
柱３ すべての人が共に育ち、社会を創る生涯学習を振興する         １ 社会的課題に対応した学習の推進 

                                                                                                                             

 

１ 人権尊重と共生の社会づくり  

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 全ての人にとって住みやすい社会の形成 

１ 県民学習集会開催補助 ○青年集会の開催に要する経費を補助 

○女性のつどいの開催に要する経費を補助 

○地域リーダー養成講座の開催に要する経費

を補助(10講座) 

1,739 人権教育課 

２ 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 

３ 人権教育研究活動補助 ○公益社団法人滋賀県人権教育研究会が行う

人権教育の調査研究、人材育成等の事業に

要する経費を補助 

1,772 人権教育課 

４ 人権教育指導研修等事

業 

○啓発冊子を作成(500部) 

○人権教育啓発のための視聴覚教材を購入 

465 生涯学習課 

５ 市町人権教育推進協議

会等事業補助 

○市町人権教育推進協議会等が実施する事業

に対し補助 

5,475 生涯学習課 

６ 県人権教育推進協議会

事業補助 

○県人権教育推進協議会が実施する事業に対

し補助 

900 生涯学習課 

７ 滋賀県女性団体活動推

進事業 

○滋賀県地域女性団体連合会およびまちづくり

の核となる地域女性団体が実施する豊かな地

域づくりの推進を図る事業に対し補助 

○一般財団法人滋賀県婦人会館による女性の生

涯学習を総合的に推進する事業に対し補助 

800 生涯学習課 

(1) 全ての人にとって住みやすい社会の形成

　人権に対する理解を広げ、全ての人にとってより住みやすい共生の社会づくりに向けた取組を推進
します。

１　社会的課題に対応した学習の推進

１　人権尊重と共生の社会づくり

　生涯にわたり社会を生きる一人ひとりが人権に対して正しい理解を持ち、全ての人にとってよ
り住みやすい社会を形成していくための学習を推進します。
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柱３ すべての人が共に育ち、社会を創る生涯学習を振興する        ２ 健康づくりと生涯スポーツの振興 

 

１ 誰もが親しめるスポーツ活動の充実  

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 県民の運動・スポーツの習慣化 

１ 滋賀県民総スポーツの

祭典 

○競技スポーツと生涯スポーツ(スポーツ・レ

クリエーション)を合わせた、県民総参加型

スポーツ大会の開催経費を負担 

5,000 スポーツ健

康課 

(2) 県民の主体的な健康づくり活動の推進 

２ 広域スポーツセンター

※運営事業 

総合型地域スポーツクラブ※の育成・支援 

 ○市町調査活動（指導・助言） 

 ○広報・啓発活動(ＨＰ、チラシ等) 

 ○人材育成(講習会) 

 ○地域スポーツ指導者の育成に関する研修 

1,376 スポーツ健

康課 

(1) 県民の運動・スポーツの習慣化

(2) 県民の主体的な健康づくり活動の推進

(3) ジュニア選手の発掘・育成、女性アスリートや指導者への支援

・次世代アスリート発掘育成事業

・女性アスリート・指導者支援事業

(1) 県民が気軽にスポーツを楽しむことができる環境の整備・充実

・競技力向上対策事業費

  (競技力向上対策費補助金､競技力向上基本計画策定･推進体制構築事業)

・県立社会体育施設の最適な管理についての調査研究

１　誰もが親しめるスポーツ活動の充実

　年齢や性別、障害等を問わず、全ての県民が「いつでも、どこでも、いつまでも」スポーツを
行えるよう、地域における運動・スポーツ活動の充実を推進します。

２　スポーツ環境の整備・充実

　県民が気軽にスポーツを楽しむことができる環境の整備・充実を図ります。

２　健康づくりと生涯スポーツの振興

重点
事業

　県民がスポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことができるよう、｢滋賀県スポーツ推進計画※｣
に基づき、生涯スポーツの普及に取り組むとともに、県立社会体育施設等のスポーツ環境の整備・充
実を図り、滋賀県にかかわりのある選手が世界や全国で活躍し多くの県民に夢と誇りを与え、スポー
ツ活動参加への意欲を促すことができるよう競技力の総合的な向上を図るなど、生涯スポーツ社会の
実現を目指します。
　また、平成36年に本県において第79回国民体育大会および第24回全国障害者スポーツ大会が開催さ
れることから、両大会の開催に向けた準備を行います。

