
基本方針１

【学校施設課】

・産業教育設備整備費

・高等学校教材設備近代化事業費

・専門高等情報教育機器更新事業費

・甲府工業高等学校専攻科棟建設事業費

【義務教育課】

・帰国子女等教育指導費

・英語教員海外派遣研修（２ヶ月）事業費

・ふるさと山梨郷土学習推進事業費

・エネルギー教育推進事業費

・中学生英語力向上サポート事業費補助金

・ライフプラン小中高推進事業

【高校教育課】

・ライフプラン小中高推進事業

・ライフプランニング力育成事業費

・高校生体験型学習推進事業費

・工業系高校生実践的技術力向上事業費

・スーパープロフェッショナルハイスクール事業費

・グローバル人材育成教育プログラム導入事業費

・四川省教育交流推進費

・スーパーグローバルハイスクール事業費

・高校生留学促進事業費

・グローバル人材育成留学促進事業費

・英語力強化指導研究事業費

・語学指導等を行う外国青年招致事業費

・高等学校文化活動助成費

・「やまなしに生きる」活用事業

・教育情報ネットワーク整備事業費

・県立学校教育情報化推進事業費

・Web教務システム整備事業費

・情報処理技術者活用事業費

・ICT活用学力向上実証研究事業費

・エネルギー教育推進事業費

・実践的防災教育推進事業費

【私学・科学振興課】

・私立学校運営費補助金（専修学校・各種学校）
・専修学校各種学校協会活動費補助金
・外国語指導助手事業費

･私立学校外国語指導助手活用事業費補助金

・若者海外留学体験人材育成事業費補助金（大村智人材育成基金）

【スポーツ健康課】

・韓国忠清北道スポーツ交流事業費

・中国四川省スポーツ交流事業費

【総合教育センター】

・教育研修費

【オリンピック・パラリンピック推進室】

・東京オリンピック・パラリンピック等推進事業費

（２）国際教育の推進

（３）外国語教育の充実

（４）海外留学等の充実

（５）伝統・文化に関する教育の推進

（６）環境教育の充実

（７）命を守る安全・防災教育の充実

新やまなしの教育振興プランの施策体系と主な事業（平成３０年度）

【社会を生き抜く力】

 世界に通じ、社会を生き抜く力を育成します

施　策　項　目 事 業 名

（１）キャリア教育・職業教育の充実

（８）情報教育の充実とＩＣＴ環境

　　　の整備

・文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業、コミュニケーション能力の育成事業）
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【 知 】

