
令和５年度　教育委員会当初予算（一般会計）要求の概要

（単位：千円）
区　　　分 ４年度当初予算額

16,964,045

　○　事業体系（プラン２０１５体系図）

　３　発展　－人を育み基盤を整え発展する大分県－

（１）生涯にわたる力と意欲を高める「教育県大分」の創造

①子どもの力と意欲を伸ばす学校教育の推進

②グローバル社会を生きるために必要な「総合力」の育成

③安全・安心な教育環境の確保

④信頼される学校づくりの推進

⑤変化の激しい時代を生き抜く生涯を通じた学びの支援

生涯を通じた障がい者の学び支援事業 7,930

新 おおいた学びのステップアップ促進事業 3,786

新 女性の地域活動実践力向上支援事業 2,978

新 学校との連携・協働による「地域協育力」向上事業 90,829

新 教員確保に向けた教員の魅力発信事業 3,797

教員の産休・育休取得促進事業 100,191

特別支援学校通学時感染防止対策事業 175,256

教員業務サポートスタッフ等派遣事業 701,372

県立学校施設災害時緊急対応事業 110,000

学校・スポーツ活動感染対策事業 109,208

県立学校施設整備事業 3,273,381

学校防災教育推進事業 9,610

スクールソーシャルワーカー活用事業 104,456

スクールカウンセラー活用事業 242,535

新 いじめ・不登校等対策事業 92,249

おおいたグローバルリーダーズ育成事業 42,075

日本語指導ステップアップ事業 12,140

地域との協働による高校魅力化推進事業 38,112

子ども科学体験推進事業 42,754

新 宇宙科学体験学習推進事業 114,790

新 データサイエンス・数学系人材育成事業 40,392

新 新時代を生き抜くデジタル人材育成事業 23,503

次世代人材育成推進事業 33,538

特別支援学校就労達成促進事業 20,457

さくら咲く特別支援学校就労促進事業 16,987

地域とつむぐ技術人材育成事業 30,384

新 県立高校未来創生事業 61,063

幼児教育推進体制充実事業 73,526

学校部活動改革サポート事業 85,118

未来へつなぐ学び推進事業 180,527

新時代の学びを支えるＩＣＴ活用推進事業 264,400

事業費 18,510,302 1,546,257 9.1% 

５年度当初要求額 増減額 増減率

未来を創るＧＩＧＡスクール推進事業 16,712

未来を創る学力向上支援事業 845,348



（２）芸術文化による創造県おおいたの推進

①芸術文化の創造

②文化財・伝統文化の保存・活用・継承

（３）スポーツの振興

①県民スポーツの推進

②世界に羽ばたく選手の育成

（注）事業名前の「新」は新規事業を示す。

　令和５年度　教育委員会当初予算(一般会計）要求に対するご意見をお寄せください。

　　ｅ－ｍａｉｌ：a31120@pref.oita.lg.jp（教育庁教育財務課）

新 全国高校総体競技力向上対策事業 32,100

スポーツ大分パワーアップ事業 110,000

国民体育大会九州ブロック大会開催事業 80,738

全国高校総体開催準備事業 47,930

新チーム大分強化事業 130,621

地域スポーツ活性化推進事業 8,411

活かして守る大分の文化財保護推進事業 18,309

新 未来の芸術文化担い手育成事業 7,306



（部局名：教育委員会） （単位：千円）
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11

宇宙科学体験学習推進事
業

　子どもの宇宙関連分野への好奇心や探究心を育むため、香々地青少
年の家を活用し、宇宙科学体験学習を実施する。

社会教育課

9 次世代人材育成推進事業

　先端科学技術分野で活躍できる人材を育成するため、高校生が宇宙
やエネルギー分野に興味を持ち、挑戦意欲の醸成につながる講座等を
実施する。 高校教育課

10
データサイエンス・数学
系人材育成事業

　今後の社会に求められるデジタル人材を育成するため、データ分析
に必要な数学力の習得につながる講座等を実施する。

高校教育課

7
地域とつむぐ技術人材育
成事業

　本県産業の持続的な発展を担う技術人材を育成するため、先端機器
を活用した授業を実践するとともに、キャリアプロデューサーを配置
し、工業系高校生の県内就職を支援する。 高校教育課

8
さくら咲く特別支援学校
就労促進事業

　特別支援学校生の一般就労を促進するため、さくらの杜高等支援学
校における専門的な授業や取組を県内特別支援学校に配信・共有する
とともに、教員向け専門研修を実施する。

