
（平成２２年度）

施策の柱 事　業　名
体系的学習プログラムの開発と実践

幼小中高連携による一貫した進路指導の推
進

職業教育・ものづくり教育の推進

キャリア教育に関する指導力の向上

キャリア教育の理解と実践

企業や関係機関との連携

各学校段階に応じた学習指導の充実

基礎的・基本的な知識や技能の定着

思考力・判断力・表現力等の育成

国語力等の向上

個性を生かす教育の充実

学ぶ意欲を引き出す学習評価の確立

学習習慣の確立

総合的な学習の時間の充実

校種間連携の推進

道徳教育の推進

豊かな体験活動の推進

伝統文化・文化芸術に関する教育や文化部活
動の充実

読書活動の推進と拡充

いじめ問題への取組の充実

不登校問題への取組の充実

問題行動への取組の充実

<義務教育課>
児童生徒キャリア育成推進事業費

〈高校教育課〉
地域連携ものづくり人材育成事業費
食・くらしを支える専門的職業人育成事業費
スーパー専門高校モデル事業費
新産業技術等職業高校教員研修事業費
高校生インターンシップ推進事業費

<義務教育課>
いきいき教育地域人材活用推進事業費
社会生活に生きる読解力向上推進事業費
国立教育政策研究所指定校事業費
教育課程研究費

〈高校教育課〉
自ら学ぶ学校図書館活用事業
夢をはぐくむ体験活動サポート事業費

＜総合教育センター＞
教育研修費（再掲）
教育研究費

<義務教育課>
いきいき教育地域人材活用推進事業費（再掲）
国立教育政策研究所指定校事業費（再掲）
社会生活に生きる読解力向上推進事業費（再掲）
ふるさと山梨郷土学習推進事業費
生徒指導費
いじめ・不登校対策事業費
やまなし心づくり推進事業費

〈高校教育課〉
夢をはぐくむ体験活動サポート事業費（再掲）
高等学校文化活動助成費
自ら学ぶ学校図書館活用事業費（再掲）
巡回教育相談
生徒指導費

〈社会教育課〉
フロンティア・アドベンチャー「やまなし少年海洋道中」開催
事業費
子どもの読書活動推進事業費
環境浄化推進事業費(再掲）

<学術文化財課>
美術館事業費（教育普及）（再掲）
博物館事業費（教育普及）（再掲）
考古博物館事業費（教育普及）（再掲）
文学館事業費（教育普及）（再掲）
県立文化施設共通事業費

＜総合教育センター＞
教育研修費（再掲）
教育相談事業費
適応指導教室運営費（義務教育課）

確かな学力の育成

やまなしの教育振興プランの施策体系と主な事業

基本目標：個性を生かし、生きる力をはぐくむ「やまなし」人づくり

体系的なキャリア教育の推進

施　　　策

豊かな心の育成

学校教育の充実
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（平成２２年度）

施策の柱 事　業　名
学校体育・スポーツの充実

健康・安全教育の推進

食育の推進

特別支援学校の充実

幼稚園及びすべての学校における支援体制
の整備と保育所との連携

就学指導の充実

自立と社会参加の促進

青少年を有害環境から守るための取組の推
進

環境教育の充実

人権教育・男女平等教育の充実

福祉教育の充実

理数教育の充実

情報教育の充実

国際理解の推進とコミュニケーション能力の育
成

外国人児童生徒等教育の推進

高大連携の推進

〈新しい学校づくり推進室〉
特別支援教育推進費
交流・共同学習指導費
特別支援学校児童生徒就学奨励費

〈総合教育センター〉
特別支援学校教職員研修等事業費
障害のある子どものための教育相談事業費

〈スポーツ健康課〉
「体つくり運動」実技指導者講習会事業費
健康・体力つくり実践事業
小学校教員体育実技講習会事業費
中・高等学校体育実技指導者講習会事業費
学校体育研究会事業費
運動部活動外部指導者派遣事業費
各種大会への指導者派遣事業費
中学校武道・ダンス地域連携指導実践事業費
学校体育団体等関係事業補助金
健康教育指導者研修会事業費
学校保健推進費
学校給食推進費
夜間定時制給食費

<義務教育課>
いきいき教育地域人材活用推進事業費（再掲）
児童生徒キャリア育成推進事業費（再掲）
エネルギー教育推進事業費
帰国子女等教育指導費
いじめ・不登校対策事業費（再掲）
やまなし心づくり推進事業費（再掲）
小学校理科支援員等配置事業費

＜高校教育課＞
エネルギー教育推進事業費
県立学校教育情報化推進事業費
教育情報ネットワーク整備事業費
夢をはぐくむ体験活動サポート事業費（再掲）
語学指導等を行う外国青年招致事業費

