
第２期滋賀県教育振興基本計画の概要

柱１ 子どものたくましく生きる力を育む

滋賀の目指す教育の姿

子どもが新しい時代を切り拓き、郷土への愛着と誇りを持ってたくましく歩んでいけるよう、一人ひとりの能力

や個性を伸ばし、人間力を培います。

滋賀の目指す人間像

「自立と共生」に向け、主体性・社会性を育む教育

・自立し、様々な人々や自然と共生できる人

・チャレンジし、新しい時代を切り拓く力を備えた人

・「近江の心」を受け継ぎ、地域社会に貢献できる人

滋賀の教育の基本目標 未来を拓く心豊かでたくましい人づくり
～学び合い支え合う「共に育つ」滋賀の教育～

柱２ 子どもの育ちを支える環境をつくる

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

「確かな学力」
を育む

知

４つの要素からなる「生きる力」を育みます

魅力と活力ある学校
をつくる

学校づくり

学校の教育環境の整備を進めます

生涯学習の場の充実
学びの場づくり

社会的課題に対応した学習
の推進

学習

健康づくりと生涯スポーツ
の振興

スポーツ

魅力ある文化の振興と歴史文化に
親しむ機会の充実

文化

「豊かな心」
を育む

徳

「健やかな体」
を育む

体
「滋賀の自然と地域と

共生する力」

を育む

共生社会に向けた多様なニーズに

対応する教育の推進

多様な進路・就労の実現に向けた

教育の推進

特別支援教育等 キャリア教育

教職員の教育力
を高める

教師力
安全・安心な学校・地域

をつくる

環境づくり

子どもが育つ上で大切な学校の教育環境の整備とともに、家庭や地域全体の教育力の向上を図

り、互いに連携・協力して子どもを育てます。

県民一人ひとりが生涯を通じて主体的に学習し、心豊かでいきいきとした人生を築くことができるよ

う、人と人、人と社会のつながりを育みます。

子育て環境支援の充実
を図る

家庭の教育力

社会全体で子どもを育てる環境

をつくる

地域の教育力

共生



希望する進路が実現できる学校 自己実現ができる学校

生徒が自らの興味・関心、
進路希望等に応じた学習
ができる学校

学校行事や部活動などの
取組を活発に行うことが
できる学校

生徒や教師との幅広い出
会い、集団活動を通して互
いに刺激し合うことができ
る学校

● 基礎・基本の徹底
● 自主自律の精神の涵養
● 自然や地域と共生する力の

● 新しいタイプの学校の設置
● 時代に対応した教育の推進等
● キャリア教育の推進

● 多様な学びの提供
● 定時制課程の見直し
● 中高一貫教育校の方向性

魅力ある学校づくりの推進教育における不易の取組

県立高等学校再編の基本的な考え方

活力ある学校づくりの推進

～滋賀県立高等学校再編計画の概要～

［基本計画］
平成33年度までの概ね

◇ これまでの成果等を活かした発展的な再編
◇ 地域の実情に配慮 ◇ 地域ごとの募集定員の確保

再編を進めるにあたって

平成２４年１２月策定

中学校卒業（予定）者数の推移と学校規模の変化
○ ピーク時から生徒数が約6,000人減少
中学校卒業者数 【平成2年3月】 20,747人 → 【平成24年3月】 14,226人

○ １学年あたり５学級以下となる学校数は大幅に増加
【平成2年度】 45校のうち4校 （8.9％） → 【平成24年度】 46校のうち21校 （45.7％）

これらの現状や課題に対応するため、

県立高等学校の再編による教育環境の整備が

社会の変化
○ 少子高齢化、情報化、グローバル化、科学技術の高度化

98％を超える高校等への進学率
○ 生徒の興味・関心、進路に対する考え方の多様化 ○ 依然として多い編入学、転入学を希望する生徒

生徒の志望や進路状況の変化
○ 普通科高校への進学割合が高い状態 ○ 職業系専門学科から上級学校へ進学する生徒の増加

定時制・通信制課程の役割の変化
○ 働きながら学ぶ生徒の減少 ○ 多様な目的やニーズを持った生徒の増加
○ 職業系専門学科を希望する生徒の減少

県立高等学校の現状と課題

魅力と活力ある県立高等学校づくりに向けて



具体的な再編内容

新しいタイプの
学校の設置

統合による
新しい学校の設置

総合学科の充実

地域に根ざした
学校づくり

定時制課程の見直し

職業系専門学科
の改編等

［実施計画］

平成26年度

◆能登川高校の全日制課程普通科を学年制から単位制にするととも
に、新たに単位制による定時制課程（午後・夜間）普通科を設置し、全
日制・定時制併置の総合単位制高校とする。
　〔想定する学校規模：１学年 全日制３学級、定時制（午後・夜間）２
　学級〕