特別支援教育
課

5
学校部活動改革サポート
事業

　教員の部活動指導にかかる負担軽減と競技経験者による指導の充実
を図るため、部活動指導員を配置するとともに、総合型地域スポーツ
クラブ等と連携し、部活動の地域移行等を推進する。 体育保健課

6 県立高校未来創生事業

　今後の社会に求められるデジタル人材等を育成するため、県立高校
の学科改編等に対応した新たな授業展開等に取り組むとともに、全国
募集を推進する。 高校教育課

3
未来を創るＧＩＧＡス
クール推進事業

　小・中学校での主体的・対話的で深い学びを推進するため、授業の
イノベーションを促すフロンティア校においてＩＣＴ活用による授業
改善等を実施するとともに、中山間地域等における遠隔教育を行う。 義務教育課

4
未来へつなぐ学び推進事
業

　これからの時代を担う高校生に必要な確かな学力の育成とグローバ
ル教育及びＳＴＥＡＭ教育を推進するため、英語４技能育成システム
を構築するとともに、先端技術を活用したＥｄＴｅｃｈ教材を引き続
き導入する。

高校教育課

1
未来を創る学力向上支援
事業

　小・中学校での学力向上を図るため、客観的な数値目標を盛り込ん
だ推進計画を策定し、組織的な授業改善に取り組む市町村に対し、人
的支援及び指導支援を行う。 義務教育課

2
新時代の学びを支えるＩ
ＣＴ活用推進事業

　ＩＣＴを効果的に活用した授業改善を図るため、ＩＣＴ教育サポー
ターを育成・派遣するプラットフォームや、優良授業事例等を閲覧で
きるポータルサイトを運営するほか、県立学校のＩＣＴ機器を整備す
る。

教育デジタル
改革室

令和５年度　当初予算（一般会計）要求の主な事業概要

事　業　名

令和５年度
当初要求額

事　業　概　要 所管課
令和４年度
当初予算額

新

新

新



（部局名：教育委員会） （単位：千円）

令和５年度　当初予算（一般会計）要求の主な事業概要

事　業　名

令和５年度
当初要求額

事　業　概　要 所管課
令和４年度
当初予算額

12,140

(9,738)

42,075

(38,765)

92,249

(0)

242,535

(267,030)

104,456

(104,424)

3,273,381

(3,688,038)

109,208

(104,490)

701,372

(756,052)

100,191

(74,724)

3,797

(0)

90,829

(0)
22

学校との連携・協働によ
る「地域協育力」向上事
業

　子どもや学校を取り巻く課題の複雑化・困難化に社会全体で対応す
るため、「協育」ネットワークの強化により、地域学校協働活動を推
進する。 社会教育課

19
教員業務サポートスタッ
フ等派遣事業

　学校教育活動の充実と教員の負担軽減に向けた取組を推進するた
め、事務作業等を支援するスクールサポートスタッフ及びきめ細かな
指導を行う学習指導員を配置する。 教育人事課

21
教員確保に向けた教員の
魅力発信事業

　教員採用試験受験者の増加を図るため、教員の魅力を発信する広報
活動等を実施する。

教育人事課

20
教員の産休・育休取得促
進事業

　教員が産休・育休を取得しやすい環境を整備するため、代替職員を
早期配置し、ゆとりある引継期間を確保する。

教育人事課

17 県立学校施設整備事業

　教育環境の改善を図るため、老朽化した校舎等の新増改築・大規模
改造など県立学校の施設や設備の整備を行う。
　・第三次特別支援計画に基づく施設整備
　　（大分地区新設特別支援学校校舎の建設等）
　・大規模改造（中津東高校など９校）

教育財務課

18
学校・スポーツ活動感染
対策事業

　新型コロナウイルス感染防止対策の充実を図るため、学校現場の保
健衛生用品を確保するとともに、スポーツ活動における感染防止対策
を実施する。 体育保健課

15
スクールカウンセラー活
用事業

　児童生徒や保護者の悩み等に対応するため、専門的な知識・経験を
有するスクールカウンセラーを小・中・高等学校・特別支援学校に配
置する。

学校安全・安
心支援課

16
スクールソーシャルワー
カー活用事業

　貧困など家庭環境に起因する不登校等の未然防止、解決のため、社
会福祉士等の資格を持つスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）及び
ＳＳＷへの助言を行うスーパーバイザーを配置する。

