
柱１ 子どものたくましく生きる力をはぐくむ                    １ 「確かな学力」を育む 

 
 

 

 

(1) 確かな学力向上を図るための授業改善

・教科指導力　ステップアッププロジェクト

　（学びの基礎体験型学習プロジェクト）

　（学年別ステップアップ事業）

　（学ぶ力パワーアップ事業）

・学力向上アプローチ事業

・県立高等学校「21世紀型学力育成」プロジェクト

(2) 個に応じたきめ細かな学習指導の推進

・少人数学級編制・少人数指導の実施(少人数学級編制の更なる拡大)

・教科指導力　ステップアッププロジェクト（放課後等活用事業）

(3) 家庭と連携した学習習慣の確立

(4) 幼児期の教育の質的向上

(1) グローバル人材の育成

・しが英語力育成プロジェクト

・スーパーグローバルハイスクール事業

(2) 社会の変化に対応した地域や産業界との連携

・専門高校プロフェッショナル人材育成事業

(3) 先進的な理数教育の推進

・スーパーサイエンスハイスクール事業重点事業

柱１　子どものたくましく生きる力を育む

　子どもに「確かな学力」を身に付けさせるための授業改善を推進するとともに、社会全体の変化に
対応して新たな価値を主導・創造する教育を推進します。
　特に、「全国学力・学習状況調査」の分析結果を踏まえ平成26年度に策定した、「学ぶ力向上滋賀
プラン」に基づき子どもの学力向上を図ります。
　あわせて、子どもが社会の変化等に対応し、新しい時代を切り拓いていけるよう、語学力やコミュ
ニケーション能力を育むとともに、主体性や積極性、チャレンジ精神などを備えたグローバル人材の
育成を図ります。

１　子どもに「確かな学力」を身に付けさせるための授業改善の推進

　子どもの「確かな学力」を育むため、個に応じたきめ細かな学習指導を進め、基礎的・基本的
な知識・技能の習得を図るとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判
断力・表現力等を育成します。

重点
事業

２　社会全体の変化に対応して新たな価値を主導・創造する教育の推進

　子どもが社会の変化等に対応し、新しい時代を切り拓いていけるよう、英語等の外国語能力を
育成する教育や国際理解教育をはじめ、コミュニケーション能力、情報活用能力、職業教育、理
数教育の推進等、必要となる知識・能力の育成を図ります。

重点
事業

重点
事業

１　「確かな学力」を育む

重点事業 ・教科指導力　ステップアッププロジェクト（家庭学習の充実）

重点事業



柱１ 子どものたくましく生きる力をはぐくむ                    １ 「確かな学力」を育む 

１ 子どもに「確かな学力」を身に付けさせるための授業改善の推進   

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 確かな学力向上を図るための授業改善 

１ 

□新 

教科指導力 ステップ

アッププロジェクト 

 

(事業イメージｐ７参

照) 

○小中学校児童生徒の学ぶ力向上を図るた

め、小学校１・２年生で学ぶ姿勢、学習規

範などを身につけさせるとともに、小学校

３年生以上では評価問題の実施により、各

学年で身に付けておくべき力の定着を図

る。併せて、小学校において放課後等の活

用により、自主的な学習習慣を定着させ、

家庭学習の充実につなげる 

33,569 学校教育課 

２ 学力向上アプローチ事

業 

全国学力・学習状況調査の結果を基に、付

けたい力を明確にした評価問題の作成を通し

て、授業改善の方法を研究し、学力向上への

アプローチを図る。 

○指定校による実践研究 

○研究成果や取組内容等の普及 

1,625 学校教育課 

３ 学校司書の資格養成の

在り方や資質能力の向

上等に関する調査研究 

○学校司書の有効な活用方策と求められる資

質・能力に関する調査研究の実施および成

果の普及 

1,738 学校教育課 

４ 理科の観察・実験指導

等に関する研究協議実

施事業 

○小・中学校の理科の観察・実験の指導力の

向上を図るため、指導的役割を担う教員を

集め研修を実施 

1,316 学校教育課 

５ 

 

県立高等学校「21世紀

型学力育成」プロジェ

クト 

○生徒が主体的に学び、思考力・判断力・表

現力等をつけるために、評価問題を作成す

るとともに、学力向上においてリーダーと

なる教員を研修等で活用し、授業改善を実

施 

2,542 学校教育課 

６ 県立学校学習活動支援

事業 

○職業学科における課題研究および総合学科

における総合的な学習の時間を推進 

3,765 学校教育課 

７ 

 

土曜授業推進事業 ○質の高い土曜授業を推進するため、効果的

なカリキュラムの開発や外部人材の活用等

について調査研究を行い、成果を普及 

3,624 学校教育課 

８ 

 

確かな学力を育む教育

支援事業 

○学力向上等の教育課題に指導的立場で的確

に対応できる教育職員を町が設置する際に

必要な経費の一部を補助 

30,000 教育総務課 

(2) 個に応じたきめ細かな学習指導の推進 

９ 

□拡 

少人数学級編制の実施 ○法制化されている小１に加え、小２から 

中３までの全学年（小３については複数指

導との選択制、小４～小６、中２・中３に

ついては少人数指導との選択制）において、

35人学級編制をすべての小・中学校で実施 

3,168,060 教職員課 



柱１ 子どものたくましく生きる力をはぐくむ                    １ 「確かな学力」を育む 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

10 少人数指導の実施 ○学校の実情に応じ、特定の教科で基礎的な

学力の定着を図り、基礎基本を徹底するた

めに少人数の学習集団を編成 

1,306,169 教職員課 

11 

□新 

放課後等活用事業（教

科指導力 ステップア

ッププロジェクト） 

(再掲 前出６頁) 

○放課後等を活用した補充学習や運動遊びな

どに取り組む小学校に、放課後学習支援員

を派遣 

○参加児童、日課、下校体制の工夫を行い、

自主的な学習習慣の定着や体力の向上のた

めの運動機会の充実を図るとともに、取組

の成果等を普及 

(35,569) 学校教育課 

(3) 家庭と連携した学習習慣の確立 

12 

□新 

家庭学習の充実（教科

指導力 ステップアッ

ププロジェクト） 

(再掲 前出６頁) 

○家庭学習の手引を作成し、児童生徒の主体

的な学びにつながる家庭学習の出し方等に

ついて、小・中学校に指導 

○家庭学習リーフレットを発行し、保護者に

啓発 

(35,569) 学校教育課 

(4) 幼児期の教育の質的向上 

13 

□新 

学びに向かう力育み事

業 

○幼児期に好奇心や探究心など創造的な思考

や主体的な生活態度などの基礎を育て、小

学校教育との円滑な接続を図るための幼児

教育の在り方等について実践的研究を推進 

－ 学校教育課 

教科指導力 ステップアッププロジェクト

・すべての小学校１・２年生に主体的に学ぶ姿勢、
学び方、学習規範などを身に付けさせるための体
験的活動の指導のポイントをまとめた「学びの基
礎指導の手引」（平成26年度作成）を幼稚園、保
育所、小学校等に配付。

