
柱２ 子どもの育ちを支える環境をつくる                   １ 魅力と活力ある学校をつくる 

 

 

 

 

(1) 地域に愛着を持ち、地域に貢献する児童生徒を育成する学校づくり

(2) 魅力と活力ある学校づくりの推進

(3) 社会の変化に対応した職業教育の推進

(4) 教員の子どもと向き合う時間の確保ときめ細かな指導の推進

(1) 地域とともにある学校づくりの推進

(1) 大学による特色ある学びの機会の提供

(1) 修学の経済的支援の実施

１　魅力と活力ある学校をつくる

３　高等教育機関を生かす取組の推進

　本県では、積極的な大学誘致や大学設置を進めた結果、13の大学・短期大学、約38,000人の学
生、約1,700人の教員が集まっています。
　この「知」の資源である大学等との連携によって、本県の将来を担う人材の育成等の地域に貢
献する取組を推進します。

１　魅力と活力ある学校づくり

　特色ある学校づくりを進めるとともに、県立高等学校再編計画※を着実に推進するなど魅力と活力
ある学校づくりを進めます。また、少人数学級編制を実施する学年を拡大するなどにより、教員が子
どもと向き合う時間を確保しきめ細かな指導を推進します。
　あわせて、学校運営の改善に取り組み信頼される学校づくりを進めるとともに、大学等との連携に
より高等学校教育の活性化等を図ります。

柱２　子どもの育ちを支える環境をつくる

４　修学の経済的支援の実施

　将来にわたって、子どもが多様な学びの中で自らの進路を実現し、主体的・創造的に生きてい
くための力を身に付けるとともに、他者と共同できる社会性を育てていけるよう、魅力と活力あ
る学校づくりを進めます。
　また、子どもの個々の状況や学校の実態に応じて、教育課程の工夫など、特色ある学校づくり
を進めます。

２　信頼される学校づくり

　学校の教育方針や活動について地域住民等からの意見を聞き、学校への理解や協力を得なが
ら、学校運営の改善に取り組みます。

　経済的な理由によって高等学校等で学ぶことが困難な生徒のため、修学支援を行います。

重点事業 ・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)(再掲)



柱２ 子どもの育ちを支える環境をつくる                   １ 魅力と活力ある学校をつくる 

１ 魅力と活力ある学校づくり   

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 地域に愛着を持ち、地域に貢献する児童生徒を育成する学校づくり 

１

□新 

高齢者とのふれあい交

流事業 

○高校生が授業や特別活動などの中で高齢者

と交流する機会を設け、高齢者から人生の

知恵や地域の歴史・文化などを学ぶととも

に、高校生の高齢者への理解を深める 

1,235 学校教育課 

(2) 魅力と活力ある学校づくりの推進 

２ 県立高等学校再編の推

進 

○県立高等学校再編計画を着実に実施し、魅

力と活力ある学校づくりを推進 

  統合新校学校案内リーフレット作成等 

933 学校支援課 

３ 県立学校再編施設整備 県立高等学校再編計画に基づいた施設等の

整備を推進 

○施設整備  

高等学校   ５校 

特別支援学校 １校 

2,381,743 教育総務課 

４ 中高一貫教育※推進事

業 

県立中学校における特色ある教科指導、特 

別活動指導等を円滑に推進するとともに、広

く県民への周知を図る。 

○学校説明会やパンフレット等による広報

を実施 

○全国の中高一貫教育に関する情報収集を

実施 

○教科指導・特別活動指導を円滑に推進す

るための支援を実施 

11,353 学校教育課 

５ 土曜授業推進事業 

(再掲 前出６頁) 

○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、成果を普及する。 

(3,624) 学校教育課 

６ スーパーグローバルハ

イスクール事業 

(再掲 前出８頁) 

○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 

７ スーパー・プロフェッ

ショナル・ハイスクー

ル事業 

○社会の変化や産業の動向等に対応した、高

度な知識・技能を身につけ、社会の第一線

で活躍できる専門的職業人を育成 

12,151 学校教育課 



柱２ 子どもの育ちを支える環境をつくる                   １ 魅力と活力ある学校をつくる 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

８ スーパーサイエンスハ

イスクール事業 

(再掲 前出９頁) 

○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 

９ 県立学校学習活動支援

事業(再掲 前出６頁) 

○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 

10 弁護士との法律相談 ○学校における法的課題に対して、弁護士と

の法律相談を実施 

239 教育総務課 

(3) 社会の変化に対応した職業教育の推進 

11 スーパー・プロフェッ

ショナル・ハイスクー

ル事業(再掲 前出29頁) 

○社会の変化や産業の動向等に対応した、高

度な知識・技能を身につけ、社会の第一線

で活躍できる専門的職業人を育成 

(12,151) 学校教育課 

(4) 教員の子どもと向き合う時間の確保ときめ細かな指導の推進 

12 

□拡 

少人数学級編制の実施

(再掲 前出６頁) 

○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 

13 少人数指導の実施 

(再掲 前出７頁) 

○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 

 

２ 信頼される学校づくり   

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 地域とともにある学校づくりの推進 

１ 学校評議員※制度の活

用 

○地域住民等から選任された学校評議員の意

見を取り入れた学校運営を実施(全県立学校) 

1,440 学校教育課 

２ 

 

 

学校評価※の実施と学

校情報の提供 

○学校の自己評価・学校関係者評価を含めた

「学校評価」を全公立学校で実施 

○県立学校のホームページを充実等 

－ 学校教育課 
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区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

