＜１ 知・徳・体の調和のとれた教育の推進＞
施策名

事業名

①キャリア教 やまぐちハイスクール
育の推進
ブランド創出事業

予算額

事業の概要

16,004 【再掲 9 頁】
【再掲 16 頁】

[高校教育課]
キャリア教育総合推進

2,849 【再掲 17 頁】

事業
[高校教育課]
[義務教育課]
[特別支援教育推進室]
高等学校における地域

6,000 【再掲 18 頁】

人材育成事業
[高校教育課]
総合支援学校未来開拓
推進事業

4,759 【再掲 24 頁】

[特別支援教育推進室]
②主体的・対話 新ＩＣＴを活用した先
的で深い学び 進的教育推進事業
の実現に向け
[教育情報化推進室]

186,678

た学習指導の ＪＡＸＡ・やまぐち宇
充実
宙教育推進事業

1,344

【再掲 5 頁】
【再掲 8 頁】
【再掲 21 頁】

[教育政策課]
学びに向かうやまぐち
っ子育成推進事業
[義務教育課]

11,187 【再掲 6 頁】
【再掲 20 頁】

プログラミング教育推
進事業

2,499 【再掲 20 頁】

[義務教育課]
やまぐちハイスクール
ブランド創出事業

16,004 【再掲 9 頁】
【再掲 16 頁】

[高校教育課]
やまぐちで学ぶ！高校

4,940 【再掲 8 頁】

教育魅力向上事業
[高校教育課]
高等学校における地域
人材育成事業

6,000 【再掲 18 頁】

[高校教育課]
やまぐち燦めきサイエ

（単位：千円）

8,875 【再掲 21 頁】

ンス事業
[高校教育課]
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施策名

事業名

②主体的・対話 やまぐち次世代型教育
的で深い学び 推進事業
の実現に向け

予算額

事業の概要

4,243 【再掲 21 頁】

[高校教育課]

た学習指導の
充実
明日のやまぐちを担う

4,534 【再掲 18 頁】

産業人材育成事業
[高校教育課]
[特別支援教育推進室]
学習指導要領趣旨徹底
事業

5,433 ○指定校における指導方法等の実践研究

[義務教育課]
学習指導要領等趣旨徹
底事業
[高校教育課]
道徳教育振興事業

600 ○教育課程及び指導方法等についての調査研究

8,450 ○「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（17 校）
○道徳科の授業改善に向けた県作成資料を活用し

（児童生徒学習活動充実事業）

[義務教育課]
[高校教育課]
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]
③グローバル 児童生徒の英語力向上
に活躍し、イノ 事業
ベーションを
[義務教育課]
担う人材の育
成

国際交流支援員による
国際交流推進事業

た研修の充実
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

3,678 ○各種研究指定校による取組と成果の普及
○課題解決のための研修会の開催と成果の普及
○英語教育推進体制の充実
76,528 ○基地周辺地域の市町立中学校等への国際交流支
援員の配置を支援

[義務教育課]
明日を拓くグローバル
人材育成事業
[高校教育課]
児童生徒慶尚南道友好
相互交流事業
（児童生徒学習活動充実事業）

[教育政策課]

1,652 ○高校生の留学促進

850 ○山口県・慶尚南道のトップ（教育長、教育監）
による会談
○県立高等学校等の生徒と慶尚南道高校生との直
接交流体験を実施

[高校教育課]
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施策名

事業名

③グローバル 外国青年英語指導事業
に活躍し、イノ
[高校教育課]

予算額

事業の概要

122,511 ○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

ベーションを

と国際教育の推進（ＡＬＴ：25 名）

担う人材の育 小学校英語専科教員の
成
配置
[義務教育課]
新東部地域グローカル

給与費 【再掲 20 頁】

7,635 ○コミュニケーション能力の育成

人材育成事業
[高校教育課]
④進路指導の やまぐちの活力を支え
充実

○地球規模・国際的（グローバル）な視点の獲得
○地域（ローカル）課題の理解
49,694 【再掲 17 頁】

る高校生就職支援事業
[高校教育課]
[特別支援教育推進室]
やまぐちで学ぶ！高校

4,940 【再掲 8 頁】

教育魅力向上事業
[高校教育課]
やまぐちの未来へつな

2,582 【再掲 19 頁】

ぐ高大連携事業
[高校教育課]
進学支援推進費

1,813 ○各学校が実施する、進学に関するオリジナリ

[高校教育課]
⑤読書活動の 子ども読書支援セン
推進
ター経費

ティあふれる取組の支援
442 ○子ども読書支援センターによる支援の充実

（図書館管理運営費）

[社会教育・文化財課]
⑥学校におけ 人権教育調査研究事業
る人権教育の
[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