・幼稚園、小学校低学年担当教員等を対象にブ
ロック別研修会を開催し、体験的な学びに関する

指導の重点の共通理解を推進。

総合教育センター

理科・社会ステップアップ研修

教科主任指導力向上研修

学力向上アプローチ事業
（Ｈ２５～）

授業の質・教科指導力の向上 確かな学力の育成

学びの基礎体験型学習
プロジェクト

・放課後等を活用した補充学習や運動遊びな
どに取り組む小学校に、放課後学習支援員を
派遣。

放課後等活用事業

・小学校3年生以上で、「評価問題」（国、算・数、
理）を実施し、児童生徒のつまずきを把握。

・「学習プリント」でつまずいた箇所を繰り返し学

ばせ、基礎・基本の定着を図る。

学年別ステップアップ事業
・市町教育委員会と連携し、確かな学力の定着
に取り組もうとする小・中学校を指定。

・習熟度別学習やティーム・ティーチングなど、
きめ細かな指導を行い、努力したことを認め、
励ますことで、自主的な学習態度を育てる。

学ぶ力パワーアップ事業

○子どもたちに、わかる・できる喜びを実感させて、教科の学習に関する関心・意欲を高める。

○家庭での学習習慣を始め、児童生徒の学習状況を改善し、主体的な学びの姿勢を育成する。

幼～小低学年
小・中学校

小・中学校

小学校

小・中学校

・評価問題を通した
授業改善の研究。

・家庭学習の手引を作成し、児童生徒の主体的
な学びにつながる家庭学習の出し方等につい
て、小・中学校に指導。

・家庭学習リーフレットを発行（年間1回）し、保
護者に啓発（家庭訪問等で配付）する。

家庭学習の充実 小・中学校

 



柱１ 子どものたくましく生きる力をはぐくむ                    １ 「確かな学力」を育む 

２ 社会全体の変化に対応して新たな価値を主導・創造する教育の推進  

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) グローバル人材の育成 

１ 

□新 

しが英語力育成プロジ

ェクト 

○国際的に活躍できるグローバル人材を育成

するため、小学校における英語の教科化を

見据え、小学校外国語活動※の充実を図る

とともに、小・中・高等学校を通じた系統

的な英語教育を推進する。また、国際バカ

ロレアの導入に向けた調査・研究を実施 

3,805 学校教育課 

２ 英語教員スキルアップ

事業 

○グローバル化に対応できる教員の育成のた

め、小・中・高等学校の英語教育推進リー

ダーを育成 

○推進リーダーを講師として教員対象の英語

の指導法の研究実践を実施 

2,475 学校教育課 

３ スーパーグローバルハ

イスクール事業 

○スーパーグローバルハイスクールを指定

し、語学力とともに、幅広い教養、問題解

決力等の国際的素養を身につけ、将来的に

人文科学・社会科学分野で国際的に活躍で

きるグローバルリーダーを高等学校段階か

ら育成 

47,943 学校教育課 

４ 高校生海外相互派遣事

業 

○県内の高校生(15人)とミシガン州の高校生

(15人)の相互派遣を実施 

（滋賀県受入６月末～７月、ミシガン州派

遣８月末～９月） 

1,871 学校教育課 

５ 語学指導外国青年（Ａ

ＬＴ）※招致事業 

○外国青年を県立高等学校等に派遣し、外国

語科教員の補助等の実施による英語教育の

充実(18人) 

87,285 学校教育課 

６ 情報教育※整備費 ○ＩＣＴ※を活用した授業のできる教員の育

成や、教員のＩＣＴ活用指導力の向上を図

るための研修・研究事業を行うために、必

要な機器を整備し、その運用を図る 

31,718 総合教育セ

ンター 

７ 教育用コンピュータ等

の整備 

○教育用コンピュータ、ソフトウェア等を整

備 

127,334 学校教育課 

８ 教育情報ネットワーク

※の運用 

○びわ湖情報ハイウェイを利用して全県立学

校を高速ネットワークで結ぶ「教育情報ネ 

ットワーク」を運用 

34,797 学校教育課 

９ 教育の情報化推進事業 ○情報セキュリティの向上と情報モラル教育

の推進等についての研修を実施 

○各学校における個人情報の保護を目的とし

た情報セキュリティ対策の実施 

820 総合教育セ

ンター 

学校教育課 

   



柱１ 子どものたくましく生きる力をはぐくむ                    １ 「確かな学力」を育む 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

10 

□新 

県立学校校務情報化推

進事業 

○県立学校の教員用パソコンの整備および情

報ネットワークの集中管理のための環境整

備を実施 

49,288 教育総務課 

11 情報社会への対応に係

る協議会の実施 

○情報モラルの育成に関する取組等について

情報共有および相互理解を図るため、県教

育委員会事務局関係各課やＰＴＡ代表によ

る協議会を開催 

－ 学校教育課 

(2) 社会の変化に対応した地域や産業界との連携 

12 中学生チャレンジウィ

ーク事業 

○子どもたちの勤労観・職業観を育み、自ら

の将来の生き方を見出していく力を養うた

め、公立中学校２年生全員に対し５日以上

の職場体験を実施 

○職場体験が円滑に実施されるよう関係機関

と連携を図るための県支援会議を実施 

823 

(市町立中学校

実施分は自治

振興交付金) 

学校教育課 

13 県立高等学校キャリア

形成支援事業 

○社会人基礎力の育成や就業体験を効果的に

活用しながらキャリア教育の実践研究に取

り組み、社会的・職業的自立を目指す効果

的なカリキュラムの研究・開発を実施 

2,233 学校教育課 

14 

□新 

 

専門高校プロフェッシ

ョナル人材育成事業 

○専門高校において、社会の変化や産業の動

向に対応した、高度な知識・技能を身につ

け、各専門分野の第一線で活躍できる地域

人材を育成 

4,085 学校教育課 

(3) 先進的な理数教育の推進 

15 スーパーサイエンスハ

イスクール※事業 

○将来の国際的な科学技術人材を育成するた

めに、先進的な理数系教育を実施する高等

学校等を指定して支援を実施 

4,987 

(事務員のみの

経費) 

学校教育課 



柱１ 子どものたくましく生きる力をはぐくむ                      ２ 「豊かな心」を育む 

 