学校安全・安
心支援課

13
おおいたグローバルリー
ダーズ育成事業

　グローバル人材を育成するため、小中高一貫した人材育成推進モデ
ルを構築するとともに、オンライン上で世界に触れる機会を創出す
る。 高校教育課

14
いじめ・不登校等対策事
業

　いじめ・不登校等の未然防止・早期支援・長期的支援のため、教育
相談体制の充実を図るとともに、先端技術等を活用した取組を強化す
る。

学校安全・安
心支援課

12
日本語指導ステップアッ
プ事業

　帰国・外国人児童生徒等に対する日本語指導の充実を図るため、
小・中・高等学校に日本語指導支援員及びアドバイザーを派遣し、持
続的な指導体制を構築する。

人権教育・部
落差別解消推
進課

新

新

新



（部局名：教育委員会） （単位：千円）

令和５年度　当初予算（一般会計）要求の主な事業概要

事　業　名

令和５年度
当初要求額

事　業　概　要 所管課
令和４年度
当初予算額

7,306

(0)

80,738

(58,959)

※ 　　は「新規事業」

24
国民体育大会九州ブロッ
ク大会開催事業

　国民体育大会九州ブロック大会の開催準備及び大会運営を行う。

体育保健課

23
未来の芸術文化担い手育
成事業

　文化活動の活性化により児童生徒の豊かな創造性や感性を育むた
め、ＯＰＡＭと連携した学習を実施するほか、作品を展示・発表する
機会を創出する。 文化課

新

新



（部局名：教育委員会） （単位：千円）

・
・
令和２～４年度の３か年事業として実施
所期の目的を達成したため廃止

6 社会教育課
学校・家庭・地域による
「学びの未来」創造事業

体育保健課

9 社会教育課
外国人とのコミュニケー
ション拡大事業

令和２～４年度の３か年事業として実施
事業効果等を検証し、キャリア教育の充実を図る「子どもの力
と意欲を伸ばすキャリア教育推進事業」に組み替えて要求

5,115

2
学校安全・安
心支援課

いじめ・不登校等防止推
進事業

・
・
令和２～４年度の３か年事業として実施
事業効果等を検証し、いじめ・不登校対策に包括的に取り組む
「いじめ・不登校等対策事業」に組み替えて要求

スクールヘルスサポート
事業

義務教育課
ＯＩＴＡの未来を担う子
ども育成事業

2,007

未来を拓く学校づくり事
業

・
・

・
・
・

令和２～４年度の３か年事業として実施
事務事業評価結果（Ｄ評価）を踏まえ廃止
事業効果等を検証し、地域学校協働活動を強化する「学校との
連携・協働による「地域協育力」向上事業」に組み替えて要求

88,629

4,588

・
・
令和２～４年度の３か年事業として実施
所期の目的を達成したため廃止

2,01511

10 文化課
みんなでつくる文化活動
推進事業

・
・
令和２～４年度の３か年事業として実施
事業効果等を検証し、文化活動の機会を創出する「未来の芸術
文化担い手育成事業」に組み替えて要求

1

令和５年度　当初予算（一般会計）要求における廃止事業

所管課 事　業　名 廃　止　理　由
４年度

当初予算額

教育財務課
県立高等学校等通学時感
染防止対策事業

60,000

・
・
令和３～４年度の２か年事業として実施
所期の目的を達成したため廃止

令和２～４年度の３か年事業として実施
事業効果等を検証し、デジタル人材の育成を強化する「新時代
を生き抜くデジタル人材育成事業」に組み替えて要求

14,144

3
学校安全・安
心支援課

不登校児童生徒教育支援
事業

高校教育課

3,314

8 社会教育課
おおいた学びのステップ
アップ支援事業

・
・
令和３～４年度の２か年事業として実施
事務事業評価結果（Ｄ評価）を踏まえ廃止
事業効果等を検証し、広報活動を強化する「おおいた学びのス
テップアップ促進事業」に組み替えて要求

2,953

7 社会教育課
女性の地域活動活性化支
援事業

・
・
令和２～４年度の３か年事業として実施
事業効果等を検証し、地域の実践力を強化する「女性の地域活
動実践力向上支援事業」に組み替えて要求

34,079

5

169,294

・
・
令和２～４年度の３か年事業として実施
事業効果等を検証し、いじめ・不登校対策に包括的に取り組む
「いじめ・不登校等対策事業」に組み替えて要求

4

・
・


