
報告第６号参考資料



１　教育委員会関係補正予算の規模

１，１０１億　４，０３７万　２千円

７，５４２万　３千円

１，１０２億　１，５７９万　５千円

２　補正予算の内容 （単位:千円）

（１）幼保推進課

①(新)病児保育施設整備事業

　　市町村が策定する、市町村子ども・子育て支援事業計画に基づく病児保育施設の

　整備を促進することにより、病児保育事業の推進を図る。

　　・補助率　　国1/3・県1/3・市町村1/3　※国1/3は市町村へ直接補助

　　・実施市町村及び施設数　　横手市　１施設

　　・県負担分　33,900千円×1施設×1/3　＝　11,300千円

②(新)保育補助者雇上強化事業

　　保育事業者に対し、保育士資格を持たない短時間勤務の保育補助者の雇い上げに

　必要な費用を支援する。

　　・補助率　　国3/4・県1/8・市町村1/8

　　・実施市町村及び施設数　　　5市町　25施設

　　　(大館市 5施設、にかほ市 9施設、横手市 8施設、湯沢市 2施設、小坂町 1施設)

　　・保育補助者の業務　　保育所等に勤務する保育士の補助

　　　(例)保育日誌の記入、翌日の準備、保育士との共同による保育の実施　等

③認定こども園施設整備事業

　ア）子育て支援等臨時対策基金事業

　　・大館市　大館ホテヤこども園（幼保連携型）

　　　　大規模修繕　　補助率　国1/2・市1/4

　　・能代市　能代カトリックこども園（幼保連携型）

　　　　改築　　　　　補助率　(厚労省分)国5.5/10※・市1/5、(文科省分)国1/2・市1/4

※過疎地域自立促進計画に基づく事業により嵩上げ補助

　イ）認定こども園施設整備交付金(国庫補助)事業

　　・能代市　愛慈幼稚園（幼稚園型）

　　　　大規模修繕　　補助率　国1/2・市1/4

（２）義務教育課

(新)小・中学校等における起業体験推進事業（国委託事業）

　　次世代を担う子どもの育成のために、商品開発等の起業体験活動の場を設定し、

　子どもたちが主体的に地域の課題等を解決するモデルを構築する。

　　・再委託先　　大館市、八峰町
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（３）高校教育課

①(新)スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール事業（国委託事業）

　　大学・研究機関・企業等との連携の強化等により、社会の変化や産業の動向等に

　対応した高度な知識・技能を身に付け、社会の第一線で活躍できる専門的職業人の

　育成を図る。

　　・指 定 校：大曲農業高等学校

　　・指定期間：平成28年度～平成30年度

　　・研究開発課題

　　　　「ＤＡＩＮＯプロジェクトによる農業と地域産業の創造」

－実践的技術・技能・経営力を身に付けた地域創生を担う人材育成プログラムの研究－

②教育課程研究指定校事業（国委託事業）

　　高等学校における教育課程及び指導方法等について調査研究を行う。(研究教科:情報)

　　・指 定 校：仁賀保高等学校

　　・指定期間：平成28年度～平成29年度

　　・研究開発課題

　　　　ネットワークに関する教材の作成・活用をとおして、学習意欲を向上させる

　　　ための指導方法に関する研究

（４）生涯学習課

(新)青少年教育施設を活用したネット依存対策事業（国委託事業）

　　少年自然の家を活用し、インターネット依存傾向の青少年を対象に、自然体験や

　宿泊体験プログラムを通じて、ネット依存対策を図る。

　　・実施施設：岩城少年自然の家

　　・実施内容：メインキャンプ(8月、6泊7日)、フォローキャンプ(12月､1泊2日)

　　　　　　　　活動内容：自然体験活動、医師による認知行動療法・カウンセリング等

（５）文化財保護室

(新)あきたの文化遺産魅力発信事業

　　日本遺産の認定に向けた取組を通じて、秋田の文化遺産の魅力を県民に広く周知

　し、ふるさとに対する愛着心をかん養する。

　　・実施内容：日本遺産認定に向けたあきたの文化遺産魅力発信委員会の開催

　　　　　　　　県民からの「あきたの文化遺産」の意見募集

　　　　　　　　大学生によるワークショップの開催　等

※補足説明：財源について
（国庫負担金、国庫補助金、国庫委託金等）
（基金会計からの繰入金）

一 般 財 源

国庫支出金
繰 入 金

8,000

355

2,063

2,892
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（単位：千円）

【歳出・主管課別】 ※補正予算内容説明書に記載の各課室所管全事業費合計

補正前予算額 (A) 今回補正額 (B) 補正後予算額　(A+B)

　　総務課 1,968,526 1,968,526 

　　総務課施設整備室 5,667,985 5,667,985 

　　教職員給与課 88,071,658 88,071,658 

　　幼保推進課 5,150,986 60,327 5,211,313 

　　義務教育課 941,007 1,786 942,793 

　　高校教育課 5,565,760 8,355 5,574,115 

　　特別支援教育課 881,759 881,759 

　　生涯学習課 829,197 2,063 831,260 

　　生涯学習課文化財保護室 224,754 2,892 227,646 

　　保健体育課 266,174 266,174 

　　福利課 572,566 572,566 

110,140,372 75,423 110,215,795 

【歳出・目的別】 ※教育委員会所管全事業費を行政目的別に分類

款 項 補正前予算額 (A) 今回補正額 (B) 補正後予算額　(A+B)

３ 民生費 4,306,525 31,344 4,337,869 

２ 児童福祉費 4,306,525 31,344 4,337,869 

10 教育費 105,823,847 44,079 105,867,926 

１ 教育総務費 15,050,636 31,124 15,081,760 

２ 小学校費 30,821,791 30,821,791 

３ 中学校費 20,488,418 20,488,418 

４ 高等学校費 27,597,930 8,000 27,605,930 

５ 特別支援学校費 9,099,330 9,099,330 

６ 社会教育費 2,423,275 4,955 2,428,230 

７ 保健体育費 342,467 342,467 

11 災害復旧費 10,000 0 10,000 

４ 文教施設災害復旧費 10,000 10,000 

110,140,372 75,423 110,215,795 

【歳出・性質別】 ※教育委員会所管全事業費を国が定める支出の性質別に分類

説明 補正前予算額 (A) 今回補正額 (B) 補正後予算額　(A+B)

職員給与費、委員、非常勤
職員報酬 等 90,183,263 90,183,263 

旅費、物品購入費、通信連
絡費、委託費、使用料　等 4,088,758 13,651 4,102,409 

扶 助 費
就学奨励費、奨学のための
給付金　等 2,904,168 2,904,168 

補 助 費 等
市町村・民間団体等への補
助金、謝礼金　等 6,744,883 21,489 6,766,372 

積 立 金 基金会計への積立金 201 201 

貸 付 金 貸付金 672 672 

9,649,924 21,489 9,671,413 

県有施設（教育機関、県立
学校等）の維持補修費 186,131 186,131 

国庫補助を伴う施設整備費
又は施設整備費補助金等 759,327 40,283 799,610 

県単独の施設整備費又は施
設整備費補助金等 5,262,969 5,262,969 

施設設備の災害復旧費 10,000 10,000 

110,140,372 75,423 110,215,795 

災害復旧事業費

歳　出　合　計

物件費

そ
の
他
行
政
経
費

小計

維持補修費

補助投資事業費

単独投資事業

平成２８年度教育委員会関係補正予算　現計予算との比較
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