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223 高等学校等奨学のた
めの給付金事業

1,359,981 1,402,838 低所得世帯に対し、高校生に係る
教育費負担の軽減を図るための給
付金の給付に要する経費

教育支援課

ア 224 県外進学大学生支援
事業

50,138 29,138 県外難関大学へ進学する者に対す
る奨学金の給付に要する経費

教育支援課

225 離島高校生修学支援
事業

34,080 33,660 高校未設置離島出身の高校生の居
住及び通学等に係る費用の補助に
要する経費。

教育支援課

ハ 226 公立学校施設整備事
業（公共投資交付
金）

3,028,601 3,590,259 市町村立学校の校舎等施設整備に
要する経費

施設課

ハ 227 県立高等学校等施設
整備

5,141,753 4,321,762 県立中学校、高等学校及び特別支
援学校の校舎等施設整備に要する
経費

施設課

228 少人数学級の推進
（人件費）

2,161,500 1,919,500 学習規律の定着などきめ細やかな
指導の充実を図るための教員給与
等に要する経費

学校人事課

229 特別支援学級の拡充
（人件費）

5,637,500 4,884,000 特別支援学級設置のための教員給
与等に要する経費

学校人事課

ソ 230 複式学級教育環境改
善事業

68,632 78,436 複式学級を有する小学校に対する
学習支援員の派遣に要する経費

学校人事課

☆ 231 スクール・サポー
ト・スタッフ配置事
業

40,402 0 教員の負担軽減を図るため、公立
小中学校に事務を補助するスクー
ル・サポート・スタッフを配置す
る市町村への補助に要する経費

学校人事課

232 県立学校人事管理費 44,590 31,581 県立学校教職員に係る人事管理業
務の運営及び県立学校における勤
務管理システム導入に要する経費

学校人事課
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233 国際性に富む人材育
成留学事業

166,488 215,030 グローバルな視点を持つ人材育成
に向けた高校生の海外留学支援
（１年間程度）に要する経費

県立学校教
育課

ソ 234 グローバル・リー
ダー育成海外短期研
修事業

119,984 121,194 グローバルな視点を持つリーダー
育成に向けた高校生の海外短期研
修派遣に要する経費

県立学校教
育課

ソ 235 進学力グレードアッ
プ推進事業

67,804 71,440 進学促進に向けた県外国公立大学
等への生徒派遣及び教員の指導力
向上研修に要する経費

県立学校教
育課

ソ 236 就職活動キックオフ
事業

166,362 166,369 就職活動を支援するため、県立高
等学校における就職活動支援員の
配置及び研修等に要する経費

県立学校教
育課

☆ 237 沖縄県実習船代船建
造事業

12,290 0 沖縄水産高等学校及び宮古総合実
業高等学校の生徒が実習を行う大
型実習船（海邦丸五世）の代船建
造に要する経費

県立学校教
育課

238 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

202,549 197,705 いじめの未然防止、早期発見・早
期対応を図るため、スクールカウ
ンセラー及びスクールソーシャル
ワーカー配置等に要する経費

県立学校教
育課、義務
教育課

239 学力向上学校支援事
業

11,030 10,467 本庁指導主事等による児童生徒の
学力向上に向けた小・中学校への
支援訪問及び授業改善支援員の配
置に要する経費

義務教育課

ソ 240 小・中学生いきいき
支援事業

80,786 81,923 小・中学校における不登校や問題
行動等の早期発見と未然防止に向
けた相談員の配置に要する経費

義務教育課

ソ 241 教員指導力向上事業 5,151 6,624 教員の指導力向上に係る研修に要
する経費

義務教育課
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242 平成31年度全国高校
総体開催準備事業

197,779 73,624 平成31年度全国高等学校総合体育
大会の開催準備、生徒の競技力向
上対策及び自転車競技場の補修等
に要する経費

保健体育課

243 スポーツ振興事業費 67,446 60,512 学校体育関係団体への補助、運動
部活動外部指導者等の派遣及び各
種講習会の開催等に要する経費

保健体育課

ソ 244 家庭教育力促進
「やーなれー」事業

36,317 52,312 家庭教育力の向上促進に要する経
費

生涯学習振
興課

ソ 245 沖縄振興「知の拠
点」施設整備事業

2,804,514 1,180,935 本県の課題解決に資する機能を備
えた県立図書館の整備に要する経
費

生涯学習振
興課

ソ 246 離島読書活動充実事
業

13,401 17,811 図書館未設置離島町村に対する貸
出用図書の充実に要する経費

生涯学習振
興課

ソ 247 みんなの文化財図鑑
刊行事業

15,778 19,223 県内文化財を普及するための書籍
の編集及び刊行に要する経費

文化財課

ソ 248 近代沖縄史料デジタ
ル化事業

21,533 28,093 近代沖縄史料の収集及びデジタル
化に要する経費

文化財課


