
【 農林水産部 県産米ブランド推進課 】

県産米新品種ブランド確立推進事業費（新規）県産米新品種ブランド確立推進事業費（新規）県産米新品種ブランド確立推進事業費（新規）県産米新品種ブランド確立推進事業費（新規）

33,53233,53233,53233,532千円千円千円千円（当初：（当初：（当初：（当初： 33,53233,53233,53233,532千円）千円）千円）千円）

本県を代表する「つや姫」に続く品種「山

形112号」の栽培技術確立などの生産振興対

策、種子生産体制の整備に加え、ブランド戦

略を検討する。

また、県産米の積極的なＰＲにより一層の

認知度及び評価の向上を図る。

① 「山形112号」生産振興対策 1,354千円

・ 商標登録、実証栽培担当生産者会議等

② 「山形112号」ブランド化対策 5,567千円

・ 試食評価

・ 分析（食味関連形質調査）

・ ブランド戦略の策定

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

今後の工程イメージ

「つや姫」を成功事例に「つや姫」を成功事例に「つや姫」を成功事例に「つや姫」を成功事例に

３０３０３０３０

③ 県産米販売・ＰＲ支援 13,384千円

・ ＰＲスタッフによる県産米のＰＲ活動等

④ 「山形112号」栽培技術確立研究 3,066千円

・ 栽培マニュアル作成に係る研究

⑤ 種子生産体制の整備 10,161千円

・ 「山形112号」種子用コンバイン等の整備

山形112号ブランド戦略会議（仮称）設置

★名称の決定・発表、商標登録

◆「山形112号」ブランド化戦略の構築等

「つや姫」を成功事例に「つや姫」を成功事例に「つや姫」を成功事例に「つや姫」を成功事例に

「山形「山形「山形「山形112112112112号」をミドルクラスとしてブランド化を進める号」をミドルクラスとしてブランド化を進める号」をミドルクラスとしてブランド化を進める号」をミドルクラスとしてブランド化を進める

先行販売先行販売先行販売先行販売

本格デビュー本格デビュー本格デビュー本格デビュー

◆関係機関が一丸となってブランド戦略を本格実施

種子生産体制

の整備

栽培技術

確立研究

栽培マニュ

アル作成

ＰＲスタッフによる

県産米ＰＲ活動

試食評価

食味分析

「つや姫」ブランド化戦略との一体的な推進を検討



「食産業王国やまがた」の実現に向け、米・果樹・

野菜など本県の高品質で豊富な農産物等の付加

価値向上を図り、また、ＴＰＰへの備えとするため、

加工分野の拠点施設として「食品加工試作支援棟

（仮称）」を新設し、農業者や食品製造業者等の新

たな加工品の開発を支援する。

【 農林水産部 農業技術環境課 】

食品加工試作支援機能整備事業費（新規）食品加工試作支援機能整備事業費（新規）食品加工試作支援機能整備事業費（新規）食品加工試作支援機能整備事業費（新規）〔〔〔〔ＴＰＰ対策関連ＴＰＰ対策関連ＴＰＰ対策関連ＴＰＰ対策関連〕〕〕〕

91,01191,01191,01191,011千円千円千円千円（当初：（当初：（当初：（当初：91,01191,01191,01191,011千円）千円）千円）千円）