平成28年度

◆彦根西高校（普通科・家庭学科）と彦根翔陽高校（総合学科）を統
合し、普通・商業・家庭の系列で編成する総合学科の高校を設置す
る。
　〔想定する学校規模：１学年 ９学級〕（彦根翔陽高校校地）

◆長浜高校（普通科・福祉学科）と長浜北高校（普通科）を統合し、普
通科の高校を設置する。
　〔想定する学校規模：１学年８学級〕
　（長浜高校校地〔平成28・29年度は長浜北高校校地〕）
　※長浜高等養護学校は、平成28年度に長浜北星高校校地に新築
　移転する。
　※新校の運営実績等を見定めた上で、新校設置後５年を目途に中
　高一貫教育校を新校に設置する。

平成26年度

◆信楽高校（普通科、セラミック科、デザイン科）を普通・セラミック・デ
ザインの３系列で編成する総合学科に改編するとともに、県外募集、
地域と連携した教育活動を展開する。
　〔想定する学校規模：１学年 ２学級〕

平成26年度

◆農業学科の小学科を改編する。
　長浜農業高校　〔想定する学校規模：１学年 ４学級
　　　　　　　　　　　 学科構成：農業科、食品科、園芸科〕
　湖南農業高校　〔想定する学校規模：１学年 ４学級
　　　　　　　　　　　 学科構成：農業科、食品科、花緑科〕
　八日市南高校　〔想定する学校規模：１学年 ３学級
　　　　　　　　　　　 学科構成：農業科、食品科、花緑デザイン科〕

◆工業学科の小学科を改編する。
　瀬田工業高校　〔想定する学校規模：１学年 ７学級
　　　　　　　　　　　 学科構成：機械科、電気科、化学工業科〕
　彦根工業高校　〔想定する学校規模：１学年 ６学級
　　　　　　　　　　　 学科構成：機械科、電気科、建設科〕
　八幡工業高校　〔想定する学校規模：１学年 ６学級
　　　　　　　　　　　 学科構成：機械科、電気科、環境化学科〕

◆瀬田工業高校（全日制課程）と瀬田高校（定時制課程）を統合し、
全日制と定時制を併置した工業高校とする。
　〔想定する学校規模：１学年 全日制７学級、定時制（夜間）１学級
　　学科構成：[全日制]機械科、電気科、化学工業科  [定時制]機
　　械・電気科〕

平成26年度

◆長浜北星高校に新たに福祉系列を設け、普通・工業・商業・福祉の
系列で編成する総合学科の高校とする。新たに設置する福祉系列で
は、生徒の進路希望に応じて、上級学校への進学や介護福祉士の受
験資格取得を目指す生徒にも対応できる教育課程を設定する。
　〔想定する学校規模：１学年 ６学級〕
　また、長浜高校福祉学科を平成26年度入学者選抜から募集停止
（廃止）する。

平成26年度

◆長浜北星高校の定時制課程を商業学科から総合学科（普通・商業
の系列を設置）へ改編する。
　〔想定する学校規模：定時制（夜間）１学年 １学級〕

◆普通科の総合単位制高校を湖東地域に設置することに伴い、彦根
東高校の定時制課程（普通科）を平成26年度入学者選抜から募集停
止（廃止）する。



    
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

はじめに 

・我が国では、障害者の権利に関する条約の批准や、批准に向けての国内法の整備により特別支援教育を取り巻く環境は大きく変化 
し、これまでの特別支援学校を中心とした「特別な場」による指導から、障害のある子どもと障害のない子どもが共に学ぶインク

ルーシブ教育システムへと移行していこうとしている。 
・その一方で、全国の知的障害特別支援学校や小中学校の特別支援学級、また発達障害等通常の学級における特別な支援が必要とする

児童生徒数は、ここ 10 年余りの間で大きく増加しており、本県においてもその例外でない。 
・こうした状況を踏まえ、県教育委員会では、第２期滋賀県教育振興基本計画においてインクルーシブ教育システムの構築を主要な取

組の一つとして位置付けるとともに、これまでの本県特別支援教育のあり方を抜本的に見直し、今後本県がめざす特別支援教育を明

らかにするため、「滋賀のめざす特別支援教育ビジョン（基本ビジョン）」として取りまとめることとした。 

第１ 本県特別支援教育の現状と課題および今後の方向性 

・児童生徒数の増加 → 指導の充実と教育環境の整備が課題 

就学指導の状況 → 市町間で就学率等に差がある状況を踏まえた適切な就学指導の検討 

特別支援学校卒業生の就職率 → 職業的自立をめざした取組の充実 

・今後の方向性→インクルーシブ教育システムの構築ときめ細かな就学・進路指導をとおした社会的・職業的自立の実現 

第２ 本県のめざす特別支援教育 ～基本ビジョン～ 

  本県がめざす特別支援教育の「基本理念」を次のとおりとした 

 障害のある子どもが十分な教育を受けられるよう、教育の充実を図るとともに、障害のある子どもと障害のない子どもが共に

学び合うことにより、「地域で共に生きていくための力」を育てる 

この基本理念に基づき、その達成のための柱（観点）を次の 7点にまとめた。 
まず、「共に学ぶ」を中心の柱としておき、障害のある子どもと障害のない子どもが共に学ぶことをめざす。 

