
基本方針１

【オリンピック・パラリンピック推進課】
　・東京オリンピック・パラリンピック機運醸成推進事業費補助金

【障害福祉課】
　・スポーツ指導者派遣事業

【学校施設課】
　・盲ろう学校運営費
　・甲府支援学校等運営費
　・理科等設備費
　・産振設備費
　・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

【義務教育課】
　・学力向上推進事業
　・小中連携研究協議会
　・「しなやかな心の育成」アクションプラン
　・市町村（組合）教育委員会不登校担当者会議
　・幼児教育振興事業費
　・保護者のための不登校研修会開催費
　・授業力養成事業費
　・小中学校生徒指導主事（主任）研修会開催費
　・小中学校生徒指導研究協議会開催費
　・地域連携教育相談事業費
　・地域連携子どもと親と教師のための教育相談事業費
　・主体的・対話的で深い学び推進事業
　・教育課程研究費
　・学力向上ミドルリーダー研修事業費費
　・やまなし道徳教育推進事業
　・読解力・記述力向上推進事業費
　・中学生英語力向上ｻﾎﾟｰﾄ事業費補助金
　・いきいき教育地域人材活用推進事業費
　・山梨県学力把握調査事業費
　・学びのサイクル改善事業費
　・若手教員グローアップ事業費
　・いじめ・不登校ホットライン事業
　・初任者研修費
　・スクール・カウンセラー等活用事業
　・スクール・ソーシャル・ワーカー活用事業
　・「しなやかな心の育成」講演会

【高校改革・特別支援課】
　・高校改革アンケート調査費
　・高等学校審議会開催費

【高校教育課】
　・まなび・やり甲斐・ACTIVEプロジェクト
　・スーパーサイエンスハイスクール事業
　・「科学の甲子園」山梨大会
　・高大連携事業（山梨大学公開授業，出前講義，他）
　・高等学校学力向上推進事業
　・進路指導主事連絡協議会
　・高等学校「しなやかな心の育成」推進事業
　・エネルギー教育推進事業費

山梨県教育振興基本計画の施策体系（令和元年度）

【基本理念】
～　学び続け　共に生き　未来を拓く　やまなしの人づくり　～

【基本目標Ⅰ】　「生きる力」を育む質の高い教育の実現

バランスのとれた知・徳・体を育成します

施　策　項　目 事 業 名

（１）確かな学力の育成

（２）豊かな心の育成

（３）健やかな心の育成
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　・自ら学ぶ学校図書館活用事業費
　・県立学校教育情報化推進事業費
　・国際理解教育推進事業費
　・教育情報ﾈｯﾄﾜｰｸ整備事業費
　・保育教諭確保対策支援事業費補助金
　・いじめ問題調査会運営費

【社会教育課】
　・やまなし学校応援団育成事業
　・青少年教育施設連携促進事業
　・青少年育成山梨県民会議事業
　・子育て・青少年相談機関連絡会議
　・人権教育指導研修事業費
　・青少年育成山梨県民会議事業費
　・山梨県青少年非行・被害防止県民大会開催費
　・図書館活動推進費
　・家読推進運動事業費
　・家庭教育支援事業費
　・やまなし若者中心市街地活性化協働事業費
　・青少年長期自然体験活動事業費
　・子育て相談総合窓口設置事業費

【スポーツ健康課】
　・学校体育関係事業及び子供の体力向上推進事業等説明会等
　・家族で元気アップ事業費
　・目指せ！やまなしチャンピオン！事業費
　・しなやかな心の育成シンポジウム開催費
　・学校体育指導力向上事業費
　・スポーツ施設等安全管理講習会開催費
　・学校栄養職員研修会等事業費
　・広域スポーツセンター運営事業費
　・各種大会への指導者派遣事業費
　・養護教諭研修会等事業費費
　・子供の体力向上推進事業費
　・オリンピック・パラリンピック教育推進事業費
　・学校体育団体等関係事業補助事業費
　・ジュニアアスリートトータルサポート事業費