(1) 生命の大切さや思いやりの心を育む道徳教育の推進

・道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業

(2) 子どもの規範意識の醸成

(3) 豊かな人間性や人間関係を築く力を培う体験活動の推進

・学級活動スキルアップ事業

・学習船建造事業費

(1) 自分もほかの人も大切にする集団づくり

(2) 男女共同参画の視点に立った教育の推進

(3) 豊かな人間性や人間関係を築く力を培う体験活動の推進（再掲）

・高等学校文化祭事業

(1) 人権を尊重する実践的態度を身に付けるための授業改善

(2) 子どもの自尊感情を高め、いじめや差別を許さない学校をつくる

(3) 子どもの自己実現を図るための連携体制の充実

(4) 教職員の人権感覚・指導力の向上

重点
事業

・自尊感情・学びの礎育成プロジェクト事業
・人権教育パワーアップ事業
　(いじめや差別を許さない学校づくり推進事業)

　子どもに社会性や人を思いやる心を育むとともに、人と人との絆を深める豊かな人間関係の育成を
図るため、道徳教育の推進に向けて研究指定校での実践的取組や研究を進めるとともに、話合い活動
や体験活動の充実を通して望ましい人間関係を築く実践研究を実施します。
　あわせて、互いの人権を尊重する心や態度の育成を図ります。

１　社会性や思いやりの心の育成

　子どもの豊かな情操や規範意識、自尊感情、社会性、人を思いやる心などを育むため、道徳教
育や体験活動等の推進を図ります。

２　人と人との絆を深める豊かな人間関係の育成

　子どもが豊かな人間関係をつくることができるよう、子ども一人ひとりに、あらゆる教育活動
を通じて自己肯定感を感じさせるとともに、相手の気持ちを理解できる心の育成を図ります。ま
た、児童生徒の自発的、自治的な活動を進めるとともに、全ての子どもにとって居心地のよい学
級・学校づくりを推進します。

３　互いの人権を尊重する心や態度の育成

　子どもが人権の意義や人権問題について正しく理解するとともに、自分と他者の人権をともに
大切にし、実践的な行動を身に付けられるよう人権教育を推進します。

重点事業

重点
事業

重点事業

２　「豊かな心」を育む



柱１ 子どものたくましく生きる力をはぐくむ                     ２ 「豊かな心」を育む 

１ 社会性や思いやりの心の育成  

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 生命の大切さや思いやりの心を育む道徳教育の推進 

１ 道徳教育※の抜本的改

善・充実に係る支援事

業 

○県全体の道徳教育の充実を図るため、拠点

推進地域を指定し、研究成果を県内に広げ

ることで、各市町の道徳教育推進体制を整

備するとともに、道徳教育推進教師※の専門

性を高め、学校における道徳教育の指導体

制を確立 

8,000 学校教育課 

２ 道徳教育「心の学舎
まなびや

」

推進プラン 

すべての公立小・中学校で次の取組を実施 

○「道徳の授業研究会」または「道徳教育

の研修会」 

○「道徳の時間の全校的な授業公開」また

は「心の教育に関わる講演会や懇談会」 

－ 学校教育課 

(2) 子どもの規範意識の醸成 

３ 地域教育力活性化推

進事業 

○通学合宿の取組など体験活動の充実等につ

いて協議する実践交流会を開催(１回) 

○各種体験活動の情報収集、提供等を実施 

80 生涯学習課 

(3) 豊かな人間性や人間関係を築く力を培う体験活動の推進 

４ 学級活動スキルアッ

プ事業 

○小・中学校の学級活動における話合い活動

を充実させ、児童生徒が協力して集団の生

活を向上させようとする資質や態度の育成

を図る 

427 学校教育課 

５ びわ湖フローティン

グスクール※実施事業 

○小学５年生全員を対象とした学習船「うみ

のこ」による１泊２日の宿泊体験型の児童

学習航海を実施 

 １ 児童学習航海（１泊２日）  ９４航海 

 （4月22日(水)～2月23日(火)） 

   乗船児童数  248校 約14,000人 

   （うち琵琶湖・淀川流域交流校 ６校）  

２ 「湖の子」体験航海（１日） ２航海 

236,551 びわ湖フロ

ーティング

スクール 

６ 学習船建造事業費 ○学習船「うみのこ」新船建造および建造監

督を委託 

1,094,194 びわ湖フロ

ーティング

スクール 

 

 

 



柱１ 子どものたくましく生きる力をはぐくむ                     ２ 「豊かな心」を育む 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

７ 森林環境学習「やまの

こ」事業 

○小学４年生を対象に、森林環境学習施設等

で体験型学習(間伐体験、木工クラフト、森

林観察等)を実施 

105,694 学校教育課 

(森林政策

課) 

８ たんぼのこ体験事業   ○生命や食べ物の大切さを学ぶため、自ら「育

て」、「収穫し」、「食べる」という一貫した

農業体験学習を実施 

－ 

(自治振興交付金) 

学校教育課 

(食のブラン

ド推進課) 

９ 「びわ湖ホール音楽

会へ出かけよう！」ホ

ールの子事業 

○日本有数のホールであるびわ湖ホールで、

オーケストラや声楽アンサンブルによる演

奏公演を鑑賞 

19,023 学校教育課 

(文化振興

課) 

10 環境美化の日（「ごみ

ゼロの日」「びわ湖の

日」「県下一斉清掃の

日」）における環境美

化活動等の実施 

○環境美化の日（「ごみゼロの日」「びわ湖の

日」「県下一斉清掃の日」）に全校児童生徒

が環境美化活動等を実施（小・中・高等学

校・特別支援学校） 

－ 学校教育課 

 

２ 人と人との絆を深める豊かな人間関係の育成  

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 自分もほかの人も大切にする集団づくり 

１ 学級活動スキルアッ

プ事業 

(再掲 前出11頁) 

○小中学校の学級活動における話合い活動を

充実させ、児童生徒が協力して集団の生活

を向上させようとする資質や態度の育成を

図る 

(427) 学校教育課 

２ 

 

自然体験活動指導者

養成事業 

○教員や体験活動指導者を対象に「しが『心

の冒険』プログラム（ＳＭＡＰ）※」の研修

を行い、人間関係づくりを効果的に支援で

きる指導者を養成 

665 生涯学習課 

(2) 男女共同参画の視点に立った教育の推進 

３ 男女共同参画教育の

実践 

○副読本を活用するなどして男女共同参画の

視点に立った教育を実践 

［副読本］ 

・「わたしもあなたも大切に」(小学生用) 

・「自分らしく輝いて」   (中学生用) 

・「よりよい未来をつくるために～一人ひと

りが自分らしく輝いて～」(高校生用) 

－ 学校教育課

(女性活躍

推進課) 

 



柱１ 子どものたくましく生きる力をはぐくむ                     ２ 「豊かな心」を育む 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(3) 豊かな人間性や人間関係を築く力を培う体験活動の推進（再掲） 