その上で、この「共に学ぶ」を支える周りの柱として、地域で学ぶことや学びの場が柔軟に選択できるよう「適切な就学相談」を

推進する。さらに、子どもたちがそのニーズに応じた十分な教育を受け最大限度までその能力を伸長できるよう、学校等における「教

員の資質能力向上」と、各学校園等の「発達段階に応じた指導」を進める。またこうした各学校園等の取組を支援するため、県市町

において「教育環境の整備・充実」を図り、それぞれが「役割を分担」しながら連携協力して取り組む。 

これら取組を通して、障害のある児童生徒の自立に向けた意欲を高め「社会的・職業的自立」による『自立と社会参加』を進める。 

【７つの柱】 

①共に学ぶ（基本の柱）  ・インクルーシブ教育システムの構築に向けて、障害のある子ど 

もと障害のない子どもが共に学ぶことを推進 

②適切な就学相談     ・子ども一人ひとりの障害に応じた望ましい学びの場が柔軟に選 

択（見直し）できるよう、適切な就学相談を実施 

 ③教員の資質能力向上   ・発達障害を含む障害のある子ども一人ひとりの障害の状態や教 

               育的ニーズに応じたきめ細かな指導のための教員の資質能力の 

向上  

・すべての学校園等における教員研修の充実と人事交流等の促進 

④発達段階に応じた指導  ・発達障害を含む障害のある子ども一人ひとりの能力の伸長と豊 

              かな成長促進のため、各学校園等における指導を改善・充実 

⑤教育環境の整備・充実  ・合理的配慮の検討と基礎的環境整備など、教育環境の整備・充 

実 

・新たな学籍の仕組みづくりや小中学校等への特別支援学校分教 

室設置についての研究。また中・長期的な展望に立った新たな学校づくり等の検討 

⑥教育における役割分担  ・インクルーシブ教育システムの構築に向けた県と市町との連携協力の推進 

⑦社会的・職業的自立   ・発達障害を含む障害のある子どもが、日常生活や社会生活の技能や習慣を身に付け、社会参加のため 

              の知識、技能および態度を養うことができるよう指導を充実し、そのための環境を整備 

 

第３ 各学校園等における特別支援教育 

①幼稚園・保育所等 

 ・発達障害を含む障害のある幼児一人ひとりの障害特性に合ったあそびや運動などをとおして、成長の土台となる力（体力、身体を

使う力、考える力、物事を調整する力、思いを伝え受けとめる力等）を育てる 

 ・小学校への就学相談にあたっては、保健・医療、福祉等関係機関との連携のもと適切な情報を提供し、子どもの障害の状況や保護

者のニーズを丁寧に把握した上で、個別の教育支援計画などにより円滑な接続となるよう配慮する 

 ②小学校 

 ・障害のある児童と障害のない児童が共に学ぶ体制づくりを進めるとともに、 
きめ細かな就学指導や進路指導を行う 

 ・通常の学級と特別支援学級や通級指導教室、および特別支援学校との連携 

を強化し、発達障害を含む障害のある児童一人ひとりの障害特性等に応じ 

た指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行う 

 ③中学校 

 ・障害のある生徒と障害のない生徒が共に学ぶ体制づくりを進めるとともに、 
きめ細かな就学指導や進路指導を進めるため、発達障害を含む障害のある 

生徒や保護者に対し適切な情報を提供して、目的をもった進路選択となる 

よう指導・支援する 

・通常の学級と特別支援学級や通級指導教室、および特別支援学校との連携 

を強化し、発達障害を含む障害のある生徒一人ひとりの障害特性等に応じ 

た指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行う 

④高等学校 

・特別支援学校等の助言・援助を活用し、個々の生徒の障害に応じた指導内 

容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行う 

・発達障害等の生徒に対し、学習指導要領に基づいた教育課程の弾力的運用 

 やソーシャルスキルトレーニングの導入、また指導方法等を工夫し、個々 

 の生徒の障害特性に合った指導の充実を図る 

・発達障害生徒等の進路指導にあたっては、進学にあっては大学入試センターや進学希望先大学などと、また就職にあっては医療、

福祉、労働などの関係機関との十分な連携のもと、適切な本人・保護者への情報提供と支援に努める 

⑤特別支援学校 

・幼児児童生徒一人ひとりの障害の状況に応じた自立と社会参加に向けて、生活技能を高め、将来の生活を豊かにしていくためのき

め細かな教育を充実する 

・幼稚部、小学部における成長の土台となる力づくりと、中・高等部における知識、技能、マナー、体力等就労に向けた基礎的能力

の養成をめざす 

・高等養護学校や特別支援学校高等部の教育課程を見直し、新たな学科の設置等により、生徒の社会的自立や職業的自立に向けた指

導の充実を図る 

・専門性を担保するため、すべての教員の特別支援学校教員免許状の取得をめざす 
 ・障害のある子どもの生活の場が地域であることを踏まえ、地域の人々の協力を最大限得られるよう地域等との連携を深める 
 ・各障害種の指導の専門性を担保しながら、障害の重度・重複化を踏まえた複数の障害種に対応した特別支援学校の設置を進めると 
  ともに、望ましい名称について検討する。また中・長期的な展望に立って、県内各地域における特別な支援を必要とする児童生徒