推進

○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]

4,470 ○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いじめ・不登 いじめ・不登校等対策
校等生徒指導 強化事業
上の諸課題へ
[学校安全・体育課]
の取組の充実 スクールロイヤー活用
事業
[学校安全・体育課]
思春期グローイングハ
ートプロジェクト事業

178,038 【再掲 10 頁】
【再掲 23 頁】
684 ○学校からの法的相談への対応
○法的側面からのいじめ予防等に関する授業（公
立中・高等学校を対象）
○学校の適切ないじめ対応等の教職員研修
44,469 【再掲 22 頁】

[学校安全・体育課]
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施策名

事業名

⑦いじめ・不登 学校メンタルサポート
校等生徒指導 事業
上の諸課題へ
の取組の充実

予算額

事業の概要

3,048 ○学校内外で重大事件、事故が突発的に発生した
場合、専門家で編成するサポートチームを派遣

[学校安全・体育課]
教育相談実施事業

12,877 ○やまぐち総合教育支援センターで、課題等を抱

[教職員課]

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

生徒指導・相談体制充

給与費 ○児童生徒支援加配教員の配置

実強化のための教員配

問題行動等への対応が困難な小・中学校に配置

置

○生徒指導緊急加配教員の配置
[義務教育課]
[学校安全・体育課]

⑧体力向上の 遊び・運動大好き！オ
推進

問題行動の早期解決を図る小・中学校に年度途中配置

5,394 【再掲 23 頁】

リパラ教育推進事業
[学校安全・体育課]
学校体育指導費

10,709 ○各校種における教員の指導力及び資質向上を図

[学校安全・体育課]

⑨食育の推進

食に関する指導普及事
業

ることを目的に、外部指導者の派遣や各種研修
会を実施
84 ○食育推進地域における研究成果の普及啓発
○食に関する指導研修会の開催

[学校安全・体育課]
⑩健康教育の 保健管理指導費
[学校安全・体育課]
推進
⑪特別支援教 やまぐちの活力を支え
育の推進
る高校生就職支援事業

2,909 ○歯と口の健康づくり促進活動
○学校におけるアレルギー疾患対応委員会
○学校におけるがん教育推進事業
49,694 【再掲 17 頁】

[高校教育課]
[特別支援教育推進室]
明日のやまぐちを担う

4,534 【再掲 18 頁】

産業人材育成事業
[高校教育課]
[特別支援教育推進室]
インクルーシブ教育シ
ステム推進事業

10,986 ○特別支援学校における医療的ケア実施体制の充
実

[特別支援教育推進室]
総合支援学校未来開拓

○就職支援コーディネーターの配置
○外部専門家の活用による教育内容等の充実
4,759 【再掲 24 頁】

推進事業
[特別支援教育推進室]
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施策名

事業名

⑪特別支援教 キャリア教育総合推進
育の推進
事業

予算額

事業の概要

2,849 【再掲 17 頁】

[高校教育課]
[義務教育課]
[特別支援教育推進室]
特別支援学校における

3,280 【再掲 23 頁】

障害者ｽﾎﾟｰﾂ充実事業
[特別支援教育推進室]
特別支援教育センター
管理運営費

2,160 ○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

[特別支援教育推進室]
通学対策費

学校等に対する支援を実施
516,444 ○総合支援学校（10 校）の通学バスを運行

[特別支援教育推進室]
地域コーディネーター
の配置
[特別支援教育推進室]
⑫幼児期にお 新乳幼児の育ちと学び
ける取組の充 支援事業
実
[義務教育課]

給与費 ○地域コーディネーターの配置
▽R3:32 人（R2:32 人）

33,265 【再掲 22 頁】

幼児教育充実事業
[義務教育課]

3,017 ○幼児教育に係る教職員の研修
○幼児教育における教育課題に応じた指導方法等
に関する調査研究

幼児教育の質の向上推
進事業
[義務教育課]

3,568

⑬少人数教育 小１プロブレム解消の
の推進

▽R3:51 路線（R2:50 路線）

【再掲 25 頁】

給与費 ○いわゆる「小 1 プロブレム」など課題の解決を

ための３０人学級加配

積極的に行う学校に対して、30 人学級加配教員

教員配置

を配置
[義務教育課]

３５人学級化関連事業

給与費 ○児童生徒の状況に応じたきめ細かな指導体制の

[義務教育課]