４ 高等学校文化祭事業 ○平成27 年７月28 日から８月１日に開催さ

れる第39回全国高等学校総合文化祭「2015

滋賀 びわこ総文」の開催に向け、実行委員

会に対して補助を行い、次代を担う高校生

が自らの手で大会を創り上げるとともに、

文化部活動をさらに充実させることによ

り、心豊かな人間性の育成と芸術文化活動

の振興・普及を図る 

222,962 学校教育課 

５ 児童生徒芸術文化表

彰 

○芸術・文化活動で優秀な成績をあげた団体

および個人を表彰 

(公立小・中・高等学校・特別支援学校対象) 

－ 学校教育課 

６ 学級活動スキルアッ

プ事業 

(再掲 前出11頁) 

○小中学校の学級活動における話合い活動を

充実させ、児童生徒が協力して集団の生活

を向上させようとする資質や態度の育成を

図る 

(427) 学校教育課 

７ びわ湖フローティン

グスクール実施事業 

(再掲 前出11頁) 

○小学５年生全員を対象とした学習船「うみ

のこ」による１泊２日の宿泊体験型の児童

学習航海を実施 

(236,551) びわ湖フロ

ーティング

スクール 

８ 学習船建造事業費 

(再掲 前出11頁) 

○学習船「うみのこ」新船建造および建造監

督を委託 

(1,094,194) びわ湖フロ

ーティング

スクール 

９ 森林環境学習「やまの

こ」事業 

(再掲 前出12頁) 

○小学４年生を対象に、森林環境学習施設等

で体験型学習(間伐体験、木工クラフト、森

林観察等)を実施 

(105,694) 学校教育課 

(森林政策

課) 

10 たんぼのこ体験事業

(再掲 前出12頁)   

○生命や食べ物の大切さを学ぶため、自ら「育

て」、「収穫し」、「食べる」という一貫した

農業体験学習を実施 

－ 

(自治振興交付金) 

学校教育課 

(食のブラン

ド推進課) 

11 「びわ湖ホール音楽会へ

出かけよう！」ホールの

子事業(再掲 前出12頁) 

○日本有数のホールであるびわ湖ホールで、

オーケストラや声楽アンサンブルによる演

奏公演を鑑賞 

(19,023) 学校教育課 

(文化振興

課) 

12 環境美化の日（「ごみゼロ

の日」「びわ湖の日」「県

下一斉清掃の日」）におけ

る環境美化活動等の実施

(再掲 前出12頁) 

○環境美化の日（「ごみゼロの日」「びわ湖の

日」「県下一斉清掃の日」）に全校児童生徒

が環境美化活動等を実施（小・中・高等学

校・特別支援学校） 

－ 学校教育課 

 



柱１ 子どものたくましく生きる力をはぐくむ                     ２ 「豊かな心」を育む 

３ 互いの人権を尊重する心や態度の育成  

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 人権を尊重する実践的態度を身に付けるための授業改善 

１ 人権教育パワーアッ

プ事業 

児童生徒の人権意識の現状を踏まえた学習

プログラムづくりや教職員の指導力向上に取

り組むとともに、いじめや差別を許さない学

校づくりを推進 

○人権教育推進会議の開催(３回) 

○人権教育リーダー養成講座の開催(２講

座) 

○いじめや差別を許さない学校づくり推進

委員会の開催(４回) 

○命や人権の大切さを考える学びの推進

(県立高等学校) 

1,663 人権教育課 

(2) 子どもの自尊感情を高め、いじめや差別を許さない学校をつくる 

２ 

□新 

自尊感情・学びの礎育

成プロジェクト事業 

○人権の視点を教育活動の根幹に位置付け、

子どもの生活と学ぶ意欲を支える基本とな

る自尊感情を高める取組を推進 

(市町への委託30学区) 

○推進交流会を開催(３回) 

○全体交流研究会を開催(２回) 

○事業推進のための学区訪問(30学区) 

3,289 人権教育課 

３ いじめや差別を許さ

ない学校づくり推進

事業（人権教育パワー

アップ事業） 

(再掲 前出14頁) 

○人権尊重の視点に立った「授業づくり」「環

境づくり」「仲間づくり」について、実践・

研究を重ね、子ども一人ひとりが大切にさ

れ安心して生活できる学校づくりを推進 

(いじめや差別を許さない学校づくり推進

委員会の開催(４回)) 

(712) 人権教育課 

４ 人権教育研究推進事

業 

○人権意識を培うための学校教育のあり方に

ついて実践的な研究を実施(４校) 

○学校、家庭、地域社会が一体となった人権 

教育の総合的な取組を推進 

1,800 

(国委託事業) 

人権教育課 

 

 

 

 

 



柱１ 子どものたくましく生きる力をはぐくむ                     ２ 「豊かな心」を育む 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(3) 子どもの自己実現を図るための連携体制の充実 

５ 

□新 

自尊感情・学びの礎育

成プロジェクト事業 

(再掲 前出14頁) 

○人権の視点を教育活動の根幹に位置付け、

子どもの生活と学ぶ意欲を支える基本とな

る自尊感情を高める取組を推進 

(市町への委託30学区) 

○推進交流会を開催(３回) 

○全体交流研究会を開催(２回) 

○事業推進のための学区訪問(30学区) 

(3,289) 人権教育課 

６ 子どもを支える人権

のまちづくり促進事

業補助 

○困難な課題のある児童生徒が多く特別な配

慮を要する地域での社会教育関連施設を核

とした家庭の教育力の向上等をめざす事業 

(就学前親子学級、人権・子育て講座、親子

交流体験事業等)に補助 

(市町への補助21地域) 

1,750 人権教育課 

７ 地域総合センター教

育事業担当職員設置

費補助 

○特に教育的機能の強化が必要な地域総合セ

ンターにおける教育事業担当職員の設置に

対し補助 

24,426 人権教育課 

(4) 教職員の人権感覚・指導力の向上 

８ 人権教育教職員等指

導事業 

 教職員の人権意識を高め、指導力の充実・向

上を図ることにより、学校における豊かな人権

教育を推進し、いじめや問題行動等教育課題の

解決を図ることを目的に教職員研修を実施 

○小・中学校校長研修会(１回) 

○小・中学校人権教育担当者研修会(１回) 

○高等学校・特別支援学校人権教育推進連絡

協議会(２回) 

○児童生徒支援加配にかかる連絡協議会(２

回) 

○高等学校教育推進加配教員（生徒支援）に

かかる連絡協議会(２回) 

○市町教育委員会事務局・学校・園人権教育

指導にかかる担当者会議（３回） 

1,676 人権教育課 

９ 人権教育リーダー養成講

座(人権教育パワーアッ

プ事業)(再掲 前出14頁) 

○学校における人権教育推進の若手および中

堅リーダーを育成するため、基礎講座と実

践講座を開催(各３日間) 