の動向（将来推計）等を丁寧に把握し、様々な教育的ニーズに対応できる学校づくりを進める 

第５ 実施計画について ～今後のスケジュール～ 

「基本ビジョン」に基づく「実施計画」の策定にあたっては、市町教育委員会との十分な意見交換を行い、平成 27 年度中を目途に、

5年程度の短期計画・10 年または 10 年超の中・長期計画を策定 

 

「滋賀のめざす特別支援教育ビジョン（基本ビジョン）」の概要 

第４ 関係機関との連携について 

①保健・医療、福祉との連携 ・保健・医療、福祉と連携し、教育的ニーズを反映した個別の教育支援計画を作成し、早期からの本 

               人・保護者への適切な相談支援を行う 

 ②労働部局や経済団体との連携 ・労働部局や経済団体と連携し、職場の開拓や企業ニーズの把握に努め、障害のある生徒の就労支援 

体制を構築する 



[学校教育の指針(全体構造図)]

(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

(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

(1) 社会性や思いやりの心の育成

(2) 人と人との絆を深める豊かな人間関係の育成

(3) 互いの人権を尊重する心や態度の育成

(1) 体力向上と健康の保持増進

(2) 健全な心身を育む食育の推進と生活習慣の向上

(1) 地域資源を活用した特色ある教育の推進

(2) 自然体験活動を取り入れた実践的な環境教育の推進

(1) 特別支援教育の推進

(2) 外国人児童生徒等への学習支援

(1) 社会的・職業的自立を目指すキャリア教育の推進

(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

７ 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

(2) 信頼される学校づくり

８ 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

９ 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

(2) 学校安全体制の整備の推進

(3) 子どもが自ら命を守る力を身に付ける教育の推進

２ 豊かな心を育む

滋賀の教育行政の基本目標

～学び合い支え合う「共に育つ」滋賀の教育～

未来を拓く心豊かでたくましい人づくり

６ 多様な進路・就労の実現に向け
た教育の推進

４ 滋賀の自然や地域と共生する力
を育む

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

３ 健やかな体を育む

１ 確かな学力を育む



学ぶ力向上滋賀プラン 

学ぶ力を育む６つの滋賀プラン（進行計画） 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

体験活動の推進

キャリア教育の推

進

個に応じたきめ細

かな指導の推進

体験を通して学び

の基礎を育成

学び合う学習環境

づくり

自他を尊重する集

団づくり

繰り返し取り組み、

学ぶ意欲の向上

や自信の獲得

個に応じた学習サ

ポートや運動機会

の充実

基礎的・基本的な

知識・技能の定着

放課後等の補充

学習、運動機会の

充実

家庭での学習習

慣や主体的な家

庭学習の確立

人間関係の育成

や生活習慣の改

善についての啓発

学校、家庭、地域

社会が一体とな

り、自己実現を図

れるよう支援

体力向上・運動機

会の充実

思考力・判断力・

表現力の育成

教科指導力の向

上

系統的な英語教

育の推進

（６）授業を改善するプラン

土曜日ならではの

豊かな教育環境の

提供

（４）放課後や家での時間の

    使い方を考えるプラン

（５）県全体で子どもの力を

    伸ばすプラン

（１）一人ひとりの学ぶ力を

    高めるプラン

（２）生活の中で学ぶ力をつける

    プラン

（３）繰り返し努力したことを認め
    能力や可能性を引き出す

    プラン

・２年スパン（Ⅰ期・Ⅱ期）で４年計画を策定
・学力・学習状況等の改善の方向性と施策を示す

各市町や学校で手引きを作成
児童生徒に家庭学習の意義や方法を指導
保護者に家庭学習の意義を説明、共通実践

自分も他の人も大切にした集団をつくる取組の推進

絆をつむぐ

学校づくり

基礎学力を向上させる実践研究

言語活動

スタートアップ事業
学ぶ力パワーアップ事業

成果の普及、各学校での実践

学力向上

アプローチ事業
活用する力をつける実践研究 成果の普及、各学校での実践

初任者研修・10年経験者研修の内容精選・充実

校内研究の充実を図る研修の充実

体育の授業づくり・体力向上の推進