充実を図るため、35 人学級化のための教員配置
を継続

＜２ 学校・家庭・地域が連携・協働した教育の推進＞
施策名

事業名

⑭地域連携教 育ちや学びをつなぐコミ
育の充実
ュニティ・スクール推進

予算額
15,876 【再掲 13 頁】

事業
[地域連携教育推進室]
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事業の概要

施策名

事業名

予算額

事業の概要

2,000 【再掲 15 頁】

⑭地域連携教 地方創生フォーラム in
育の充実
山口開催費
[地域連携教育推進室]

6,000 【再掲 18 頁】

高等学校における地域人
材育成事業
[高校教育課]
地域教育力日本一推進事業
[地域連携教育推進室]

95,043 【再掲 14 頁】

県立学校コミュニティ・

4,511 【再掲 15 頁】

スクール推進事業
[地域連携教育推進室]
総合支援学校未来開拓推

4,759 【再掲 24 頁】

進事業
[特別支援教育推進室]
「ふれあい夢通信」配信
事業

480 ○保護者や教育関係者等に、県教委の施策や行事
など、山口県の教育情報を提供

[教育政策課]

[提供手段] ウェブページ、SNS

⑮家庭教育支 地域教育力日本一推進事業
援の充実
[地域連携教育推進室]

95,043 【再掲 14 頁】

⑯社会教育施 新新たな博物館展示創
設等を活用し 出事業
た教育の充実
[社会教育・文化財課]

20,000 【再掲 9 頁】

新県立社会教育施設感
染症予防等事業
[社会教育・文化財課]

36,771 【再掲 11 頁】

青少年自然体験活動推進
事業
[社会教育・文化財課]
区分
心の冒険
・サマー
スクール

指導者の
養成

3,855 ○小・中・高校生を対象とした長期自然体験活動
○体験活動指導者（野外教育活動、AFPY）の養成
○不登校に悩む家庭への自然体験活動

研修会・プログラム名

対 象

定員

期 間

小学5,6年

32人

8泊9日

中高生クエストプログラム

中高校生

24人

8泊9日

野外教育活動指導者研修会
サマースクール体験会
AFPY研修（初級）

教員・一般
教員・一般
教員・一般
AFPY活動の実践者
AFPYアドバイザー
AFPY活動の実践者
AFPYアドバイザー
不登校に悩む児
童生徒・保護者

10人
10人
80人

8泊9日
3泊4日

50人

1回

50人

1回

20家庭

3回

小学生チャレンジプログラム

AFPY研修（中級）
AFPY研修（上級）
不登校家庭
のサポート

家族deホットふれ愛キャンプ
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1回

施策名

事業名

⑯社会教育施
設等を活用し

博物館学校地域連携教育
支援事業

予算額

事業の概要

2,294 ○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

た教育の充実

▽小中学校･子ども会等への出前授業、館内授業など

[社会教育・文化財課]
サイエンスやまぐち
2021 展開催費

▽各種講座、講演会、実験・体験教室等の開催

1,076 ○サイエンスやまぐち 2021 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

[社会教育・文化財課]

会を通して県民に紹介
▽山口県科学作品展
令和 3 年 10 月 29 日～11 月 14 日（15 日間）
[会場]県立山口博物館
▽山口県科学研究発表会（ 令和 3 年 10 月中旬予定）

新特別展「江戸時代の旅

19,000 【再掲 27 頁】

と街道(仮称)」開催費
[社会教育・文化財課]

＜３ 生涯を通じた学びの充実＞
施策名

事業名

⑰人生１００ ＪＡＸＡ・やまぐち宇宙
年時代を見据 教育推進事業
えた生涯学習
[教育政策課]
の充実
生涯学習推進体制整備事
業
[社会教育・文化財課]

予算額
1,344

事業の概要
【再掲 21 頁】

30,315 ○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
「かがやきネットやまぐち」を運用

○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構築し、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

50,000 ○図書資料の充実

[社会教育・文化財課]

マルチメディアデイジー図書や、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

⑱地域社会に 市町人権教育推進事業費
おける人権教 補助事業
育の推進

2,640 ○市町が実施する人権教育講座開設事業への補助

[人権教育課]
人権教育視聴覚資料整備

459 ○学校等への貸出用に人権教育視聴覚資料を県立

事業

図書館へ整備
[人権教育課]

社会人権教育推進事業

455 ○市町教委の社会教育主事等、社会教育関係者、

[人権教育課]

人権教育推進委員等を対象とした研修会の実施
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施策名

事業名

⑲地域ととも 地域とともに歩む文化財
にすすめる文 資源総合保存活用推進事

予算額

事業の概要

35,848 【再掲 19 頁】

化財の保存・活 業
用
[社会教育・文化財課]
「明治日本の産業革命遺産」
世界遺産協議会負担金

3,366

[構成員]