重点
事業



柱３ すべての人が共に育ち、社会を創る生涯学習を振興する        ２ 健康づくりと生涯スポーツの振興 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

３ 地域コミュニティ促進

事業 

(再掲前出18頁) 

○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、普及する 

(422) スポーツ健

康課 

(3) ジュニア選手の発掘・育成、女性アスリートや指導者への支援 

４ 

□新 

国体に向けた競技力向

上対策事業 

Ｈ36国体を開催する県として開催県にふさ

わしい成績を獲得できるよう本県の競技力の

向上を図る 

○次代を担うジュニア世代を様々な舞台で

活躍できる優秀な選手に育成するための

強化対策に対し補助 

○女性アスリート・指導者のネットワーク

づくりを支援するなどスポーツ界を担う

女性を育成 

○本県選手が 2020 年に開催される東京オ

リンピック・パラリンピックなどに出場

し、その後の2024年の滋賀国体・全国障

害者スポーツ大会において活躍できるよ

う選手や指導者の強化活動を支援 

○第 79 回国民体育大会において優秀な成

績を収めるため、特殊競技用品などを整

備 

33,576 スポーツ健

康課 

５ 滋賀県民スポーツ大賞

※ 

○オリンピックや国民体育大会等、国内外の

スポーツ競技大会で、特に優秀な成績をあ

げた選手(団体)に対し、知事より表彰 

231 スポーツ健

康課 

６ 滋賀県民スポーツ賞 ○滋賀県民スポーツ大賞の対象以外の国内外

でのスポーツ大会で、優秀な成績をあげた

選手(団体)に対し、教育長より表彰 

316 スポーツ健

康課 

７ 滋賀県スポーツ顕彰※ ○生涯スポーツ振興の功労者・優良団体および

競技スポーツ振興の優秀指導者に対し表彰 

スポーツ健

康課 

 

 

 

 

 

 

 



柱３ すべての人が共に育ち、社会を創る生涯学習を振興する        ２ 健康づくりと生涯スポーツの振興 

２ スポーツ環境の整備・充実  

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 県民が気軽にスポーツを楽しむことができる環境の整備・充実 

１ 

□新 

国体に向けた競技力向

上対策事業 

(再掲 前出53頁) 

○Ｈ36国体を開催する県として開催県にふさ

わしい成績を獲得できるよう本県の競技力

の向上を図る 

(33,576) スポーツ健

康課 

２

□新 

スポーツボランティア

支援事業 

○県内のスポーツ大会や国体等の円滑な運営

につなげるため、ボランティアの養成とボ

ランティアネットワークの構築 

750 スポーツ健

康課 

３ 県立社会体育施設の管

理・運営 

○県立社会体育施設11施設を管理・運営する

ための指定管理運営委託 

（長浜ドーム・彦根総合運動場、体育館・

武道館、栗東体育館、スポーツ会館、アイ

スアリーナ、琵琶湖漕艇場、ライフル射撃

場、伊吹運動場、柳が崎ヨットハーバー） 

352,537 スポーツ健

康課 

４ 朝日レガッタ ○第68朝日レガッタの開催経費を負担 

 (５月２(金)～５日(月・祝)開催の予定) 

1,350 スポーツ健

康課 

５ びわ湖毎日マラソン大

会 

○第71回びわ湖毎日マラソン大会（びわ湖レ

イクサイドマラソン含む）の開催経費を負

担 

30,000 スポーツ健

康課 

 

 



