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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 

特色ある学校づくりを進めるとともに、魅力と活力ある学校づくりを進めます。また、少人数学級編制の

実施などにより、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。 

 

１ 魅力と活力ある学校づくり 

 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。 

(1) 魅力と活力ある学校づくりの推進 

●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 

794千円 

高校教育課 

●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 ３校 

2,210,274千円 

教育総務課 

●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 

11,061千円 

高校教育課 

●スーパーグローバルハイスクール事業(再掲 前出６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 

(10,300千円) 

高校教育課 

●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 

19,057千円 

高校教育課 

●スーパーサイエンスハイスクール事業(再掲 前出７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 

(3,990千円) 

(事務員のみの経費) 

高校教育課 

●県立学校学習活動支援事業(再掲 前出５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 

(3,743千円) 

高校教育課 

●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 

228千円 

教育総務課 

(2) 社会の変化に対応した職業教育の推進 

●スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール事業(再掲 上述) 

・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 

(19,057千円) 

高校教育課 
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(3) 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 

●少人数学級編制の実施(再掲 前出５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 

(3,359,324千円) 

教職員課 

●少人数指導の実施(再掲 前出５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 

(1,122,208千円) 

教職員課 

●新働き方改革推進事業 

 ・教育委員会事務局内に連携体制を構築 

・社会教育関係者等と共に学校業務のあり方について検討 

 ・効率的、効果的な施策展開や、学校としての業務そのものの見直しを図る取組を推進 

400千円 

教職員課 

●新学校現場における業務改善事業 

 ・モデル地域（県内２市町）の学校現場における業務改善実践研究等の実施 

・勤務実態の把握、外部人材等との連携・分担 

・教員の意識改革と学校マネジメント強化の研修 

8,600千円 

教職員課 

 

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。 

(1) 地域とともにある学校づくりの推進 

●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) 

1,410千円 

高校教育課 

●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 

－ 

高校教育課 

幼小中教育課 

●学校を核とした地域力強化プラン事業 

・市町が行う、地域住民等の参画による「地域学校協働本部」「地域未来塾」「放課後子ども教室」

「土曜日の教育支援」などの地域学校協働活動や、地域人材の養成を通じた支援チームの組織

化などの「家庭教育支援」を総合的に支援 

39,195千円 

生涯学習課 

●コミュニティ・スクール推進事業  

・コミュニティ・スクールにより、学校を中心とした地域と学校の連携・協働を深めるネットワ

ークを構築 

150千円 

生涯学習課 

 

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30,000人の学生、約1,800

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) 大学による特色ある学びの機会の提供 

●スーパーグローバルハイスクール事業(再掲 前出６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 

(10,300千円) 

高校教育課 
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●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19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 

(19,057千円) 

高校教育課 

●スーパーサイエンスハイスクール事業(再掲 前出７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 

(3,990千円) 

(事務員のみの経費) 

高校教育課 

 

４ 修学の経済的支援の実施 

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。 

(1) 修学の経済的支援の実施 

●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715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。 
 

236,417千円 

教育総務課 

●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生業扶助受給世帯または市町民税非課税世帯 

②保護者、親権者等が滋賀県内に在住していること 

③高等学校等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月以降の入学者 

・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（生活保護受給世帯を除く） 

・一人目 

国公立 全日制・定時制 75,800円 

通信制 36,500円 

・二人目以降 

【要件】保護者等が高校生等と兄弟姉妹を扶養し、次のいずれかに該当する場合 

①扶養している兄弟姉妹のうち、二人目以降の高校生等 

②15歳以上（中学生を除く）23歳未満の兄弟姉妹のいる高校生等 

 国公立 全日制・定時制 129,700円 

通信制 36,500円 
 

353,947千円 

教育総務課 

 

 

●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73人予定) 

21,054千円 

教育総務課 

●特別支援教育就学奨励費(再掲 前出16頁) 

・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 
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●被災児童生徒等の就学等支援 

・東日本大震災および熊本地震により被災し、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 

2,173千円 

 

 

幼小中教育課 

 

 

幼小中教育課 

保健体育課 

幼小中教育課 
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２ 教職員の教育力を高める 

 子どもの力を引き出し伸ばす実践力の向上を図るため、教職員の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。 

 