【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
　・情報教育研修全般

基本方針２

【生涯学習文化課】
　・山梨芸術劇場開催費
　・やまなし文化芸術推進月間事業
　・やまなしまなびネットワークシステム運営費
　・県民文化祭費

【世界遺産富士山課】
　・富士山世界文化遺産保存活用推進事業費

【私学・科学振興課】
　・大学コンソーシアムやまなし負担金
　・やまなし雇用拡大推進産学官円卓会議開催費
　・未来の科学者訪問セミナー実施事業費
　・外国語指導助手指導費
　・私立学校外国語指導助手活用事業費補助金
　・若手研究者奨励事業費
　・私立専修・各種学校運営費補助金
　・若者海外留学体験人材育成事業費
　・県立大学運営費交付金

施　策　項　目 事 業 名

（４）幼児期における質の高い
　　　教育の推進

ふるさとに誇りを持ち、地域や世界で活躍する人材を育成します

（１）グローバルに活躍する人材
　　　の育成

（２）キャリア教育の推進

【基本目標Ⅰ】　「生きる力」を育む質の高い教育の実現
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【労政雇用課】
　・「やまなし・しごと・プラザ」事業費

【産業人材育成課】
　・山梨のものづくり魅力発見事業費
　・在職者訓練費

【学校施設課】
　・理科等設備費
　・産振設備費
　・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
　・盲ろう学校運営費
　・甲府支援学校等運営費

【義務教育課】
　・「科学の甲子園ジュニア」山梨大会
　・学力向上推進事業
　・教育課程研究費
　・読解力・記述力向上推進事業費
　・中学生英語力向上ｻﾎﾟｰﾄ事業費補助金
　・いきいき教育地域人材活用推進事業費
　・郷土学習推進事業費

【高校教育課】
　・スーパーサイエンスハイスクール事業
　・高大連携事業（山梨大学公開授業，出前講義，他）
　・高等学校学力向上推進事業
　・進路指導主事連絡協議会
　・「科学の甲子園」山梨大会
　・自ら学ぶ学校図書館活用事業費
　・ライフプラン小中高推進事業
　・大村智自然科学賞表彰事業費
　・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
　・高校生留学促進事業費
　・高等学校文化活動助成費
　・グローバル人材育成教育プログラム導入事業費
　・キャリアビジョン形成支援事業費

【高校改革・特別支援課】
　・甲府工業全日制専攻科連携推進委員会開催

【スポーツ健康課】
　・ジュニアアスリートトータルサポート事業
　・スポーツ交流推進事業
　・競技力向上費

【学術文化財課】
　・考古博物館チャレンジ博物館事業費
　・博物館かいじあむ「こどもの日」まつり事業費
　・博物館夏休み自由研究プロジェクト
　・博物館体験プログラム事業費
　・考古博物館こどもまつり事業費
　・文学館教育普及事業費
　・美術館教育普及事業費

【総合教育センター】
　・教育研修費

基本方針３

【義務教育課】

　・学校運営協議会設置推進事業費

【高校教育課】

　・学校評議員設置費

（３）イノベーションを牽引する
　　　人材の育成

（４）大学等の高等教育の振興

（５）スポーツ・文化芸術分野の
　　　人材の育成

学校・家庭・地域による教育を推進します

施　策　項　目 事 業 名
（１）家庭・地域の教育⼒の向上

【基本目標Ⅰ】　「生きる力」を育む質の高い教育の実現
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【社会教育課】