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

「食品加工試作支援棟（仮称）」の概要

① 設置場所

農業総合研究センター内（山形市みのりが丘）

② 施設面積

400㎡

③ 施設の特徴

・試作支援と技術指導を一体的に提供する施設

・試作品販売のために営業許可を取得可能な施設

○試作相談から商品化までの流れ

農業者・食品製造業者等農業者・食品製造業者等農業者・食品製造業者等農業者・食品製造業者等

３１３１３１３１

・試作品販売のために営業許可を取得可能な施設

・HACCPに準じた衛生管理に対応した施設

・県産農産物を用いた加工品全般に対応した施設

・食品加工に取り組む人材の育成、研修機能を有する

施設

④ 試作可能な加工品の種類（主なもの）

・清涼飲料、びん・缶詰、惣菜、ソース類、レトルト食品、

菓子類、乾燥食品等

⑤ 整備スケジュール（予定）

平成２８年４月～３０年１月 設計及び建築工事

平成３０年２月 施設利用開始予定

試作品の評価会

テスト販売等

◎試作相談◎試作相談◎試作相談◎試作相談

◎評価◎評価◎評価◎評価

◎商品化◎商品化◎商品化◎商品化
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相談窓口

◎試作◎試作◎試作◎試作

専門家等

食品加工試作
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を活用

改善

アドバイス



【 農林水産部 園芸農業推進課 】

園芸産地パワーアップ関連事業（新規）園芸産地パワーアップ関連事業（新規）園芸産地パワーアップ関連事業（新規）園芸産地パワーアップ関連事業（新規）〔〔〔〔ＴＰＰ対策関連ＴＰＰ対策関連ＴＰＰ対策関連ＴＰＰ対策関連〕〕〕〕

953,170953,170953,170953,170千円（当初：千円（当初：千円（当初：千円（当初：953,170953,170953,170953,170千円）千円）千円）千円）

○農作業の効率化によるコスト削減や高付加価値な作物への転換を図りながら、収益力向上に一体的かつ

計画的に取り組む競争力の高い果樹・野菜等における産地づくりを支援する。

○次世代を担う意欲ある農業者の経営発展、産地収益力の向上を図るため、地域資源エネルギー等を活用

した大規模な次世代型園芸施設の整備等を支援し、県内のモデル的な施設園芸の拠点づくりを推進する。

①ＴＰＰ対策関連園芸産地パワーアップ事業費①ＴＰＰ対策関連園芸産地パワーアップ事業費①ＴＰＰ対策関連園芸産地パワーアップ事業費①ＴＰＰ対策関連園芸産地パワーアップ事業費 900,000900,000900,000900,000千円千円千円千円

・収益力向上の実現に向け地域の生産体制の強化や集出荷機能

目目目目 的的的的

事業内容事業内容事業内容事業内容

３２３２３２３２

・収益力向上の実現に向け地域の生産体制の強化や集出荷機能

の改善に必要な共同利用施設整備等に対する支援

・高生産性雨よけ施設への資材導入（機能向上を含む）に対する

支援

・収益性の高い果樹・野菜等への生産資材の導入や機械のリー

ス導入に対する支援

②やまがた次世代型施設園芸拠点づくり事業費②やまがた次世代型施設園芸拠点づくり事業費②やまがた次世代型施設園芸拠点づくり事業費②やまがた次世代型施設園芸拠点づくり事業費 53,17053,17053,17053,170千円千円千円千円

・県内の気候（積雪や強風）に対応した強度を備えた作業性に優れる大型施設（低コスト耐候性ハウス）

の設置を支援（1ヵ所）

・低コスト耐候性ハウスへの地域資源エネルギー（木質ペレット、地下水熱）と環境制御設備の導入を支

援（4ヵ所 うち1ヵ所は上記と一体的に支援）



【 農林水産部 畜産振興課 】

畜産振興関連事業畜産振興関連事業畜産振興関連事業畜産振興関連事業〔〔〔〔ＴＰＰ対策関連ＴＰＰ対策関連ＴＰＰ対策関連ＴＰＰ対策関連〕〕〕〕

1,520,4221,520,4221,520,4221,520,422千円千円千円千円（当初：（当初：（当初：（当初： 1,520,4221,520,4221,520,4221,520,422千円）千円）千円）千円）

ＴＰＰ協定の大筋合意に伴う産地間競争の激化に対応するため、トップラン

ナーの育成、生産基盤の拡大、県産畜産物のブランド力の向上等により、畜産

農家の経営体質の強化を支援する。

①畜産生産拡大支援事業費（拡充）①畜産生産拡大支援事業費（拡充）①畜産生産拡大支援事業費（拡充）①畜産生産拡大支援事業費（拡充） 1,489,8551,489,8551,489,8551,489,855千円千円千円千円

・畜舎等の施設や関連機械の整備を支援（ハード事業）

・肥育素牛・乳用牛の導入、技術開発や畜産物の販路拡大に関する取組み

目目目目 的的的的

事業内容事業内容事業内容事業内容

３３３３３３３３

・肥育素牛・乳用牛の導入、技術開発や畜産物の販路拡大に関する取組み

を支援（ソフト事業）

②やまがたの和牛増頭戦略事業費（拡充）②やまがたの和牛増頭戦略事業費（拡充）②やまがたの和牛増頭戦略事業費（拡充）②やまがたの和牛増頭戦略事業費（拡充） 24,63924,63924,63924,639千円千円千円千円

