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柱１ 子どものたくましく生きる力を育む 

 

１ 「確かな学力」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て、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ぶ力の向上を図ります。 
 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、個に応じたきめ細や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。 

(1) 確かな学力向上を図るための授業改善 

●新学びの質を高める指導力向上プロジェクト 

・「学ぶ力向上 滋賀プラン」の実効性を高め、学びの質を高めるため授業や指導力の向上を図る

ための事業を総合的に実施し、幼児児童生徒の系統的な学ぶ力を育成 

6,820千円 

幼小中教育課 

●「学びの変革」推進プロジェクト 

・次期学習指導要領を見据え、変化し、複雑化する課題の解決に必要な資質・能力を育成するた

めの授業改善を実施 

2,700千円 

高校教育課 

●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 

・学校司書に求められる資質能力の向上に向けた実践的な調査研究 

1,841千円 

(国委託事業)

幼小中教育課 

●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 

3,743千円 

高校教育課 

●土曜授業の取組 

・家庭や地域との連携のもと、外部人材等の協力を得るなど、土曜日等における授業に取り組む 

－千円 

高校教育課 

幼小中教育課 

●学ぶ力向上支援事業 

・学ぶ力の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 

30,000千円 

教育総務課 

(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 

3,359,324千円 

教職員課 

●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 

1,122,208千円 

教職員課 

(3) 家庭と連携した学習習慣の確立 

●家庭学習の充実（新学びの質を高める指導力向上プロジェクト）(再計上述) 

・各市町や学校で作成された家庭学習の手引や、「授業と家庭学習をつなぐための参考資料」を活

用し、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 

(6,820千円) 

幼小中教育課 

(4) 幼児教育の質的向上 

●学びに向かう力推進事業 

・幼児期から学びに向かう力を育成するとともに、小学校教育との円滑な接続を図るなど、幼児

教育の在り方等について実践的研究を推進 

514千円 

幼小中教育課 
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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や国際理解力

を育成する教育をはじめ、コミュニケーション能力、情報活用能力、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。 

(1) グローバル人材の育成 

●しが英語力育成プロジェクト 

・小学校における英語の教科化を見据え、小学校英語教育の充実を図るとともに、小中高を通じ

た系統的な英語教育を推進する。また、高校生に対して、海外体験プログラム等の発展的な取

組を行う 

14,200千円 

高校教育課 

幼小中教育課 

●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 

2,011千円 

高校教育課 

幼小中教育課 

●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 

10,300千円 

高校教育課 

●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） 

1,871千円 

高校教育課 

●語学指導外国青年（ＡＬＴ）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) 

87,971千円 

高校教育課 

●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 

27,561千円 

総合教育ｾﾝﾀｰ 

●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 

122,241千円 

高校教育課 

●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 

35,829千円 

高校教育課 

●教育の情報化推進事業 

・ＩＣＴ活用指導力・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 

3,012千円 

総合教育ｾﾝﾀｰ 

高校教育課 

●ＩＣＴ活用推進モデル事業 

 ・モデル校において、ＩＣＴ機器を活用した授業の実践事例を提供することで、県内の小・中学

校および高等学校の授業でのＩＣＴ機器の活用状況を改善 

420千円 

高校教育課 

幼小中教育課 

●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 

268,681千円 

教育総務課 

●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 

－ 

幼小中教育課 

●小規模校に対する特色ある学校づくり支援事業 

 ・小規模校における特色ある学校づくりを支援するため、ＩＣＴの活用、小規模校間の連携、少

人数学級や複式学級の効果的な在り方などをモデル校で研究し、成果を普及 

139千円 

幼小中教育課 
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(2) 社会の変化に対応した地域や産業界との連携 

●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キャリア教育推進会議を実施 

801千円 

(市町立中学校実施分

は自治振興交付金) 

幼小中教育課 

●新次代を担う生徒のキャリア教育推進事業 

  ・中学校での職場体験の経験を高校で継承させるとともに、課題解決型のインターンシップや起

業体験など発展した取組により、職業観や勤労観を育成 

6,900千円 

高校教育課 

●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 

6,000千円 

高校教育課 

(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 

・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 

3,990千円 

(事務員のみの経費) 

