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～ 事業内容の見方について ～ 

事業名称の先頭に 

「○新」とあるのは、２５年度当初予算の新規事業です。 

「○拡」とあるのは、２５年度当初予算において事業内容の拡充を行った事業です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２５年度 教育委員会の主な予算 

 
 

                                                  予算額[単位：千円] 

 

 

【「福井型１８年教育」の推進】  

○拡幼児教育支援事業 〔義務教育課〕                             20,364 

 
   

  事業目的 開設２年目となる幼児教育支援センターを拠点として、幼児や家庭の教育 

力向上のための研修、調査、研究等を実施。 

  事業内容 保育所・幼稚園と小学校の円滑な接続のためのカリキュラムの実施 

       童謡、絵本、伝承遊びなどの家庭教育ツールの普及 

       ○新保育所・幼稚園や家庭で気軽に学習できるワークシートの作成 

 

 ○新中高一貫教育校（併設型）設置事業 〔学校教育政策課〕                     875  

   事業目的 中高一貫教育校（併設型）の設置に向けて、全体構想、施設・設備等の検

討、保護者等に対する説明会の開催等、必要な準備。 

  事業内容 外部アドバイサーを活用した全体構想、施設・設備等の検討 

保護者等に対する説明会の開催 

 

【児童・生徒の学力向上】 

 ○拡高校生学力向上推進事業 〔高校教育課〕                         27,441  

    事業目的 生徒による授業評価制度を充実し、教員の指導力をより一層向上すること 

により、学習指導・進路指導を強化。 

  事業内容 大学進学希望者の学力向上を支援（特別講座、教材の充実等） 

○新各学校の授業名人等による「若手教員授業力向上塾」の開催 

○新「授業改善重点実践校」の指定し、授業改善プランを実施 

 

 ○拡英語力向上事業 〔高校教育課、義務教育課〕                        48,732  

    事業目的 授業以外で英語に触れる機会を増加させるとともに、海外語学研修等の実 

践的なプログラムにより、英語コミュニケーション能力を伸ばし、国際的に 

活躍する人材を育成。 

  事業内容 ○新ＮＨＫ語学番組講師による教員研修の実施 

○新小学校４年生に対し、英語版童話や動画を全校に整備 

○新小学校英語活動充実のため市町へのＡＬＴ派遣 

日常的なリスニング機会の充実（イングリッシュ・シャワー） 

       教員の海外研修など４校の拠点校を中心とする指導方法の改善 

       

 中国語教育推進事業 〔高校教育課〕                             1,406  

    事業目的 中国語教育の充実のため、生徒の研修等を支援。 

  事業内容 ＮＨＫラジオ等を活用した音声学習の充実 

       スピーチコンテスト等の全国大会に参加する生徒の支援 

       海外語学研修の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 



【サイエンス教育の推進】 

 ○新「夏休み科学実験チャレンジ教室」事業 〔義務教育課〕               1,182  

    事業目的 理科好きな中学生に対して、夏休みに科学的な思考力を高める講義や実験

を実施。 

  事業内容 中学生３００名を対象とした技術者による専門的知識の講義と教員による

実験指導の実施 

 

 

 スーパーサイエンスクラブ設置事業 〔高校教育課〕                   5,277  

    事業目的 大学や研究機関と連携して実験等を行うスーパーサイエンスクラブを設置 

し、高校生の知的探究心を伸ばす活動を支援。 

  事業内容 高校の科学部が実施する実験・課題研究等の支援 

       大学等から各クラブへのアドバイザー派遣、研究発表会の開催 

  

 

 

   

【特色ある教育の推進】 

○新芸術教育推進事業〔義務教育課〕                              5,296 

 
   

   事業目的 小中学校での弦楽器奏者の育成や高校弦楽部のレベルアップを図るため、 

経験の少ない弦楽器を小学生から体験。 

  事業内容 小中学校および高校の弦楽器クラブ等でのプロ奏者による技術指導の実施 

 

 ○拡「白川文字学」普及・研究促進事業〔生涯学習・文化財課、義務教育課〕          6,942  
      事業目的 これまで拠点校で研究してきた本県独自の漢字教育の指導方法を県内全域 