１ 子どもの力を引き出し伸ばす教職員の実践力の向上 

 教育に対する高い課題意識をもち、見通しをもって子どもたちのために学び続けます。 

自律的に学ぶ姿勢をもち、時代の変化やキャリアステージに応じて求められる資質能力の向上に向け、Ｏ

ＪＴを取り入れつつ、組織的、協働的、継続的に研修を進めます。 

 また、教職員による体罰や行き過ぎた指導等によって、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。 

(1) 効果的な研修の推進 

●指導力向上研修 

・新学習指導要領実施までに、全ての教員が授業改善に対応した教科指導力を身につけることや学

校改善を推進することを目的とした実践的な研修を実施 

・リーダー研修 ５研修１５日   ・教科指導力向上のための研修 ３１研修４６日 

2,279千円 

総合教育ｾﾝﾀｰ 

●専門研修 

・理科教育、特別支援教育、情報教育に対する専門性の向上のための研修、現代的教育課題やニー

ズに対応するための研修を実施する 

・現代的教育課題やニーズ ２研修２日 ・理科教育 ６研修６日 

 ・特別支援教育 ７研修７日  ・情報教育 １０研修１０日 

500千円 

総合教育ｾﾝﾀｰ 

●情報教育整備費(再掲 前出６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 

(27,561千円) 

総合教育ｾﾝﾀｰ 

●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) 

4,043千円 

総合教育ｾﾝﾀｰ 

●教職員経験者研修 

・教職２年次、３年次、５年経験、養護教員２年次、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、養護教員２年次２日間、

事務職員２・３年次２日間) 

1,229千円 

総合教育ｾﾝﾀｰ 

●新中堅教諭等資質向研修 

・中堅教諭等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) 

1,729千円 

総合教育ｾﾝﾀｰ 

●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 

(１～６日) 

・中堅教員のリーダーシップ向上を目指す研修を実施(５日間) 

637千円 

総合教育ｾﾝﾀｰ 

●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) 

395千円 

総合教育ｾﾝﾀｰ 

●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14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 
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●学力向上のための教員長期派遣事業 

・小・中学校教員を福井県、次世代型教育推進センターに派遣し、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 

1,848千円 

教職員課 

●人権教育教職員等指導事業(再掲 前出10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 

(1,906千円) 

人権教育課 

●人権教育リーダー養成事業(再掲 前出11頁) 

・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 

(521千円) 

人権教育課 

●人権教育実践力向上事業(再掲 前出11頁) 

・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 

(182千円) 

人権教育課 

●人権教育研究大会開催補助事業(再掲 前出11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28日(土)、29日(日)開催) 

(1,400千円) 

人権教育課 

●「学校と地域を結ぶコーディネート担当者」等新任研修 

・「学校と地域を結ぶコーディネート担当者」等、地域連携担当として新たに校務分掌に位置付け

られた教員に対する研修を実施(３回) 

115千円 

生涯学習課 

 

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 

 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。 

(1) 滋賀の教育を担う人材の育成・確保 

●「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 

4,027千円 

教職員課 

(2) 効果的な人材育成の推進と人事配置 

●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 

3,046千円 

教職員課 

●教職員の配置 

・教職員定数   ・小学校   5,323人  ・中学校    3,032人  

・高等学校  2,643人  ・特別支援学校 1,290人   計12,288 

115,972,977千円 

教職員課 

●教員評価の推進 

・地方公務員法に基づき、人事管理の基礎として活用する人事評価の実施 

・評価者を対象とした研修を実施 

－ 

教職員課 

●マネジメント研修(再掲 前出23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(１～６日) 

・中堅教員のリーダーシップ向上を目指す研修を実施(５日間) 

(637千円) 

総合教育ｾﾝﾀｰ 
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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。 

(1) 教職員の心身の健康の確保  

●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 

46,355千円 

教職員課健康福利室 

●安全衛生管理体制の整備 

・産業医、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 

32,305千円 

教職員課 

健康福利室 

●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 

236千円 

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 

●メンタルヘルス対策の推進 

 ・ストレスチェックの実施 

・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 

6,454千円 

教職員課 

健康福利室 

●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) 

335千円 

教職員課健康福利室 
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３ 安全・安心な学校・地域をつくる 

 「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。 

 

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。 

 (1) いじめ防止対策の総合的な推進 

●スクールカウンセラー等活用事業 

・児童生徒や保護者へのカウンセリング活動や教職員への助言や支援等を行い、学校のカウンセ

リング機能の充実を図るためすべての公立小・中学校、県立高等学校に配置・派遣する 

・「24時間子供ＳＯＳダイヤル」として、昼間の知事部局の電話相談窓口（こころんだいやる）に

あわせ、夜間早朝の電話相談窓口（子どもナイトだいやる）を開設し、24 時間の相談体制を整

備する 

131,104千円 

幼小中教育課 

●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

ャルワーカーを小学校に配置し、他の公立学校に派遣する 

・教職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 

31,530千円 

幼小中教育課 

●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 

10,351千円 

幼小中教育課 

●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」を設置する 

・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 

2,400千円 

幼小中教育課 

●いじめで悩む子ども支援事業 

・相談員を配置し、子どもや保護者からの相談に対応し、解決に向けての支援を図り、市町との

連携が必要な場合には相談員が連携を図るとともに、定期的な情報交換を実施する 

9,260千円 

幼小中教育課 

●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 

300千円 

幼小中教育課 

●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、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したり、いじめの防止