３ 学校・家庭・地域の連

携による教育支援活動

促進事業 

市町が行う、地域住民等の参画による「学

校支援地域本部※」「放課後子ども教室※」「家

庭教育支援」「土曜日の教育支援※」などの教

育支援活動を支援 

 ○学校支援地域本部：８市町45本部(H26) 

 ○放課後子ども教室：２市11教室(H26) 

 ○家庭教育支援  ：９市町18活動(H26) 

 ○土曜日の教育支援：８市町83教室(H26) 

28,017 生涯学習課 

 

３ 高等教育機関を生かす取組の推進  

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 大学による特色ある学びの機会の提供 

１ 県立高等学校「21 世紀

型学力育成」プロジェ

クト(再掲 前出６頁) 

○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 

２ スーパーグローバルハ

イスクール事業 

(再掲 前出８頁) 

○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 

３ スーパー・プロフェッ

ショナル・ハイスクー

ル事業(再掲 前出29頁) 

○社会の変化や産業の動向等に対応した、高

度な知識・技能を身につけ、社会の第一線

で活躍できる専門的職業人を育成 

(12,151) 学校教育課 

４ スーパーサイエンスハ

イスクール事業 

(再掲 前出９頁) 

○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 
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４ 修学の経済的支援の実施  

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 修学の経済的支援の実施 

１ 高等学校奨学資金の貸

付 

○経済的理由により高等学校等へ進学するこ

とが困難な者に対し奨学資金を貸与 

(貸与者915人予定) 

区  分 自宅 自宅外 

奨学金 

(月額) 

国公立 18,000円 23,000円 

私 立 30,000円 35,000円 

入学資金 

(一時金) 

国公立 50,000円 

私 立 50,000円。ただし入学

金相当額（150,000 円

を限度）の範囲内の額

を加算できる 
 

303,138 学校教育課 

２ 奨学のための給付金 ○低所得世帯に属する国公立高等学校等の生

徒について、教育費負担を軽減するため、

一定額を給付 

７月１日時点で下記の要件を満たすこと 

①非課税世帯(特別支援学校高等部の生徒を除く) 

②保護者、親権者等が滋賀県内に在住していること 

③就学支援金支給対象である学校（高等学校、中等

教育学校（後期課程）、高等専門学校（1～3学年）、

専修学校（高等課程）等）に在学している者 

④平成26年4月入学者から学年進行で実施 

265,882 学校教育課 

  ○生活保護受給世帯   

  

 

国公立 全日制・定時制 

通信制 

32,300円   

  ○市町民税非課税世帯 

○第１子の高校生等がいる世帯 

国公立 全日制・定時制 37,400円 

通信制 36,500円 

○23 歳未満の扶養されている兄・姉がいる

世帯で第２子以降の高校生等がいる世帯 

国公立 全日制・定時制 129,700円 

通信制 36,500円 
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区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

３ 定時制通信制教育振興

事業 

○勤労青少年の高等学校への修学を促進する

ため修学奨励金を貸与等 

  (貸与者89人予定) 

26,084 学校教育課 

４ 被災児童生徒等の就学

等支援 

○東日本大震災により被災し、経済的理由か 

ら就学等が困難となった世帯の幼児児童生 

徒に就学支援等を実施 

１．被災幼児就園支援事業 

  幼稚園への就園支援が必要となった世帯 

の幼児に対して就園奨励事業を行った市町 

に対する支援 

２．被災児童生徒就学援助事業 

  就学困難となった児童生徒に対して、必 

要な就学援助を行った市町に対する支援 

３．被災児童生徒等特別支援教育就学奨励事

業 

  特別支援学級等への就学支援が必要と    

なった幼児児童生徒の保護者等に対して    

特別支援教育就学奨励事業を行った市町    

に対する支援 

 

 

 

407 

 

 

 

860 

911 

 

32 

 

 

 

学校教育課 

 

 

 

学校教育課 

スポーツ健

康課 

学校教育課 

 

 

 



柱２ 子どもの育ちを支える環境をつくる                     ２ 教職員の教育力を高める 

 

１ 子どもの力を引き出し伸ばす教職員の実践力の向上        

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 効果的な研修の推進 

１ 指導力向上研修 教員を対象とした授業力向上や学級づくり

支援を目的とした実践的な研修を実施 

○現代的課題に対応するための研修２研修 

○教科指導力向上のための研修  ２研修 

206 総合教育セ

ンター 

(1) 効果的な研修の推進

・指導力向上研修､マネジメント研修、教科主任指導力向上研修

・学力向上のための教員長期派遣事業

(1) 滋賀の教育を担う人材の育成・確保

(2) 効果的な人材育成の推進と人員配置

(1) 教職員の心身の健康の確保

(2) メンタルヘルス対策の総合的な取組の推進

(3) 教員の負担軽減対策の推進

１　子どもの力を引き出し伸ばす教職員の実践力の向上

　教育愛と情熱にあふれ柔軟性と実践力を持ち、自ら学び続けようとする教員の育成と資質向上
を図るため、ＯＪＴを取り入れつつ、高等教育機関とも連携しながら職務や経験の程度に応じた
効果的な研修を進めます。
　また、教職員による体罰や行き過ぎた指導によって、教育・学校への信頼が失われることのな
いよう、教職員の人権意識の向上とコンプライアンスの徹底を図ります。

２　優秀で意欲のある人材の確保と適切な人事管理の推進

重点事業

　子どもの力を引き出し伸ばす実践力の向上を図るため、職務や経験の程度に応じた効果的な研修を
進めます。また、優秀で意欲のある人材の確保と適切な人事管理を推進します。
　あわせて、教職員の健康管理や、負担軽減対策等に取り組み働きやすい職場づくりを推進します。