基本方針２

【学校施設課】

・理科教育設備整備費

【義務教育課】

・学力向上推進事業費

・山梨県学力把握調査事業費

・家庭学習習慣化促進事業費

・学力向上フォローアップ事業費

・学びのサイクル改善事業費

・主体的・対話的で深い学び推進事業費

・中学生英語力向上サポート事業費補助金

・読解力・記述力向上推進事業費

・小中連携研究協議会

・教育課程研究費

・科学の甲子園ジュニア山梨県大会

・大村智自然科学賞表彰事業費

【高校教育課】

・授業改善推進プロジェクト

・学校図書館情報システム推進事業費

・NIE推進事業

・語学指導等を行う外国青年招致事業費

・スーパーサイエンスハイスクール

・科学の甲子園山梨大会

・大村智自然科学賞表彰事業費

【総合教育センター】

・基礎学力到達度調査事業費

・教育研修費

【私学・科学振興課】

・未来の科学者訪問セミナー実施事業費

・外国語指導助手事業費

・私立学校外国語指導助手活用事業費補助金

（３）主体的に学ぶ態度の育成

（４）言語活動の充実

（５）理数教育の充実

（１）基礎的・基本的な知識・技能の

　　　修得の推進

（２）思考力・判断力・表現力等の育成

 確かな学力と自立する力を育成します

施　策　項　目 事 業 名
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【 徳 】

基本方針３

【総務課】

・しなやかな心の育成推進事業費

【義務教育課】

・いきいき教育地域人材活用推進事業費

・保護者のための不登校研修会開催費

・スクールカウンセラー活用事業費（学校配置・要請訪問）

・スクールカウンセラーネットワーク事業費

・スクールソーシャルワーカー活用事業費

・山梨県いじめ問題対策連絡協議会開催費

・地域連携教育相談事業費

・適応指導教室運営事業費

・小中学校生徒指導研究協議会開催費

【高校教育課】

・高校生体験型学習推進事業費

・高等学校文化活動助成費

・土曜授業活用研究事業費

・学校図書館情報システム推進事業費

・県立学校いじめ問題対策委員会開催費

・スクールカウンセラー（学校配置・要請訪問）

・スクールソーシャルワーカー活用事業費

・山梨県学校警察補導連絡中央協議会

【社会教育課】

・青少年長期自然体験活動事業費

・子どもの読書活動推進事業費

・やまなし読書活動促進事業費

・交流促進・にぎわい創出事業費

・子ども読書活動支援環境整備事業費

・人権教育指導研修事業費

・科学館管理運営委託費

【学術文化財課】

・美術館教育普及事業費

・博物館教育・交流活動事業費

・考古博物館教育普及事業費

・文学館教育普及事業費

【総合教育センター】

・教育相談事業費

・教育研修費

【私学・科学振興課】

・山梨県いじめ問題調査会運営費

・山梨県学校警察補導連絡中央協議会

【子育て支援課】

・子どもの貧困対策推進事業費

（７）教育相談の充実

（８）人権教育の充実

（９）福祉教育の充実

（10）博学連携の推進

（２）しなやかな心の育成プロジェクト

　　　の実施

（３）豊かな体験活動の推進

（４）読書活動の充実

（５）いじめ・不登校対策の充実

（６）生徒指導の充実

 豊かな心と自己実現を図る力を育成します

施　策　項　目 事 業 名

・文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業、コミュニケーション能力の育成事業）

（１）道徳教育の推進
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【 体 】

基本方針４

【スポーツ健康課】
・韓国忠清北道スポーツ交流事業費
・中国四川省スポーツ交流事業費
・県体育協会補助金（青少年スポーツ推進事業費）
・学校体育団体等関係事業補助金
・全国高等学校体育連盟研究大会費補助金
・子どもの体力向上推進事業費
・学校体育指導力向上事業費
・運動部活動外部指導者派遣事業費
・部活動指導員任用事業費
・北杜高校馬飼育管理事業費
・各種大会への指導者派遣事業費
・学校給食管理費運営事業費
・定時制高校夜食事業費
・定時制高校調理室備品購入費
・山梨県学校保健会事業費補助金
・養護教諭研修会等事業費
・保健大会等事業費
・児童生徒健康診断等委託事業費

・学校保健課題解決支援事業費
・学校栄養職員研修会等事業費
・へき地及長距離学校等給食パン及委託炊飯による米飯配送費
・学校給食大会費
・食材点検、検便委託事業費
・学校給食等食材の放射線検査事業費
・広域スポーツセンター運営事業費
・地域スポーツ推進人材育成・派遣事業費
・生涯スポーツ情報発信事業費
・身近な地域スポーツ促進事業費
・スポーツ推進審議会開催事業費
・市町村・社会体育関係団体指導事業費
・県体育協会補助金（事務局運営費）
・小瀬スポーツ公園情報システムサーバー管理費
・山梨県スポーツ・レクリエーション祭開催事業費
・いきいき山梨ねんりんピック実行委員会事業費補助金
・県立高校体育施設開放事業費
・富士北麓公園陸上競技場等改修事業費
・緑が丘スポーツ公園指定管理者委託料
・飯田野球場指定管理者委託料
・八代射撃場指定管理者委託料
・韮崎射撃場汚染土壌除去事業費
・八ヶ岳スケートセンター指定管理者委託料
・県体育協会補助金（境川自転車競技場運営費）
・境川自転車競技場改修事業費
・やまなしスポーツ顕彰事業費
・県体育協会補助金（競技力向上対策本部事業）
・競技馬管理委託費
・クレー射撃競技練習場確保事業費補助金
・県小中学校体育連盟補助金
・県高等学校体育連盟補助金
・国体選手派遣事業費（本部役員派遣）
・国体選手派遣補助金（競技団体補助）
・国体選手派遣費等補助金（県体協補助）
・新しい地方スポーツ推進計画の策定