（事業費（事業費（事業費（事業費25,51625,51625,51625,516千円の一部）千円の一部）千円の一部）千円の一部）

・山形生まれ・山形育ちの「総称山形牛」の生産拡大を図るため、肥育

農家等が行う繁殖雌牛の導入等を支援

③豚改良増殖対策事業費（新規）③豚改良増殖対策事業費（新規）③豚改良増殖対策事業費（新規）③豚改良増殖対策事業費（新規） 5,9285,9285,9285,928千円（事業費千円（事業費千円（事業費千円（事業費19,95519,95519,95519,955千円の一部）千円の一部）千円の一部）千円の一部）

・良質な県産豚肉の生産拡大を図るため、多産系及び脂肪交雑系の種豚を

作出



【 農林水産部 水産振興課 】

試験調査船新造事業費（新規）及びサケ・マス振興事業費（拡充）試験調査船新造事業費（新規）及びサケ・マス振興事業費（拡充）試験調査船新造事業費（新規）及びサケ・マス振興事業費（拡充）試験調査船新造事業費（新規）及びサケ・マス振興事業費（拡充）

222,603222,603222,603222,603千円千円千円千円（２月：（２月：（２月：（２月：182,215182,215182,215182,215千円、当初：千円、当初：千円、当初：千円、当初：40,38840,38840,38840,388千円）千円）千円）千円）

① 老朽化した試験調査船「最上丸」

の代船建造に向けた検討委員会を設

置し基本構想を策定する。

② サケ稚魚の放流及びサクラマス種

苗の確保により、海面及び内水面漁

業資源の増大と漁業生産の安定化を

図る。

①①①① 試験調査船新造事業費試験調査船新造事業費試験調査船新造事業費試験調査船新造事業費((((新規新規新規新規)))) 615615615615千円千円千円千円

・専門家、漁業者、沿岸市町、県からなる検討委員

会を設置

・漁業者ニーズを踏まえ、新「最上丸」の機能等を

定めた基本構想を検討・策定

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

３４３４３４３４

図る。

②②②② サケ・マス振興事業費（拡充）サケ・マス振興事業費（拡充）サケ・マス振興事業費（拡充）サケ・マス振興事業費（拡充） 221,988221,988221,988221,988千円千円千円千円

(2(2(2(2月月月月:182,215:182,215:182,215:182,215千円、当初千円、当初千円、当初千円、当初:39,773:39,773:39,773:39,773千円千円千円千円))))

・サケ資源の維持・増大のための、良質なサケ稚魚の

増産等に向けた最新型のサケふ化施設整備に対す

る支援

・サケふ化場増殖体制を維持するための、サケ稚魚買

上げ単価及び買上げ数量の見直し

・サクラマス古寺ふ化場の安定した運営のための、災

害対応や除雪体制見直し 等

サケの採卵状況 サクラマス体験放流

海面における定置網漁 サクラマス古寺ふ化場



【 農林水産部 林業振興課 他 】

やまがた森林ノミクス推進関連事業やまがた森林ノミクス推進関連事業やまがた森林ノミクス推進関連事業やまがた森林ノミクス推進関連事業

6,340,3626,340,3626,340,3626,340,362千円千円千円千円（２月：（２月：（２月：（２月：170,171170,171170,171170,171千円、当初：千円、当初：千円、当初：千円、当初：6,170,1916,170,1916,170,1916,170,191千円）千円）千円）千円）

※※※※ うち他部局予算うち他部局予算うち他部局予算うち他部局予算 1,394,2821,394,2821,394,2821,394,282千円千円千円千円（２月：（２月：（２月：（２月： 96,76196,76196,76196,761千円、当初：千円、当初：千円、当初：千円、当初：1,297,5211,297,5211,297,5211,297,521千円）千円）千円）千円）