　・やまなし学校応援団育成事業

　・山梨県青少年非行・被害防止県民大会

　・しなやかな心の育成推進事業費（家読推進運動）

　・子育て・青少年相談機関連絡会議

　・やまなしワクワク子育て親育ちプロジェクト

　・やまなし青少年社会環境健全化推進会議開催費

　・家庭教育支援事業費

　・子どもクラブ活性化事業費

　・子ども読書活動支援環境整備事業費

　・やまなし読書活動促進事業費

　・子育て相談総合窓口設置事業費

　・放課後子ども総合プラン推進事業費

　・資料購入整備費

【総合教育センター】

　・教育相談事業費

　・図書館活用研修会の企画・運営

（２）学校・家庭・地域との連携・
　　　　 協働の推進
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基本方針１

【生涯学習文化課】
　・山梨芸術劇場開催費
　・やまなし文化芸術推進月間事業
　・やまなしまなびネットワークシステム運営費
　・県民文化祭費
　・キャンパスネットやまなし企画運営委員会開催費
　・生涯学習審議会開催費
　・生涯学習推進センター運営費
　・県民文化ホール運営管理費

【高校教育課】
　・高等学校文化活動助成費

【社会教育課】
　・青少年育成山梨県民会議事業費
　・子ども読書活動支援環境整備事業費
　・青少年の非行・被害防止県民大会
　・青少年育成山梨県民会議事業
　・ことぶき勧学院運営費
　・社会教育委員費
　・社会教育関係団体活性化事業費
　・社会教育指導者養成事業費
　・図書館電算費

【スポーツ健康課】
　・オリンピック・パラリンピック教育推進事業
　・広域スポーツセンター運営事業
　・子どもの体力推進事業
　・生涯スポーツ振興費
　・オリパラ活用事業
　・指導者養成研修
　・身近な地域スポーツ促進事業

【学術文化財費】
　・学術文化振興費
　・山梨近代人物館費
　・文化財保護調査費
　・文化財保存事業費補助金
　・埋蔵文化財調査費
　・美術館企画事業費
　・美術資料収集費
　・美術館運営費
　・芸術の森運営費
　・考古博物館事業費
　・考古博物館運営費
　・文学館企画事業費
　・文学資料等収集整理費
　・文学館運営費
　・博物館事業費
　・歴史資料等収集費
　・博物館運営費

基本方針２

【生涯学習文化課】
　・やまなしまなびネットワークシステム運営費

【私学・科学振興課】
　・私立専修・各種学校運営費補助金

学びと活用が循環する生涯学習を推進します

【基本目標Ⅱ】　人生を豊かにし、社会を支える生涯学習の展開

施　策　項　目 事 業 名

（１）生きがいを持ち、社会参画
　　　するための学びの推進

（２）よりよい地域作りに向けた
　　　学びの推進

ふるさとに誇りを持ち、地域や世界で活躍する人材を育成します

施　策　項　目 事 業 名

【基本目標Ⅱ】　人生を豊かにし、社会を支える生涯学習の展開

（１）社会人の学び直しの支援
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【障害福祉課】
　・スポーツ指導者派遣事業費
　・ふれあい創作活動支援事業費
　・障害者文化展開催費
　・山梨県障害者芸術・文化祭開催費
　・全国障害者スポーツ大会派遣費補助金

【産業人材育成課】
　・在職者訓練費

【義務教育課】
　・いきいき教育地域人材活用推進事業費

【高校改革・特別支援教育課】
　・交流及び共同学習推進事業費

（２）障害者の生涯学習の推進
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基本方針１

【私学・科学振興課】
　・私立学校施設整備費補助金
　・被災児童生徒等私立学校授業料等減免事業費補助金
　・私立学校審議会運営事業費
　・私学教育振興会活動費補助金
　・私立高等学校等授業料減免事業費補助金
　・私立学校教職員共済業務補助金
　・私立幼稚園、私立学校教職員退職資金造成費補助金
　・私立幼稚園、私立学校校運営費補助金