２　教職員の教育力を高める

　教員を志望する意欲のある大学生等を対象にした「滋賀の教師塾」の取組を充実させ、優秀な
人材の確保に努めます。また、教職員一人ひとりの強みを生かし、効果的な人材育成を推進する
とともに、それぞれの能力が十分に発揮できる人事配置に努めます。

３　教職員の健康管理と働きやすい職場づくりの推進

　教職員が心身の健康を確保し、ゆとりを持って子どもと向き合えるよう健康管理に努め、特に
メンタルヘルス対策の総合的・体系的な取組を進めるとともに、負担軽減対策等に取り組みま
す。
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区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

２ 教科主任指導力向上研

修 

○教科指導力の向上と、教科主任としての力

量を高めるための研修を実施  

３教科 各３日 

（対象教職員 小・中・高等学校） 

781 総合教育セ

ンター 

３ 専門研修 理科教育、情報教育、特別支援教育に対す

る専門性の向上のための研修を実施 

○理科教育           ２研修 

○情報教育           ９研修 

○特別支援教育         １研修 

466 総合教育セ

ンター 

４ 理科の観察・実験指導等

に関する研究協議実施

事業(再掲 前出６頁) 

○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 情報教育整備費 

(再掲 前出８頁) 

○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 

６ 新規採用職員研修 ○新規採用教職員に対する服務や学級経営等

の一般研修と教科指導等の授業研修を実施 

 (対象教職員 全校種 5～21日間) 

5,944 総合教育セ

ンター 

７ 教職員経験者研修 ○教職２年次、３年次、５年経験、事務職員

２・３年次に応じた研修を実施(対象教職員 

全校種 ２年次４日間、３年次３日間、  

５年経験 センター研修２日間校内 OJT、

事務職員２・３年次２日) 

1,129 総合教育セ

ンター 

８ 10年経験者研修 ○10年経験教職員に対する個々の能力、適性

に応じた研修を実施 

 (対象教職員 全校種 5～10日間) 

1,861 総合教育セ

ンター 

９ マネジメント研修 ○管理職の職務への理解を深め、学校教育の

今日的課題を解決する能力の向上を目指す

研修を実施(管理職等 １～４日) 

〇中堅教員のリーダーシップ向上を目指す研

修を実施(中堅教員 ５日間) 

738 総合教育セ

ンター 

10 教職員職務研修 ○職務に応じた専門的な知識や技能を養う研

修を実施(対象教職員 全校種１～５日間) 

514 総合教育セ

ンター 
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区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

11 教員民間等派遣研修 ○民間企業等への教職員の派遣研修を実施 

 派遣者数：３か月18人、６か月３人 

 派遣先：工場(製造・事務管理)、販売店(売

場管理・接客)、金融機関(接客・事務管理)、

ホテル(接客) 

－ 教職員課 

12 

□新 

学力向上のための教員

長期派遣事業 

○小・中学校教員を１年間秋田県、福井県に

派遣し、学校での 様々な教育実践または

授業改善に係る研究に参加させる 

1,707 教職員課 

13 人権教育教職員等指導

事業 

(再掲 前出15頁) 

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 

(1,676) 人権教育課 

14 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 

15 人権教育研究大会開催

補助(再掲 前出15頁) 

○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 

 

２ 優秀で意欲のある人材の確保と適切な人事管理の推進   

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 滋賀の教育を担う人材の育成・確保 

１ 「滋賀の教師塾※」の

実施 

○滋賀県の教員志望者を対象に教師としての

実践的な指導力の育成等を目的とした教員

養成講座を実施 

4,430 教職員課 

(2) 効果的な人材育成の推進と人事配置 

２ 管理職研修の充実 ○管理職の専門性を高め、学校経営を積極

的・戦略的に進めることができる人材を育

成するための自主的な研修を支援 

2,821 教職員課 

３ 教職員の配置 教職員定数 

 ○小学校    5,268人 

 ○中学校    3,031人  計12,251人 

 ○高等学校   2,685人 

 ○特別支援学校 1,267人 

113,380,290 教職員課 
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区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

４ 教員評価の推進 ○管理職および市町担当者を対象とした研修

を実施 

－ 教職員課 

５ マネジメント研修 

(再掲 前出35頁) 

○管理職の職務への理解を深め、学校教育の

今日的課題を解決する能力の向上を目指す

研修を実施(管理職等 １～４日) 

〇中堅教員のリーダーシップ向上を目指す研

修を実施(中堅教員 ５日間) 

(738) 総合教育セ

ンター 

 

３ 教職員の健康管理と働きやすい職場づくりの推進   

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 教職員の心身の健康の確保 

１ 健康診断の実施 ○教職員の健康診断、事後措置・保健指導を

実施 

49,249 教職員課 

健康福利室 

２ 安全衛生管理体制の整

備 

○産業医、健康管理医、保健師を設置 

○総括安全衛生委員会、健康管理懇話会を開

催 

○衛生管理者を養成 

11,871 教職員課 

健康福利室 

３ 長時間労働対策の実施 ○長時間労働を行った教職員に対する医師に

よる面接指導を実施 

232 教職員課 

健康福利室 

(2) メンタルヘルス対策の総合的な取組の推進 

４ メンタルヘルス対策※

の推進 

○定期健康診断時にストレスチェックを実施 

○心とからだの健康づくりセミナーを開催 

○精神保健相談、こころの相談室を実施 

 (それぞれ月２回) 