森林資源の循環利用と再生を図る

「緑の循環システム」を実現するため、

地域の豊かな森林資源を「森のエネル

ギー」、「森の恵み」として活用し、

産業振興と雇用創出を図る「やまがた

森林(ﾓﾘ)ノミクス」を推進する。

①林業経営の基盤づくり 3,688,478千円

（２月：170,171千円、当初：3,518,307千円）

・間伐の促進、高性能林業機械の導入支援、路網整備の

推進、再造林の推進、森林保全・県民参加の推進等

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

②県産木材の流通体制の整備 55,952千円

・低質材（Ｂ・Ｃ材）の有効活用、県産木材の安定供給

体制づくり等

３５３５３５３５

公共建築物

住宅・一般建築物

製材工場・集成材工場

木質バイオマス利用

『『『『緑の循環システム緑の循環システム緑の循環システム緑の循環システム』』』』

を実現を実現を実現を実現

林道整備

高性能林業機械

③木材加工施設等の整備促進 1,132,984千円

・集成材工場、木質バイオマス供給施設等の機能強化

④身近に木のある豊かな暮しの実現 1,417,480千円

・山形の家づくり支援、木造公共施設等の整備等

⑤人材の育成・確保 40,389千円

・林業、木材産業への就業を目指し、農林大学校等にお

いて修業する者への給付金助成

⑥やまがた森林ノミクスを全国に向けて発信

5,079千円

・やまがた森林ノミクス推進懇話会、やまがた里山サミ

ットの開催等



【 県土整備部 道路整備課 】

「やまがた道の駅」緊急整備支援事業費（新規）「やまがた道の駅」緊急整備支援事業費（新規）「やまがた道の駅」緊急整備支援事業費（新規）「やまがた道の駅」緊急整備支援事業費（新規）

15,70015,70015,70015,700千円千円千円千円（当初：（当初：（当初：（当初：15,70015,70015,70015,700千円）千円）千円）千円）

○ 平成27年度末に策定予定の「やまが

た道の駅ビジョン2020(仮称)」に基づき、

道の駅の魅力アップを図るため、設置者

(市町村)が行う施設整備への支援などを

行う。

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

((((１１１１))))「やまがた道の駅」緊急整備支援事業費補助金「やまがた道の駅」緊急整備支援事業費補助金「やまがた道の駅」緊急整備支援事業費補助金「やまがた道の駅」緊急整備支援事業費補助金

15,000千円

設置者である市町村が「やまがた道の駅ビジョン

2020(仮称)」に掲げる「山形らしい道の駅」を整備

する場合に、県が補助金を交付する。

・事業期間 平成28年度～平成32年度（５年間）

・補助金額 事業期間内において１駅当たり5,000千円を上限

・補 助 率 補助対象①～③は１／２ ④及び⑤は１／３

・「道の駅」の数 ⇒ 18駅から30駅程度に

ビジョンにおける2020年代初頭までの目標

３６３６３６３６

((((２２２２) ) ) ) 観光案内所看板と誘導サインの製作観光案内所看板と誘導サインの製作観光案内所看板と誘導サインの製作観光案内所看板と誘導サインの製作 700千円

山形県の道の駅としての一体感を図っていくため、

独自統一デザインによる共通の看板と誘導サインを

県が作成し、各駅の観光案内所へ提供していく。

・補 助 率 補助対象①～③は１／２ ④及び⑤は１／３

・補助対象

①観光案内に関する施設整備

②通行止め、路面凍結等の情報機器の整備

③ＲＶパークの整備

④トイレの改修（既設駅のみ）

⑤防災設備の整備

補助を受ける

上で必須要件

（申請時点で未

整備の場合）

・全駅でトイレを洋式化(高機能化)

・全駅で大型モニター等による道路情報等の提供

・全駅に観光案内所・スペースを設置

・ＲＶパークの整備 ⇒ 10駅を目標 など

〈〈〈〈整備イメージ整備イメージ整備イメージ整備イメージ〉〉〉〉



【 県土整備部 空港港湾課 】

酒田港外航クルーズ船誘致事業費・酒田港整備事業費（大型船接岸対策事業費）（新規）酒田港外航クルーズ船誘致事業費・酒田港整備事業費（大型船接岸対策事業費）（新規）酒田港外航クルーズ船誘致事業費・酒田港整備事業費（大型船接岸対策事業費）（新規）酒田港外航クルーズ船誘致事業費・酒田港整備事業費（大型船接岸対策事業費）（新規）

155,000155,000155,000155,000千円千円千円千円（当初：（当初：（当初：（当初：155,000155,000155,000155,000千円）千円）千円）千円）