体力向上支援事業

各学校・園での実践手引きを活用した授業研修

会の実施

評価問題でつまずきを把握

学習プリントを活用して学び直し
基礎的・基本的な知識・技能の定着 → 思考力・判断力・表現力の育成

小・中・高を通じた系統的な英語教育を推進

英語力向上に向け

ての調査・研究

基礎的・基本的な知識・技能の定着

学び方の指導、学ぶ意欲の向上

学習状況や生活習慣の改善

思考力・判断力・表現力の育成
課題発見能力・問題解決能力の育成

学級活動いきいき体

験プロジェクト

リーフレット等で学習

習慣・生活習慣の改

善を啓発
県民運動の展開

食育の日の推進

子ども輝き人権教

育推進事業

Ⅰ期 Ⅱ期

一人ひとりに応じて個性や能力を伸ばす
少人数教育

社会人・職業人として自立できる子どもの育成の推進

中学生チャレンジ

ウィーク

教科主任指導力

向上研修

＜うみのこ、やまのこ、たんぼのこによる体験活動など＞
体験活動

評価問題でつまずきを把握
学習プリントを活用して学び直し
基礎的・基本的な知識・技能の定着

→ 思考力・判断力・表現力の育成

補充学習の充実

運動機会の充実放課後の活用を支援

放課後学習

バックアップ事業

放課後学習

バックアップ事業
放課後の活用を支援

補充学習の充実

運動機会の充実

＜中学生チャレンジウィーク＞

＜少人数学級編制・少人数指導＞

＜学びの基礎体験型学習プロジェクト＞

＜学級活動スキルアップ事業＞

学び合う学習集団を作る取組

＜滋賀県「絆をつむぐ学校づくり」推進事業＞

＜放課後等活用事業＞

＜学ぶ力パワーアップ事業＞

＜放課後等活用事業＞（再掲）

＜家庭向け各広報など＞

＜しが英語力育成プロジェクト＞

＜学力向上アプローチ事業＞

＜自尊感情・学びの礎育成プロジェクト事業＞

＜土曜授業推進事業＞

＜体育授業力向上事業＞

＜教科主任指導力向上研修＞

授業づくり、仲間づくり、環境づくりなどを通して、日常的・継続的に自尊感情を育む取組を推進

＜家庭学習の充実＞

＜学年別ステップアップ事業＞

土曜日を活用した

特色ある教育活動

＜学ぶ力を育てる土曜学習支援事業＞

地域人材の協力により、豊かで有意義な土曜日を提供

学びの基礎指導

の手引きの作成・

配付

学習習慣・生

活習慣の改善

家庭学習の

手引きの作

成・配付

つまずき診断テスト

学び直しの問題集

の配付・活用

豊かな人間性や人間関係を築く力を培う



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

人権教育がめざすもの 
○人権を尊重する人間を育てること 

○本来持っている個人の能力を発揮し、自己実現を図ること 

○人と人とが豊かにつながり、共に生きること 

人権教育推進構造図   ～人が輝く人権教育～ 

普遍的な視点からのアプローチ 
人権の大切さや人間の尊厳など人権に 

ついての基礎的な学び 

◇かけがえのない人間として自らの生き方を追求する 

◇自尊感情を高め、豊かな感性や人権感覚を育む 

◇人とのかかわりを通して、自分を見つめ、高める 
 
◇社会とのかかわりを通して、互いに認め合い共に生きる 

 

個別的な視点からのアプローチ 
個別的な人権問題を通しての学び 

 
◇差別の不合理性についての認識を深める 
 
◇人権獲得の歴史と人々の生きざまに学ぶ 
 
◇身の回りの課題解決に向けた実践的態度を培う 
 
◇さまざまな人権問題の学びへと発展させる 
 

幼稚園・保育所 家庭 学校 地域社会

推進体制の充実 
 
○指導者の養成と研修

の充実 

○機能的な体制づくりと

取組の点検・評価 

○人権が大切にされる 

学習環境づくり 

人権学習の具体的展開 
 
○さまざまな学習機会の

提供 
○人権感覚を高める学習

内容・教材の工夫 
○学習方法の工夫 

（参加・協力・体験） 
○社会情勢の変化への

対応 

より豊かな実践の展開 
 
○情報の発信と活用 

○連携やネットワーク化に

よる地域づくり 

○ボランティア活動やＮＰＯ

活動とのかかわり 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

滋 賀 生 の 涯 学 習 社 会 づ く り 基 本 構 想                 

○自立した個人の形成 ○学習を通じたきずなづくり 

○豊かな地域づくり ○協働の推進 

○環境    琵琶湖や周りの山々など自然を大切にする環境意識 
○歴史・文化 豊富な文化財と新たな文化の創造 
○近江の心  大切に守り育て未来につないでいくべき先人たちの教え 

生涯学習を行う県民の割合（64.0％） 

生涯学習の目的 「楽しみや生きがい」（59.9％） 

大切だと思う学習課題 「環境問題」「高齢者の生きがい活動」「健康 

           の維持・増進」 

 