高校教育課 
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２ 「豊かな心」を育む 

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。 

(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 

・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 

10,000千円 

(国委託事業) 

高校教育課 

幼小中教育課 

●心の元気さんさんプラン 

 ・すべての公立小・中学校で次の取組を実施 

参画 ゲストティーチャーを活用した授業の実施 

研鑽 道徳教育の研修会 

参観 道徳の時間の善行的な授業公開 

－ 

幼小中教育課 

(2) 子どもの規範意識の醸成 

●地域教育力活性化推進事業 

・通学合宿の取組など青少年の体験活動の充実に向けた実践交流会を開催 

・各種体験活動の情報収集、発信等 

83千円 

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 

●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 

・児童学習航海(１泊２日) 96航海 

・「湖の子」体験航海(１日) １航海 (未乗船児童対象) 

・学習船「うみのこ」親子体験航海(１日)２航海(県内および近隣府県３、４、５年生親子対象) 

・「沖島ぐるっと一周」航海(１日) １航海 (不登校児童生徒対象) 

267,830千円 

びわ湖ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ

ｽｸｰﾙ 

●学習船建造事業費 

・学習船「うみのこ」新船の建造および建造監督を委託 

1,226,390千円 

教育総務課 

●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 

107,610千円 

森林政策課 

(幼小中教育課) 

●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) 

食のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ推進課 

(幼小中教育課) 

●「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 

23,411千円 

文化振興課 

(幼小中教育課) 

●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) 

－ 

高校教育課 

幼小中教育課 
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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。 

(1) 自分もほかの人も大切にする集団づくり 

●自然体験活動指導者養成事業 

・教員や体験活動指導者等を対象に「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 

191千円 

生涯学習課 

(2) 男女共同参画の視点に立った教育の推進 

●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(女性活躍推進課発行)］ 

・「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) 

－ 

高校教育課 

幼小中教育課 

(女性活躍推進課) 

(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） 

●高等学校等文化芸術活動ジャンプアッププロジェクト 

・次世代の文化芸術の担い手となる若手芸術家の育成や、拠点校・伝統校の育成に向けた取組、特

別支援学校の文化活動の充実等により、高等学校等の文化部活動の活性化を図る 

3,000千円 

高校教育課 

●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・特別支援学校対象) 

－ 

幼小中教育課 

●びわ湖フローティングスクール実施事業 (再掲 前出８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 

(267,830千円) 

びわ湖ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞｽｸｰﾙ 

●学習船建造事業費 (再掲 前出８頁) 

・学習船「うみのこ」新船の建造および建造監督を委託 

(1,226,390千円) 

教育総務課 

●森林環境学習「やまのこ」事業(再掲 前出８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 

(107,610千円) 

森林政策課 

(幼小中教育課) 

●たんぼのこ体験事業(再掲 前出８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) 

食のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ推進課 

(幼小中教育課) 

●「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８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 

(23,411千円) 

文化振興課 

(幼小中教育課) 

●環境美化の日における環境美化活動等の実施(再掲 前出８頁) 

・環境美化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) 

(－) 

高校教育課 

幼小中教育課 
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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。 

(1) 人権についての正しい理解と認識を深める学びの充実 

●人権文化を創造する学校づくり研究推進事業 

・いじめや差別を許さない学校づくりを推進するため、研究推進校(４校)において子どもの主体性、

多様性、持ち味といった視点を大切にした実践研究を行い、その成果を県内全域に発信 

・連絡協議会の開催(２回) 

555千円 

人権教育課 

●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地域) 

1,620千円 

(国委託事業) 

人権教育課 

 (2) 子どもの感性や人権感覚を育む人権教育の深化 

●自尊感情・学びの礎育成プロジェクト事業 

・学校・園・所・関係機関・家庭および地域社会が連携し、子どもの自尊感情を高めることに焦点

を当てながら、学力や生活に関する調査・分析をもとに実践研究を行い、その成果を県内全域に

発信(市町への委託30学区) 

