
（単位：千円）

平成26年度 平成25年度

当初予算額 当初予算額

☆
ソ

1 家庭教育力促進「やーな
れー」事業

62,852 家庭教育力向上のための啓発活動や家
庭教育支援アドバイザー養成など、家
庭教育の改善・充実に要する経費

生涯学習振
興課

☆
ソ

2 進学力グレードアップ推
進事業

79,127 県外国公立大学等へ進学の推進を図る
ための合格支援プログラム等の実施に
要する経費

県立学校教
育課

☆
ソ

3 就職活動キックオフ事業 161,503 就職希望の高校生が社会人としての基
礎的知識を育成するのための支援員配
置や研修開催等に要する経費

県立学校教
育課

☆
ソ

4 県立図書館ビジネス支援
充実事業

28,341 県立図書館における就職やビジネスに
関する情報支援の充実に要する経費

生涯学習振
興課

☆
ソ

5 遠隔講義配信システム等
整備事業

12,316 「沖縄県生涯学習情報プラザ」の遠隔
講義配信システム機能等の整備に要す
る経費

生涯学習振
興課

☆
ソ

6 組踊等教育普及事業 22,661 組踊等を県内児童生徒に鑑賞させ、次
世代への定着推進に要する経費

文化財課

平成26年度当初予算(案）　教育委員会　主な事業概要

事 業 概 要 所管課

☆：新規事業 ソ：ソフト交付金事業 ハ：ハード交付金事業
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☆
ソ

7 県立学校防災型再生可能
エネルギー導入事業

309,870 県立学校施設への防災型太陽光発電、
LED照明設備の整備に要する経費

施設課

☆ 8 知の拠点パワーアップ事
業

59,746 多様化、高度化した社会ニーズに対応
できるよう、県立図書館の機能高度化
を図るために要する経費

生涯学習振
興課

☆ 9 特別支援教育における合
理的配慮体制整備事業

17,000 障害のニーズに応じた特別支援教育推
進のため、情報機器等の整備や外部専
門家派遣等の体制整備に要する経費

県立学校教
育課

☆ 10 高等学校等奨学のための
給付金事業

379,410 教育費負担の軽減を図るため、低所得
者世帯の高校生に対する教材費等の給
付に要する経費

教育支援課

ソ 11 離島児童・生徒支援セン
ター（仮称）整備事業

771,395 64,583 離島から高校進学する生徒の寄宿舎及
び交流機能を併せ持つ施設の整備に要
する経費

教育支援課

ハ 12 産業教育施設整備事業費
（特別装置）

582,314 532,531 高等学校の産業教育における実験実習
等に必要な施設整備に要する経費

教育支援課
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ソ 13 自立を目指す特別支援教
育環境整備事業

47,000 37,651 特別支援学校児童生徒が社会参加力を
育成するための教育用備品整備に要す
る経費

教育支援課

ハ 14 県立学校施設整備 5,895,284 7,119,339 県立学校の校舎等施設整備に要する経
費

施設課

ハ 15 公立学校施設整備 3,791,524 3,226,868 公立学校の校舎等施設整備（市町村補
助）に要する経費

施設課

ソ 16 県立学校施設塩害防止・
長寿命化事業費

470,383 474,715 県立学校施設における塩害防止・長寿
命化に要する経費

施設課

ソ 17 複式学級教育環境改善事
業

93,154 75,904 複式学級の課題解消を図るため、複式
学級を有する小学校へ非常勤講師を配
置するための経費

学校人事課

ソ 18 国際性に富む人材育成留
学事業

192,647 173,596 国際社会で活躍し、本県の振興・発展
を担う人材を育成するため、高校生や
大学生等の国外留学支援に要する経費

県立学校教
育課
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ソ 19 グローバル・リーダー育
成海外研修事業

108,099 68,954 グローバルな視点を持った世界で活躍
するリーダー育成のための海外短期研
修派遣に要する経費

県立学校教
育課

20 英語立県沖縄推進戦略事
業

11,000 10,000 英語立県沖縄を目指し、「交流と体
験」をキーワードに児童生徒の国際交
流、教員の資質向上等に要する経費

県立学校教
育課

21 特別支援学校における医
療的ケア体制整備事業

52,795 44,797 日常的に医療的ケアの必要な児童生徒
のいる特別支援学校に看護師を配置す
るための経費

県立学校教
育課

ソ 22 小・中学生いきいき支援
事業

152,013 64,000 児童生徒の不登校、問題行動等の早期
発見、対応強化を図るため、中学校い
きいきサポート相談員等の配置に要す
る経費

義務教育課

23 学力向上先進地域育成事
業

15,894 15,012 大学と連携し、学力及び地域教育力の
向上を図るための事業に要する経費

義務教育課

24 学力向上ＷＥＢシステム
活用事業

13,741 6,718 児童生徒の学習定着状況を把握するた
めのWEBシステム活用等に要する経費

義務教育課
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25 スクールカウンセラー・
スクールソーシャルワー
カー等配置事業

198,526 161,347 児童生徒の不登校及び問題行動の未然
防止等を図るため、小中学校にスクー
ルカウンセラー等を配置するための経
費

義務教育課

ソ 26 離島・へき地における学
習支援事業

15,075 16,310 離島・へき地の中学生に対し、高校進
学のための学習支援を実施する市町村
への支援に要する経費

義務教育課

27 石川青少年の家改築事業 1,183,491 70,500 石川青少年の家の改築に要する経費 生涯学習振
興課

28 離島読書活動支援事業 14,494 11,000 離島地域において移動図書館、一括貸
出等を実施し読書環境の整備を図るた
めに要する経費

生涯学習振
興課

ソ 29 琉球王国外交文書等の編
集刊行及びデジタル化事
業

40,796 38,430 「琉球王国」の交流史等に関する資料
の編集・刊行に要する経費

文化財課

30 文化財補助事業費 52,271 40,961 国、県指定文化財について市町村等が
実施する保護・活用及び文化財の調査
等への補助に要する経費

文化財課
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