＜総合教育センター＞
教育研修費（再掲）

＜社会教育課＞
人権教育推進事業費
環境浄化推進事業費
内閣府青年国際交流事業費

特別支援教育の充実

健やかな体の育成

やまなしの教育振興プランの施策体系と主な事業

基本目標：個性を生かし、生きる力をはぐくむ「やまなし」人づくり

施　　　策

時代の要請に応える教育の推
進

学校教育の充実
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（平成２２年度）

施策の柱 事　業　名
学校施設の充実

優れた人材の確保と教職員の適正配置

教員免許更新制の円滑な実施

教職員の資質向上

指導が不適切な教員の人事管理システムの
推進

学校運営システムの充実

就学の奨励

学校現場の創意工夫による取組への支援

教育に関する研究成果等の蓄積・活用

魅力ある高校づくりの推進

私学の振興

県と大学との連携の推進

産学官連携事業の推進

大学間連携の推進

県立大学への公立大学法人制度の導入

幼児教育への支援

子育てに関する学習機会の充実

子育てに関する相談体制の充実

人材の育成・確保・活用

地域住民による学校支援体制の整備

体験活動推進体制の整備

地域活動への子どもの参加促進

地域のボランティア等との連携による学校内
外の安全確保

子どもの読書活動支援

放課後や週末の子どもたちの体験・交流活動
等の場づくり

開かれた学校づくりの推進

＜学校施設課＞
産業教育設備整備費
理科教育設備整備費
高等学校教材設備近代化事業費
専門高校情報教育機器更新事業費
改築高等学校設備整備事業費
高等学校設備整備事業費（総合学科等）
笛吹高等学校建設事業費
耐震補強・大規模改修費
中央高等学校建設事業費
太陽光発電設備率先導入事業費
高校施設整備事業費
甲府支援学校等施設整備費

<義務教育課>
海外派遣研修費
初任者研修費
指導者研修費
教育課程研究費（再掲）
教育職員免許検定費
学校教育指導費
教員の資質能力向上推進事業費
教職員人事給与管理費

 〈高校教育課〉
初任者研修費
新産業技術等職業高校教員研修事業費（再掲）
交通被災遺児就学奨励費補助金
育英奨学金貸付金補助金
定時制課程等修学奨励費

〈新しい学校づくり推進室〉
新しい高校づくり推進事業費

＜総合教育センター＞
教育研修費
教育研究費（再掲）
特別支援学校教職員研修等事業費（再掲）

<私学文書課>
私立学校運営費補助金
私立高等学校授業料減免補助金
私立幼稚園障害児就園事業補助金

＜企画課＞
山梨大学・山梨県連携推進協議会
連携事業検討会議
地域技術事業化推進会議

<私学文書課>
公立大学法人評価委員会運営費

<義務教育課>
幼児教育振興事業費
やまなし心づくり推進事業費（再掲）

〈社会教育課〉
父親を考えるフォーラム開催事業費
幼児教育放送「子育て日記」放映事業費
子育て支援リーダー養成事業費
子育て相談総合窓口設置事業費

〈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（再掲）

<義務教育課>
いきいき教育地域人材活用推進事業費（再掲）
やまなし心づくり推進事業費（再掲）

〈社会教育課〉
やまなし学校応援団育成事業費
やまなし若者地域活性化プロジェクト推進事業費
青少年センター費
八ヶ岳少年自然の家運営費
なかとみ青少年自然の里運営費
ゆずりはら青少年自然の里運営費
子どもクラブ活性化事業費補助金
子どもの読書活動推進事業費
放課後子どもプラン推進事業費
地域教育連携事業費
青少年育成山梨県民会議助成費

〈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

学校教育の環境整備

家庭・地域・学校の連携 幼児教育・家庭教育への支援

地域全体で取り組む教育の推
進

高等教育の振興

施　　　策

学校教育の充実

やまなしの教育振興プランの施策体系と主な事業

基本目標：個性を生かし、生きる力をはぐくむ「やまなし」人づくり
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（平成２２年度）

施策の柱 事　業　名
推進組織の機能強化

学習情報の提供の充実

普及啓発の充実

生涯学習活動の指導者養成

専門的・職業的な学習機会の提供

現代的な課題に対応した学習機会の提供

身近な学習機会の充実

郷土を学ぶ機会の充実

ＩＣＴを活用した学習機会の充実

学習意欲を促す学習成果の評価

学習成果を生かした社会参加活動の促進

地域人材の活用支援

生涯学習施設・体制の充実

生涯学習コンテンツの充実

総合型地域スポーツクラブの設立・育成

広域スポーツセンターの充実

参加機会の充実

指導者等の養成・確保・活用

スポーツ施設の利用拡大・充実

スポーツ情報提供システムの充実

<スポーツ健康課>
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
山梨県スポーツレクリエーション祭実行委員会助成費
いきいき山梨ねんりんピック実行委員会事業費補助金
中国四川省スポーツ交流事業費
韓国忠清北道スポーツ交流事業費
体育協会助成費
市町村・社会体育関係団体指導事業費
生涯スポーツ情報発信事業費
県立高校施設開放事業費
小瀬スポーツ公園整備・改修費