外航クルーズ船の誘致に向けて、大型船舶

の酒田港への入出港を可能とするための調査

及び設備の整備を行う。

目目目目 的的的的

事業内容事業内容事業内容事業内容

酒田港外航クルーズ船誘致事業費 30,000千円

○ 酒田港へ、大型外航クルーズ船が安全に

３７３７３７３７

○ 酒田港へ、大型外航クルーズ船が安全に

入出港できるかを調査(航行安全調査）

酒田港整備事業費（大型船接岸対策事業費）

125,000千円

○ 「航行安全調査」を踏まえた岸壁附帯設

備の新設

・係船柱(けいせんちゅう) 直柱３基、曲柱２基

・防舷材(ぼうげんざい) ３基

係船柱・防舷材配置イメージ

（１号岸壁） （２号岸壁）

直柱 新設

曲柱 新設

防舷材 新設

既設曲柱

既設直柱 既設直柱

大型外航クルーズ船

（３号

岸壁）

既設防舷材



【 県土整備部 建築住宅課 】

総合的な住宅対策（拡充）総合的な住宅対策（拡充）総合的な住宅対策（拡充）総合的な住宅対策（拡充）

715,671715,671715,671715,671千円千円千円千円（２月：（２月：（２月：（２月：918918918918千円、当初：千円、当初：千円、当初：千円、当初：714,753714,753714,753714,753千円）千円）千円）千円）

○「人口減少対策」の更なる拡充

支援対象に「近居世帯」を追加

○ 空き家対策の促進

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

(１) リフォーム補助（3,938戸） 701,000千円

○「人口減少対策」に「近居世帯」を追加

(２) 新築住宅の利子補給（400戸） 10,453千円

○リフォーム補助同様、「近居世帯」を追加

○近居世帯は、三世代世帯以外の世帯と同様に

上限額2,500万円

※以上についてはH28に新たに施工する分を計上（事務費を除く）

「近居世帯」の定義

親世帯（子世帯）が居住する住宅から半径２km以内の

区域に新たに居住する子世帯（親世帯）

「リフォーム補助」「新築住宅の利子補給」の「リフォーム補助」「新築住宅の利子補給」の「リフォーム補助」「新築住宅の利子補給」の「リフォーム補助」「新築住宅の利子補給」の概要概要概要概要

・・・・

３８３８３８３８

※以上についてはH28に新たに施工する分を計上（事務費を除く）

(３) 空き家の流通促進【一部新規】 3,639千円

○中古住宅の売買時における住宅診断費用の一部を

補助

○「リフォーム補助」の空き家活用タイプの適用条

件に「中古住宅診断」を追加

○空き家の利活用に関するニーズ調査

(４) 老朽危険空き家対策の促進【新規】579千円

○空家特措法に基づく市町村空家等対策計画のモデ

ル計画の策定

○空き家所有者等に対するリーフレット等の作成

新築新築新築新築

利子補給

【【【【3,9383,9383,9383,938戸戸戸戸】】】】

・県産木材多用

・空き家活用（・空き家活用（・空き家活用（・空き家活用（※※※※））））
【【【【400400400400戸戸戸戸】】】】

20%20%20%20% 20%20%20%20%
三世代のみ

上限上限上限上限30303030万円万円万円万円 上限上限上限上限40404040万円万円万円万円
対象ﾛｰﾝ上限額

3,0003,0003,0003,000万円万円万円万円

25%

上限40万円

【【【【100100100100戸戸戸戸】】】】

（国庫1/2）

10% 10%

金利△0.5％

上限20万円 上限30万円
【50戸】

10年間

対象ﾛｰﾝ上限額

2,500万円

【300戸】

計 4,3384,3384,3384,338 戸

一般型

補助

リフォームリフォームリフォームリフォーム

耐震化通常

人口減少人口減少人口減少人口減少

対策対策対策対策

((((三世代同居、三世代同居、三世代同居、三世代同居、

移住、子育て・移住、子育て・移住、子育て・移住、子育て・

新婚新婚新婚新婚、近居、近居、近居、近居）））） 【【【【591591591591戸戸戸戸】】】】

【3,297戸】

（※）「空き家活用」の適用条件に「中古住宅診断」を追加（診断を行わない場合は、「通常」の支援）

近居世帯

を追加



【 県土整備部 建築住宅課 】

建築物耐震化促進事業費（新規）建築物耐震化促進事業費（新規）建築物耐震化促進事業費（新規）建築物耐震化促進事業費（新規）

15,02315,02315,02315,023千円千円千円千円（当初：（当初：（当初：（当初：15,02315,02315,02315,023千円）千円）千円）千円）