・推進交流会を開催(３回) 

・ブロック別交流研究会を開催(５回) 

4,712千円 

人権教育課 

●人権文化を創造する学校づくり研究推進事業(再掲 上述) 

・いじめや差別を許さない学校づくりを推進するため、研究推進校(４校)において子どもの主体性、

多様性、持ち味といった視点を大切にした実践研究を行い、その成果を県内全域に発信 

(555千円) 

人権教育課 

●人権教育研究推進事業(再掲 上述) 

・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地域) 

(1,620千円) 

(国委託事業) 

人権教育課 

(3) 子どもの自己実現を図るための連携の強化 

●自尊感情・学びの礎育成プロジェクト事業(再掲 上述) 

・学校・園・所・関係機関・家庭および地域社会が連携し、子どもの自尊感情を高めることに焦点

を当てながら、学力や生活に関する調査・分析をもとに実践研究を行い、その成果を県内全域に

発信(市町への委託30学区) 

(4,712千円) 

人権教育課 

●子どもを支える人権のまちづくり促進事業補助事業 

・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17地域) 

1,445千円 

人権教育課 

●地域総合センター教育事業担当職員設置費補助事業 

・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 

22,968千円 

人権教育課 

(4) 教職員の人権感覚・指導力の向上 

●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・中学校人権教育校長研修会(２回) 

・人権教育担当者研修会(２回) 

・高等学校・特別支援学校人権教育校長研修会(１回) 

・市町教委・学校・園人権教育指導担当者会議（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(１回) 

1,906千円 

人権教育課 
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●人権教育リーダー養成事業 

・教育現場での世代交代が進む中、人権教育の中核となるリーダーを養成し、学校全体の実践的指

導力向上を図るため、講座を開催 

・基礎講座と実践講座(各３日間) 

521千円 

人権教育課 

●人権教育実践力向上事業 

・人権教育を行う教職員に求められる人権意識や指導力の向上を図るため、講座を開催 

・実践力向上講座(３回) 

182千円 

人権教育課 

●人権教育研究大会開催補助事業 

・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28日(土)、29日(日)開催) 

1,400千円 

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 

３ 「健やかな体」を育む 

「健やかな体」を育むため、体育・保健体育の授業の充実を図り、運動習慣を確立することで体力の向上

を目指すとともに、健康教育の充実を図ることで健康の保持増進の基礎となる力を培います。 

また、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・協働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。 

 

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、体力の向上の取組を推進します。 

 また、健康教育の充実を図り、子どもたちが健康に関心をもち、生涯を通じて健康な生活を送る基礎を培

うことができるよう、組織的な取組を一層推進します。 

(1) 子どもの体力の向上、体育・保健体育科の授業の充実 

●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 

・学校体育実技(武道)講習会を開催(10月３日(火)) 

・体育的活動等における事故防止研修会を開催（8月8日（火）） 

・学校体育研究発表大会を開催(２月２日(金)) 

・授業実践交流(県内４ブロックで各１回) 

2,171千円 

保健体育課 

●子どもの体力向上推進事業 

・児童・生徒が、運動に興味関心を持って取り組めるよう、子どもの運動機会の充実に努め、体

育・保健体育科の授業の工夫改善、指導力の向上を図ることで、体力の向上を推進する 

4,901千円 

(国委託事業) 

保健体育課 

(2) 運動部活動の活性化等の取組 

●運動部活動人材活用支援事業 

・中学校・高等学校の運動部活動の指導に対して、優れた技能を有する教員ＯＢや地域の外部指

導者の派遣およびその活用 

2,306千円 

保健体育課 

●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・全国中学校駅伝大会に対し補助 

46,572千円 

保健体育課 

●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教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（体罰防止）を実施 

119千円 

保健体育課 

(3) 子どもの健康教育の推進 

●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するとともに、養護教諭の職務および学校保健の課題に関する

意識と研修実態を調査により把握し、今後の養護教諭の資質向上に向けた施策を講ずる 

・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 

・学校保健研修会の開催（７月11日(火)） 

・学校における予防すべき感染症にかかわる研修会の開催（10月19日（木）） 

2,433千円 

(国委託事業) 