に広げる。また、白川文字学の全国への普及促進のため、新たに「白川静漢字 

教育賞（仮称）」を創設。 

事業内容 ○新全国で白川文字学等を活用した漢字教育を実践する教員等を表彰する 

「白川静漢字教育賞（仮称）」の創設 

       教員の指導力向上を目指した公開授業、研修会の開催 

       漢字文化講座や地域への出前講座等の開催 

       東京都内での漢字教室の開催 

 

 

 

【教員の指導力の向上】 

    ○新優良授業モデル等実践事業 〔高校教育課、学校教育政策課〕              2,089  

    事業目的 各教科教員の指導力の向上を図るため、高校の授業名人等による模範的 

    な授業モデルや独自の教材活用手法などを映像データとして活用。 

事業内容 優良授業モデルＤＶＤを活用した授業改善 

 

教員指導力向上奨励事業 〔学校教育政策課〕                        7,845 

 

 

  事業目的 学校の中心となって指導力の向上を進めるための教職大学院での研修 

など、教員が個人やグループで行う研究活動等を支援。 

  

 小学校教員理科指導力向上事業〔義務教育課〕                         416  

   事業目的 小学校の理科実験に関する指導方法の研究や教員に対する研修を行い、 

教員の指導力を高める。 

  事業内容 小学校の若手教員の理科の指導力向上研修等の実施 

 

 職業系学科教員授業力向上事業 〔高校教育課〕                      1,322  

    事業目的 工業、農業系教員の指導力の向上を図る。 

  事業内容 研究機関や企業の専門家を招いた研修会の実施 

県内企業や試験研究機関での短期研修 



【職業教育の充実】 

 ○新実践的農業教育強化事業 〔高校教育課〕                        865 

 事業目的  ６次産業化や新たな農業の変化に対応できる農業従事者を育てるた 

めに、校外の農事組合法人や専業農家と連携し、実践的教育を強化。 

事業内容  各農業高校で重点テーマを設定し、各学年で年間を通じた校外実習 

を強化 

      資格取得やコンクール出場・入賞のための生徒のグループ活動を支援 

 

企業連携型地域産業担い手育成事業 〔高校教育課、教育振興課〕             77,729 

 事業目的  職業系高校と産業界の連携を強め、社会のニーズや技術の進展に 

対応した教育を充実。  

事業内容  職業系学科の授業カリキュラム等に産業界等の意見を反映 

      企業の生産現場における実践的な実習の実施 

      生徒に対するキャリア教育など社会人基礎力の育成 

      企業現場の水準に応じた機械設備の導入 

 

 職業系生徒発 実習・学習成果発表事業 〔高校教育課〕                2,427 

 事業目的  職業系高校の生徒の学習内容について、競い合う場を設け、学習意欲 

を向上。 

事業内容  全国大会入賞に向けた県大会や課題研究発表会の開催 

 

 

 若狭高校・若狭東高校施設等の整備 〔教育振興課、高校教育課〕           17,277  
    事業目的 ２５年４月に実施する若狭地区の高校再編に伴い、若狭高校および 

若狭東高校の施設・設備の整備。 

  事業内容 若狭高校：小型船舶免許実習艇の整備 

       若狭東高校：食品加工実習室の改修 

 

 坂井総合産業高校（仮称）施設等の整備〔教育振興課、高校教育課〕         505,710  
    事業目的 ２６年４月の坂井総合産業高校（仮称）の開校に向け、施設・設備の 

整備。 

  事業内容 老朽化した第一体育館の新築工事 

       機械・自動車科（仮称）および電気・情報科（仮称）の設置に伴う 

実習棟の新築に向けた実施設計の委託 

ビジネス・生活デザイン科（仮称）の設置に伴う施設・設備の整備 

 

【きめ細やかな不登校対策】 

 スクールカウンセラー配置事業 〔高校教育課、義務教育課〕              96,860  

     事業目的 臨床心理士等を配置し、児童・生徒の心の悩み相談に対応。 

  配 置 校 小学校（４５校）、中学校（全７４校）、定時制高校（全７校） 

          