(284) 人権教育課 

10 人権教育研究大会開

催補助 

○滋賀県人権教育研究大会の開催に要する経

費を補助(10月24日(土)、25日(日)開催) 

1,400 人権教育課 



柱１ 子どものたくましく生きる力をはぐくむ                     ３ 「健やかな体」を育む 

 

 

１ 体力向上と健康の保持増進  

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 幼児期の運動(遊び)・スポーツ活動の充実 

１ 幼児期の運動遊び促進

事業 

○幼児期の運動能力およびこれに関係する環

境要因の現状を明らかにし、幼児が遊びの

中で多様な動きを獲得し、体力・運動能力

を向上させる取組を実施 

462 

 

スポーツ健

康課 

 

 

 

 

 

 

(1) 幼児期の運動(遊び)・スポーツ活動の充実

(2) 体育・保健体育科の授業の充実

・体育授業力向上事業

(3) 運動部活動の活性化等の取組

(4) 子どものスポーツ環境の充実

(5) 子どもの健康教育の推進

(1) 子どもの食の自己管理能力や望ましい食習慣の習得

(2) 地域の生産者への感謝の気持ちと食への愛着心を育む

(3) 子どもの生活習慣の改善、向上

３　「健やかな体」を育む

　「健やかな体」を育むための学校体育の充実を図り、運動習慣の定着や、体力・運動能力の向上を
めざすとともに、健康教育の充実を図ります。
　また、健全な心身を育む食育※の推進や生活習慣の向上を図ります。

１　体力向上と健康の保持増進

　心身の健全な発達を促すため、学校体育の充実を図り、生涯にわたって運動やスポーツに親し
む資質や能力を育てるとともに、体力の向上と健康の保持増進の基礎となる力を培います。
　また、第79回国民体育大会・第24回全国障害者スポーツ大会※、全国高等学校総合体育大会と
いった全国規模の大会が県内で今後開催されることを見据え、健やかな体の育成に一層取り組み
ます。

２　健全な心身を育む食育の推進と生活習慣の向上

　食育や、生活習慣の改善・向上について、学校、家庭および地域が連携・協力しながら各課題
の解決ができるよう、支援体制の充実を図ります。

重点事業



柱１ 子どものたくましく生きる力をはぐくむ                     ３ 「健やかな体」を育む 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

 (2) 体育・保健体育科の授業の充実 

２ 学校体育指導事業 ○体力･運動能力調査結果に対する段階別認定

証(または記録証)を県内小･中学生へ配付 

○子どもの体力向上指導者養成研修（県内研修)

の実施 

 小学校：体つくり運動・水泳（2日間） 

 中学校・高等学校：体つくり運動・器械運動・

球技・武道(４日間) 

○学校体育実技(武道)講習会を開催 

６月18 日(木)、10月６日(火) 

○学校体育研究発表大会を開催 ２月２日(火) 

○子どもの体力向上支援講習会を開催 

  ・授業実践交流 4ブロックで各１回ずつ 

2,122 スポーツ健

康課 

３ 

□新 

体育授業力向上事業 

 

(事業イメージ下図参

照) 

○子どもの運動機会の充実を図るため、子ど

もの自主的な運動遊びを促進する取組を実

施するとともに、県域で体育の授業力の向

上に向けた方策を共有化する委員会を設置 

1,114 スポーツ健

康課 

県教育委員会

　＊運動遊びの指導（事例集の活用）
　＊チャレンジ・ランキングの測定　　　

現状

・学習規律を高め、体育学習の「仕組み」を作る

①ムダな時間が削減され、運動時間が確保できる

②集中して学習に取り組ませることができる

③安全に学習に取り組ませることができる

・予備運動を充実し、基本的な運動を身につけさせる

・個人差に応じた場、運動量を保障する場を設定する

・放課後を利用した運動遊びに取り組む

・ランキング運動遊びに挑戦する

・県が指定する運動遊びに挑戦する

・県ホームページで自己ランキングを確認する

８の字とび、ハイスピードなわとび など

・全児童が運動に取組む時間を、休み時間に設定

・いろいろな運動要素を含む運動遊びの実施

子どもが運動遊びを通して、運動することの楽しさを感じる

自由時間（休み時間・放課後・家庭）に積極的に運動遊びをする
事業の効果

・「できた」「わかった」など1時間に1つ以上の学びをつくる

・主運動のゲーム化やカードの提示などを工夫する

やる気にさせ、運動量を増やす授業改善

チャレンジ・ランキングの実施

運動機会を充実させ、運動遊びに自ら取り組む子どもを育てる

「健やかタイム」の実施（休み時間）

運動遊びの習慣化

体力の向上

子ども・・●全国体力・運動能力等調査において、小学校では体力合計点が全国平均を下回っている。
●平日の運動時間が全国平均に比べて少ない。（放課後の時間が特に少ない。）

教 員・・◆中学校保健体育科免許所持者は全体の約６％であり、体育科を研究教科としない教員が多くいる。

◆授業実践交流や学習指導法についての研修内容が、授業実践につながりにくい。

運動機会（時間・内容）の充実

放課後運動遊びの実施

運動遊び事例集の作成

放課後学習支援員
１００名

派

遣

・体力向上を目的とした

運動遊びを指定

・ランキングの掲載、表彰

趣 旨

運動量の豊富な授業展開

自発的な取組を促す工夫

体育学習のマネジメント

体育授業力アップ研修会
トップアスリートや有識者によるシンポジウム・講演により、「運動好きな子どもへの正しい導き方」を研修する。

・対象者 各小・中学校教員 ・内容 ①体育授業事例発表 ②シンポジウムや講演 ③パネルディスカッション（受講者参加型）

小・中学校教員

運動遊びの好循環

市町各校の運動遊び充実のための指導・支援 体力向上のための授業改善の研究

滋賀県体育授業力向上委員会

【主な役割】 ・子どもの運動機会充実の推進 ・体育授業力向上のための授業改善の研究を進める

【開催回数】 年４回

【構 成 員】 ・市町教委学校体育担当者 ・県教委学校体育担当者

【指導助言】 ・大学教授

つ
な
げ
る

生
か
す

体育授業力向上事業

 
 



柱１ 子どものたくましく生きる力をはぐくむ                     ３ 「健やかな体」を育む 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(3) 運動部活動の活性化等の取組 

４ 運動部活動指導の工

夫・改善支援事業 

運動部活動の指導に対して、各学校へ優れ

た技能を有する地域の外部指導者の派遣およ

びその活用 

 ○運動部活動：中学校、高等学校 

7,272 

(国委託事業) 