柱３ すべての人が共に育ち、社会を創る生涯学習を振興する ３ 魅力ある文化の振興と歴史文化に親しむ機会の充実 

 

１ 文化芸術や文化財の持つ魅力の発信  

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 文化芸術や歴史文化に親しむ機会の充実 

１ 

□新 

「戦国の近江」魅力発

信事業 

○城跡や古戦場など、戦国時代の遺跡の魅力

を発信するため、探訪やシンポジウムを県

内外で開講し、来訪者を誘致 

○彦根城・安土城、忍者を紹介する英語版資

料をインターネットで発信し、外国人来訪

者の誘致を図る 

4,960 文化財保護

課 

２ 

□新 

「世界遺産※」・「日本

遺産※」登録推進事業 

○「彦根城」の世界文化遺産登録にむけて彦

根市を支援し、文化庁との事前協議を進め

る 

○「日本遺産」の認定の推進を図り、市町を

支援 

900 文化財保護

課 

 

(1) 文化芸術や歴史文化に親しむ機会の充実

・「戦国の近江」魅力発信事業

・「世界遺産」・「日本遺産」登録推進事業

(1) 文化財の適切な保存・継承と活用の推進

・人と地域が輝く歴史遺産活用モデル事業

・滋賀のまつり継承支援モデル事業

・「千年の美つたえびと」づくり事業

・新生美術館への琵琶湖文化館機能移転準備事業

重点
事業

３　魅力ある文化の振興と歴史文化に親しむ機会の充実

　地域の文化財を地域の暮らし、信仰の中で大切に守り伝えてきた伝統や文化を大切にする意識を育
て、地域の人々とともに保存と活用に取り組むとともに、文化財の持つ歴史的価値やその重要性、魅
力を発信します。

１　文化芸術や文化財の持つ魅力の発信

　多様な文化芸術や文化財、そして本県の福祉の歴史の中から生み出され、育まれてきたアー
ル・ブリュット について、「美の滋賀」づくりをはじめとする取組の中で、その魅力を広く発信
するとともに、教育・観光等の幅広い分野で活用し、人々が文化芸術や歴史文化に親しむ機会の
充実を図ります。また、次代の文化芸術の担い手の育成等を進めます。

２　文化財の保存・継承、活用の推進

　県内の豊かな有形、無形の文化財を保存・継承し、活用していくために、地域の文化財を地域
の暮らし、信仰の中で大切に守り伝えてきた伝統や文化を大切にする意識を育て、地域の人々と
ともに保存と活用に取り組んでいきます。

重点
事業



柱３ すべての人が共に育ち、社会を創る生涯学習を振興する ３ 魅力ある文化の振興と歴史文化に親しむ機会の充実 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

３ 

 

｢受け継がれゆく い

にしえの美｣ 琵琶湖文

化館所蔵品再生展示事

業 

○マザーレイク滋賀応援基金を活用し、琵琶

湖文化館所蔵の文化財のうち、県に寄付さ

れた損傷が著しい作品を修理再生し、県内

の美術館等で展示公開 

6,929 文化財保護

課 

４ 

 

安土城考古博物館管理

運営 

○安土城考古博物館において城郭と考古をテ

ーマとした魅力ある展示、普及啓発事業を

通して滋賀の歴史・文化を発信 

135,634 文化財保護

課 

５ 高等学校文化祭事業

(再掲 前出13頁) 

○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 

 

２ 文化財の保存・継承、活用の推進  

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 文化財の適切な保存・継承と活用の推進 

１ 

□新 

人と地域が輝く歴史遺

産活用モデル事業 

○県内の史跡等でモデル地区を設定し、活用

の担い手となる大人や子どもを募集し、学

習会などで人材を育成 

○担い手の自発的な企画による探訪などの事

業を支援し、来訪者との交流に協働して取

り組む 

2,000 文化財保護

課 

２ 

□新 

滋賀のまつり継承支援

モデル事業 

○祭の保護団体等に、祭の保存継承に関する

意識調査を実施し、対策や組織づくりを検

討 

○モデル地区で祭の保護団体と来訪者が交流

する現地探訪会を実施し、祭が持つ意義や

魅力を地域と来訪者が共有する機会を作る 

800 文化財保護

課 

 