○試し出勤制度の実施等により、病休者等の

復職を支援 

1,621 教職員課 

健康福利室 

５ セクシュアル・ハラス

メント相談員の設置 

○セクシュアル・ハラスメント相談を実施 

 (月１回) 

339 教職員課 

健康福利室 
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(1) いじめ防止対策の総合的な推進

(2) 教員の子どもと向き合う時間の確保ときめ細かな指導の推進（再掲）

(1) 地域と連携した見守り体制の推進

(2) 教職員の危機管理意識の高揚

(3) 学校施設の整備

・耐震対策、天井等落下防止対策

(1) 各学校における防災教育の推進体制の整備

(2) 子どもが自ら命を守る力を身に付ける教育の推進

３　安全・安心な学校・地域をつくる

１　全ての子どもにとって居心地のよい学校・地域づくり

　いじめや不登校等の諸問題に対し、子ども一人ひとりへのきめ細かな対応ができるよう、校内
の相談体制の充実や、専門家や関係機関、地域との連携を進めます。また、いじめ防止対策推進
法に基づきいじめから子どもを守るための仕組みづくりに努めます。

　「滋賀県いじめ防止基本方針」により、いじめ対策の一層の推進を図るなど、全ての子どもにとっ
て居心地のよい学校・地域づくりを進めます。
　また、学校等における危機管理体制の整備、防災、防犯対策および施設整備、さらには防災教育の
充実を図り、子どもが安心して学校生活が送れる環境づくりを進めます。

重点
事業

・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専
　門家や関係機関、地域との連携によるいじめ防止対策の推進

２　学校安全体制の整備の推進

　子どもが事件や事故の被害に遭わないよう、教職員等の危機管理意識の高揚や地域と連携した
見守り体制を推進します。
　また、子どもの学校内での安全を確保するため、学校施設の耐震改修等を進め、教育施設の整
備に努めます。

３　子どもが自ら命を守る力を身に付ける教育の推進

　自然災害や不審者事案について、子ども自身が危険を予測し、その危険を回避することができ
る力を身に付け、さらに、地域の一員として防災・防犯活動に関われるよう、関係機関と連携し
た実践的な取組を推進します。

重点事業
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１ 全ての子どもにとって居心地のよい学校・地域づくり  

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) いじめ防止対策の総合的な推進 

１ スクールカウンセラー

※等の活用 

 

（事業イメージｐ41、

42参照） 

○生徒および保護者からの相談、教職員への

助言や援助等の学校のカウンセリング機能

を充実 

 (全公立中学校、全県立高等学校） 

(15小学校に配置、他小学校は中学校から派

遣) 

○夜間早朝の子ども電話相談窓口を開設し、

知事部局の昼間電話相談窓口(こころんだ

いやる)とあわせて24時間の相談体制を整

備(子どもナイトだいやる) 

126,798 学校教育課 

２ スクールソーシャルワ

ーカー※活用事業 

○課題を抱えた児童生徒の環境の調整・改善

と教職員の実践力向上を図るため、スクー

ルソーシャルワーカーを学校に配置・派遣 

○教員に対し研修会を実施し、資質の向上、

組織力の向上を図る 

26,994 学校教育課 

３ 生徒指導緊急特別対応

事業 

○警察ＯＢを課題の大きい学校へ重点的に派

遣し、警察等司法に加え、児童相談所、医

療機関等と連携して、困難な問題の解決を

図る 

9,192 学校教育課 

４ 生徒指導緊急サポート

事業 

○子どもの命に関わる事案をはじめ、学校だ

けでは解決が困難な事案への支援を行うた

め、「緊急支援専門家チーム」を設置 

○事件・事故等の発生初期および、重大事案

に発展する前の段階においても緊急支援を

行い、早期対応を図る 

3,069 学校教育課 

５ いじめで悩む子ども支

援事業 

○「相談支援員」を配置し、子どもや保護

者からの相談対応を行うとともに、解決

に向けての支援を図る 

○市町との連携が必要な場合には「相談調整

員」が連携を図るとともに、定期的な情報

交換を実施 

16,203 学校教育課 

６ 滋賀県いじめ問題対策

連絡協議会 

○いじめ防止対策推進法第 14 条第１項の規

定に基づき、「滋賀県いじめ問題対策連絡協

議会」を設置し、関係機関との連携を図る 

404 学校教育課 
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区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

７ 滋賀県立学校いじめ問

題調査委員会 

○いじめ防止対策推進法第 14 条第３項の規

定に基づき、「滋賀県立学校いじめ問題調査

委員会」を設置し、いじめの防止等のため

の対策に係る審議や、必要に応じ、県立学

校におけるいじめ事案に係る調査を実施 

1,872 学校教育課 

８ 

 

生徒指導のための教職

員の配置 

○生徒指導上の課題の大きい学校に教員を加

配 

 ○小・中学校 27校 ○高等学校 ７校 

254,908 教職員課 

９ 

 

いじめ等の問題に的確

に対応できる教員の配

置 

○いじめを早期に発見し、適切に対応できる

よう、時間にとらわれず特別な指導に取り

組むことができる教員の配置 

41,877 教職員課 

10 不登校対策調査研究会

議 

○不登校対策として、庁内関係部局が連携し、

有識者の助言を得ながら不登校の調査分析

や各校での取組の効果の検証を行い、不登

校に対する有効な対応策を見いだし、成果

の普及啓発を図る 

450 学校教育課 

11 スクーリング・ケアサ

ポーターの派遣事業 

○不登校(傾向)の小学生に対しスクーリン

グ・ケアサポーター(大学生等)を派遣 

－ 

(自治振興交付金) 