（文化財調査指導費）

岩手県、静岡県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、

[社会教育・文化財課]
⑳文化にふれ 学校芸術文化ふれあい事業
あい親しむ環
境づくりの推

○「明治日本の産業革命遺産」世界遺産協議会負
担金

熊本県、鹿児島県、萩市ほか(8 県 11 市)

6,474 ○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

[義務教育課]

○青少年劇場の開催

進

演劇公演 6 回

○巡回ふれあい公演の開催
音楽公演 7 回、演劇公演 6 回

中学生文化活動活性化事業
[義務教育課]

988 ○山口県中学校文化連盟総合文化祭開催支援
[開催期日] 令和 3 年 11 月 13 日、14 日（予定）
[開催場所] 岩国市

○全国中学校総合文化祭派遣
[開催期日] 令和 3 年 8 月 19 日、20 日（予定）
[開催場所] 岩手県盛岡市

高等学校総合文化祭推進費
[高校教育課]

㉑「輝く、夢あ 遊び・運動大好き！オリ
ふれるスポー パラ教育推進事業
ツ元気県やま

3,715 ○山口県高等学校総合文化祭の開催支援
令和 3 年 5 月～11 月 下関市ほか
○全国高等学校総合文化祭派遣
令和 3 年 7 月 31 日～8 月 6 日 和歌山県
5,394 【再掲 23 頁】

[学校安全・体育課]

ぐち」の実現に 中学校中国大会全国大会
向けた取組の 派遣費
推進
[学校安全・体育課]
中学校高等学校体育大会
開催費

14,243 ○中国大会
[期日] 令和 3 年 8 月上旬

○全国大会
[期日] 令和 3 年 8 月～令和 4 年 2 月
[会場] 関東ブロック

1,026 ○中学校体育大会の開催支援
[期日] 令和 3 年 8 月～10 月
[会場] 県内各地

[学校安全・体育課]

○高等学校体育大会の開催支援
[期日] 令和 3 年 5 月～11 月
[会場] 県内各地

全国高等学校体育大会派
遣費

22,076 ○夏季大会

[学校安全・体育課]

○冬季大会

[期日] 令和 3 年 7 月 24 日～8 月 24 日
[会場] 福井県 他
[期日] 令和 3 年 12 月下旬～令和 4 年 2 月上旬
[会場] 京都府 他

○定時制通信制大会
[期日] 令和 3 年 7 月下旬～9 月中旬
[会場] 東京都 他
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＜４ 豊かな学びを支える教育環境の充実＞
施策名

事業名

予算額

事業の概要

㉒教育施設・設 新デジタル化対応産業

(R2 補正) 【再掲 7 頁】

備の整備、教育 教育装置整備事業

1,572,734

環境の向上

[教育政策課]
新たな学びを実現する教

97,293 【再掲 6 頁】

育ＩＣＴ推進事業

【再掲 10 頁】

[教育情報化推進室]
県立学校施設整備事業
[教育政策課]

1,904,691 ○長寿命化、教室不足に対応した総合支援学校の
施設整備、再編統合に伴う高等学校の施設整備、
非構造部材の耐震化、老朽化対策等を実施
○新型コロナウイルス感染症対策のため、県立学
校に老朽化した空調設備の更新工事を実施
【再掲 24 頁】
【再掲 26 頁】

区

分

予算額

摘

要

181,000 岩国総合、南陽工業ほか

長寿命化
総合支援学校教室不足対策

226,572 豊浦総支、山口南総支ほか
(再掲 75,169)
1,169,434 山口松風館

高校再編整備
非構造部材の耐震対策

87,979 周防大島、柳井商工ほか
96,202 下関南総支
(再掲 96,202)
7,273 熊毛南、華陵

その他老朽対策（高校）

44,898 岩国総支、下関総支

その他老朽対策（総支）

262,704 周防大島ほか

空調設備整備
合 計
産業教育設備整備費

1,904,691
124,545 ○県内産業を支える人材を育成するため、専門高

[教育政策課]

等学校等に地域産業の特徴や県内企業のニーズ
を踏まえた実験・実習設備を整備

理科数学教育設備費
[教育政策課]

7,822 ○科学的な知識、技能及び態度の習得を図るため、
理科教育振興法に基づき、実験・実習装置を整備

東部地域高校教育支援事業
[教育政策課]
[教職員課]