【政策企画課】
・総合球技場検討事業費
・新射撃場検討事業費

【オリンピック・パラリンピック推進室】

・東京オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致推進事業費

・東京オリンピック・パラリンピック等推進事業費

（１）子どものスポーツ機会の充実

（２）健やかな体の育成

・県立特別支援教育諸学校要保護及準要保護児童生徒医療費扶助費

（３）ライフステージに応じたスポーツ活動

　　　の推進

（４）住民が主体的に参画する地域の

　　　スポーツ環境の整備

（５）競技力の向上

 健康で豊かな生活を営むことができる「やまなしスポーツ」を創出します

施　策　項　目 事 業 名
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基本方針５

【高校改革・特別支援教育課】

・教育センター・初任者研修費（特別支援）

・所属校・初任者研修費（特別支援）

・インクルーシブ教育推進事業費

・教育支援委員会開催費

・特別支援教育担当職員研修費

・高校生こころのサポートルーム活用事業

・交流及び共同学習推進事業費

・入院児童生徒教育体制強化事業費

・摂食指導講習会費

【総合教育センター】

・障害のある子どものための教育相談事業費

・特別支援学校教職員研修等事業費

【私学・科学振興課】

・私立幼稚園等特別支援教育費補助金

（３）交流及び共同学習の推進

（４）教員の専門性の向上

（５）関係機関との連携による特別支援

　　　教育の総合的な推進

【特別支援教育の充実】

 一人ひとりのニーズに応じた特別支援教育の充実に向けて取り組みます

施　策　項　目 事 業 名

（１）特別支援学校における支援体制

　　　の整備

（２）就学前、小・中学校、高等学校に

　　　おける特別支援教育の充実
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基本方針６

【総務課】

・少人数教育施策

【学校施設課】

・施設維持管理事業費

・小規模施設整備費

・峡南地域単位制・総合制高校建設事業費

・甲府支援学校等施設維持管理費

・やまびこ支援学校建設事業費

・県立学校等の夜間警備委託

・県立学校等の建築物定期点検業務委託

・教育機関の各種設備保安業務委託

【義務教育課】

・被災幼児児童生徒就園就学支援事業費補助金

・実践的防災教育推進事業費

【高校教育課】

・学校評価

・学校評議員設置費

・交通被災遺児就学奨励費補助金

・公立高等学校就学支援金

・公立高等学校奨学給付金

・育英奨学金運営費補助金

・修学奨励費貸付金（定時制課程等修学奨励費）

・公立高等学校学び直し支援金

・高等学校等進学奨励費

・実践的防災教育推進事業費

【高校改革・特別支援教育課】

・特別支援学校児童生徒就学援助費

【スポーツ健康課】

・地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費

・日本スポーツ振興センター災害共済給付事業費

・日本スポーツ振興センター災害共済給付金

・都道府県立学校管理者賠償責任保険料

【総合教育センター】

・教育研修費

【私学・科学振興課】

・認定こども園耐震化支援事業費

・認定こども園整備事業費

・私立学校運営費補助金

・私立高等学校等学び直し支援金

・私立高等学校等授業料減免事業費

・私立高等学校等就学支援金交付事業費

・私立高等学校等奨学給付金

・被災児童生徒等私立学校授業料等減免事業費

・私立高等学校等入学準備サポート事業費

・私立小中学校授業料支援実証事業費

・防犯対策整備支援事業費

（１）教職員等の指導体制の充実

（２）学校運営システムの充実

（３）学校施設の充実

（４）安全・安心な教育環境の確保

（５）就学の奨励

【教育環境づくり】

 子どもたちが安全に安心して学ぶことができる教育環境づくりに取り組みます

施　策　項　目 事 業 名
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基本方針７

【義務教育課】
・教育センター初任者研修費（小・中）
・所属校初任者研修費（小・中）
・英語教員海外派遣研修（２ヶ月）事業費
・若手教員グローアップ事業費
・授業力養成事業費
・学力向上ミドルリーダー研修事業費
・学力向上総合対策事業費
・教育課程研究費
・指導者研修費
・学校教育指導費
・教職員等中央研修

・民間企業等派遣研修
・中堅教諭等資質向上研修
・小中連携研究協議会

【高校教育課】
・学校訪問指導費
・学校教育指導重点作成費
・新産業技術等職業高校教員研修費
・農工商，理科視聴覚実習助手認定講習費
・各種中央研修（独立行政法人教育研修センター）
・国内大学院、大学、総合教育センター等留学生派遣
・民間企業等派遣研修

・教育センター初任者研修費（高）
・所属校初任者研修費（高）
・スーパーサイエンスハイスクール
・スーパーグローバルハイスクール事業費
・スーパープロフェッショナルハイスクール事業費
・学校評議員設置費
・学校評価
・高大連携（山梨大学公開授業，出前講義，他）
・中堅教諭等資質向上研修
・公立・私立高等学校教員の相互授業参観
・学校間交流・連携の取組

【高校改革・特別支援教育課】
・高校改革アンケート調査事業費
・高等学校審議会開催費
【総合教育センター】
・教育センター初任者研修費（小・中）
・教育研修費
・課題研究事業費

【私学・科学振興課】
・幼稚園新任教員研修費
・公立・私立高等学校教員の相互授業参観
・私学教育振興会活動費補助金
・専修学校各種学校協会活動費補助金

・公立大学法人評価委員会運営費
・私立学校運営費補助金
・私立幼稚園等特別支援教育費補助金
・私立学校教職員退職資金造成費補助金
・私立幼稚園教職員退職資金制度事業費補助金
・幼稚園教諭処遇改善推進事業費補助金
・私立学校教職員共済事務費補助金
・私立幼稚園等緊急環境整備事業費