等のための対策について協議する 

1,181千円 

幼小中教育課 

●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 

257,172千円 

教職員課 

●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 

71,502千円 

教職員課 
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●スクーリング・ケアサポーターの派遣事業 

・不登校（傾向）の小学生への支援のためスクーリング・ケアサポーター（大学生等）を派遣する 

－ 

(自治振興交付金) 

幼小中教育課 

●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する 

16,198千円 

幼小中教育課 

●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 

77,435千円 

教職員課 

●人権文化を創造する学校づくり研究推進事業(再掲 前出10頁) 

・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 

(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) 

●少人数学級編制の実施(再掲 前出５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 

(3,359,324千円) 

教職員課 

●少人数指導の実施(再掲 前出５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 

(1,122,208千円) 

教職員課 

●新働き方改革推進事業(再掲 前出20頁) 

 ・教育委員会事務局内に連携体制を構築 

・社会教育関係者等と共に学校業務のあり方について検討 

 ・効率的、効果的な施策展開や、学校としての業務そのものの見直しを図る取組を推進 

(400千円) 

教職員課 

●新学校現場における業務改善事業(再掲 前出20頁) 

 ・モデル地域（県内２市町）の学校現場における業務改善実践研究等の実施 

・勤務実態の把握、外部人材等との連携・分担 

・教員の意識改革と学校マネジメント強化の研修 

(8,600千円) 

教職員課 

 

２ 学校安全体制の整備の推進 

子どもが事件や事故災害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。 

(1) 地域と連携した見守り体制の推進 

●地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 

・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 

4,516千円 

保健体育課 

(2) 教職員の危機管理意識の高揚 

●学校における安全管理・安全教育の推進事業 

・幼・小・中・高・特別支援学校園長を対象とした学校の危機管理トップセミナー(４月27日(木))

を実施 

198千円 

保健体育課 

●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 

－ 

保健体育課 
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●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 

・学校防災教育コーディネーター講習会(11月14日(火)) 

・学校安全指導者講習会(８月７日(月))  

385千円 

(国委託事業) 

保健体育課 

●「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 

－ 

保健体育課 

●「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 

－ 

保健体育課 

●実践的安全教育総合支援事業 

・緊急地震速報を用いた避難訓練の実施（県内の一部学校） 

・学校防災アドバイザーによる指導助言を受け、防災教育、防災管理の充実（県内の一部学校） 

・スケアードストレイト教育技法を活用した交通安全教室（県立高校２校で開催） 

4,210千円 

(国委託事業) 

保健体育課 

(3) 学校施設の整備 

●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 

・耐震対策工事３校・施設改修工事６校・天井等落下防止対策工事２校・長寿命化等推進事

業２校 ほか 

1,603,892千円 

教育総務課 

●県立学校再編施設整備(再掲 前出19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 

(2,210,274千円) 

教育総務課 

●特別支援学校施設の整備(再掲 前出16頁) 

・特別支援学校の施設設備の整備・改修等を実施 

(119,439千円) 

 教育総務課 

●新県立学校空調設備の整備 

 ・県立学校の生徒が学ぶ環境を改善するため空調設備を整備 

8,454千円 

（債務負担行為 

1,000,650千円） 

教育総務課 

●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、防犯カメラ更新等を実施 

16,910千円 

教育総務課 

●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 

52,000千円 

高校教育課 

●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 

3,234千円 

高校教育課 

 

３ 子どもが自ら命を守る力を身に付ける教育の推進 

自然災害や不審者事案、自転車運転について、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・交通安全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。 

(1) 各学校における防災教育の推進体制の整備 

●実践的安全教育総合支援事業(再掲 上述) 

・緊急地震速報を用いた避難訓練の実施や学校防災アドバイザーによる指導助言を受け、防災教 

育、防災管理の充実を図る(県内の一部学校) 

・スケアードストレイト教育技法を活用した交通安全教室（県立高校２校で開催） 

(4,210千円) 

(国委託事業) 

保健体育課 
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●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 

－ 

保健体育課 

●学校安全教室推進事業(再掲 前出28頁) 

・教職員を対象とした学校安全研修会を実施 

(385千円) 

(国委託事業) 

保健体育課 

(2) 子どもが自ら命を守る力を身に付ける教育の推進 

●実践的安全教育総合支援事業(再掲 前出28頁) 

・緊急地震速報を用いた避難訓練の実施や学校防災アドバイザーによる指導助言を受け、防災教 

育、防災管理の充実を図る(県内の一部学校) 