 

 



柱３ すべての人が共に育ち、社会を創る生涯学習を振興する ３ 魅力ある文化の振興と歴史文化に親しむ機会の充実 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

３ 

拡 

「千年の美つたえび

と」づくり事業 

○文化財を守る地域のリーダーとして、また

県内の博物館や美術館と地域を結び、来訪

者に魅力を伝える人材として、｢千年の美つ

たえびと｣を養成 

1,613 文化財保護

課 

４ 

拡 

新生美術館への琵琶湖

文化館機能移転準備事

業 

○琵琶湖文化館が寄託等により保管している

国宝・重要文化財を含む約7,800点の収蔵

品を、新生美術館に円滑に移転することが

できるよう収蔵品の整理調査・修理等を進

める 

30,474 文化財保護

課 

５ 

 

指定文化財保存修理等

補助事業 

○文化財の保存と活用を図るため、文化財の

所有者等が行う保存修理等の事業に対して

助成 

129,336 文化財保護

課 

６ 特別史跡安土城跡・新

保存管理計画策定事業 

○特別史跡安土城跡を適切に保存し、また、

観光資源としても活用するため、将来にわ

たる適正な保存活用の指針となる「新保存

管理計画」を策定 

2,000 文化財保護

課 

７ 里山と文化財が織り成

す地域資産再生事業 

○木々に埋もれた各種の文化財の地域資産と

しての価値を高める里山整備等に対し助成 

2,461 文化財保護

課 

８ 特別天然記念物カモシ

カ生態調査 

○保護地域に生息するカモシカの生態や環境

変化の状況等の情報収集を行い、保護管理

の基礎となるデータを採取する特別調査を

実施 

3,120 文化財保護

課 

９ ヘリテージマネージャ

ー※の養成支援 

○登録有形文化財(建造物)や歴史的建造物の

保存・活用に携わるヘリテージマネージャ

ーの養成事業を支援 

－ 文化財保護

課 

10 文化財等の積極的な活

用 

○建造物修理工事や埋蔵文化財発掘調査の 

現場などで説明会の開催 

○文化財講座「打出のコヅチ」の開催 

－ 文化財保護

課 

 

 



柱３ すべての人が共に育ち、社会を創る生涯学習を振興する              ４ 生涯学習の場の充実 

  

 

 

 

(1) 県民に向けた生涯学習機会の充実

(1) 幅広い学習情報や学習機会の提供と学びの場づくり

(1) 県民の主体的な学びの場の充実

(2) 子どもが読書に親しむ機会の充実

・学校図書館活用支援事業

(1) ボランティア活動等の活性化やネットワークづくりの支援

４　生涯学習の場の充実

　県民の主体的な学びを推進するために、読書環境の充実や読書活動の推進を図ります。特に、
子どもが読書意欲を高め、読書習慣を身に付けることができるよう、子どもの読書活動を推進し
ます。

４　学びの成果を社会に生かす仕組みづくり

　県民がボランティア等として学びの成果を生かせるよう、福祉や環境等の分野や、学校支援活
動、社会教育施設等における活動の機会提供の充実を図ります。
　また、生涯学習を行う人々が、学びを通して多くの人とつながり、学びがより豊かなものにな
るよう、交流や情報交換の場づくりを支援します。

１　社会教育体制等の整備推進

　県民の学びの欲求に応えることができるよう、各市町の公民館等における学習機会の充実に努
めるとともに、社会教育関係団体や、高等学校、大学等と連携して学習機会の充実に努めます。