保健体育課 
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●学校保健の推進 

・メンタルヘルス、がん教育、性に関する指導の推進に向け、教員を対象に専門的な知識や指導

方法等に関する研修会を実施 

・学校保健研修会を開催(７月11日(火)、保健主事・養護教諭対象) 

・学校保健研究大会を開催(10月19日(木)、学校保健関係者・学校医等対象) 

－ 

保健体育課 

●薬物乱用防止教室事業 

・薬物乱用防止教室指導者講習会を開催(11月２日(木)、外部講師・学校保健関係者対象)  

180千円 

（国委託事業）

保健体育課 

 

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。 

(1) 子どもの食の自己管理能力や望ましい食習慣の習得 

●湖っ子食育推進事業 

・児童生徒が「ぐっすり睡眠・しっかり朝食」を合言葉として生活習慣の改善に向けて取り組め

るよう、学校を中心に家庭や地域と連携し啓発しながら、学校における計画的で継続的な食に

関する指導の充実を図る 

・小・中学校・特別支援学校における月１回の「食育の日」を設定し学校の取組を充実 

・食に関する指導研修会を開催（６月27日（火）） 

・学校給食衛生管理講習会を開催（７月24日（月）） 

159千円 

保健体育課 

●食に関する指導等 

・食育にかかる優れた実践活動を表彰 

・県学校給食研究大会を開催(８月１日(火) ピアザ淡海) 

313千円 

保健体育課 

(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 

●びわ湖フローティングスクール実施事業 (再掲 前出８頁) 

・びわ湖フローティングスクールにおける食育タイムを実施 

 （郷土の食材を取り入れた食事の献立の説明、 調理にたずさわる人たちの紹介等） 

(－) 

びわ湖ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ 

ｽｸｰﾙ 

(3) 子どもの生活習慣の改善、向上 

●「早寝・早起き・朝ごはん」県民運動推進事業 

・小中学生を対象とした「早寝・早起き・朝ごはん」県民運動ポスターコンクール等を実施し、

基本的な生活習慣の育成や家庭の教育力の向上を図る 

88千円 

生涯学習課 
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４ 「滋賀の自然や地域と共生する力」を育む 

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など、様々な地域宣言を教育活動に生かしていきま

す。 

子どもが、自然とのつながりや関わりに関心をもち、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。 

 

１ 地域資源を活用した特色ある教育の推進 

 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。 

(1) 郷土の歴史や文化財を学ぶ機会の充実 

●新文化財継承人づくりアクティブ・ラーニング・モデル事業 

・中高生を対象に、文化財を活用したアクティブ・ラーニング（AL）による講座を行うことによ

り、将来、文化財を主体的に保存継承できる人材を育成 

・文化財を活かしたAL実例の蓄積と指導法を構築 

400千円 

文化財保護課 

●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) 

－ 

幼小中教育課 

●「近江の心」推進事業 

 ・道徳教材「近江の心」の作成発行 

  小学校版 平成28年度  中学校版 平成29年度 

140千円 

(国委託事業) 

幼小中教育課 

 

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。 

(1) 自然体験活動の系統的な取組 

●びわ湖フローティングスクール実施事業 (再掲 前出８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 

(267,830千円) 

びわ湖ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ 

ｽｸｰﾙ 

●学習船建造事業費 (再掲 前出８頁) 

・学習船「うみのこ」新船の建造および建造監督を委託 

(1,226,390千円) 

教育総務課 

●森林環境学習「やまのこ」事業(再掲 前出８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 

(107,610千円) 

森林政策課 

(幼小中教育課) 
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●たんぼのこ体験事業(再掲 前出８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) 

食のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ推進課 

(幼小中教育課) 

(2) 持続可能な社会の実現に向けた環境教育 

●しが環境教育推進事業 

・滋賀県環境学習推進協議会を拡充し、学校における環境教育の推進を図る 

484千円 

幼小中教育課 

●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 

－ 

高校教育課 

幼小中教育課 

●環境美化の日における環境美化活動等の実施(再掲 前出８頁) 