スポーツ健

康課 

５ 記録会・体育大会等補

助事業 

○中体連・高体連活動振興事業、小学校記録

会に対し補助 

36,896 スポーツ健

康課 

６ 運動部活動指導者スキ

ルアップ事業 

○運動部活動を指導している中堅職員を対象

に生徒との関わり方や適切な部活動指導と

管理運営等の研修を実施 

839 スポーツ健

康課 

７

□新 

全国高校総体開催事業 ○平成 27 年度全国高等学校総合体育大会(イ

ンターハイ)のうち３競技(卓球・ソフトボ

ール・登山)の本県開催経費を支援するた

め、同大会実行委員会に対し補助 

45,186 スポーツ健

康課 

(4) 子どものスポーツ環境の充実 

８ 地域コミュニティ促進

事業 

○地域共通の課題である幼児期からの運動遊

びや子育て世代の女性のスポーツ参加を促

進するため、総合型スポーツクラブを活用

して運動プログラムを開発し、普及 

422 スポーツ健

康課 

(5) 子どもの健康教育の推進 

９ 学校保健総合支援事業  児童生徒のメンタルヘルス等の現代的な健

康課題に対し、学校が家庭や地域の関係機関

と連携して取り組むための支援を実施 

 ○アドバイザー(専門医)の派遣、精神科医

による相談等 

  ○学校保健総合支援事業連絡協議会の開催 

 ○メンタルヘルスにかかる研修会の開催 

11月20日(金) 

781 

(国委託事業) 

スポーツ健

康課 

10 学校保健の推進 ○薬物乱用防止教室指導者講習会を開催 

 (６月11日(木) ：ピアザ淡海 

     外部講師・学校保健関係者対象) 

○学校保健研修会を開催 

 (７月９日(木)：栗東芸術文化会館さきら 

     保健主事・養護教諭対象) 

○学校保健研究大会を開催 

 (10月22日(木)：ピアザ淡海 

     学校保健関係者・学校医等対象) 

－ スポーツ健

康課 



柱１ 子どものたくましく生きる力をはぐくむ                     ３ 「健やかな体」を育む 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

11 

 

がんの教育推進事業 ○がん教育の推進に向け、教員を対象に最新

の医療情報に関する研修会を実施 

142 スポーツ健

康課 

 

２ 健全な心身を育む食育の推進と生活習慣の向上  

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 子どもの食の自己管理能力や望ましい食習慣の習得 

１ 湖っ子食育推進事業  望ましい食習慣の形成と食に関する理解促

進を図るため、学校給食の充実および食育の

推進に努める。 

 ○小・中学校における月１回の「食育の日」

を設定し学校の取組を充実 

 ○教職員への食育の研修を実施 

 ○食育にかかる優れた実践活動を表彰 

217 スポーツ健

康課 

２ 食に関する指導等 ○県学校給食研究大会を開催 

 (８月６日(木) 野洲文化ホール) 

○栄養教諭連絡協議会の開催 

367 スポーツ健

康課 

(2) 地域の生産者への感謝の気持ちと食への愛着心を育む 

３ びわ湖フローティング

スクール実施事業 

(再掲 前出11頁) 

○びわ湖フローティングスクールにおける食

育タイム（地元の食材を使用した食事、食

に関する指導等）を実施 

－ びわ湖フロ

ーティング

スクール 

(3) 子どもの生活習慣の改善、向上 

４ 「早寝・早起き・朝ご

はん」県民運動推進事

業 

○「早寝・早起き・朝ごはん」県民運動の気

運を醸成するため、ポスターコンクール等

を実施し、啓発ポスターを作成 

131 生涯学習課 

 



柱１ 子どものたくましく生きる力をはぐくむ            ４ 「滋賀の自然や地域と共生する力」を育む 

 

１ 地域資源を活用した特色ある教育の推進  

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 郷土の歴史や文化財を学ぶ機会の充実 

１ 子どもが学ぶ「近江の

歴史と文化」事業 

○郷土の歴史、文化や人物等を取り上げた副

読本や資料集（ふるさと資料）を活用 

・「郷土の文化」学習ガイド＝ひと編＝ 

(小学校３・４年生用、小学校５・６年生用) 

・「郷土の文化」学習ガイド＝もの編＝ 

  (小学生用) 

・「12歳から学ぶ滋賀県の歴史」(中学生用) 

－ 学校教育課 

２ 校内・校外学習のサポ

ート 

○建造物保存修理工事の現場などで体験学習

等の受入 

○出土文化財の教材活用 

○安土城跡・観音寺城跡での現地校外学習授

業、出前授業の受け入れ 

○安土城考古博物館および埋蔵文化財センタ

ーにおける校外学習の受け入れ、体験プロ

グラムの実施 

－ 文化財保護

課 

 

(1) 郷土の歴史や文化財を学ぶ機会の充実

(1) 自然体験活動の系統的な取組

(2) 持続可能な社会の実現に向けた環境教育

４　「滋賀の自然や地域と共生する力」を育む

　郷土への愛着や地域に貢献しようとする態度を育むため、琵琶湖をはじめとした豊かな自然、
それと人間の活動が一体となって形成された文化的景観、伝えられてきた優れた文化財、多彩な
文化芸術や滋賀の先人の教え、工芸品や農産物等、多くの地域資源を教育活動に一層生かしてい
きます。

２　自然体験活動を取り入れた実践的な環境教育の推進

　子どもが、自然とのつながりや関わりに関心を持ち、主体的に行動できる力を身に付けられる
よう、豊かな自然を活用した体験学習や、実践的な学びを重視した環境教育を推進します。

　滋賀が持つ豊かな地域資源を活用した特色ある教育を推進するとともに、自然体験活動を取り入れ
た実践的な環境教育を推進し、「滋賀の自然や地域と共生する力」を育みます。

１　地域資源を活用した特色ある教育の推進



柱１ 子どものたくましく生きる力をはぐくむ            ４ 「滋賀の自然や地域と共生する力」を育む 

２ 自然体験活動を取り入れた実践的な環境教育の推進  

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 自然体験活動の系統的な取組 

１ びわ湖フローティング

スクール実施事業 

(再掲 前出11頁) 

○小学５年生全員を対象とした学習船「うみ

のこ」による１泊２日の宿泊体験型の児童

学習航海を実施 

(236,551) びわ湖フロ

ーティング

スクール 

２ 学習船建造事業費 

(再掲 前出11頁) 

○学習船「うみのこ」新船建造および建造監

督を委託 

(1,094,194) びわ湖フロ

ーティング

スクール 

３ 森林環境学習「やまの

こ」事業 

(再掲 前出12頁) 

○小学４年生を対象に、森林環境学習施設等

で体験型学習(間伐体験、木工クラフト、森

林観察等)を実施 

(105,694) 学校教育課 

(森林政策課) 

４ たんぼのこ体験事業

(再掲 前出12頁) 

○生命や食べ物の大切さを学ぶため、自ら「育

て」、「収穫し」、「食べる」という一貫した

農業体験学習を実施 

－ 

(自治振興交付金) 

学校教育課 

(食のブラン

ド推進課) 