・スケアードストレイト教育技法を活用した交通安全教室（県立高校２校で開催） 

(4,210千円) 

(国委託事業) 

保健体育課 

●防災教育・訓練の実施(再掲 上述) 

・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 

(－) 

保健体育課 

●防災キャンプ推進事業 

・地域住民等の参画を得て、学校等を避難所とした生活体験や体験的な防災教育プログラムを実践

する防災キャンプを実施 

1,603千円 

(国委託事業) 

生涯学習課 

●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 

・子どもが参画した安全マップの作成 

・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 

－ 

保健体育課 

●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 

・子どもが参画した安全マップの作成 

・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徹底 

－ 

保健体育課 
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４ 子育て環境支援の充実を図る 

 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、地域・団体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 

 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。 

(1) 家庭の教育力の向上 

●親育ち・家庭教育学習講座 

・家庭教育の啓発や「語り合いを通した親育ち」の活動を促進する、「家庭教育学習資料」を活用

した講座を開催 

243千円 

生涯学習課 

●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 

313千円 

生涯学習課 

●「早寝・早起き・朝ごはん」県民運動推進事業(再掲 前出13頁) 

・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 

●県立施設の無料開放 

・毎週土曜日「体験学習の日」は 18 歳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（休館中）、 

        琵琶湖博物館 

－ 

生涯学習課 

●学校を核とした地域力強化プラン事業(再掲 前出20頁) 

・市町が行う、地域住民等の参画による「地域学校協働本部」「地域未来塾」「放課後子ども教室」

「土曜日の教育支援」などの地域学校協働活動や、地域人材の養成を通じた支援チームの組織

化などの「家庭教育支援」を総合的に支援 

(39,195千円) 

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 

 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。 

(1) 企業・事業所等と連携した家庭教育支援活動の推進 

●企業内家庭教育促進事業(再掲 上述) 

・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 

(313千円) 

生涯学習課 

●企業・事業所、ＰＴＡにおける家庭教育学習講座 

・企業・事業所、ＰＴＡにおいて、子育てや家庭教育について学ぶ機会の提供 

111千円 

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 

５ 社会全体で子どもを育てる環境をつくる 

 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。   

 

１ 地域の力を学校に生かす仕組みづくり 

 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) 学校や子どもの活動を支援する取組の推進 

●「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 

2,938千円 

生涯学習課 

●「学校と地域を結ぶコーディネート担当者」等新任研修(再掲 前出24頁) 

・「学校と地域を結ぶコーディネート担当者」等、地域連携担当として新たに校務分掌に位置付け

られた教員に対する研修を実施(３回) 

（115千円） 

生涯学習課 

●学校を核とした地域力強化プラン事業(再掲 前出20頁) 

・市町が行う、地域住民等の参画による「地域学校協働本部」「地域未来塾」「放課後子ども教室」

「土曜日の教育支援」などの地域学校協働活動や、地域人材の養成を通じた支援チームの組織

化などの「家庭教育支援」を総合的に支援 

(39,195千円) 

生涯学習課 

●コミュニティ・スクール推進事業 (再掲 前出20頁)  

・コミュニティ・スクールにより、学校を中心とした地域と学校の連携・協働を深めるネットワ

ークを構築 

(150千円) 

生涯学習課 

●地域教育力活性化推進事業 (再掲 前出８頁) 

・通学合宿の取組など青少年の体験活動の充実等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 

●拡職業的自立と社会参加をめざした職業教育充実事業(再掲 前出18頁) 

・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 

●生徒指導緊急特別対応事業(再掲 前出26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 

(10,351千円) 

幼小中教育課 

●運動部活動人材活用支援事業(再掲 前出12頁) 

・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 

●防災キャンプ推進事業 (再掲 前出29頁) 

・地域住民等の参画を得て、学校等を避難所とした生活体験や体験的な防災教育プログラムを実

践する防災キャンプを実施 

(1,603千円) 

(国委託事業) 

生涯学習課 
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●地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業(再掲 前出27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 

(4,516千円) 

保健体育課 

●県立施設の無料開放 (再掲 前出30頁) 

・毎週土曜日「体験学習の日」は 18 歳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 

●県立学校体育施設の一般開放 

・県立学校の体育施設を開放し、県民の健康増進と体力向上を図る 

－ 

保健体育課 

 

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。 

(1) 社会全体で教育に関わる気運の高揚 

●「滋賀 教育月間」推進プロジェクト 

・「滋賀 教育の日」記念行事を開催(11月) 

・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 

336千円 

教育総務課 

●教育広報誌の発行 

・保護者向け情報誌「教育しが」を発行(５回、各228,000部) 

・リーフレット「滋賀の教育」を発行  (3,300部) 

5,287千円 

教育総務課 

●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 

 


