
ふるさと岡山“学び舎”環境整備事業について

１ 事業の目的

県立学校の施設、設備等の老朽化対策や、ＩＣＴ機器の導入など新たな教育環境整備

のニーズに対応するため、既定の予算措置に加え、地元の篤志家、企業、同窓会やＰ

ＴＡ等からの金銭寄附、学校のニーズに応じた実習機器等の現物寄附を募り、県立学

校の教育環境整備を進める。

２ 事業の進捗状況（平成２９年６月末現在）

（１）金銭寄附

○ 学校指定あり（各学校が作成した活用プランへの寄附）

・プラン作成学校数 １７校

・上記学校の目標総額 ６５，２９０千円（平均：３，８４１千円）

・寄 附 の 状 況 ７２件 ２，４３５千円（１５校分）

※ 学校毎の活用プランと寄附金の収入状況は別紙のとおり

○ 学校指定なし（県立学校の施設・設備整備全般への寄附）

・寄 附 の 状 況 ２件 １３０千円

（２）現物寄附

○ 寄 附 要 望 学 校 数 ８校

○ 寄 附 要 望 品 目 ２９種類（１５３点）

※ 学校毎の要望内容は別紙のとおり

３ 寄附の申込先

（１）金銭寄附

○ 個人：岡山県総務部税務課

○ 企業・団体：岡山県教育庁財務課

（２）現物寄附

○ 岡山県教育庁高校教育課



H29.6.30現在

学校名
目標額

（千円）
事業実施予定

寄附の状況
（件数）

（寄附額）

1 井原 1,460 平成30年度～
個人:2件

40千円

2 岡山大安寺 5,000 平成31年度
個人:19件
372千円

3 岡山芳泉 7,000 平成30年度～
個人:10件
162千円

4 岡山御津 2,000 平成30年度～

5 岡山南 2,150 平成30年度～

6 笠岡 6,500 平成31年度
個人:4件
155千円

7 鴨方 1,000 平成30年度

8 倉敷天城 2,900 平成30年度
個人:1件

20千円

9 倉敷鷲羽 1,000 平成30年度

10 総社南 800 平成32年度
個人:2件

8千円

11 高松農業 7,000 平成31年度
個人:25件
1,442千円

12 津山 15,000 平成30年度～

13 津山工業 5,230 平成30年度
個人:1件

3千円

14 林野 3,000 平成31年度
個人:1件

10千円

15 和気閑谷 3,500 平成30年度
個人:1件

10千円

16 岡山支援 1,300 平成30年度

17 西備支援 450 平成30年度
個人:2件
130千円

岡山工業
個人:1件

1千円

邑久
個人:1件
50千円

東岡山工業
個人:1件
30千円

水島工業
個人:1件

2千円

学校指定なし
個人:2件
130千円

計
個人:74件
2,565千円

プラン検討中

「ふるさと岡山“学び舎”環境整備事業」実施状況

活用プランの名称 整備内容

井原高校ｉｋｏＩＣＴ活用
プラン

ＩＣＴ機器（ノートＰＣ・プロ
ジェクター等）の整備

多様な学習ニーズに応える
教育活動推進プラン

ラーニングテーブル、可動式
ポータブルＰＣの整備

主体的な学びを支える校友
会館整備事業

自習スペース（机・椅子等）の
整備

「生徒昇降口」リニューア
ルプラン

シューズケース・掃除用具入れ
等の更新

部活動を通した人間力向上
プラン

吹奏楽部楽器（マリンバ・
チューバ）の更新

ＩＣＴ活用による基礎学力
定着と学力向上プラン

授業で使えるＩＣＴ関連機
器の整備プラン

ＩＣＴ機器（書画カメラ）の整
備

確かな学力向上につながる
ＩＣＴ活用プラン

ＩＣＴ機器（可動式ポータブル
ＰＣ・書画カメラ）の整備

プロジェクター更新事業 プロジェクターの更新

ＩＣＴ活用によるプレゼン
テーション力向上プラン

高性能プロジェクター、映写幕
の整備

生き活き「和太鼓」整備プ
ラン

学校行事等で使用する和太鼓の
整備

プラン検討中

プラン検討中

ＩＣＴ機器（ノートＰＣ・タブ
レット）の整備

生徒学習発表のための体育
館用高性能プロジェクター
等整備プラン

高性能プロジェクター、映写幕
の整備

プラン検討中

ＩＣＴ活用によるアシス
ティブ・テクノロジー事業

ＩＣＴ機器（プロジェクター・
タブレット等）の整備

実習機器（大型カッティングマ
シン等）の整備

最新の農業機械導入による
農業の担い手育成プラン

地域に羽ばたくエンジニア
の育成プラン

ＩＣＴ機器整備によるアク
ティブラーニング実践充実
プラン

実習用トラクターの更新

アクティブ・ラーニング用
教室整備事業

可動式の机・椅子、ＩＣＴ機器
（プロジェクター、スクリーン
等）の整備

ＩＣＴ機器（ノートＰＣ・プロ
ジェクター等）の整備



学校名 品　名 使用目的・概要 数量
参考価格
（千円）

1 岡山工業 マシニングセンタ 切削等のための工作機械 1 16,902

2 岡山工業 シャーリング 鋼板切断機 1 9,720

3 岡山工業 帯鋸盤 鋼板の正確かつ短時間での切断 1 1,620

4 岡山工業 TAKISAWA MACHINETOOLS　なす CNC旋盤等ソフト 10 2,000

5 岡山工業 制御装置 電気保全作業実習用 1 6,562

6 岡山工業 製図用機器（CADシステム） 測量・製図実習用 1 21,752

7 岡山工業 トランシット 測量実習用 3 1,350

8 岡山工業 セオドライト 測量実習用 2 900

9 岡山工業 倉庫 ゼロハンカー（バギーカー）の保管用 2 1,210

10 岡山工業 旋光計 薬品等の旋光度、濃度の測定用 1 346

11 岡山工業 大型プリンター 大型サイズの作品製作用 1 409

12 倉敷工業 万能試験機 材料試験実習（引張試験）用 1 13,384

13 倉敷工業 ボタンホールミシン 縫製実習用 2 500

14 倉敷工業 ポストミシン 縫製実習用 2 500

15 倉敷工業 工業用ミシン 縫製実習用 5 1,710

16 倉敷商業 ノートパソコン 会計処理,商業デザイン実習用 45 10,800

17 津山東
ブラストチラー
&ショックフリーザー

食材の急速冷却・冷凍機 1 1,847

18 笠岡工業 マシニングセンタ 切削等のための工作機械 1 17,129

19 笠岡工業 フライス盤 切削加工用工作機械 1 1,296

20 笠岡工業 シーケンス制御実習装置 機械・電気制御実習用 1 5,247

21 笠岡工業 トータルステーション 測量実習等 5 9,126

22 笠岡工業 電子セオドライト 測量実習等 5 2,403

23 笠岡工業 レベル 測量実習等 5 1,151

24 笠岡工業 ドラフター 製図実習用 41 9,018

25 井原 焼土殺菌消毒器 実習に使用する土の乾燥・殺菌用 1 3,200

26 井原 土入機 作業台上のポット等への土入れ 1 200

27 備前緑陽 超純水製造装置 水質分析用 1 666

28 備前緑陽 ガスオーブン 調理実習用 10 2,042

29 勝山 冷蔵庫 食材保管用 1 416

計 153 143,406

「ふるさと岡山“学び舎”環境整備事業」現物寄附要望状況
H29.6.30現在
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