・環境美化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） 

(－) 

高校教育課 

幼小中教育課 
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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 

 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。 

 

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

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、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。 

(1) 特別支援教育推進体制の構築 

●「通級指導」の充実（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」の充実 

573,061千円 

特別支援教育課 

教職員課 

●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) 

5,308千円 

総合教育ｾﾝﾀｰ 

●病弱教育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病弱教育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 

4,782千円 

特別支援教育課 

●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) 

74,441千円 

特別支援教育課 

教職員課 

●医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援研究事業 

・医療的ケアを必要とする県立特別支援学校に在籍する児童生徒の通学に係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 

1,644千円 

特別支援教育課 

●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県立特別支援学校に在籍する児童生徒等が参加する修学旅行等の校外

行事に看護師を派遣 

3,736千円 

特別支援教育課 

●県立特別支援学校スクールバスの整備・運行 

・県立特別支援学校に在籍す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 

546,622千円 

特別支援教育課 

●特別支援教育就学奨励費 

・県立特別支援学校へ就学する幼児児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、特別支援教

育就学奨励費を支給 

229,277千円 

特別支援教育課 

●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 

・施設改修工事 ３校 

・長寿命化等推進事業 ２校ほか 

119,439千円 

教育総務課 

(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 

●「地域で学ぶ」支援体制強化事業 

・障害のある子どもとない子どもが共に学ぶことを推進するため、市町との共同研究（副次的な

学籍・分教室・合理的配慮など）や適切な就学指導の推進、小・中学校に在籍する障害のある

児童生徒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支援等を実施 

20,379千円 

特別支援教育課 



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 

●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・高等学校が連携しながら、スポーツ活動や文化・芸術活動に取り組む

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 

2,152千円 

(国委託事業) 

特別支援教育課 

●拡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 

・高等学校特別支援教育巡回指導員を派遣することにより、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を向上 

14,187千円 

高校教育課 

●発達障害のある子どもへの支援強化事業 

・発達障害のある児童生徒の障害特性に応じた専門的な指導・支援の充実を図るため、市町の拠

点校に発達障害支援アドバイザーを配置し、障害特性に応じた指導・支援の充実と教員の専門

性向上に向けた研究事業を実施 

13,998千円 

(国委託事業) 

特別支援教育課 

 

２ 外国人児童生徒等への学習支援 

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。 

(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 

●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30校、非常勤講師の派遣95校 

・高等学校：教員の加配４校 

329,935千円 

教職員課 

●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 

398千円 

高校教育課 

●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 

7,432千円 

幼小中教育課 

●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 

8,128千円 

幼小中教育課 



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 

６ 多様な進路・就労の実現に向けた教育の推進 

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。 

発達障害を含む障害のある子ども一人ひとりに応じた職業的自立と社会参加が進められるよう、働く意欲

と基礎的・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。 

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。 

(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(再掲 前出７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キャリア教育推進会議を実施 

（801千円） 

(市町立中学校実施分

は自治振興交付金) 

幼小中教育課 

●新次代を担う生徒のキャリア教育推進事業(再掲 前出７頁) 

  ・中学校での職場体験の経験を高校で継承させるとともに、課題解決型のインターンシップや起業

体験など発展した取組により、職業観や勤労観を育成 

(6,900千円) 

高校教育課 

●専門高校プロフェッショナル人材育成事業(再掲 前出７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 

(6,000千円) 

高校教育課 

 

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 

特別支援学校における子ども一人ひとり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、労働等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) 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 

●拡職業的自立と社会参加をめざした職業教育充実事業 

・企業の知見を積極的に学校現場に取り込み、授業改善等を進めるとともに、「しがしごと検定」

や「しがしごと応援団」（特別支援学校の職業教育を応援する企業の登録制度）の運営等を実施 

・商工観光労働部と連携し、中小企業活性化推進基金を活用し、就労アドバイザーの配置拡充を

行い、実習先・就職先の開拓等を実施 

8,687千円 

特別支援教育課 

 


