
１ 郷土への誇りと豊かな心の育成 小計 455,424

(1) 群馬に誇りと愛着を持てる学びの
推進

総合計画推進（群馬県人づくりネットワーク登録団体連携事
業）

502 企画部 企画課

上毛かるた活用事業 5,532 生活文化スポーツ部 文化振興課

拡充 東国文化周知 7,246 生活文化スポーツ部 文化振興課 Ｐ４

尾瀬学校 85,000 環境森林部 自然環境課 Ｐ１１

尾瀬学校充実プログラム 578 教育委員会 義務教育課

特色ある教育活動推進
「ぐんまスクール・オブ・ザ・イヤー」

280 教育委員会 義務教育課

文化財保存事業費補助特別枠 36,948 教育委員会 文化財保護課

観音山古墳保護管理運営 4,180 教育委員会 文化財保護課

上野国分寺跡保護管理運営 7,609 教育委員会 文化財保護課

上野国分寺跡整備 20,724 教育委員会 文化財保護課

拡充 古墳総合調査事業 20,626 教育委員会 文化財保護課 P２７

古墳情報発信事業 3,046 教育委員会 文化財保護課

拡充 金井東裏遺跡出土甲着装人骨等調査 34,390 教育委員会 文化財保護課 Ｐ２６

尾瀬自然体験研修 3,696 教育委員会 総合教育センター

(2) 豊かな心を育てる徳育の推進 拡充 道徳教育総合支援事業 9,717 教育委員会 義務教育課

担当部局
主要
事業事 業 担 当 課

１．次代を担う人材づくりプロジェクト

子どもたちの豊かな心とたくましく生きる力を育成するため、成長段階に応じた体験活動や勤労観・職業観を育てるキャリ

ア教育・職業教育などを行うとともに、子どもを産み育てやすい環境づくりや大人へと自立していく子ども・若者の成長を社

会全体で支援する取組を推進します。

新規／拡充 主 な 事 業 予算額
（単位：千円）

平成２６年２月４日

とりまとめ担当課

（教）総務課 内線 ４５３０

企画課 内線 ２３１６

プロジェクトのねらい

(2) 豊かな心を育てる徳育の推進 拡充 道徳教育総合支援事業 9,717 教育委員会 義務教育課

青少年自然体験事業 3,237 教育委員会 生涯学習課

昆虫の森整備・運営 108,760 教育委員会 生涯学習課

天文台整備・運営 92,096 教育委員会 生涯学習課

動物ふれあい推進 7,000 健康福祉部 衛生食品課

２ たくましく生きる力の育成 小計 10,468,854

(1) 確かな学力の定着 私立学校教育振興費補助 8,419,003 総務部 学事法制課 Ｐ１

新規
就学支援金
奨学のための給付金

1,458,691
教育委員会

総務部
管理課
学事法制課

P２５

ぐんま少人数プロジェクト（さくらプラン） 885,760 教育委員会 学校人事課・管理課 P２５

ぐんま少人数プロジェクト（わかばプラン） 517,120 教育委員会 学校人事課・管理課 P２５

ぐんまの子どもの「確かな学力」育成プロジェクト 3,300 教育委員会 義務教育課 Ｐ２６

科学の甲子園／科学の甲子園ジュニア 群馬県大会 908 教育委員会 義務教育課・高校教育課

(2) 健やかな体の育成 地域スポーツ人材の活用実践支援 3,412 教育委員会 健康体育課

スポーツエキスパート活用 2,709 教育委員会 健康体育課

新規 ぐんまの子どもの体力向上推進事業 3,074 教育委員会 健康体育課

学校における食育推進 93 教育委員会 健康体育課

(3) 家庭・地域の教育力向上 学校支援センター運営推進 1,856 教育委員会 義務教育課､生涯学習課

家庭教育電話相談（よい子のダイヤル） 2,715 教育委員会 生涯学習課

放課後子ども教室推進 27,656 教育委員会 生涯学習課

地域と学校のパートナーシップ推進 676 教育委員会 生涯学習課

公立小中学校紹介テレビ番組制作放送 90,294 教育委員会 生涯学習課

幼児教育応援 2,913 教育委員会 総合教育センター

(4) キャリア教育の推進 キャリア教育推進 1,910 教育委員会 義務教育課・高校教育課

夢実現・進路プラン 577 教育委員会 高校教育課

社会人講師活用 1,253 教育委員会 高校教育課

キャリア教育研修 81 教育委員会 総合教育センター

(5) 職業教育の強化 県立大学の公立大学法人化検討 ― 総務部 総務課

ぐんまトライワーク推進（高校生長期インターンシップ） 688 教育委員会 高校教育課

新規 普通科高校等インターンシップ推進 250 教育委員会 高校教育課

次代を担う職業人材育成 13,720 教育委員会 高校教育課

新規 介護人材養成設備整備 10,000 教育委員会 管理課 P２５

群馬県産業教育フェア 4,512 教育委員会 高校教育課、特別支援教育室

産業・教育連携若年者育成 2,070 産業経済部・教育委員会 産業人材育成課、高校教育課



担当部局
主要
事業事 業 担 当 課新規／拡充 主 な 事 業 予算額

（単位：千円）

(6) 社会への円滑な接続の推進 次代を担う職業人材育成のための教育設備充実 50,000 教育委員会 管理課

高大連携プロジェクト 686 教育委員会 高校教育課

次代を担う職業人材育成【再掲】 13,720 教育委員会 高校教育課