第１章 基本的な考え方 

第３章 県の施策の総合的な展開 第２章 各主体の取組 

 

 

「つながりで未来を拓く 滋賀の生涯学習社会づくり」 

～まなぶ いかす つながる～ 

 

基本目標 

基本目標を達成するための３つの柱 

～個人と社会のニーズに応じた学びの充実～ 

ア 「まなぶ」の２つの視点 

イ 「いかす」や「つながる」を意識した学び工夫 

ウ 滋賀の良さを実感できる学びの機会の提供 

①まなぶ 

～学びの成果を生かす機会の設定と拡充～ 

ア 「いかす」機会の重要性 

イ 「いかす」場の設定 

ウ 「いかす」につながる評価 

②いかす 

～学びを通した人と人、人と社会のつながりの推進～ 

ア つながりの構築 

イ 「つながる」機能の充実 

ウ 情報の提供 

③つながる 

 各主体の 

ネットワーク 

の形成 

ボランテ 

ィア団体・

ＮＰＯ 

 

行政 

 

県民 

 

地域 

社会教育 

施設等 

企業等 

学校・ 

大学等 

・学習情報提供・学習相談の充実 
・交流と情報交換の場づくり 
・生涯学習を支援する人材の育成 

生涯学習の各分野における施策の推進 

「つながる」環境の整備 

・環境に配慮した社会づくり 
・魅力ある文化の振興 
・健康づくりとスポーツ活動 
・キャリア形成と「仕事と生活の調和」 
・子どもの育ちを支える社会づくり 
・人権尊重の社会づくり 
・多文化共生の推進 
・科学技術の高度化への対応 
・安全・安心な社会づくり 
・男女共同参画社会の実現 
・誰もがいきいきと暮らせる福祉社会づくり 
・特色を生かした魅力ある地域づくり 

生涯学習社会づくりの 
意義 

生涯学習社会づくりで大 
切にしたい「滋賀らしさ」 
 

滋賀の生涯学習社会づく 
りの現状と課題 
 



第３次滋賀県子ども読書活動推進計画の概要

子どもの読書活動推進の意義

計画の性格と役割・計画期間

第１章 第３次計画の策定にあたって

・読書活動は、言語能力を養い、情緒を育み、知識を獲得し、自己を形成する営み
・子どもの読書は、自ら考えて生きる力を身につけた社会の一員となるための大切な活動
・子どもを社会の一員として育むため、自主的な読書活動のための環境整備が必要

(1) 性格と役割
・「子どもの読書活動の推進に関する法律」第9条第1項の規定に基づく
・同法第9条第2項の規定に基づき、市町が子ども読書活動推進計画を策定する際の基本となる

(2) 計画期間
・平成26年度から概ね5か年

第２章 第２次計画期間中の成果と課題

主な成果

・１か月に１冊以上本を読む児童生徒の割合(読書率)は全国平均を上回る
小学生：96.9% （全国平均94.7%）
中学生：84.1% （ 〃 83.1%）
高校生：56.8% （ 〃 55.0%） （平成25年）

・公立図書館における児童1人あたりの児童書の貸出数は増加している
21.9冊（平成21年度） → 22.9冊（平成25年度）

・小中学校における全校一斉読書活動・中学校における公立図書館との連携の伸び悩み

・全国的傾向と同様、小→中→高と学校段階が進むにつれて読書率の低下が見られる
小学生：96.9%     中学生：84.1%     高校生：56.8% （平成25年度）

主な課題

子どもの読書活動を取り巻く情勢の変化

・図書館の設置及び運営上の望ましい基準の改正

・新学習指導要領の全面実施

・学校図書館に関わる国の施策等 （地方財政措置・学校図書館法の一部改正）

・国の第３次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」の策定

・「第２期滋賀県教育振興基本計画」の策定

①学校における読書活動の推進
②高校生の読書活動の推進

第３次計画で重点的に取り組むべき事項

第３章 第３次計画の基本的な考え方

基本目標 「すべての子どもがいつでもどこでも楽しく読書ができる環境づくり」

(1) 子どもが読書に親しむ機会の提供と諸条件の整備充実
(2) 家庭・地域・学校を通じた社会全体での取組の推進
(3) 子どもの読書活動に関する理解と関心の普及

基本的方針

各発達の段階に応じた子どもの読書活動を推進する環境づくりを進めていくことが必要

子どもの発達の段階に応じた読書活動

学校等における取組

(1) 小中学校における子どもの読書活動の推進
（重点①への取組）
・児童生徒の読書習慣の確立、読書指導の充実
・学校図書館の整備・充実
(資料・設備の充実、人的配置の推進、図書館活用の促進)