給与費 ○県外から生徒募集している県立周防大島高等学
管理費
校寄宿舎の運営支援（再編関連特別地域整備事
業：事業費 24,776）

㉓学校安全の 学校安全総合推進事業
推進

4,144 【再掲 26 頁】

[学校安全・体育課]
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施策名

事業名

予算額

事業の概要

㉔学校におけ 学校業務支援員配置事業
る働き方改革
[教職員課]
学校管理指導費
の推進
[教職員課]

41,025 【再掲 25 頁】

統合型校務支援システム
管理運営費
[教育情報化推進室]

56,607 【再掲 25 頁】

やまぐち部活動応援事業
[学校安全・体育課]

41,211 【再掲 25 頁】

㉕教職員の資 新乳幼児の育ちと学び

33,265 【再掲 22 頁】

質能力の向上

2,000 ○IC カード等による勤務時間管理や留守番電話の
運用等による勤務体制等の改善

支援事業
[義務教育課]
ＩＣＴを活用した新たな

17,718 【再掲 7 頁】

学び推進事業
[教職員課]

【再掲 25 頁】

幼児教育の質の向上推進

3,568 【再掲 25 頁】

事業
[義務教育課]
教員資質能力向上推進事
業

600 ・教員をめざす学生の学校体験制度
・山口県教師力向上プログラム

[教職員課]
教職員定数

・採用前教職インターンシップ
給与費 ○児童生徒数の減少等に伴い、全体で 137 人減

[教職員課]
[義務教育課]
[特別支援教育推進室]
区

教職員

分

小学校

中学校

高等学校

中等教育

特別支援

学

学

校

校

合 計

R3

5,368

3,078

2,520

64

1,380

12,410

R2
増減

5,416
▲48

3,103
▲25

2,565
▲45

65
▲1

1,398
▲18

12,547
▲137

64,608
65,895
▲1,287

32,976
32,989
▲13

24,135
24,760
▲625

630
645
▲15

1,906
1,887
19

124,255
126,176
▲1,921

R3
R2
増減
※児童生徒数は見込
児 童
生 徒

教員人材確保の推進

8,723 ○県内外の大学生等に対する採用試験説明会、教
職ガイダンスの開催及び大学訪問
○高校生に対する教職セミナー

(教職員採用等選考実施費)

[教職員課]
教職員等研修事業
[教職員課]

24,739 【再掲 25 頁】
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施策名

事業名

㉕教職員の資 初任者・中堅教諭等資質
質能力の向上 向上研修事業
[教職員課]
総合教育支援センター管
理運営費
[教職員課]
ＪＡＸＡ・やまぐち宇宙
教育推進事業
[教育政策課]

予算額

事業の概要

20,948 ○教育公務員特例法で定められた法定研修の実施

89,306 ○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
1,344 【再掲 21 頁】

㉖ 校 種 間 連 育ちや学びをつなぐコミ
携・一貫教育の ュニティ・スクール推進
事業
推進
[地域連携教育推進室]

15,876 【再掲 13 頁】

地域教育力日本一推進事業

95,043 【再掲 14 頁】

[地域連携教育推進室]
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 34 頁】

３５人学級化関連事業
[義務教育課]

給与費 【再掲 34 頁】

幼児教育充実事業
[義務教育課]

3,017 【再掲 34 頁】

㉗多様な学び 新次期県立高校将来構
のニーズに応 想策定事業
える特色ある
[高校教育課]
学校づくり
県立学校施設整備事業
(高校再編整備・教室不足
対策)

17,171 【再掲 24 頁】

[教育政策課]

1,483,985 【再掲 24 頁】
○再編統合に伴う高等学校の施設整備を実施
山口松風館、周防大島、柳井商工ほか
○教室不足に対応した総合支援学校の施設整備を実施
豊浦総支、山口南総支ほか

小中学校日本語指導支援

19,028 ○基地周辺地域の市町立小中学校における日本語

員配置事業
[義務教育課]

指導支援員の配置を支援

㉙修学支援の 公立高等学校等就学支援
充実
事業
[教育政策課]

2,167,362 【再掲 27 頁】

国公立高校生奨学給付金

308,241 【再掲 27 頁】

事業
[教育政策課]
県立高校生等奨学事業
[教育政策課]

21,468 ○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] 556 人
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施策名

事業名

㉙修学支援の 離島高校生修学支援事業
充実
[教育政策課]

予算額

事業の概要

936 ○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
[負 担 割 合]

定時制通信教育教科書等

国 1/2、県 1/4、市町 1/4

462 ○県立高等学校の定時制及び通信制に在籍する生

給与事業

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

[高校教育課]

等の無償給与を実施
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