拡充 特別支援学校職業自立推進 11,052 教育委員会 特別支援教育室 Ｐ２６

(7) 特別支援教育の充実 新規 榛名養護学校吾妻分校（仮称）整備（25年度2月補正） 622,000 教育委員会 管理課

新規 みやま養護学校藤岡分校開校費用 17,801 教育委員会 管理課・健康体育課 P２５

拡充 特別支援学校医療的ケア支援 32,534 教育委員会 特別支援教育室

特別支援教育小中学校・高等学校サポート 13,212 教育委員会 特別支援教育室

特別支援教育就学奨励費 279,588 教育委員会 特別支援教育室

３ 文化・芸術とスポーツを通じた人づくり 小計 3,439,243

(1) 文化・芸術を通じた人づくり 文化団体等育成 28,450 生活文化スポーツ部 文化振興課

群馬交響楽団支援 261,165 生活文化スポーツ部 文化振興課 Ｐ５

教育文化事業団運営（県民芸術祭委託） 66,877 生活文化スポーツ部 文化振興課 Ｐ５

新規 芸術文化事業推進（ぐんま総合芸術推進） 12,802 生活文化スポーツ部 文化振興課 Ｐ５

歴史博物館の改修 318,000 生活文化スポーツ部 文化振興課 Ｐ５

県立美術館・博物館企画展示 121,158 生活文化スポーツ部 文化振興課 Ｐ５

伝統文化継承事業 9,429 生活文化スポーツ部 文化振興課

文化づくり支援事業 10,972 生活文化スポーツ部 文化振興課

(2) スポーツを通じた人づくり 地域スポーツ振興 2,509 生活文化スポーツ部 スポーツ振興課

新規 フルマラソン実施準備 6,153 生活文化スポーツ部 スポーツ振興課 Ｐ６

拡充 競技力向上対策費（選手強化費）補助 233,537 生活文化スポーツ部 スポーツ振興課 Ｐ６

拡充 冬季国体大会運営推進 422,500 生活文化スポーツ部 冬季国体推進室 Ｐ６

拡充 第７０回冬季国体施設整備 778,000 生活文化スポーツ部 スポーツ振興課 Ｐ６

４ 子ども・若者の強い心と自立心を持った成長の支援 小計 409,828

(1) 体系的な相談体制の構築 子ども・若者育成支援 239 生活文化スポーツ部 少子化対策･青少年課

子どもの発達相談運営 5,138 教育委員会 総合教育センター

新規 ひきこもりに特化した相談支援体制の整備 4,746 健康福祉部 障害政策課

(2) いじめ・不登校対策の推進 いじめ問題対策推進 3,921 教育委員会 義務教育課､高校教育課 Ｐ２６

非行防止プロジェクト推進 63,861 教育委員会 義務教育課､高校教育課

拡充 児童生徒の心のケアシステム推進（スクールカウンセラー） 294,716 教育委員会 義務教育課､高校教育課 Ｐ２６

子ども教育相談運営 6,438 教育委員会 総合教育センター

いじめ対策 2,165 教育委員会 総合教育センター

(3) 再チャレンジ支援の推進 若者就職支援センター（ジョブカフェぐんま） 85,163 産業経済部 労働政策課 Ｐ２１

ニート自立支援 7,302ニート自立支援 7,302 産業経済部 労働政策課

青少年保護指導 2,467 生活文化スポーツ部 少子化対策･青少年課 Ｐ４

５ 総合的な少子化対策 小計 12,230,499

(1) 少子化対策の推進 総合的な少子化対策推進 7,073 生活文化スポーツ部 少子化対策･青少年課

(2) 産みやすい環境整備 医師確保対策 336,219 健康福祉部 医務課 Ｐ７

周産期医療対策 17,765 健康福祉部 保健予防課

在宅医療未熟児等一時受入 17,914 健康福祉部 保健予防課

拡充 総合・地域周産期母子医療センター運営費補助 145,912 健康福祉部 保健予防課

(3) 育てやすい環境整備 小児救急医療対策 164,245 健康福祉部 医務課

３歳未満児保育料軽減事業費補助 435,027 健康福祉部 子育て支援課

保育所運営費負担 2,712,738 健康福祉部 子育て支援課

認可外保育施設子育て支援 10,540 健康福祉部 子育て支援課

認可外保育施設支援 12,553 健康福祉部 子育て支援課

保育所緊急整備事業費補助 1,849,500 健康福祉部 子育て支援課 Ｐ９

保育充実促進費補助 270,000 健康福祉部 子育て支援課

保育対策等促進事業費補助 717,993 健康福祉部 子育て支援課

乳児担当保育士加配事業費補助 9,400 健康福祉部 子育て支援課

産休等代替職員設置費補助 11,394 健康福祉部 子育て支援課

放課後児童健全育成事業費補助 851,061 健康福祉部 子育て支援課 Ｐ９

学童保育対策事業費補助 27,180 健康福祉部 子育て支援課 Ｐ９

児童厚生施設整備費補助 73,725 健康福祉部 子育て支援課

児童相談 39,384 健康福祉部 子育て支援課

ぐんま子育て応援したい（隊）事業 2,755 健康福祉部 子育て支援課

子ども医療費補助 4,011,600 健康福祉部 国保援護課 Ｐ１０

働く女性支援 1,400 産業経済部 労働政策課 Ｐ２２

プロジェクト合計 27,003,848

※ 予算額の小計・合計は、再掲事業のほか、本資料に記載されていないその他の事業の予算額も含みます。