○ 耐震改修促進法の改正に伴い、耐震診断が

義務化された建築物の耐震化を進めることに

より、県民や来訪者の安全・安心を確保する

ため、耐震診断への支援に続き、国・県・市

町村が連携した耐震改修工事等への補助制度

を創設

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

○ 耐震診断の結果、改修の必要がある民間建

築物の所有者に対して、市町村が耐震改修工

事等への補助を実施する場合、費用の一部を

県が市町村に補助

○ 平成28年度は、耐震補強設計を行う施設に

３９３９３９３９

対し補助を行い、県の補助割合は耐震補強設

計費用の1/6

＜耐震補強設計費用に係る補助制度の全体スキーム＞

■平成２５年１１月 耐震改修促進法改正

多数の県民が利用する大規模な民間建築物

（対象は3階以上かつ5,000㎡以上のホテル・

旅館、百貨店、駐車場、集会場など県内22施

設）の耐震診断が義務化

■平成２６・２７年度

耐震診断が義務化された建築物の所有者に対し、

国・県・市町村が連携し、耐震診断費用に係る

補助を実施

■平成２８年度

耐震診断結果の公表（予定）

国

1/2

市町村

1/6

建物

所有者

1/6

県

1/6



【 教育庁 義務教育課・高校教育課 】

山形の未来をひらく教育推進事業費（拡充）山形の未来をひらく教育推進事業費（拡充）山形の未来をひらく教育推進事業費（拡充）山形の未来をひらく教育推進事業費（拡充）

109,366109,366109,366109,366千円（当初：千円（当初：千円（当初：千円（当初：109,366109,366109,366109,366千円）千円）千円）千円）

○ 変化が激しく多様化が進むこれからの社

会を主体的に生きぬくため、児童生徒の

「確かな学力」、「英語によるコミュニ

ケーション能力」の育成を図る。

（１）学力向上対策

① 小中学校における取組み 34,838千円

・推進協力校での探究型学習の実践研究・普及

・探究型学習の成果を評価検証する合教科型等に

よる独自調査「山形県学力等調査」を県内全小

中学校(小５,中２)で実施【全国初】(新規) 

② 高等学校における取組み 29,372千円

・科学・英語を中心とした探究型学習の実践・普及

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

４０４０４０４０

・科学・英語を中心とした探究型学習の実践・普及

・地元大学進学促進セミナー・医進塾の実施

（２）英語教育の推進

① 小学校における外部人材の活用 12,734千円

・外部人材を活用した英語によるコミュニケ

ーション能力を高める授業の実施

② 小中高大連携による英語教育の推進 24,719千円

英語教育強化拠点地区：鶴岡市

・小３・４年生での外国語活動の実施

・小中高生合同による英語キャンプの実施

・海外中高生を招いての英語キャンプの実施(新規)

↑ 米沢興譲館（ＳＳＨ校）での

台湾学生との科学の共同

授業

↑  鶴岡市での小中高校生合同英語キャンプ



【 教育庁 義務教育課・高校教育課】

ＩＣＴ教育環境整備推進事業費（新規）ＩＣＴ教育環境整備推進事業費（新規）ＩＣＴ教育環境整備推進事業費（新規）ＩＣＴ教育環境整備推進事業費（新規）

38,10938,10938,10938,109千円（当初：千円（当初：千円（当初：千円（当初：38,10938,10938,10938,109千円）千円）千円）千円）

