県教育会館（予定） 

 

《県立山口図書館》 

企画展名 開催期間 内 容 

ふるさと山口文学ギャラ
リー企画展 
「ふるさとの文学で読む 
幕末・明治～激動の時代
を映して～」 

平成 27 年 
１月６日(火)～ 
４月 29 日(水) 

やまぐち文学回廊構想推進協議会が選定した
「やまぐちの文学者たち」が著した幕末・明治
に関する小説や評論などの作品を展示 

ふるさと山口文学ギャラ
リー企画展 
「紡ぎ出された戦争と平
和～ふるさとの文学者た
ちの終戦」(仮) 

５月１日(金)～ 
８月 27 日(木) 

「やまぐちの文学者たち」に選定された文学者
が、終戦という時代の転換期に残した作品を展
示 

 

《文書館》 

企画展名 開催期間 内 容 

第 10回中国四国地区 
アーカイブズウイーク 
 

６月２日(火)～ 
６月７日(日) 

「文書館動物記」をテーマに、アーカイブズ展
示、ギャラリートーク、歴史探究講座、書庫見
学ツアー、アーカイブズ歴史小話等を実施 

 

  

県有施設における企画展等県有施設における企画展等県有施設における企画展等県有施設における企画展等    



イベント等の名称 内　容
～11月 山口県高等学校総合文化祭 県内高校生による芸術文化の発表・展示等

～11月 山口県高等学校総合体育大会 県内高校生によるスポーツ競技大会

10 やまぐち「志」育成塾① 留学希望者対象の講演・相談会等

日未定 山口県ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ推進協議会① 県の取組方針や各市町の課題等を協議

日未定 山口県「地域教育力日本一」研修会
教職員や学校運営協議会委員を対象とした研修
会

下旬 世界文化遺産登録記念式典
「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決定時に実施する記念式典

～11月 やまぐち地域連携教育研究大会（地域大会）
県内各地域におけるｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙの推進体制や取
組を支援・強化

11･下旬 山口県高校生短期留学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ事前研修会 短期留学プログラム参加対象者への研修

中旬 ジャンボリークリーンアップ運動 世界スカウトジャンボリーの機運醸成

25 山口県高校生英語ディベートセミナー 高校生ディベート大会に向けた事前指導等

日未定 世界文化遺産登録記念イベント
「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」
に係る県民への情報発信を目的とした講演会

28～8/8 第23回世界スカウトジャンボリー
4年に1度開催される世界最大のﾎﾞｰｲｽｶｳﾄの祭典
162の国と地域から約3万人が参加

30～8/6
※8/2以外

やまぐちジャンボリーフェスタ
第23回世界ｽｶｳﾄｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰと同時開催する県民参
加型の国際交流ｲﾍﾞﾝﾄ

～10月 山口県中学校体育大会 県内中学生によるスポーツ競技大会

1～17 山口県高校生短期留学プログラム アメリカ(ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州)への短期留学

17 推薦入試（小論文）対策セミナー 専門高校等２年生対象の進学セミナー

18～19 キャリア教育実践セミナー キャリア教育に関する実践事例発表等

24 １・２年合同夏季個別学力検査対策ｾﾐﾅｰ 普通科高校１・２年生対象の進学セミナー

24 子どもの未来を考えるフォーラム 会場：山口県健康づくりセンター

29 第３回科学の甲子園ジュニア山口県大会 中学生対象の科学の競技大会(全国大会予選)

下旬 慶尚南道高校生とのスポーツ交流 山口市(西京ｽﾀｼﾞｱﾑ)でのｽﾎﾟｰﾂ交流(硬式野球)

中旬 ＳＳＨ生徒研究成果発表会 宇部高校の生徒による研究成果発表会

19 やまぐち「志」育成塾② 留学希望者対象の講演・相談会等

1～31 やまぐち家庭教育支援強化月間 家庭の元気応援キャンペーン

14～30 第21回山口県特別支援学校文化祭美術作品展 県内特別支援学校の美術作品の展示

中旬 県立高校生による韓国慶尚南道訪問 現地での交流活動の実施（派遣：１２名）

31 高校生英語ディベート山口県大会 第３回山口県大会（全国大会予選）

日未定 山口県ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ推進協議会② 県の取組方針や各市町の課題等を協議

1～7 やまぐち教育週間 教育に関する普及・啓発活動の強化週間

1～7 文化財保護強調週間 歴史的建造物の特別公開、文化財ウォーク等

7 第14回やまぐち教育の日・第43回教育県民大会 山口県教育会等主催の実践発表・講演等

7～8 山口県中学校文化連盟第11回総合文化祭 様々な文化活動の県大会（発表・交流）

上旬 山口県学力向上推進フォーラム 公開授業・講演・パネルディスカッション等

21 第５回科学の甲子園 山口県大会 高校生対象の科学の競技大会(全国大会予選)

4～10 人権週間 人権に関する児童生徒作品(ﾎﾟｽﾀｰ)の入選作品展示

12～13 全国中学校駅伝大会 場所：セミナーパーク

中旬 韓国慶尚南道高校生による山口県訪問 県内での交流活動（来県：１２名）

19 やまぐち地域連携教育研究大会（全国大会）
講演、パネルディスカッション等を通して、山
口県の取組を全国に発信

19～20 やまぐちサイエンスキャンプ（合宿） 国際科学オリンピック啓発合宿

5～6 大学入試センター試験対策セミナー 普通科高校２年生対象の進学セミナー

26 文化財防火デー 全国一斉の文化財防火活動

26～31 第68回山口県学校美術展覧会 県内の幼児児童生徒の優れた作品の展示

日未定 山口県ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ推進協議会③ 県の取組方針や各市町の課題等を協議

5 やまぐち教育フォーラム 県内教員等による研究成果・教育実践の発表

中旬 ＳＳＨ生徒研究成果発表会 徳山高校の生徒による研究成果発表会

中旬 第68回山口県学校美術展覧会巡回展 展覧会作品のうち推奨作品を県内各地で展示

12 第４回山口県理数教育研究大会 理数教育推進拠点校生徒による成果発表

中旬 産学公と連携したｶﾘｷｭﾗﾑ充実事業推進協議会 専門高校等のｶﾘｷｭﾗﾑの充実に係る成果発表等

22 ２年春季個別学力検査対策セミナー 普通科高校２年生対象の進学セミナー
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