学校教育課 

12 心の教育相談センター

事業の推進 

○不登校児童生徒の学校復帰のための相談を

実施 

13,591 学校教育課 

13 不登校児童生徒の学級

への復帰支援 

○学校には登校できるが教室には戻れない児

童生徒の学級への復帰に向けた学校の取組

(別室登校)に対し教員を配置 

 ○小学校 ５校  ○中学校 10校 

70,885 教職員課 

14 滋賀県「絆をつむぐ学

校づくり」推進事業 

○滋賀県いじめ問題生徒会サミットを開催

し、各市町生徒会代表者による意見交換の

機会を設定し、児童生徒の自主的・自立的

な活動の充実を図る 

309 学校教育課 

15 ハイスクールカンファ

レンスしが 

○各県立高等学校で、生徒会や部活動等の諸

活動において、中心となって活躍している

生徒が一堂に会し、各校での取組等につい

て討議を実施 

20 学校教育課 

16 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 
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区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

17 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 

(2) 教員の子どもと向き合う時間の確保ときめ細かな指導の推進(再掲) 

18 

□拡 

少人数学級編制の実施

(再掲 前出６頁) 

○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 

19 少人数指導の実施 

(再掲 前出７頁) 

○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 

○ＰＴＡや警察等関係機関との連携の推進
○教職員の資質向上（若手・中堅教員の養成）
○スクールカウンセラーや
スクールソーシャルワーカー等の活用

○絆をつむぐ学校づくりの推進

○道徳・体験活動の充実
○いじめや差別を許さない学校づくり
○児童会・生徒会活動の活性化

い じめ防止対策

いじめ問題の現状 いじめ問題の課題

(現状からみた課題)
○子ども自身が訴えたり、解決したりする
力の育成

○子どもの悩みを読み取る感性と力量アップ
○子どもが相談しやすい環境づくり

(事案等からみた課題)
☆よりよい仲間づくり
☆初期対応を含めた組織体制の充実
☆様々な背景による課題への対応

全ての子どもにとって居心地のよい学校・地域づくり、子どもが主体的にいじめ問題に取り組む環境づくり

子ども自身による主体的な
活動への支援の充実

子ども自身による主体的な
活動への支援の充実

重大事態への対応

専門家等を活用した
支援の充実

家庭・地域・関係機関との
連携による支援

滋賀県いじめ防止基本方針 「子ども目線」に立って、子どもの最善の利益の実現を目指し、いじめの防止等のための対策を総合的に推進
－児童生徒を一人の人格として尊重して関わり、児童生徒自身の力でいじめ問題を解決できるように支援する－

学校の組織的な体制の充実

未然防止・早期発見・早期対応

○滋賀県いじめ問題対策連絡協議会

（関係機関・団体〉

・教育委員会、各関係部局、児童相談
所、法務局、県警察、県立学校、私
立学校、学識経験者等

総合的な対策の推進

学校いじめ防止基本方針

＜いじめ対策委員会＞
いじめで悩む子ども相談員滋賀県立学校いじめ問題調査委員会

（県教育委員会の附属機関）

滋賀県いじめ再調査委員会
（知事の附属機関）

第三者的な支援

２４時間いじめ相談ダイヤル
(子どもナイトだいやる)

発見のきっかけ・相談状況

小学校 中学校 高等学校
本人の訴えによる発見 20.4% 26.4% 34.8%
教員による発見 21.6% 24.9% 18.0%

誰にも相談していない 7.1% 11.1% 6.7%
平成25年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査より

いじめの認知件数
小学校 中学校 高等学校

Ｈ２４ 434 314 81
Ｈ２５ 714 469 89

 



柱２ 子どもの育ちを支える環境をつくる                  ３ 安全・安心な学校・地域をつくる 

学校を休みそうな児童生徒や休み始め
た児童生徒に迅速に対応する。

３０日を超える欠席をしている児童生
徒に対して、学校復帰に向けた対応を
行う。

不登校対策

初期対応 自立支援

福祉機関

医療機関

県総合教育センター

心の教育相談センター

関係機関

不登校対策調査研究会議

大学教授等有識者 臨床心理士
社会福祉士 心の教育センター
総合教育センター 学校教育課
スポーツ健康課 人権教育課
障害福祉課 子ども青少年局等

他課、外部機関との連携

スクールカウンセラー スクールソーシャルワーカー

内面からのアプローチの視点 環境面からのアプローチの視点

支援・助言

302
243

124
73
65

95
174

146
34

36
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中３

中２

中１

小６

小５
経験あり
経験なし

過去に３０日以上の欠席を経験した児童生徒数

単位：人

適応指導教室

児童生徒が不登校になることや長期化を防ぐ ・ 知徳体をバランスよく育むことで児童生徒や保護者の不安を解消

「個」への働きかけ 「個」への働きかけ

「集団」への働きかけ

平成２４年度 平成２５年度
おもなきっかけ

(県) [全国] ％
不登校在籍率
県（全国） [％]

不登校在籍率
県 [％]

不登校人数
[人]

小学校 0.46（0.32） 0.42 352 不安や情緒的混乱(50.3[35.2]) 、 親子関係をめぐる問題(36.1[19.1])
友人関係をめぐる問題(15.3[11.2]) 、 学業の不振(13.4[7.1])

中学校 2.67（2.70） 2.63 1,084 不安や情緒的混乱(40.3[26.0]) 、 友人関係をめぐる問題(31.0[16.0])
無気力(26.6[26.8]) 、 学業の不振(17.3[9.1])