○ 社会の急速な情報化の進展の中、子どもの

発達段階に応じてバランスよく、情報活用

能力を育成していく必要がある。

○ そのため、児童生徒がタブレットＰＣを１

人１台使用できるよう、効果の検証を行い

ながら、各学校の１学級分整備に向けた取

組みを推進していく。

① 小学校での導入への支援(新規)   15,000千円

・市町村がパイロット小学校においてタブレッ

トＰＣ等を導入する際への補助制度の創設

�対 象：タブレットＰＣ,学習ソフト,支援員 等

�補 助 率：1/3（上限1,500千円、初年度のみ）

�Ｈ28件数：10市町村

② 高等学校における整備(新規) 14,237千円

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

４１４１４１４１

② 高等学校における整備(新規) 14,237千円

・スーパーサイエンスハイスクール校等におい

て探究型学習等で活用していくための無線Ｌ

ＡＮ及びタブレットＰＣ等の整備

�Ｈ28整備：３高等学校

③ 特別支援学校における整備（新規）4,946千円

・障がいの特性に応じた学習で活用するための

タブレットＰＣ等の整備

�Ｈ28整備：特別支援学校 中学部等

寒河江市立高松小学校でのタブレットＰＣを活用した協働学習



【 教育庁 義務教育課・高校教育課・スポーツ保健課 】

チーム学校による教育相談・学習指導体制の充実強化（拡充）チーム学校による教育相談・学習指導体制の充実強化（拡充）チーム学校による教育相談・学習指導体制の充実強化（拡充）チーム学校による教育相談・学習指導体制の充実強化（拡充）

314,542314,542314,542314,542千円（当初：千円（当初：千円（当初：千円（当初：314,542314,542314,542314,542千円）千円）千円）千円）

○ 児童生徒の問題行動等、家庭環境等によ

る問題や学習指導等に対応するため、外

部人材等を活用し、チーム学校による教

育相談・学習指導体制の充実強化を図る。

(１) 教育相談体制

① 専門知識をもった外部専門家の活用

133,782千円

・児童生徒の問題行動等に対応するスクール

カウンセラー、教育相談員等の配置

② 家庭環境等の問題に対応する新たなスクー

ルソーシャルワーカー（新規） 13,610千円

・学校、家庭、福祉機関等との連携をコーディ

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

家庭環境の問題等に対応する新たなスクールソーシャルワーカー家庭環境の問題等に対応する新たなスクールソーシャルワーカー家庭環境の問題等に対応する新たなスクールソーシャルワーカー家庭環境の問題等に対応する新たなスクールソーシャルワーカー

４２４２４２４２

・学校、家庭、福祉機関等との連携をコーディ

ネートするスクールソーシャルワーカーの派遣

③ いじめ等への対応 12,260千円

・いじめ解決支援チームによる学校への支援

・新たな課題に対応する市町村への支援(新規) 

（２）学習指導体制

① 教育マイスターの導入(新規）154,890千円

・退職教員や中堅教員を教育マイスターとし

て配置し、自校や地域内学校の教員にＯＪ

Ｔ研修等を通して指導内容を強化

県教育委員会県教育委員会県教育委員会県教育委員会市町村教育委員会市町村教育委員会市町村教育委員会市町村教育委員会

学学学学 校校校校

家家家家 庭庭庭庭福祉福祉福祉福祉・・・・医療機関等医療機関等医療機関等医療機関等

ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ

派遣派遣派遣派遣

スクールスクールスクールスクール

ソーシャルワーカーソーシャルワーカーソーシャルワーカーソーシャルワーカー

・学校をプラットフォームとした相談

体制の整備

・学校・家庭・福祉機関等との連携

をコーディネート



【 教育庁 文化財・生涯学習課 】

県民が集い・学ぶ県立図書館整備事業費（拡充）県民が集い・学ぶ県立図書館整備事業費（拡充）県民が集い・学ぶ県立図書館整備事業費（拡充）県民が集い・学ぶ県立図書館整備事業費（拡充）

28,09528,09528,09528,095千円（２月：千円（２月：千円（２月：千円（２月：28,09528,09528,09528,095千円）千円）千円）千円）

○ 図書館が担うべき機能が多様化・高度化し

ていることから、県民が集い・学ぶことが

できる県立図書館に向け、大規模な改修を

行う。

① 大規模改修に向けた設計の実施（新規）

18,626千円

・遊学館内の図書館エリアの拡大、閲覧席

数の増加など、大規模改修に向けた基本

設計・実施設計の実施

② ＩＣゲート導入に伴うタグ貼付け 9,110千円

・図書の貸出返却時間の短縮や、手荷物を持

目目目目 的的的的
事業内容事業内容事業内容事業内容

４３４３４３４３

・図書の貸出返却時間の短縮や、手荷物を持

ち入館を可能とするＩＣゲート導入に伴う

閉架図書へのＩＣタグ貼付け

③ 活性化推進会議の開催（新規） 359千円

・図書館の活性化に向けた賑わい創出の仕

掛けづくりなど、様々な分野の専門家か

ら助言をもらう

※ 貴重資料デジタル化に向けた調査 111千円

（他事業で予算措置）

↑ 県立図書館前のエントランスでのイベント