２　学習情報提供・学習相談の充実と地域で実践する生涯学習社会づくり

　県民の生涯学習を支援するため、一層、講座情報の収集や未登録団体へ情報提供を働きかける
ことで「におねっと」の内容充実を図るとともに、利便性の向上を図ります。
　また、生涯学習の推進を図るため、公民館、図書館などの地域にある身近な所で、主体的に学
習活動が行える、学びの場づくりを支援します。

３　読書環境の整備と読書活動の推進

　県民の学びの欲求に応えることができるよう、社会教育体制等の整備を推進するとともに、県民の
生涯学習を支援するため、学習情報提供・学習相談の充実等を進めます。
　あわせて、県民の主体的な学びを推進するために、読書環境の充実や読書活動の推進を図るととも
に、子どもが読書習慣を身に付けられるよう、子ども読書活動を推進します。
　また、県民が学びの成果を社会に活かす仕組みづくりを進めます。

重点事業
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１ 社会教育体制等の整備推進  

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 県民に向けた生涯学習機会の充実 

１ 県社会教育委員会議の

開催 

○社会教育の振興に係る県社会教育委員会議

を開催 

689 生涯学習課 

２ 社会教育体制強化支援

事業 

○生涯学習、社会教育を取り巻く諸課題につ

いて、情報交換等を行うとともに、より専

門的な知識や技術の修得を目的とした社会 

 教育担当者研修会を開催(３回) 

○教員の社会教育主事講習受講に対する補助

を行い、社会教育主事資格取得を推進 

236 生涯学習課 

３ 社会教育連絡体制支援

事業 

○社会教育関係団体(６団体)が実施する事業

に対し補助 

1,061 生涯学習課 

４ 滋賀県女性団体活動推

進事業 

(再掲 前出51頁) 

○滋賀県地域女性団体連合会およびまちづくり

の核となる地域女性団体が実施する豊かな地

域づくりの推進を図る事業に対し補助 

○一般財団法人滋賀県婦人会館による女性の生

涯学習を総合的に推進する事業に対し補助 

(800) 生涯学習課 

５ 「中学生広場」開催事

業 

○中学生の思いや意見を発表する場である

「中学生広場」の開催に対し補助 

200 生涯学習課 

６ 長浜ドーム宿泊研修館

の運営 

○青少年の活動拠点として長浜ドーム宿泊研

修館を運営 

13,617 生涯学習課 

７ 生涯学習推進本部の開

催 

○生涯学習に関する施策の推進を図る生涯学

習推進本部員会議を開催 

－ 生涯学習課 

８ 「しが☆まなび☆発

見！」開催事業 

○企業・団体・行政等の機関が連携し、「人と

人がつながる 子どもの育ち応援広場」をテ

ーマに、様々な学びや体験の機会をワンス

トップで提供  実施会場：大津、米原 

930 生涯学習課 

９ 淡海生涯カレッジ※開

設事業 

○大学・高等学校・公民館等の連携により広

域的で体系的な学習機会を提供(５地域) 

  実施校：大津校、彦根校、長浜校、 

      草津校、甲賀校 

978 生涯学習課 

10 高等学校等開放講座開

設事業 

○高等学校等の有する人的・物的教育資源の

活用により、開かれた学校づくりと県民へ

の学習機会の提供を推進 

－ 生涯学習課 

 



柱３ すべての人が共に育ち、社会を創る生涯学習を振興する              ４ 生涯学習の場の充実 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

11 地域で学ぼう「出前講

座」事業 

 

○県機関、企業、団体等が地域に出向き実施

する「出前講座」を広く紹介し、公民館、

自治会、子ども会等の生涯学習活動を支援 

－ 生涯学習課 

12 社会人の聴講制度※の

実施 

○高等学校(全日制)で社会人に学習機会を提

供          実施校：信楽高校 

－ 学校支援課 

13 社会人の科目履修制度

の実施 

○高等学校(定時制・通信制)で社会人に学習

機会を提供 

  実施校：瀬田高校、大津清陵高校通信制 

－ 学校教育課 

 