高等学校 2.38（1.93） 2.51 779 無気力(28.8[32.4]) 、 不安や情緒的混乱(25.8[14.7])
学業の不振(12.6[7.7])

現状と対応の視点

○スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの活用
○専門的な指導・助言を得ることで効果的な支援
○不登校問題についての調査・分析

○小学校を中心とした組織体制の見直しや充実
○家庭訪問や電話連絡など家庭との緊密な連携
○学校と専門家や関係機関との連携

○「知識」から「思考」させる授業への改善
○ 「心の居場所」や「絆づくりの場」となる学校づくり
○運動による体力向上と安定した生活習慣を実現

不安などの情緒的混乱や親子関係への対応 不登校の長期化・継続化の防止生きる力（知徳体）の育成

未然防止

友人関係・不安や情緒的混乱などへの対応 親子関係をめぐる問題などへの対応

学力を向上させるとともに、進路実現に向けた取り組みの推進

よりよい友人関係の構築や、仲間づくりや思いやりの心を育む

適度な運動をすることで規則正しい生活習慣を確立

組織的対応

若手・中堅教員の養成

 

 

 

２ 学校安全体制の整備の推進 

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 地域と連携した見守り体制の推進 

１ 学校・家庭・地域の連

携による教育支援活動

促進事業（地域ぐるみ

の学校安全体制の整備） 

○各市町が実施するスクールガード※（学校安

全ボランティア）の養成研修に対し補助 

○各市町が実施するスクールガード・リーダー

の学校巡回指導に対し補助 

○スクールガードによる学校内や通学路の巡

回、地域での登下校の見守り活動に対し補助 

4,519 スポーツ健

康課 

(2) 教職員の危機管理意識の高揚 

２

□新 

学校における安全管

理・安全教育の推進事

業 

○幼・小・中・高・特別支援学校長を対象と

した学校の危機管理トップセミナーを実施 

 ・４月30日(木) 

163 スポーツ健

康課 

 



柱２ 子どもの育ちを支える環境をつくる                  ３ 安全・安心な学校・地域をつくる 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

３ 危機管理マニュアルの

徹底 

○危機管理マニュアルに基づいた訓練を実施

し、明らかになった課題を基にマニュアル

の見直しおよびその徹底 

－ スポーツ健

康課 

４ 学校安全教室推進事業 ○教職員を対象とした学校安全研修会を実施 

 ・６月２日(火)栗東芸術文化会館さきら 

：防犯・交通安全教室 

○子どもの安全確保に関するリーダー研修会 

 ・６月２日(火)栗東芸術文化会館さきら 

・６月９日(火)長浜文化芸術会館 

－ 

（国委嘱事業） 

スポーツ健

康課 

５ 防災教育推進事業 ○教職員を対象とした防災教室指導者講習会

を実施 

 ・７月27日(火)大津市民会館 

 ・１月26日(火)栗東芸術文化会館さきら 

－ 

（国委嘱事業） 

スポーツ健

康課 

６ 「公立の学校における

侵入者による犯罪を防

止するための指針※｣

の徹底 

○「公立の学校における侵入者による犯罪を

防止するための指針」に沿った指導を実施 

－ スポーツ健

康課 

７ 「通学路等における児

童生徒等の安全の確保

に関する指針※｣の徹底 

○「通学路等における児童生徒等の安全の確

保に関する指針」に沿った指導を実施 

○子どもが参画した安全マップの作成を実施 

－ スポーツ健

康課 

８ 実践的安全教育総合支

援事業 

○県内の一部学校において緊急地震速報を用

いた避難訓練の実施 

○県内の一部学校において防災の専門家によ

る指導助言を受け、防災教育、防災管理の

充実を図る 

4,244 

（国委託事業） 

スポーツ健

康課 

(3) 学校施設の整備 

９ 高等学校施設の整備 高等学校の耐震改修や施設設備の整備・改

修等を実施 

○耐震対策 

・耐震化工事 10校  

○天井等落下防止対策 

・天井等落下防止対策工事 33校 

○施設改修工事 ５校 

3,352,509 教育総務課 

10 県立学校再編施設整備 

(再掲 前出29頁) 

県立高等学校再編計画に基づいた施設等の

整備を推進 

○施設整備  

高等学校 ５校 特別支援学校 １校 

(2,381,743) 教育総務課 



柱２ 子どもの育ちを支える環境をつくる                  ３ 安全・安心な学校・地域をつくる 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

11 特別支援学校施設の整

備 

(再掲 前出23頁) 

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 

12 県立学校の安全対策の

推進 

○県立学校への外部からの侵入者防止のため

のフェンス補修、防犯カメラ設置等を実施 

18,410 教育総務課 

13 高等学校教育設備の整

備 

○教科指導、特別活動指導および実験実習に

要する機器を整備 

○学校図書館の蔵書を整備 

○一般実験実習に係る備品を整備 

53,500 学校教育課 

14 県立中学校教育設備の

整備 

○教科指導、特別活動指導等に要する教材等

を整備 

3,140 学校教育課 

 

３ 子どもが自ら命を守る力を身に付ける教育の推進  

  

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 各学校における防災教育の推進体制の整備 

１ 実践的安全教育総合支

援事業 

(再掲 前出43頁) 

○県内の一部学校において緊急地震速報を用

いた避難訓練の実施 

○県内の一部学校において防災の専門家によ

る指導助言を受け、防災教育、防災管理の

充実を図る 

(4,244) 

