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県立学校環境充実応援プロジェクトの実施状況について 

１ 実績 

    寄附金額 138 校 361,131 千円  

(㉘ 80,758 千円 ㉙ 95,945 千円 ㉚ 101,813 千円 ① 82,615 千円)  

    （目標額 163 校、675,490 千円） 

 

区分 
寄附の状況 事業実施の状況 左のうち R 元年度実施分  

学校数 寄附金額 学校数 実施額 学校数 実施額 

目標額に対して 100％以上 82 校 339,673 80 校 249,345 40 校 104,856 

同  50 ～100％未満 11 校 5,949 － － － － 

同   0 ～ 50％未満 70 校 15,509 － － － － 

計 163 校 361,131 80 校 249,345 40 校 104,856 

※目標額に達しなくても、事業の規模や数量等を見直し、実施する場合もある。 

※目標額は達成したが、事業実施していないのは周年事業等のためである。 

２ 令和元年度事業実施の状況（主なもの） 

(1) 教育関連の設備機器等導入（22 校 21,450 千円） 

 

学校名 主な事業実施内容 事業費 

太子高等学校 講義棟に空調設備を整備 4,510 千円 

御影高等学校 照明のＬＥＤ化、生物室の環境整備 1,848 千円 

北条高等学校 図書室の環境整備 872 千円 

姫路飾西高等学校 自習スペース、面談スペースの整備 300 千円 

   

北条高等学校                 姫路飾西高等学校 

図書室の環境整備                自習スペースの整備 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円） 
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(2) 部活動への支援（10 校 6,466 千円） 

 

学校名 主な事業実施内容 事業費 

加古川西高等学校 野球用品、放送設備、楽器（ティンパニー等）等の購入 2,688 千円 

加古川東高等学校 屋外照明の整備、体育館用給湯器の購入 693 千円 

福崎高等学校 クラブハウスの更衣棚、壁掛け扇風機、ウッドベンチ等の整備 543 千円 

神崎高等学校 トレーニング機器の購入 498 千円 

       

          加古川西高等学校               福崎高等学校   

楽器（ティンパニー）の購入           クラブハウスの整備    

 

(3) 特色ある取組への支援（15 校 76,938 千円） 

 

学校名 主な事業実施内容 事業費 

姫路東高等学校 周年記念事業としての塀工事 69,599 千円 

太子高等学校 海外交流事業の支援 2,398 千円 

高砂南高等学校 ランニングコース等の整備 1,200 千円 

赤穂特別支援学校 ｱｰﾄﾏｲﾙ国際協働学習ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの壁画作成材料等購入 412 千円 

   

太子高等学校              赤穂特別支援学校 

台湾の中学校との交流事業        ｱｰﾄﾏｲﾙ国際協働学習ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ壁画作成 
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（令和元年度実施事業） 

 

 １ 教育関連の設備機器等導入（22 校） 

学校名 事業実施内容 事業費（円） 

御影高等学校 照明のＬＥＤ化、生物室の環境整備 1,848,952 

長田高等学校 図書室の環境整備 500,000 

星陵高等学校 大型スクリーン等の整備 351,532 

西宮北高等学校 体育館の環境整備 772,200 

伊丹北高等学校 廊下照明の LED 化 97,350 

三田祥雲館高等学校 プロジェクターの整備 176,902 

明石西高等学校 普通教室の照明の LED 化、高輝度プロジェクターの設置 737,160 

明石城西高等学校 多目的ホールの環境整備 454,000 

加古川東高等学校 英語教室に空調設備を整備、情報環境の整備 2,500,000 

加古川西高等学校 多目的教室に空調設備を整備 2,858,400 

三木高等学校 総合演習室の環境整備 340,000 

三木北高等学校 タブレット端末の整備 286,000 

高砂南高等学校 選択教室への大型プロジェクター等の設置 1,298,977 

北条高等学校 図書室の環境整備 872,678 

姫路別所高等学校 廊下照明の LED 化 263,692 

姫路飾西高等学校 自習スペース、面談スペースの整備 300,000 

相生高等学校 生徒用トイレの暖房便座の整備、廊下照明の LED 化 1,035,100 

太子高等学校 講義棟に空調設備を整備 4,510,000 

生野高等学校 PC 等の整備、プロジェクターの設置、選択教室に空調設備を整備 1,461,189 

上郡高等学校 ドローン、タブレット、計量ソフトの整備 365,000 

東播工業高等学校 災害時支援活動の施設環境の整備 206,195 

出石特別支援学校 ジェットヒーターの整備 215,600 

計 21,450,927 
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２ 部活動への支援（10 校） 

学校名 事業実施内容 事業費（円） 

北須磨高等学校 台風災害に伴う学校外体育館への生徒交通費の助成 411,420 

猪名川高等学校 全国大会生徒宿泊費等の助成 100,000 

加古川東高等学校 屋外照明の整備、体育館用給湯器の購入 693,000 

加古川西高等学校 野球用品、放送設備、楽器（ティンパニー等）等の購入 2,688,000 

東播磨高等学校 グランウンドの整備 497,200 

福崎高等学校 クラブハウスの更衣棚、壁掛け扇風機、ウッドベンチ等の整備 543,977 

神崎高等学校 トレーニング機器の購入 498,520 

八鹿高等学校 楽器（ビブラフォン）の購入 435,000 

氷上高等学校 全国大会生徒宿泊費等の助成 400,000 

香住高等学校 トレーニング機器等の購入、地区大会生徒旅費等の助成 199,860 

計 6,466,977 

 

 ３ 特色ある取組への支援（15校） 

 学校名 事業実施内容 事業費（円） 

星陵高等学校 海外交流事業の支援 90,000 

鳴尾高等学校 臨海学舎の救護用品（救命浮輪等）の整備 80,000 

明石南高等学校 周年記念事業の大断幕等の購入 100,000 

加古川東高等学校 海外交流事業の支援、ピンバッジ作成 570,000 

高砂南高等学校 ランニングコース等の整備 1,200,000 

姫路東高等学校 周年記念事業としての塀工事 69,599,131 

姫路西高等学校 海外交流事業の支援 1,000,000 

太子高等学校 海外交流事業の支援 2,398,000 

豊岡高等学校 ポスター、ミニチュアランドセル等作成費の支援 260,000 

出石高等学校 海外交流事業の支援 289,027 

香住高等学校 カッターレース大会出場旅費等の助成 300,000 

篠山産業高等学校 タイ王国短期交換留学の支援 180,000 

姫路工業高等学校 ものづくりに関する各種大会出場への支援 250,000 

阪神昆陽高等学校 タイ王国短期交換留学の支援 210,000 

赤穂特別支援学校 アートマイル国際協働学習プロジェクトの壁画作成材料等購入 412,000 

計 76,938,158 

 