・公立図書館・家庭・地域のボランティア等との連携

(3) 幼稚園・保育所・認定子ども園における子どもの読書活動
の推進

・絵本等に親しむ機会の提供
・資料、設備の整備・充実
・教員・保育士等の理解や技能の向上
・公立図書館やボランティアとの連携

(2) 高等学校における子どもの読書活動の推進
（重点②への取組）
・読書指導の充実
・学校図書館の整備・充実
・高校生の自主的な読書活動の推進
・公立図書館との連携

(4) 特別支援学校における子どもの読書活動の推進
・児童生徒の読書活動の充実
・学校図書館の整備・充実
・教職員の専門性の向上
・公立図書館との連携

家庭における取組

(1) 啓発冊子等による啓発および情報提供
(2) 保護者に対する読書活動への理解の促進
(3) 公立図書館の利用促進
(4) 読み聞かせ会等の実施

地域における取組

(1) 公立図書館における子ども読書活動の推進
・子どもと本の出会いの場の提供
・児童図書に関するレファレンスや読書相談の充実
・蔵書の整備・充実、司書の配置と専門性の向上
・公立図書館間の協力等の推進、全域サービスの推進
・学校や地域の読書活動への支援

(2) 児童館や公民館における子どもの読書活動の推進
・子どもが読書に親しむ機会の提供、読書環境の整備・充実

(3) 文庫活動や読み聞かせボランティアなどによる子どもの読書活動の推進
・学校、図書館との連携等ボランティア活動の場の提供
・国や民間の助成の活用

(4) 関連機関・団体等との連携による子どもの読書活動の推進
・子どもが集まるところに本がある環境づくり

・関連機関とのネットワークの強化

利用や参加への働きかけ 保護者への啓発・情報提供

連
携

啓発広報等の推進 ・子ども読書活動支援センター等による啓発 ・広報等の推進 ・優れた取り組みの奨励

推進体制の整備 ・しが子ども読書活動推進協議会の開催等 ・しが子ども読書活動支援センターの活動 ・市町との連携

第４章 子どもの読書活動推進のための方策

連
携

平成20年 平成24年 第2次計画目標

小学校 99.1% 96.9% 100%
中学校 78.0% 77.3% 90.0%
高等学校 37.5% 58.3% 40.0%

平成20年 平成24年 第2次計画目標
小学校 73.6% 79.8% 80.0%
中学校 43.0% 35.0% 50.0%
高等学校 70.8% 72.9% 75.0%

第５章 指標の設定

①全校一斉の読書活動を実施している学校数の割合 ②公立図書館等との連携を実施している学校数の割合
③学校図書館図書標準を達成している学校数の割合 ④学校司書を配置している学校数の割合
⑤県民１人が公立図書館で年間に借りている図書冊数 ⑥１２歳以下の県民１人当たりの公立図書館の児童図書貸出冊数
⑦１か月に１冊も本を読まなかった児童生徒の割合（不読率） ⑧子ども読書活動推進計画を策定している市町数の割合

全校一斉読書活動を行う学校数の割合の推移 公立図書館等の連携を行う学校数の割合の推移



　

施策の５つの柱 施策目標と指標 展開方策

１ 自ら行うスポーツ活動の充実 ２ 次代を担う子どもの運動・スポーツ活動の充実
３ スポーツ環境の充実 ４ スポーツを通じた連携・協働による地域の活性化
５ 滋賀の特性を活かしたスポーツの推進