（国委託事業） 

スポーツ健

康課 

２ 防災教育・訓練の実施 ○教職員に対する研修の機会を通じた防災教

育を実施 

○関連教科において、防災の視点を取り入れ

た授業を実施 

○防災週間に合わせた学校等における防災訓

練を実施 

－ スポーツ健

康課 

３ 防災教育推進事業 

(再掲 前出43頁) 

○教職員を対象とした防災教室指導者講習会

を実施 

－ 

（国委嘱事業） 

スポーツ健

康課 

 

 

 

 

 



柱２ 子どもの育ちを支える環境をつくる                  ３ 安全・安心な学校・地域をつくる 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(2) 子どもが自ら命を守る力を身に付ける教育の推進 

４ 実践的安全教育総合支

援事業 

(再掲 前出43頁) 

○県内の一部学校において緊急地震速報を用

いた避難訓練の実施 

○県内の一部学校において防災の専門家によ

る指導助言を受け、防災教育、防災管理の

充実を図る。 

(4,244) 

（国委託事業） 

スポーツ健

康課 

５ 防災教育・訓練の実施 

(再掲 前出44頁) 

○教職員に対する研修の機会を通じた防災教

育を実施 

○関連教科において、防災の視点を取り入れ

た授業を実施 

○防災週間に合わせた学校等における防災訓

練を実施 

－ スポーツ健

康課 

６ 防災キャンプ※推進事

業 

○学校等を避難所として想定した生活体験等

の防災教育プログラムを地域住民や保護者

の協力を得て実践する防災キャンプを実施 

1,613 生涯学習課 

７ 防犯教育の実施 ○学校等において幼児児童生徒に対し防犯教

室を実施 

○学校・ＰＴＡ・スクールガード等による登

下校時の安全指導を徹底 

○子どもが参画した安全マップの作成 

－ スポーツ健

康課 

８ 交通安全教育の実施 ○学校等において幼児児童生徒に対し交通安

全教室を実施 

○おうみ通学路交通アドバイザー※・学校・

ＰＴＡ・スクールガード等による登下校時

の安全指導を徹底 

○子どもが参画した安全マップの作成 

－ スポーツ健

康課 

 



柱２ 子どもの育ちを支える環境をつくる                   ４ 子育て環境支援の充実を図る 

 

１ 子育て、家庭教育を支える環境づくりの推進  

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 家庭の教育力の向上 

１ ＰＴＡ子育て学習講習

会 

○「家庭教育学習資料」を活用した語り合い

を通した親育ちの学習の進行役を養成する

講習会を開催(５回) 

225 生涯学習課 

２ 企業内家庭教育促進事

業 

○滋賀県家庭教育協力企業協定制度（しがふ

ぁみ）※に基づく協力企業との協定を締結 

 (平成27年３月末現在1,353社と締結済み) 

300 生涯学習課 

３ 「早寝・早起き・朝ご

はん」県民運動※推進事

業(再掲 前出19頁) 

○「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 

 

 

 

 

 

(1) 家庭の教育力の向上

(1) 企業・事業所等と連携した家庭教育支援活動の推進

４　子育て環境支援の充実を図る

２　企業・事業所等と連携した家庭教育支援活動の推進

　家庭教育を各家庭だけに任せるのではなく、社会全体で家庭教育を支えることができるよう、
企業・事業所等との連携に努めます。また、働く保護者が子どもや地域と関わることのできる時
間を十分に持てるよう、企業に対して子どもの生活習慣づくりの重要性についての啓発やワー
ク・ライフ・バランスの理念を踏まえた具体的な取組の情報提供等を進めます。

　家庭教育の担い手である親の学びを応援するため、保護者や地域の人同士が子育ての経験や悩
みを気軽に語り合える場づくり、家庭教育の支援に関わる人材育成を進めます。また、全ての子
育て家庭を対象とした子育て支援サービスの推進や、多様な働き方に対応した良質な保育サービ
スの提供を進めます。

　子育て、家庭教育を支える環境づくりに向けて、家庭教育の担い手である親の学びを応援する取組
を推進します。
　あわせて、家庭教育を各家庭だけに任せるのではなく、社会全体で家庭教育を支えるため、企業・
事業所等と連携した家庭教育支援活動を推進します。

１　子育て、家庭教育を支える環境づくりの推進



柱２ 子どもの育ちを支える環境をつくる                   ４ 子育て環境支援の充実を図る 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

４ 県立施設の無料開放 ○毎週土曜日「体験学習の日」は１８才以下

の子どもを対象に、毎月第３日曜日｢家族ふ

れあいサンデー｣は親子・家族連れを対象

に、県立施設(５施設)の無料開放を実施 

  対象施設：安土城考古博物館 

       陶芸の森陶芸館、醒井養鱒場 

       近代美術館、琵琶湖博物館 

－ 生涯学習課 

５ 学校・家庭・地域の連

携による教育支援活動

促進事業 

(再掲 前出31頁) 

市町が行う、地域住民等の参画による「学

校支援地域本部」「放課後子ども教室」「家庭

教育支援」「土曜日の教育支援」などの教育支

援活動を支援 

(28,017) 生涯学習課 

 

２ 企業・事業所等と連携した家庭教育支援活動の推進  

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 企業・事業所等と連携した家庭教育支援活動の推進 

１ 企業内家庭教育促進事

業 

(再掲 前出46頁) 

○滋賀県家庭教育協力企業協定制度（しがふ

ぁみ）に基づく協力企業との協定を締結 

 (平成27年３月末現在1,353社と締結済み) 

(300) 生涯学習課 

２ 企業・事業所における

家庭教育学習講座 

○企業・事業所等において、子育てや家庭教

育について学ぶ機会の提供（専門的な講師

派遣10回、学習支援10回） 

123 生涯学習課 

 