〈生涯学習文化課〉
生涯学習推進事業費
生涯学習情報提供事業費
生涯学習推進センター運営費（情報の提供・相談事業、普
及啓発事業、指導者等養成事業）
キャンパスネットやまなし運営費（再掲）

〈社会教育課〉
社会教育指導者養成事業費

〈生涯学習文化課〉
県民コミュニティーカレッジ事業
生涯学習推進センター運営費（学習機会の提供事業、山
梨のアイデンティティー形成事業、サテライトスクール事
業）
キャンパスネットやまなし運営費
生涯学習情報提供事業費（再掲）

〈社会教育課〉
やまなし女性国際セミナー開催事業費
山梨ことぶき勧学院運営費（再掲）
人権教育促進事業費

<学術文化財課>
美術館事業費（教育普及）（再掲）
博物館事業費（教育普及）（再掲）
考古博物館事業費（教育普及）（再掲）
文学館事業費（教育普及）（再掲）
埋蔵文化財学習活用事業費
県立文化施設共通事業費（再掲）

〈生涯学習文化課〉
キャンパスネットやまなし運営費（再掲）
生涯学習情報提供事業費（再掲）
生涯学習推進センター運営費（学習成果活用事業）

〈社会教育課〉
子育て支援リーダー養成事業費（再掲）
やまなし学校応援団育成事業費（再掲）
放課後子どもプラン推進事業費（再掲）
山梨ことぶき勧学院運営費（再掲）

多様な生涯学習機会の提供

学習成果の活用支援

生涯学習環境の充実 〈社会教育課〉
図書館情報ネットワークシステム運営費
社会教育関係団体活性化事業費補助金
山梨ことぶき勧学院運営費
科学館運営費

＜新図書館建設室＞
新県立図書館整備事業費

生涯学習の推進

生涯スポーツの振興

生涯学習推進体制の充実

基本目標：豊かで潤いがあり、明るく活力に満ちた「やまなし」社会づくり

スポーツの振興

やまなしの教育振興プランの施策体系と主な事業

施　　　策
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（平成２２年度）

施策の柱 事　業　名
優秀選手の育成・強化

スポーツ医・科学の活用

スポーツ交流の推進

一貫指導体制の推進

競技力向上を図る指導者の養成

優秀選手等の表彰

セカンドキャリア支援の検討

優れた舞台芸術鑑賞機会の充実

地域における鑑賞機会の提供

美術館等における魅力ある企画展の開催

文化施設等の連携強化

文化芸術の教育普及活動の充実

やまなし文学賞の授与

文化ボランティアの育成

発表機会の充実

文化芸術団体への支援

国民文化祭の開催

有形文化財の保存・修理・活用

史跡・名勝・天然記念物の保存と活用

埋蔵文化財の調査

甲斐風土記の丘の整備

富士山の文化的価値の啓発

民俗文化財の保存と継承

伝統技術等の保存と継承

<スポーツ健康課>
競技力向上費
小中学校体育連盟補助金
高等学校体育連盟補助金
県体育協会補助金（スポーツ医・科学補助事業）
国民体育大会選手派遣費
中国四川省スポーツ交流事業費（再掲）
韓国忠清北道スポーツ交流事業費（再掲）
グローイング山梨ジュニアアスリート推進事業
やまなしスポーツ顕彰事業費

＜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
巡回児童劇場開催費
地域文化施設連携事業費補助金

<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
ミュージアム甲斐・ネットワーク事業費
県立文化施設共通事業費（再掲）

<生涯学習文化課>
県民文化祭費
山梨県芸術文化協会事業費補助金
<国民文化祭準備室>
国民文化祭費
<学術文化財課>
美術館事業費（教育普及）（再掲）
博物館事業費（再掲）
考古博物館事業費（再掲）
文学館事業費（教育普及）（再掲）
「やまなし文学賞」事業費補助金

<学術文化財課>
甲府城跡櫓門整備事業費
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
歴史資料等収集費
無形民俗文化財保存事業費

やまなしの教育振興プランの施策体系と主な事業

基本目標：豊かで潤いがあり、明るく活力に満ちた「やまなし」社会づくり

施　　　策

文化の振興 文化芸術に親しむ機会の充実

文化活動への支援

文化財の保存と継承

競技スポーツの振興スポーツの振興
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