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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 

 

１ 社会的課題に対応した学習の推進 

 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 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。 

(1) 全ての人にとって住みやすい社会の形成 

●県民学習集会開催補助事業 

・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 

1,714千円 

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 

●人権教育研究活動補助事業 

・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 

1,772千円 

人権教育課 

●人権教育指導研修等事業 

・啓発冊子を作成 

・人権教育啓発のための視聴覚教材を購入 

519千円 

生涯学習課 

●市町人権教育推進協議会等事業補助事業 

・市町人権教育推進協議会等が実施する事業等に対し補助 

5,507千円 

生涯学習課 

●県人権教育推進協議会事業補助事業 

・県人権教育推進協議会が実施する事業に対し補助 

900千円 

生涯学習課 

●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 

750千円 

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 ２ 魅力ある文化の振興と歴史文化に親しむ機会の充実 

２ 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、「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。 

(1) 文化芸術や歴史文化に親しむ機会の充実 

●新文化財を未来へつなぐ「びわこＭｙぶん祭」開催事業 

・埋蔵文化財との出会いと楽しみを通じて若い世代の文化財への関心と愛着を育み、保存継承を

支える世代を拡大 

・創造する事業として、出土文化財観察会、親子文化財探訪会、Ｍｙぶんアート制作を実施し、

その成果を「びわこＭｙぶん祭」で展示公開 

400千円 

文化財保護課 

●新「近江の心」を育む「伝えたい・残したい郷土の魅力～文化財かるた」作成・活用事業 

・「文化財かるた」を作成し、その活用により県民に郷土と文化財の魅力を発信することで、滋賀

の文化財と地域の魅力や価値を理解し、自ら語り、継承できる人づくりと郷土への誇りを醸成 

・平成29年度は公募により読み札を選定 

300千円 

文化財保護課 

●「戦国の近江」地域の魅力発信事業 

・地域に存在する城跡や古戦場などの戦国時代の遺跡の新たな魅力を掘り起こし発信する探訪や

講座等を県内外で開催することにより、来訪者の拡大と探訪コースとして定着を促進 

600千円 

文化財保護課 

●新安土城考古博物館再生展示事業 

・マザーレイク滋賀応援基金を活用し、安土城考古博物館の館蔵品の修理再生を図り、修理でき

た作品を開館25周年の事業として一般に向けて展示公開 

5,100千円 

文化財保護課 

●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 

135,761千円 

文化財保護課 

●高等学校等文化芸術活動ジャンプアッププロジェクト(再掲 前出９頁) 

・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 
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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。 

(1) 文化財の適切な保存・継承と活用の推進 

●新滋賀の美と祭りのこころを伝える人づくり事業 

・地域の文化財の実地講座等や祭礼行事の保護団体の現地交流研修会を実施することにより、美

術工芸品や祭礼行事などの文化財を地域で守り伝えていくために必要な人材を育成 

1,150千円 

文化財保護課 

●「彦根城」世界遺産登録推進事業 

・「彦根城」の世界文化遺産登録にむけ、彦根市の準備を引き続き支援 

 

400千円 

文化財保護課 

●新滋賀ならではの文化財保存継承検討プロジェクト事業 

・地域に伝わる大切な文化財の保護が困難となりつつある中、文化財を保存継承していくために

検討会議を設置し、持続可能な文化財保護の仕組みを検討 

800千円 

文化財保護課 

●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9,000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・修理等を推進 

20,202千円 

文化財保護課 

●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助成 

96,167千円 

文化財保護課 

●世界文化遺産・国宝延暦寺根本中堂等保存修理補助事業 

・所有者が実施する大規模保存修理事業等に要する経費の一部を助成 

20,000千円 

文化財保護課 

●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 

1,379千円 

文化財保護課 

●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 

3,501千円 

文化財保護課 

●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 

●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 
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３ 生涯学習の場の充実 

 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。 

 

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。 

(1) 県民に向けた生涯学習機会の充実 

●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 

●県社会教育委員会議の開催 

・社会教育の推進に係る県社会教育委員会議を開催 

726千円 

生涯学習課 

●社会教育体制強化支援事業 

・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 

76千円 

生涯学習課 

●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 

841千円 

生涯学習課 

●滋賀県女性団体活動推進事業(再掲 前出33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 

(750千円) 

生涯学習課 

●「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 

200千円 

生涯学習課 

●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 

13,615千円 

生涯学習課 

●地域づくり型生涯カレッジ推進事業 

・地域課題解決に向けた生涯学習の取組等についての情報交換や関係機関のネットワーク構築に

資する研修会を実施するとともに、市町が実施する地域づくりにつながる学習機会の提供に対

する支援等により、学びを通した絆づくりや活力ある地域社会を推進 

1,440千円 

生涯学習課 

●高等学校等開放講座推進事業 

・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 

13千円 

生涯学習課 

●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 

●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 

－ 

高校教育課 

●社会人の科目履修制度の実施 

・高等学校(通信制)で社会人に学習機会を提供 

実施校：瀬田工業高校、大津清陵高校通信制 

－ 

高校教育課 
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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。 

(1) 幅広い学習情報や学習機会の提供と学びの場づくり 

●地域づくり型生涯カレッジ推進事業(再掲 前出36頁) 

・地域課題解決に向けた生涯学習の取組等についての情報交換や関係機関のネットワーク構築に

資する研修会を実施するとともに、市町が実施する地域づくりにつながる学習機会の提供に対

する支援等により、学びを通した絆づくりや活力ある地域社会を推進 

(1,440千円) 

生涯学習課 

●高等学校等開放講座推進事業(再掲 前出36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 

(13千円) 

生涯学習課 

●社会人の聴講制度の実施(再掲 前出36頁) 

・高等学校(全日制)で社会人に学習機会を提供 

(－) 

高校教育課 

●社会人の科目履修制度の実施(再掲前出36頁) 

・高等学校(通信制)で社会人に学習機会を提供 

(－) 

高校教育課 

●「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（生涯学習課内） 

・学びの場や学習プログラムに関する相談業務等を実施 

985千円 

生涯学習課 

●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 

4,809千円 

生涯学習課 

●地域で学ぼう「出前講座」事業(再掲 前出36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 

●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 

 

３ 読書環境の整備と読書活動の推進 

 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。 

(1) 県民の主体的な学びの場の充実 

●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 

3,856千円 

県立図書館 

●新産業育成のための情報基盤整備事業 

・技術・工学分野および産業分野・ビジネス関連の図書を整備し、図書・情報を着実に提供でき

る仕組みづくりを通じて、中小企業の創業および経営の改善や新たな事業の創出を支援 

3,000千円 

県立図書館 
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●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(DAISY)図書な

どの提供 

57,049千円 

県立図書館 

(2) 子どもが読書に親しむ機会の充実 

●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(３回) 

143千円 

生涯学習課 

●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） 

990千円 

生涯学習課 

●高校生読書率向上プロジェクト 

・「ビブリオバトル」の普及･啓発とともに「しがはいすくーるおすすめ本50選」により高校生に

よるおすすめ本紹介の取組を行い、高校生の読書率の向上を図る 

71千円 

生涯学習課 

●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 

602千円 

生涯学習課 

●学校図書館活用支援事業 

・県立図書館に学校図書館活用支援員を配置し、リニューアルマニュアルの整備等により今後の 

 市町の自主的な取り組みを促進 

2,638千円 

県立図書館 

 

 

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) 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 

●「しが学校支援センター」運営事業(再掲前出31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 

(2,938千円) 

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 

 