【子育て政策課】
　・認定こども園耐震化支援事業費補助金

【総務課】
　・教員の働き方改革に関する取り組み
　・少人数教育関連施策

【義務教育課】
　・少人数教育関連施策
　・スクール・カウンセラー等活用事業
　・スクール・ソーシャル・ワーカー活用事業
　・学力向上支援スタッフ配置事業費
　・小中学校生徒指導研究協議会開催費
　・学校運営協議会設置推進事業費
　・学力向上支援スタッフ配置事業費
　・教員採用検査経費
　・教員人事管理事業費
　・指導者研修費
　・若手教員グローアップ事業
　・初任者研修費
　・統合型校務支援システム整備事業費

【高校教育課】
　・まなび・やり甲斐・ACTIVEプロジェクト
　・学校評議員設置費
　・教育情報ネットワーク整備事業
　・自ら学ぶ学校図書館活用事業
　・学校訪問指導費
　・県立教職員人事管理費

【学校施設課】
　・盲ろう学校運営費
　・甲府支援学校等運営費
　・高等学校教材設備近代化事業費
　・産振設備費
　・専門高等情報教育機器更新事業費
　・理科等設備費
　・改築高校設備整備事業費
　・甲府支援学校等施設整備費
　・高校施設整備費
　・施設維持管理費

【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
　・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

【学術文化財課】
　・美術館運営費
　・考古博物館運営費
　・文学館運営費
　・博物館運営費

【総合教育センター】
　・基礎学力到達度調査事業費

質の高い教育のための環境整備に努めます

施　策　項　目 事 業 名

（１）学校における働き方改革
　　　の推進

（２）魅力ある学校を支える指導

（３）ＩＣＴ活用のための基盤整備

（４）安全・安心で質の高い教育
　　　環境の整備

【基本目標Ⅲ】　だれもが安心して学べる教育環境の整備
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　・教育研修費

基本方針２

【私学・科学振興課】
　・高等学校等学び直し支援金
　・私立小中学校授業料支援実証事業費
　・高等学校等入学準備サポート事業費
　・高等学校等奨学給付金
　・高等学校等就学支援金交付事業費

【子ども福祉課】
　・子どもの学習支援事業費

【総務課】
　・少人数教育関連施策

【義務教育課】
　・少人数教育関連施策
　・スクール・ソーシャル・ワーカー活用事業
　・「しなやかな心の育成」アクションプラン
　・スクール・課員セラー等活用事業
　・学校運営協議会設置推進事業費
　・小中学校生徒指導研究協議会開催費
　・小中学校生徒指導主事（主任）研修会開催費
　・山梨県中学校夜間学級庁内調査研究委員会
　・帰国子女等教育指導費

【高校教育課】
　・まなび・やり甲斐・ACTIVEプロジェクト
　・各地域中高連絡協議会
　・学校評議員設置費
　・高等学校における通級による指導実践研究校事業
　・育英奨学金
　・交通被災児奨学金
　・公立学校奨学給付金
　・公立高等学校就学支援金
　・高等学校等入学準備サポート事業費
　・定時制課程等修学奨励費

【高校改革・特別支援教育課】
　・特別支援教育推進事業
　・児童心理治療施設附属支援学校開校準備費
　・特別支援教育担当教員研修費
　・交流及び共同学習推進事業費
　・学習障害等のある児童生徒への支援体制強化事業費
　・特別支援学校児童生徒就学奨励費
　・インクルーシブ教育推進事業費
　・学習障害等のある児童生徒への支援体制強化事業費
　・特別支援教育振興審議会開催費

【社会教育課】
　・学校応援団育成事業
　・放課後子ども総合プラン推進事業

【スポーツ健康課】
　・しなやかな心の育成シンポジウム開催費

【総合教育センター】
　・基礎学力到達度調査事業費
　・特別支援教育に関する相談業務
　・特別支援学校教職員研修等事業費

（１）全ての子どもの教育機会を
　　　保障する支援

（２）多様性を包み込む教育の推進

【基本目標Ⅲ】　だれもが安心して学べる教育環境の整備

多様な学びの機会の充実と提供を図ります

施　策　項　目 事 業 名
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