柱２ 子どもの育ちを支える環境をつくる              ５ 社会全体で子どもを育てる環境をつくる 

 

１ 地域の力を学校に生かす仕組みづくり  

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 学校や子どもの活動を支援する取組の推進 

１ 「しが学校支援センタ

ー※」運営事業 

○学校支援ディレクターを配置し、地域の人

材や企業、団体等と学校間のコーディネー

トを行い、連携授業を推進 

○学校支援メニューフェアの開催 

3,179 生涯学習課 

２ 学校と地域を結ぶコー

ディネート担当者※新

任研修 

○学校と地域を結ぶコーディネート担当者に

対する新任研修を実施(３回) 

214 生涯学習課 

３ 学校・家庭・地域の連

携による教育支援活動

促進事業 

(再掲 前出31頁) 

市町が行う、地域住民等の参画による「学

校支援地域本部」「放課後子ども教室」「家庭

教育支援」「土曜日の教育支援」などの教育支

援活動を支援 

(28,017) 生涯学習課 

 

 

 

(1) 学校や子どもの活動を支援する取組の推進

・学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業

・学ぶ力を育てる土曜学習支援事業

(1) 社会全体で教育に関わる気運の高揚

(2) 教育の力の伝承

　社会全体で学校や子どもの活動を支援する取組や地域とともにある学校づくりを推進します。

１　地域の力を学校に生かす仕組みづくり

５　社会全体で子どもを育てる環境をつくる

２　社会全体で子どもの育ちを支援する取組の推進と情報の発信

　全ての県民が子どもの育ちに関心を持ち、積極的な関わりを持てるよう、環境づくりを推進す
るとともに、県民の教育に対する関心を高めるための取組の充実を図ります。

重点
事業

　地域の力を学校に生かす仕組みづくりを進めるとともに、滋賀が目指す教育を広く発信すること
で、学校、家庭、地域が一体となり、社会全体で子どもを育てる環境を整えます。
　また、教育力を次世代へと伝えていくため、教育にかかる知見や実践の伝承に取り組みます。



柱２ 子どもの育ちを支える環境をつくる              ５ 社会全体で子どもを育てる環境をつくる 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

４

□新 

 

学ぶ力を育てる土曜学

習支援事業 

○地域の多様な経験や技能を持つ人材・教員

(OB)等の協力により、子どもたちが主体と

なり、一定の期間を通じて、技能や教養を

高めることができる学習プログラムに取り

組む市町を支援 

4,322 生涯学習課 

５ 地域教育力活性化推進

事業 

(再掲 前出11頁) 

○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 

６ 生徒指導緊急特別対応

事業 

(再掲 前出39頁) 

○警察ＯＢを課題の大きい学校へ重点的に派

遣し、警察等司法に加え、児童相談所、医

療機関等と連携して、困難な問題の解決を

図る。 

(9,192) 学校教育課 

７ 

 

運動部活動指導の工

夫・改善支援事業 

(再掲 前出18頁) 

運動部活動・体育授業の指導に対して、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 

８ 防災キャンプ推進事業

(再掲 前出45頁) 

○学校等を避難所として想定した生活体験等 

の防災教育プログラムを地域住民や保護者 

の協力を得て実践する防災キャンプを実施 

(1,613) 生涯学習課 

９ 学校・家庭・地域の連

携による教育支援活動

促進事業(地域ぐるみの

学校安全体制の整備) 

(再掲 前出42頁) 

○各市町が実施するスクールガード（学校安全

ボランティア）の養成研修に対し補助 

○各市町が実施するスクールガード・リーダー

の学校巡回指導に対し補助 

○スクールガードによる学校内や通学路の巡

回、地域での登下校の見守り活動に対し補助 

(4,519) 

 

スポーツ健

康課 

10 県立施設の無料開放 

(再掲 前出47頁) 

○毎週土曜日「体験学習の日」は１８才以下

の子どもを対象に、毎月第３日曜日｢家族ふ

れあいサンデー｣は親子・家族連れを対象

に、県立施設(５施設)の無料開放を実施 

－ 生涯学習課 

 

 

 

 

 

 

 

 



柱２ 子どもの育ちを支える環境をつくる              ５ 社会全体で子どもを育てる環境をつくる 

２ 社会全体で子どもの育ちを支援する取組の推進と情報の発信  

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 社会全体で教育に関わる気運の高揚 

１ 「滋賀 教育の日※」推

進事業 

○「滋賀 教育の日」記念行事を開催(11月) 

○教育功労者等を表彰 

○滋賀教育月間(10月～11月)における地域・ 

 学校等による教育の日関連事業を推進 

264 教育総務課 

２ 教育広報誌の発行 ○保護者向け情報誌「教育しが」を発行 

 (６回、各205,000部) 

○リーフレット「滋賀の教育」を発行  

(3,300部) 

5,430 教育総務課 

３ テレビ番組の制作放映 ○広報番組「テレビ滋賀プラスワン」の中で

教育情報を提供(３回(再放送各１回)) 

4,096 教育総務課 

４ 教育委員会ホームペー

ジによる発信 

○教育委員会ホームページによる情報発信 

 

 － 教育総務課 

(2) 教育の力の伝承 

５ 「教育の力」発信事業 ○教育や子どもの育ちに対し、県民や教員が

持っている様々な知見を「ことば」を通じ

て、次世代に継承し共有していくことで、

未来を拓く心豊かでたくましい人づくりに

向けた取組を推進 

101 教育総務課 

学校支援課 

学校教育課 

生涯学習課 

 

 


