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１ 滋賀の子どもが健やかに育つ環境づくり

① 社会全体で取り組む子育て支援の推進

平成１８年度における取り組みとその概要（新規事業を中心に）

次世代育成支援行動計画「子どもの世紀 しがプラン」に基づき、子育てを支援する社会づく

りをすすめるとともに、子どもが健やかに育つ環境づくりを推進する。

１ 地域における子育て支援

子育て家庭を地域のさまざまなかかわりの中で支えていくとともに、きめ細かな子育て支援サ

ービスを推進する。

また、乳幼児の保健の向上と児童の健やかな育成を推進し、子育て世帯の負担軽減を図るた

め、医療費の一部助成や児童手当を給付する。

（１）子ども未来基金事業 ５１，６００千円

（２）子ども・子育て応援センター事業 １４，０００千円

（３）多様で良質な保育サービスの提供 ４０６，７２２千円

（４）放課後児童クラブ（学童保育）の充実（１７２か所） ２９２，２７７千円

（５）母子家庭等就業・自立支援センター事業 ８，９２９千円

（６）母子家庭民間賃貸住宅居住支援事業 ６００千円

（７）児童手当の給付 ２，６６６，５８４千円

 ・うち支給対象年齢引上げ(小３修了→小６修了)、所得制限緩和 ７１５，２９９千円

（８）乳幼児福祉医療費助成事業 ７８５，３８４千円

 ・うち助成対象<通院分>拡大(４歳未満→小学校就学前) ２０，１０９千円

（所得制限導入、ただし第３子以降は所得制限なし）

（９）食育事業の推進

 ・食育推進計画策定（再掲） ６，８００千円

 ・学校と連携した食育推進活動モデル事業（再掲） １，１６６千円

・田んぼの学校推進事業（再掲） ２６，１５０千円

 ・親と子のおにぎり体験事業（再掲） ７，２００千円

（10）小児科救急医療普及啓発事業 ５，３９９千円

２ 子どもに安全・安心なまちづくり

学校・家庭・地域社会などとの連携のもとに、子どもや子育て家庭が安心して日々の生活を送
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れるよう、子育てにやさしい環境づくりを進める。

（１）「地域安全の日」広報事業 １，８５３千円

（２）安全・安心な学校・地域づくり

・学校安全体制整備推進事業（スクールガードの養成・指導） １２，４９９千円

・県立学校の耐震補強、アスベスト対策の実施 ７４２，５１５千円

（３）しが子どもの世紀推進事業 ２４，８２０千円

（４）“あったか”たうんづくり事業費補助（再掲） １３，５００千円

（５）少子高齢化等対応商店街基盤整備 １５，３３９千円

（６）子どもの非行防止

・学校における非行防止教室の促進 １，４４０千円

 ・家庭における非行防止教育の推進 １，４４０千円

３ 次世代育成支援についての県民意識の醸成

子育てや少子化に対する取り組みの必要性について、啓発活動を行う。

（１）淡海子育て応援団事業 １，０００千円

（２）次世代育成支援ための事業主行動計画策定推進事業（再掲） ２，５００千円

（３）子育て応援セミナー ６０３千円

４ 子どもの人権を保障する取り組み

児童虐待を防止するための総合的な対策や、子どもに関する相談・支援体制の充実を図り、子

どもが人権を尊重され、健やかに育つ環境づくりを進める。

（１）児童虐待防止総合対策の充実 ３３，７６７千円

（２）ＤＶ（配偶者からの暴力）防止対策の充実 １０，１５４千円

（３）スクールカウンセラーの配置（再掲） １１９，５３７千円

（４）小学校心のオアシス相談員の配置 １０，６５０千円

（５）スクーリング・ケアサポーターの派遣 ８，５００千円
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② 心豊かでたくましい人を育む学校・地域環境づくり