すべての県民が身近にスポーツを楽しみ、自ら進んで参画し、互いに連携・協働することを通じて、
幸福で豊かな生活を営むことができる共生社会の実現

基本方針

目指す姿
計画の目標と方針

「未来を拓く共生社会へ ～人とともに琵琶湖とともに～」

滋賀県基本構想・滋賀県教育振興基本計画（基本理念）

県民総スポーツの機会づくりの推進

女性の参加機会の拡充

中高年の運動習慣定着化の推進

障害のある人の参加機会の拡大

琵琶湖をはじめとする自然を舞台とした環境に
優しいスポーツの推進

それぞれの市町の特性を活かしたスポーツの推進

自律性(自律） 連携・協働 共生(共生社会）

幼児期からの運動(遊び）・スポーツ活動の充実

体育・保健体育の授業の充実

運動部活動の活性化

優れた能力を有するジュニア世代の発掘・育成

スポーツ推進の具体的展開

地域とスポーツ団体との連携・協働の推進

大学、企業等とスポーツ団体との連携・協働の推進

スポーツイベント・トップアスリート等を活かした
地域の活性化

スポーツ観戦機会の拡充

地域スポーツクラブの育成

スポーツ指導者等の育成

スポーツエキスパートの育成

学校体育施設・スポーツ施設の活用・充実

スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは

全ての人々の権利

スポーツ基本法

５

滋賀の特性
を活かした
スポーツの推進

４

スポーツを
通じた連携・
協働による地域
の活性化

３

スポーツ環境
の充実

１

自ら行う
スポーツ活動
の充実

２

次代を担う
子どもの運動・
スポーツ活動
の充実

施策目標

○ 成人の週１回以上のスポーツ実施率

国の実施率を上回る（最新調査結果）

指 標

施策目標

○ １日の運動・スポーツ実施時間が1時間以上の割合（小５）

(授業を除く）

全国平均を上回る

指 標

【現状： 男子（県：53.19点 全国：54.36点）、女子（県：52.56点 全国：54.89点】

全国平均を上回る

2013年度（平成25年度）から概ね5年間

計画の期間

施策目標

○ 特性を活かした市町のスポーツ推進に関する計画策定率

100％

指 標

【現状： 47.4％(9／19市町)(H24年度)】

琵琶湖をはじめとした豊かな自然や学生を中心とした若い世代、
地域の特性を活かした滋賀らしいスポーツを推進する

施策目標

○ 大学生が参画する総合型クラブの数
２０クラブ以上

指 標

【現状： ６／49クラブ(H24年度)】

スポーツを通じて元気で活力ある地域をつくるため、大学、企業、
地域、スポーツ団体等のさまざまな団体が主体的に連携・協働するこ
とを目指す

県民が気軽にスポーツに親しむことができる「する、みる、支える(育
てる）」スポーツ環境の充実に努める

施策目標

○ （公財）日体協公認スポーツ指導者の数

５００人以上の増（2,888人以上）

指 標

５００人以上【現状：有資格指導者(271人) (H24年度】

○ 総合型クラブで指導する有資格スポーツ指導者の数

【現状：２，３８８人(H２４年度)】

○ 子どもの体力・運動能力テストの体力合計点（小5）

【現状： 男（県：68.3% 全国：72.1%）、女（県：45.3% 全国：48.2%】（H２２年度)

すべての子どもが将来自ら進んで楽しみながらスポーツに取り組め

るよう、学校・家庭・地域において子どもの運動・スポーツ活動を充

実する

【現状：週１回以上 県：42.2％（H23年度) 参考：国：45.3％（H21年度）】

年齢や性別、障害等を問わず、すべての県民が「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
ツ活動の充実を目指す



平成26年12月　滋賀県教育委員会　策定

計画の着実な推進のためには、明確な目標の設定が必要と考

えられることから、滋賀県競技力向上基本計画の目標を

●第79回国民体育大会における男女総合優勝である天皇杯

獲得

とします。あわせて、以下の2点を目指します。
〇平成27年から平成36年までの10年間にオリンピック・
パラリンピックなどの国際大会に出場する本県出身の選手
30人以上の輩出

〇国体終了後も本県の競技スポーツの発展に努め、国体を
契機に高めた全国トップレベルの競技水準の定着

目 標

これらの目標
達成に向けた取
組を通じ、県民
が夢や希望を育
み、活力ある元
気な滋賀を実感
できる、幸福で
豊かな共生社会
の実現を目指し
ます。

本県の競技力の主な現状

○第68回国民体育大会（平成25年）の天皇杯順位 40位、天皇杯得点 763.8点。

○全国高校総合体育大会 入賞数 20、全国中学校総合体育大会 入賞数 21。

○滋賀県出身のオリンピック・パラリンピック出場者数、過去5大会で17名。
≪トリノ：１名 北京：5名 バンクーバー：2名 ロンドン：7名 ソチ：2名≫

段階的目標

○各競技の強化活動を効果的に行う必要がある
○滋賀県の自然環境を活かした競技種目の重点強化が有効
○選手の競技活動を支える環境の整備が必要
○県全体で競技選手を応援する機運の醸成

トップアスリート育成

オリンピック・パラリンピック出場

国体・全障大会 入賞

国体・全障大会 出場

全国大会 出場

○優秀な選手が県外に進学する

○成年選手が競技を継続できない

○明確な目標が選手に必要

○女性選手の競技継続が難しい

○障害者スポーツの選手確保

○指導者の高齢化・指導者不足

○指導者の資質向上

○組織的な指導体制の構築

○女性指導者の不足

○障害者スポーツの指導者不足

近畿ブロック大会 出場

滋賀県予選突破

滋賀県予選大会 出場

県民総スポーツの祭典・県障害者スポーツ大会出場
競技スポーツに親しむすべての県民

選手が伸びる 選手を伸ばす

滋賀県の
競技力向上を
図るには！

選手の育成強化
①ジュニア選手の発掘・育成・強化

②成年選手の育成・強化・確保

③オリンピック・パラリンピック候補選手

の活動支援

④女性アスリートの育成・強化

⑤障害者スポーツの普及・選手の拡大

指導体制の充実
①指導者の確保

②指導者の養成・資質向上

③組織的な競技力向上の推進

強化拠点の構築・環境の整備
①強化拠点の構築

②施設の整備・競技用具の充実

③医科学サポート体制の整備

④選手・指導者の参加体制の整備

⑤交流・連携の促進

⑥広報を通じた県民の機運醸成

選手を支える課題

課題 課題

対策・取組 対策・取組

対策・取組


