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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 142 校 435,208 千円  

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

②74,077 千円)  

    （目標額 163 校、560,495 千円） 

 

区分 
寄附の状況 事業実施の状況 左のうち R2 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 90 校 406,486 88 校 295,847 38 校 46,502 

同  50 ～100％未満 12 校 21,116 － － － － 

同   0 ～ 50％未満 61 校 7,606 － － － － 

計 163 校 435,208 88 校 295,847 38 校 46,502 

※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２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（23 校 31,315 千円） 

 

学校名 主な事業実施内容 事業費 

明石北高等学校 アカデミックルームの整備 8,294 千円 

北須磨高等学校 選択教室に空調設備を整備 5,170 千円 

有馬高等学校 介護実習、図書室の環境等の整備 1,109 千円 

神戸聴覚特別支援学校 図書室の環境整備 573 千円 

   

有馬高等学校                 神戸聴覚特別支援学校 

介護実習の環境整備                図書室の環境整備 

 

 

 

 

 

（単位：千円） 
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(2) 部活動への支援（12 校 5,017 千円） 

 

学校名 主な事業実施内容 事業費 

東播磨高等学校 選抜高校野球大会出場応援団の支援 1,468 千円 

柏原高等学校 卓球用品、楽器（チューバ、スネアドラム）等の購入 940 千円 

社高等学校 柔道場の環境整備 574 千円 

氷上高等学校 全国大会生徒宿泊費等の助成 418 千円 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

柏原高等学校                 東播磨高等学校 

楽器（チューバ、スネアドラム）の購入       選抜高校野球大会出場応援団の支援 

 

(3) 特色ある取組への支援（10 校 10,170 千円） 

 

学校名 主な事業実施内容 事業費 

長田高等学校 創立 100 周年記念会館の環境整備 3,926 千円 

洲本実業高等学校 フェースシールド製作費等の支援 359 千円 

淡路三原高等学校 郷土文化継承活動のための情報機器の整備 144 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 100 千円 

   

長田高等学校               洲本実業高等学校 

創立 100 周年記念会館の環境整備        フェースシールド製作費等の支援 
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（令和２年度実施事業） 

 

 １ 教育関連の設備機器等導入（23 校） 

学校名 事業実施内容 事業費（円） 

長田高等学校 図書室の環境整備 1,329 千円 

北須磨高等学校 選択教室に空調設備を整備 5,170 千円 

星陵高等学校 ICT 環境の整備 50 千円 

柏原高等学校 同窓会館に空調設備を整備 825 千円 

氷上西高等学校 選択教室に空調設備を整備 671 千円 

明石北高等学校 アカデミックルームの整備 8,294 千円 

加古川東高等学校 STEAM 教室の環境整備 3,837 千円 

加古川西高等学校 大判プリンタの整備 196 千円 

小野高等学校 選択教室へのプロジェクター等の設置 1,677 千円 

北条高等学校 図書室の環境整備 416 千円 

龍野高等学校 特別教室へのプロジェクター等の設置 1,250 千円 

福崎高等学校 自習学習スペースの環境整備 605 千円 

神崎高等学校 図書室の環境整備 433 千円 

出石高等学校 芸術教室への冷風機の設置 300 千円 

浜坂高等学校 タブレット端末の整備 128 千円 

有馬高等学校 介護実習、図書室の環境等の整備 1,109 千円 

上郡高等学校 体育館への大型扇風機の設置、動画配信環境の整備 266 千円 

香住高等学校 社会科教室の環境整備 3,061 千円 

神戸商業高等学校 図書室の環境整備 525 千円 

青雲高等学校 生徒会室に空調設備を整備 255 千円 

神戸聴覚特別支援学校 図書室の環境整備 573 千円 

姫路聴覚特別支援学校 ICT 環境の整備 1 千円 

和田山特別支援学校 ICT 環境の整備 344 千円 

計 31,315 千円 
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２ 部活動への支援（12 校） 

学校名 事業実施内容 事業費（円） 

柏原高等学校 卓球用品、楽器（チューバ、スネアドラム）等の購入 940 千円 

氷上西高等学校 ライフル射撃用品の購入 204 千円 

加古川北高等学校 トレーニングﾞ機器等の購入 92 千円 

加古川西高等学校 黒土、楽器（ハーモニーディレクタ）等の購入 280 千円 

高砂高等学校 トレーニング機器の購入 291 千円 

東播磨高等学校 選抜高校野球大会出場応援団の支援 1,468 千円 

社高等学校 柔道場の環境整備 574 千円 

浜坂高等学校 ミスト装置の設置 275 千円 

氷上高等学校 全国大会生徒宿泊費等の助成 418 千円 

山崎高等学校 楽器（スネアドラム）の購入 130 千円 

香住高等学校 ゲームシャツ、展示用イーゼルの購入 75 千円 

神戸特別支援学校 トレーニング機器、楽器（スティール・スリットドラム）等の購入 270 千円 

計 5,017 千円 

 

 ３ 特色ある取組への支援（10校） 

 学校名 事業実施内容 事業費（円） 

兵庫高等学校 周年事業としての視聴覚室の環境整備 4,311 千円 

長田高等学校 創立 100 周年記念会館の環境整備 3,926 千円 

太子高等学校 周年事業としてのプロジェクターの設置 479 千円 

淡路三原高等学校 郷土文化継承活動のための情報機器の整備 144 千円 

有馬高等学校 災害時のための発電機の整備 103 千円 

篠山東雲高等学校 創立 10 周年記念事業のぼり等の支援 60 千円 

洲本実業高等学校 フェースシールド製作費等の支援 359 千円 

西宮香風高等学校 創立 20 周年記念事業記念冊子作成の支援 200 千円 

上野ケ原特別支援学校 災害時のための毛布、防災頭巾等の整備 488 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 100 千円 

計 10,170 千円 

 