(2) 持続可能な社会の実現に向けた環境教育 

５ 環境教育の実践・副読

本の活用 

○環境教育副読本「あおいびわ湖」等を活用

(小・中学校は小学校４年生以上の各学年で

年間10時間程度、高等学校は機会をとらえ

て活用を図る) 

○自然体験学習を実施 

－ 学校教育課 

６ 環境美化の日(｢ごみゼロの日｣

｢びわ湖の日｣｢県下一斉清掃の

日｣)における環境美化活動等

の実施(再掲 前出12頁) 

○環境美化の日（「ごみゼロの日」「びわ湖の

日」「県下一斉清掃の日」）に全校児童生徒

が環境美化活動等を実施（小・中・高等学

校・特別支援学校） 

－ 学校教育課 

７ 環境学習の実践交流 ○環境教育モデル校（小・中・高等学校・特

別支援学校30校）の取組 

○実践事例集としてホームページへ掲載 

○環境教育研究協議会を開催 

113 学校教育課 



柱１ 子どものたくましく生きる力をはぐくむ      ５ 共生社会に向けた多様なニーズに対応する教育の推進 

 

 

１ 特別支援教育の推進 

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 特別支援教育推進体制の構築 

１ 高等学校巡回チーム派

遣事業 

○特別支援教育巡回チーム※の派遣により、高

等学校における特別な教育的支援を必要と

する生徒への指導力の向上を図る。 

1,885 学校支援課 

２ 通級指導教室※の設置 ○小・中学校の通常の学級に在籍する軽度の

障害のある児童生徒に対して、障害に応じ

た指導を行うための通級指導教室を設置 

500,909 学校支援課

教職員課 

３ 特別支援教育支援事業 ○特別支援教育に関する教育相談を実施 

(毎週月曜日～金曜日、センター休館日を除

く) 

○特別支援教育コアリーダー研修を実施 

 (５日間) 

5,499 総合教育セ

ンター 

(1) 特別支援教育推進体制の構築

(2) 「インクルーシブ教育システム」の構築に向けた取組の推進

・｢地域で学ぶ｣支援体制強化事業

・高等学校特別支援教育推進事業

(1) 日本語指導が必要な外国人児童生徒等に対する学習支援の推進

５　共生社会に向けた多様なニーズに対応する教育の推進

重点
事業

２　外国人児童生徒等への学習支援

１　特別支援教育の推進

　「インクルーシブ教育システム」の構築に向けて、可能な限り、障害のある子どもが障害のな
い子どもととも共に教育を受けられるよう配慮します。また、発達障害を含む障害のある子ども
一人ひとりの教育的ニーズを把握して、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を克服するた
めの適切な指導と必要な支援を行います。
　さらに、特別支援学校における児童生徒増加への対応策を着実に進めます。

　日本語指導が必要な外国人児童生徒等に対する学習支援を推進します。

　障害のある子どもや外国人などに対して適切な指導と必要な支援を行い、共生社会に向けた多様な
ニーズに対応する教育の推進を図ります。
　特に、「インクルーシブ教育システム」の構築を目指し、障害のある子どもとない子どもがともに
学ぶモデル事業を実施するとともに、滋賀のめざす特別支援教育のあり方や、望ましい就学指導につ
いての検討、障害の状態に応じた指導方法等の合理的配慮についての研究を進めます。



柱１ 子どものたくましく生きる力をはぐくむ      ５ 共生社会に向けた多様なニーズに対応する教育の推進 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

４ 巡回訪問指導教員※の

派遣 

○入院療養中の小・中学生を対象とする巡回

訪問指導教員の派遣による学習支援、相談

活動等を実施 

5,281 学校支援課 

５ 県立特別支援学校への

看護師の配置 

○医療的ケア※を必要とする児童生徒等が在

籍する県立特別支援学校へ看護師を配置

(９校) 

72,591 学校支援課

教職員課 

６ 要医療的ケア児童生徒

学習支援事業 

○医療的ケアを必要とする児童生徒等が参加

する修学旅行等の校外行事等に看護師を派

遣 

3,707 学校支援課 

７ 医療的ケア児童生徒通

学支援研究事業 

○医療的ケアを必要とする児童生徒の通学に

かかる保護者の送迎負担の軽減方策につい

て実証研究を実施 

1,800 学校支援課 

８ スクールバスの運行 ○障害のある児童生徒の通学支援のためのス

クールバスの整備および運行 

   スクールバスの整備   50,763千円 

   スクールバスの運行  456,796千円 

507,559 学校支援課 

９ 特別支援教育就学奨励

費※ 

○特別支援学校へ就学する幼児児童生徒の保

護者の負担を軽減するため、特別支援教育

就学奨励費を支給 

209,265 学校支援課 

10 特別支援学校設備整備 ○教材教具・教育備品の整備 20,204 学校支援課 

11 教科および特別活動等

の推進 

○学習指導上必要な教科、特別活動にかかる

教材等の整備 

9,250 学校支援課 

12 高等学校における個々

の能力・才能を伸ばす

特別支援教育 

○高等学校において、障害のある生徒に対す

る特別な教育課程を編成し、自立を支援す

るための在り方の研究を実施 

4,954 学校教育課 

13 特別支援学校施設の整

備 

特別支援学校の施設設備の整備・改修等を

実施 

○児童生徒増加対策事業 

施設改修工事 ２校 

○施設改修工事 ３校 

1,003,765 教育総務課 
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区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(2) 「インクルーシブ教育システム」の構築に向けた取組の推進 

14 

□新 

「地域で学ぶ」支援体

制強化事業 

 

(事業イメージ下図参

照) 

○インクルーシブを見据えた就学指導を推進

するとともに、小中学校における障害のあ

る児童生徒への支援を行うスタッフや医療

的ケアを行う看護師の配置ならびに「副次

的な学籍」など柔軟な学びの仕組みづくり

の研究 

15,668 学校支援課 

15 

□新 

高等学校特別支援教育

推進事業 

○高等学校において、障害のある生徒への支

援を行うスタッフを配置することにより、

障害のある生徒を支える体制を構築 

4,567 学校支援課 

16 インクルーシブ・プロ

グラム推進モデル事業 

○特別支援学校と小中学校が連携しながら芸

術活動やスポーツ活動に取り組むインクル

ーシブ・プログラムにより、交流および共

同学習を推進 

4,814 学校支援課 

17 やさしさをつなぐ学び

のネットワーク推進事

業～インクルーシブモ

デル事業～ 

○インクルーシブ教育システムの構築をめざ

し、障害の状態に応じた指導方法や教材等

にかかる「合理的配慮※」について、特別支

援学校と小中学校の連携によるモデル事業

を実施 

5,454 学校支援課 

【現状と課題】
•義務教育段階の児童生徒数に占
める特別支援学校在籍数の割合
が全国に比して高い
〈H25特別支援学校在籍数割合〉
全国：0.65％
（約6万7千人／約1,030万人）
本県：0.94％