 スクールソーシャルワーカー配置事業〔高校教育課、義務教育課〕            15,354  

     事業目的 社会福祉士等を配置し、不登校等の児童・生徒の家庭環境への働きかけ 

を実施。 

  配置場所 小中学校（全市町）、定時制高校（全７校） 

 

 

 



【特別支援教育の充実】 

 発達障害者支援体制整備事業〔義務教育課、学校教育政策課〕                   73,192  

  事業目的 発達障害児の早期発見・早期支援により、スムーズに就学期に移行して 

教育を受けられるよう福井県方式による支援体制を確立するとともに、小中

学校の通常学級における発達障害児等への支援を強化。 

  事業内容 教育上の配慮が必要な「気になる子」が複数いる学級へ非常勤講師派遣 

      特別支援学校教諭免許の取得促進 

   

【こころとからだの健康づくり】 

 ○拡子どもの目と歯の健康プロジェクト事業 〔スポーツ保健課〕             1,612 
 

   事業目的  子どもの目と歯の健康づくりを推進。 

事業内容  ○新就学前の児童や小学校１～２年生に対して近視予防活動を実施 

公立小学校１、２年生に対する歯垢染色剤を用いた歯みがき教室の実施 

         

 

【子育てを応援する環境づくり】 

 放課後子どもクラブ応援事業 〔義務教育課〕                      512,949 
 

   事業目的  放課後子どもクラブにおいて、子どもが安心して放課後を過ごすことが 

できる環境整備を支援。 

 

 

 

 

【地震や津波などへの防災力の強化】 

学校安全防災推進事業 〔スポーツ保健課〕                         4,882 

 

 

 事業目的 地震や津波、台風等の大規模な自然災害に備えるため、学校の安全体制を 

強化。 

  事業内容 緊急地震速報装置や外部アドバイザーの活用による避難訓練の実施 

       全ての学校を対象とした教職員等に対する防災教室の開催 

 

 

 

【施設等の耐震化促進】 

 県立学校の耐震化 〔教育振興課〕                             602,030  

     事業内容 耐震補強計画策定・実施設計、耐震補強工事 

 

【国体開催に向けた準備】 

 ○拡競技力向上対策事業〔スポーツ保健課〕                          341,600  
  事業目的 国民体育大会や各種スポーツ大会に向けて、計画的に選手強化対策等を実 

施し、ジュニア層から指導者までを育成。 

  事業内容 ○新 競技種目ごとに、県内外合宿や中高生選手の育成を支援 

       ○新 福井国体において少年種別で出場する世代の強化支援 

       ○新 各競技団体に対する優秀な指導者の確保支援 

       ○新 ふるさと選手や県内のクラブチーム等への支援 

   

 福井運動公園整備事業 〔スポーツ保健課〕                         51,200  

    事業目的 国体の競技会場や選手強化の拠点となり、また将来にわたる県民の利用拡 

大につながる福井運動公園の早期整備に向け、基本設計を引き続き実施。 

  事業内容 運動公園の整備に向けた基本設計 

 



【文化施設のレベルアップ】 

 福井ふるさと文学館（仮称）整備事業 〔生涯学習・文化財課〕              32,600  
     事業目的 県立図書館の郷土・環日本海コーナーを改修・再編した「福井ふるさと文 

学館（仮称）」を整備し、県民が郷土文学に触れ、親しみを持てる機会を増や 

し、文芸活動の活発化を図る。 

  事業内容  施設および展示に係る設計と幅広い分野の資料収集 

 

【子どもたちの文化体験の充実】 

 青少年体験活動施設整備事業 〔生涯学習・文化財課〕                   39,643  
     事業目的 小中学生の野外体験や長期集団宿泊を中心とした体験活動施設として、芦 

原青年の家の施設整備に向けた基本設計等を実施。 

  事業内容 基本設計、測量調査等の実施 

 

【文化財の保全・整備の促進】 

 歴史・文化のまちづくり事業 〔生涯学習・文化財課〕                   23,936  
  事業目的 地域の中核的な文化財の整備を集中的に進めることにより、地域の文化遺 

産を活かした個性的で魅力あるまちづくりを支援。 

  事業内容 史跡等の保全・整備 

       重要伝統的建造物群保存地区整備 

 