・地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC＋）
・若手研究者奨励事業費補助金（大村智人材育成基金）

・大学コンソーシアムやまなし負担金
（７）私立学校の振興

（３）教員の資質能力・実践的指導能

力

　　　の向上

（４）異校種間交流・連携の推進

（５）魅力と活力ある高等学校づくり

　　　の推進

（６）大学等の高等教育の振興 ・標準運営費交付金（県立大学）　　　・特定運営費交付金（県立大学）

・幼稚園業務ICT化支援事業費　　　　　　・保育教諭確保対策支援事業費
・私立学校教育功労者表彰　　　　　・私立学校審議会運営事業費

・県立学校海外留学生研修、県立高等学校英語教員アイオワ州派遣研修

 すべての子どもたちが生き生きと学ぶことができる質の高い魅力ある学校づくり
 の実現を目指します

施　策　項　目 事 業 名

（１）優れた人材の確保と教職員の適正

　　　配置

・現職研修（教職大学院・国内大学・総合教育センター等）

（２）免許更新制の円滑な実施

【質の高い教育】
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基本方針８

【義務教育課】

・幼児教育振興事業費

・学校運営協議会設置推進事業費

・家庭学習習慣化促進事業費

・学力向上フォローアップ事業費

【高校教育課】

・学校図書館情報システム推進事業費

【社会教育課】

・父親の子育て参加支援事業費

・幼児教育放送「子育て日記」放映事業費

・子育て相談総合窓口設置事業費

・子育て支援リーダー実力アップ事業費

・ワクワク子育て親育ちプロジェクト事業費

・放課後子ども総合プラン推進事業費

・子どもクラブ活性化事業費

・青少年育成山梨県民会議補助金

・地域教育連携事業費

・人権教育指導研修事業費

・学校応援団育成事業費

・社会教育委員費

・社会教育関係団体活性化事業費補助金

・社会教育指導者養成事業費

・青少年長期自然体験活動事業費

・やまなし若者中心市街地活性化協働事業費

・子どもの読書活動推進事業費

・子ども読書活動支援環境整備事業費

（２）家庭教育支援の充実

（３）地域の教育力の向上

（４）社会教育の環境整備

（５）青少年体験活動の充実

（６）子どもの読書活動支援

【家庭・地域・学校の連携】

 家庭・地域・学校が連携した教育の実現に取り組みます

施　策　項　目 事 業 名

（１）幼児教育の充実
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基本方針９

【社会教育課】

・交流促進・にぎわい創出事業費

・科学館管理運営委託費

・館外奉仕費

・山梨ことぶき勧学院運営費

・やまなし女性国際セミナー開催事業費

【生涯学習文化課】

・生涯学習審議会開催費

・生涯学習推進センター業務委託費

・キャンパスネットやまなし運営費

・やまなしまなびネットワークシステム運営費

 生涯にわたり学び続けることができる環境づくりの実現に取り組みます

施　策　項　目 事 業 名

（１）多様な学習環境の提供及び

　　生涯学習推進体制の充実

（２）生涯学習環境の充実

（３）学習成果の活用支援

【生涯学習環境づくり】
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基本方針10

【社会教育課】

・科学館管理運営委託費

【学術文化財課】

・美術館事業費

・博物館事業費

・考古博物館事業費

・文学館事業費

・文化財保存事業費補助金

・無形民俗文化財保存事業費

・文化財保護審議会開催及び現地調査費

・県有文化財の管理・調査・指導費

・国・県指定文化財の管理指導・研修費

・銃砲刀剣類登録事務費

・山梨近代人物館管理運営費

・埋蔵文化財発掘調査費

・市町村埋蔵文化財発掘調査費補助金

・風土記の丘管理費

・国重要文化財酒呑場遺跡出土品保存修理事業費

・美術館教育普及事業費

・博物館教育・交流活動事業費

・考古博物館教育普及事業費

・文学館教育普及事業費

【生涯学習文化課】

・県民文化ホール運営管理費

・山梨芸術劇場開催費

・県民文化祭開催費補助金

【高校教育課】

・高等学校文化活動助成費

（３）文化財の保存と継承

（４）博学連携の推進（再掲）

・文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業、コミュニケーション能力の育成事業）

【文化芸術の振興】

 県民一人ひとりが豊かな人生を送るための文化芸術の振興を進めます

施　策　項　目 事 業 名

（１）文化芸術に親しむ機会の充実

（２）文化芸術活動への支援
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