平成１８年度における取り組みとその概要（新規事業を中心に）

幼・小・中・高・障害児教育諸学校が一貫した教育方針のもと、家庭・地域と十分連携しなが

ら、一人ひとりの子どもの能力や適性に応じた教育を展開し、知・徳・体の調和がとれ、自国や

郷土に誇りをもち、国際社会に貢献できる心豊かでたくましい人を育てる。

１ 小・中学校教育の充実

（１）確かな学力の向上の推進

・小１・中１での少人数学級編制の実施 ９１９，１４５千円

 ・小２での少人数学級編制の実施(拡充) １０１，１３６千円

 ・小３から小６(１学年を選択)での少人数学級編制の実施(拡充) ２７，１６８千円

・幼小連携推進事業 １，４２０千円

・確かな学力を育む学びサポートプラン ５，８６１千円

国語力、算数・数学、中学校英語力向上事業

・英語基礎学力診断調査 ７３２千円

 ・滋賀ことのはプロジェクト ４，５００千円

（２）個性を伸ばし社会での自立をめざす教育の推進

 ・中学生チャレンジウィーク～中学二年生５日間職場体験～ １４，５００千円

（３）豊かな人間性を育む教育の推進

・豊かな心を育む異年齢交流体験事業 ５，２６０千円

中学校へジャンプ交流体験事業、高校生と小学生交流事業

・生徒指導のための教職員の配置 ２３６，９３６千円

・スクールカウンセラーの配置 １１９，５３７千円

・子ども生き生き活動ネットワークの整備 ２１，０８９千円

・生徒指導緊急特別対応事業 １７，７８３千円

・適応指導教室充実事業 ７０４千円

・不登校児童生徒の学級への復帰支援 ６７，９２０千円

（４）国際教育の推進

 ・外国人児童生徒ほっとサポート事業 ３，０００千円

・滋賀県中高生海外ホームステイ体験プログラム １５，５２３千円

中学生海外派遣研修
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（５）私学教育の振興

・私立学校振興補助金（再掲） ２，８７７，７１７千円

２ 高校教育の充実

（１）個性を伸ばし社会での自立をめざす教育の推進

 ・滋賀ことのはプロジェクト（再掲） ４，５００千円

・高校生実社会体験事業 ７，２３６千円

・アクティブハイスクール支援事業 ３３，３２２千円

特色ある高校づくりのための学校支援

・豊かな心を育む異年齢交流体験事業（再掲） ５，２６０千円

高校生と小学生交流事業

・スクールカウンセラーの配置（再掲） １１９，５３７千円

・滋賀県中高生海外ホームステイ体験プログラム（再掲） １５，５２３千円

高校生海外相互派遣、高校生海外生活体験研修

（２）教育環境の整備・充実

・県立学校施設の整備 １，５３９，９２０千円

耐震補強の実施（補強工事等）、アスベスト対策（除去工事等）

膳所高校の改築（体育館改修、旧校舎解体工事等）

・教育情報ネットワーク ３４，５５８千円

・高等学校奨学資金の貸付 ３２７，３２７千円

（３）私学教育の振興

・私立学校振興補助金 ２，８７７，７１７千円

・私立高等学校特別修学補助金 １２６，６６８千円

３ 特別支援教育の充実

（１）病弱教育等振興費 １４，１５０千円

（２）要医療的ケア児童生徒への学習の支援

・要医療的ケア児童生徒学習支援事業 ３，２６８千円

・県立障害児教育諸学校への看護師配置 ７１，３６８千円
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（３）特別支援教育推進体制整備事業 ８３３千円

（４）学習障害児等指導支援事業 ４，８３４千円

（５）障害児教育諸学校施設の整備 １，２５６，４９８千円

・養護学校の再編整備

(仮称)野洲養護学校

 八日市養護学校

・高等養護学校の高等学校への併設整備

 (仮称)甲南高等養護学校

・耐震補強の実施（補強工事等）

４ 家庭と地域の教育力の向上

学校・家庭・地域・企業等が連携し、社会全体で子どもたちの「生きる力」をはぐくむ環境づ

くりを進める。

（１）「滋賀教育の日」推進事業 ２，２００千円

（２）地域・家庭の教育力の向上

・しが子どもの世紀推進事業（再掲） ２４，８２０千円

（３）子ども読書活動の推進

・子ども読書活動推進事業 ３，５１５千円
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③ 将来を担う若者の自立支援の推進

平成１８年度における取り組みとその概要（新規事業を中心に）

子どものころから社会参加、就労意識を育むことにより、社会の構成員として将来を担う若者

の自立を支援する。

１ 就労・立ち直り支援

就労等に悩みや課題を抱える一人ひとりの若者や家庭等の状況に応じたきめ細かい就労支援、

立ち直り支援に取り組む。

（１）ヤングジョブセンター滋賀における若年者の就業支援（再掲） ２０，０９２千円

（２）新規学卒者等に対する就職支援 １５，６３１千円

（３）若年ニート層の親、本人に対する個別相談等による支援（再掲） ２，５５２千円

（４）若年者に対する職業訓練の実施 ２０，８２０千円

（５）若年者を対象とした就職基礎能力速成講座の実施 ２，２５７千円

（６）若年求職者に対する就業体験の斡旋（再掲） ４５５千円

（７）非行少年等立ち直り支援事業 ５４，０８７千円

（８）無職少年等非行防止対策事業 ２３，１０７千円

２ 社会参画の契機拡大

様々な社会活動を行っている人々との出会いや実際の体験等を通して、自己の豊かな価値観の

形成を支援する。

（１）青年社会参画促進事業 ３，５１０千円

（２）青少年起業家マインド醸成事業 ２，０００千円

（３）子ども参画社会づくり事業 １，３００千円

（４）世界にひとつの宝物づくり ３，７００千円

（５）心の冒険推進事業 ３，９４０千円

（６）青少年育成地域活動支援事業 １８，８６４千円

（７）しが５つの教科書推進事業 ３，４５７千円

（８）次世代育成環境学習推進事業 ８，６０６千円
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３ キャリア教育の内容充実

児童生徒一人ひとりの勤労観、職業観を育てる教育内容の充実を図る。

（１）中学生チャレンジウィーク～中学２年生５日間職場体験～（再掲）１４，５００千円

（２）高校生実社会体験事業（再掲） ７，２３６千円

（３）若者しごとチャレンジプログラムの実施（再掲） ６，２７０千円

（４）キャリア教育実践推進事業 ２，３４２千円