２ 学習情報提供・学習相談の充実と地域で実践する生涯学習社会づくり  

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 幅広い学習情報や学習機会の提供と学びの場づくり 

１ 淡海生涯カレッジ開設

事業(再掲 前出59頁) 

○大学・高等学校・公民館等の連携により広

域的で体系的な学習機会を提供(５地域) 

(978) 生涯学習課 

２ 高等学校等開放講座開

設事業 

(再掲 前出59頁) 

○高等学校等の有する人的・物的教育資源の

活用により、開かれた学校づくりと県民へ

の学習機会の提供を推進 

－ 生涯学習課 

３ 社会人の聴講制度の実

施(再掲 前出60頁) 

○高等学校(全日制)で社会人に学習機会を提

供 

－ 学校支援課 

４ 社会人の科目履修制度

の実施(再掲 前出60頁) 

○高等学校(定時制・通信制)で社会人に学習

機会を提供 

－ 学校教育課 

５ 「しが生涯学習スクエ

ア※」の運営 

○生涯学習の総合的な窓口として、県民の主

体的な学習を支援する「しが生涯学習スク

エア」を運営(県庁新館３階) 

○学びの場や学習プログラムに関する相談業

務等を実施 

987 生涯学習課 

６ 滋賀県学習情報提供シ

ステム「におねっと」※

の整備充実 

○県内の生涯学習情報を一元的に管理し、イ

ンターネットにより提供する学習情報提供

システム「におねっと」を整備・充実 

5,012 生涯学習課 

７ 地域で学ぼう「出前講

座」事業 

(再掲 前出60頁) 

○県機関、企業、団体等が地域に出向き実施

する「出前講座」を広く紹介し、公民館、

自治会、子ども会等の生涯学習活動を支援 

－ 生涯学習課 

８ 人権教育学びネット整

備 

○人権教育課ホームページにより人権教育に

関する情報を提供 

－ 人権教育課 
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３ 読書環境の整備と読書活動の推進   

 

区分 事業名 事業概要 予算額 

(千円) 

所管課 

(1) 県民の主体的な学びの場の充実 

１ 公共図書館協力※推進

事業 

○市町立図書館への巡回協力車を運行 

○職員巡回による市町立図書館支援 

3,856 県立図書館 

２ 図書資料等購入事業 ○一般図書や児童書、滋賀に関する資料の図

書資料の購入 

○障害者や高齢者に対する図書館サービスの

向上およびサピエ※への加入やデイジー(Ｄ

ＡＩＳＹ)※図書などの提供 

56,364 県立図書館 

(2) 子どもが読書に親しむ機会の充実 

３ 子ども読書活動推進協

議会の開催 

○「滋賀県子ども読書活動推進計画」等に基

づき、子どもの読書活動の推進のための方

策の検討・情報交換等を実施(２回) 

128 生涯学習課 

４ 子ども読書活動啓発冊

子の作成・配布 

○子ども読書活動啓発冊子の作成・配布 

 (乳幼児保護者向け・小学校下学年向け・小

学校上学年向け・中高生世代（ＹＡ）向け

啓発冊子を作成・配布) 

1,000 生涯学習課 

５ 高校生読書率向上プロ

ジェクト 

○高校生による「ビブリオバトル※」の普及･

啓発を行い、高校生の読書率の向上を図る 

75 生涯学習課 

６ 子ども読書学習講座 ○子ども読書にかかわる人を対象とした読書

活動への理解やスキルアップを図る講座を

開催 

587 生涯学習課 

７ 

□新 

学校図書館活用支援事

業 

 

○県立図書館に学校図書館支援員を配置し、

各市町の小中学校の学校図書館のリニュー

アルから学校図書館を活用した読書活動・

学習活動のプラン作成まで支援 

9,742 生涯学習課 

県立図書館 
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４ 学びの成果を社会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) ボランティア活動等の活性化やネットワークづくりの支援 

１ 「しが学校支援センタ

ー」運営事業 

(再掲 前出48頁) 

○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・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 

 