（1,207人／128,898人）
全国と本県の差

＋0.29ポイント
•障害者の権利条約の批准、発効
をうけ、共生社会の形成に向け
た「インクルーシブ教育システ
ム」の構築に向けた教育環境整
備の迅速な対応が求められてい
る【目標実現のための５つの取組】

「ともに学ぶ」体制づくり
①インクルーシブを見据えた就学指導の推進
②小中学校（高校）教員の専門性向上
③小学校と特別支援学校との交流および共同学習の推進

④モデル事業での小中学校へのｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ・ｻﾎﾟｰﾀｰ(支援員)、
医療的ｹｱ支援ｽﾀｯﾌ(看護師)の配置助成

○「地域で学ぶ」支援体制を強化することで、障害のある子どもとない子どもが共に
学ぶインクルーシブ教育システムの早期構築をめざす。

○「地域で学ぶ」ことによって、障害のある子どもの学習意欲向上とともに、障害の
ない子どもが「多様性」を受け入れられる価値観の醸成を図る。

小学校・中学校特別支援学校

【目標】

「地域で学ぶ」支援体制強化事業
～インクルーシブ教育システム構築に向けて～

柔軟な学びの仕組み作り

⑤「副次的な学籍」(特別支援学校と小中学校などとの両方に学籍

を持つ)などの新たな仕組み作り

 



柱１ 子どものたくましく生きる力をはぐくむ      ５ 共生社会に向けた多様なニーズに対応する教育の推進 

２ 外国人児童生徒等への学習支援  

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 日本語指導が必要な外国人児童生徒等に対する学習支援の推進 

１ 教員の加配・非常勤講

師の派遣 

日本語指導が必要な外国人児童生徒等に対

応するため、必要な学校に教員の加配や非常

勤講師を派遣 

○小・中学校 

教員の加配27校、非常勤講師の派遣94校 

○高等学校 

教員の加配４校 

305,954 教職員課 

２ 外国人児童生徒ハート

フル支援事業 

○県立学校等における日本語指導が必要な外

国人児童生徒に対して、母語による保護者

対応等のサポート活動を実施 

398 学校教育課 

３ 外国人児童生徒いきい

きサポート支援事業 

○日本語指導が必要な外国人児童生徒等の在

籍する公立小・中学校に母語が話せる支援

員を派遣し、学校生活への適応や基礎的・

基本的な学力を身につけられるよう支援を

実施 

7,432 学校教育課 

４ 公立学校における帰国

・外国人児童生徒に対

するきめ細かな支援事

業 

○地域人材との連携による、帰国・外国人児

童生徒の公立学校における受入れの促進・

日本語指導の充実・保護者を含めたきめ細

かな支援体制づくりの実施 

8,217 学校教育課 



柱１ 子どものたくましく生きる力をはぐくむ           ６ 多様な進路・就労の実現に向けた教育の推進 

 

 

１ 社会的・職業的自立を目指すキャリア教育の推進  

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 発達段階に応じた系統的なキャリア教育の展開 

１ 中学生チャレンジウィ

ーク事業  

(再掲 前出９頁) 

○子どもたちの勤労観・職業観を育み、自ら

の将来の生き方を見出していく力を養うた

め、公立中学校２年生全員に対し５日以上

の職場体験を実施 

○職場体験が円滑に実施されるよう関係機関

と連携を図るための県支援会議を実施 

(823)  

(市町立中学校

実施分は自治

振興交付金) 

学校教育課 

 

 

 

 

(1) 発達段階に応じた系統的なキャリア教育の展開

・中学生チャレンジウィーク事業

・県立高等学校キャリア形成支援事業

・専門高校プロフェッショナル人材育成事業

(1) 職業的自立と社会参加に向けたキャリア教育や職業教育の充実と就労機会の拡大

・職業的自立と社会参加をめざした職業教育充実事業

６　多様な進路・就労の実現に向けた教育の推進

重点
事業

　特別支援学校における個々の児童生徒の障害に応じた職業的自立と社会参加が進められるよ
う、専門的な技能を習得し、実践力を高めるキャリア教育や職業教育の充実を図ります。
　さらに、教育、福祉、労働の関係機関が連携し、一人ひとりの状態や希望に応じた進路指導、
就労支援を行うことで、学校から働く場への円滑な接続と就労機会の拡大を図ります。

１　社会的・職業的自立を目指すキャリア教育の推進

　子どもが、社会人・職業人として自立していくことができるよう、発達段階に応じた系統的な
キャリア教育を展開します。また、本人の適性や希望を踏まえ、適切な進路指導を行います。

２　個々のニーズに応じた就労機会拡大に向けた取組の推進

　子どもの社会的・職業的自立を目指し、就業体験の効果的な活用など、発達段階に応じた系統的な
キャリア教育※を推進します。また、特別支援学校における企業の知見を生かした就労支援の仕組み
づくりを進め、個々の児童生徒の障害に応じた就労機会の拡大を図り、企業就労を促進します。

重点事業



柱１ 子どものたくましく生きる力をはぐくむ           ６ 多様な進路・就労の実現に向けた教育の推進 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

２ 県立高等学校キャリア

形成支援事業 

(再掲 前出９頁) 

○社会人基礎力の育成や就業体験を効果的に

活用しながらキャリア教育の実践研究に取

り組み、社会的・職業的自立を目指す効果

的なカリキュラムの研究・開発を実施 

(2,233) 学校教育課 

３ 専門高校プロフェッシ

ョナル人材育成事業 

(再掲 前出９頁) 

○専門高校において、社会の変化や産業の動

向に対応した、高度な知識・技能を身につ

け、各専門分野の第一線で活躍できる地域

人材を育成 

(4,085) 学校教育課 

 

２ 個々のニーズに応じた就労機会拡大に向けた取組の推進  

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 職業的自立と社会参加に向けたキャリア教育や職業教育の充実と就労機会の拡大 

１ 職業的自立と社会参加

をめざした職業教育充

実事業 

○これまで取り組んでいる企業の知見を生か

した作業学習の見直しや授業改善を知肢併

置特別支援学校各校へ拡げるとともに、「し

がしごと検定」の模擬検定の実施や職業教

育の充実に向けた教育課程の研究に取り組

む 

7,847 学校支援課 

２ 職業教育実習費 ○特別支援学校の職業実習にかかる材料費な

ど 

6,058 学校支援課 

３ キャリア教育・就労支援

等の充実事業 

○高等学校段階における障害のある生徒への

キャリア教育・職業教育を推進し、労働や

福祉等の関係機関と連携しながら就労支援

を充実する実践的研究を実施 

4,836 学校教育課 

 

 


