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基本目標2子どもの自立に向けて「生きる力」を育む教育を推進します

1

5

7

9

基本目標3学校・家庭・地域のつながりを深め、地域全俗の教育力の向上をめざします… 17

基本国標4地域の伝統・文化を生かし、郷上を愛する心を育てます ・・  21

基本目標5市民r人ひとりが学びあえる生涯学習環境の充実を図ります 22
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<教育行政方針とは>
長浜市の教育振興を図るために定める基本的な計画として策定した、「第3期長浜市教育振興基本計画」を確

実に推進していくため、教育委員会が年度ごとに示す教育行政の重点施策であり、教育委員会会議の議決を経

て決定されるものです。



¬所属別重点 標



教育総務課

令和4年度所属別重点目標

長浜市学校施設等長寿命化計画(令和3年 1月 策定)に基づき、今後の施設を安全な状態で長く使
用していけるよう、計画的かつ効率的に予防保全型の長寿命化対策を進めます。

対 窃 摺 塩 9玩3鍵 誂 纏 塁線 認 !:留そ千留臨 務藍認 l雇蔀 麗 ど
調・EV・消防設備等)の更新等を実施します。
第3期長浜市教育振興基本計画(令和3年 1月 策定)に掲げる各種施策の実現に向け、長浜市総合

教育会議等を通じて市長部局とも連携し、市が一丸となつて取組を進めるとともに、積極的な情報
発信等により開かれた教育行政を推進します。

長浜の未来の学校づくりの観点から、教育の今日的課題を重点化し、課題解決のための施策を掲
げ、「未来をになう長浜つ子」育成プロジェクトをとおして、それを具現化するための企画及び総合調
整に取り組み(教育改革を推進します。学校再編については、子どもの教育環境の充実に向け、保護
者や地域等の意向を踏まえて検討を進め、統合校や義務教育学校の成果と課題を今後の取組に生
かします。また、「長浜子どものちかい。長浜子育て憲章」が、子育てや教育の基盤として定着するよ
う周知・啓発に努めます。
ICT機器を効果的に活用し、全ての子どもたちの可能性を引き出す「個別最適な学び」と「協働的

な学び」を実現するため、授業改善を推進し、教員のICT活用指導力の向上を図ります。併せて、統
合型校務支援システムの円滑な運用を推進し、校務の効率化を図ります。

「主体的。対話的で深い学び」の実現を自指すために、学びの課題を的確に把握し、授業改善など
学校の課題解決力を高めて活性化を図ります。
「長浜市いじめ防止等の基本方針」に基づき、いじめの早期発見、早期対応のための組織的対応を
徹底し、積極的な認知と未然防止に努めます。
多様な教育的ニーズをふまえ、きめ細かな支援の充実を推進します。

子どもたちの心身の健全な発達に資するため、体力向上と健康教育の推進を図るとともに、安心し
て学習に取り組めるよう、就学援助を実施するほか、小学校の給食費全額補助によって子育て世代
の経済的負担の軽減を図ります。また、学校・家庭・地域が連携し、地域ぐるみで子どもの安全を見
守る取組を推進し、令和の時代に必要な学校ICT環境の充実を図ります。

熱を醒罫豊櫂痣給食費に係る会計処理の透明性・公平性の確保
に努めます。
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教育改革推進室

教育指導課

すこやか教育推進課



幼児課

長浜市就学前教育カリキユラムに基づき、子どもが直接的・具体的な体験を通して興味関心を広
げ、夢中になって遊びを創造する“主体的な学びを育む教育・保育"を実践します。また、身近な自然
環境や地域性を生かした特色ある多様な活動を充実させる中で、基礎的な体力や運動機能の向上、
また語彙数の獲得や言葉の表現・意味の理解・聞く力等の言葉の力の基礎等を育み、人とかかわるコ

ミユニケーシヨン能力を培います。加えて、支援児や外国籍児等、さまざまな特性や課題等をもつ子
どもに対しても、一人ひとりに応じた必要な支援を実践できるように努めていきます。
今後ますます多様になる教育・保育ニーズに対応するため、地域ごとの実情を踏まえた適正な園施

設の配置を進めます。また、保育人材の確保に努めるとともに、多子世帯の保育料軽減の継続、幼稚
園での預かり保育の実施など、安心して子育てが楽しめ、無理なく仕事との両立が可能となる就学
前教育環境の充実を図ります。

教職員の指導力向上を図ることで、これからの社会の担い手である子どもたちの、学びに向かう
力・人間性等の涵養を図り、主体的に学ぼうとする意欲と確かな学力の向上につなげます。
また、外国人児童生徒が学校生活を円滑に送れるように支援するとともに、専門家や関係機関と

連携し、不登校や発達に関する教育相談・コンサルテーションを丁寧に行います。こどもサボートルー
ムなないろにおいては個に応じた指導。支援を充実させ、ICT活用等多様な学びを確保し、児童生徒
の社会的自立をめざします。

児童生徒の下校時における防犯パト回―ル及び駅、量販店での街頭補導のほか、薬物乱用防止教
室等の啓発活動を行い、次代を担う青少年の非行防止・健全育成を図ります。.

また、「あすくる長浜」では、関係機関や地域住民に同知を図り、ヲに行やひきこもり等、悩み苦しんで
いる青少年とつながり、立ち直りを支援します。                  (

生涯学習社会づくり基本方針である「みんながつながり、みんなで育む かがやく長浜人」を基本目
標として、幼少期から成人に至るまで年代に応じた生涯学習事業を実施し、主体的に学ぶ力の育成、
心の豊かさや生きがいの創出、長浜を支える人材の育成を図ります。また、地域の特性やテーマを活
かした事業を行うことで、多世代間交流を進め、特に若者世代の地域への関心と誇りを深め、地域に
関わる意識を育むことで、将来のふるさと回帰につなげます。
さらに、市民の役に立ち、誰もが利用でき信頼を寄せる図書館をめざし、サービスの充実に取り組

みます。
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教育センター

青少年センター

生涯学習文化課





2教育振興基本計画

実施プラン
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教育振興基本計画体系図

あ 教育振興基本計画

施策の基本的方向 具体的な施策

教育大綱

生きる力の基礎を培う

就学前教育の充実

(1)特色ある教育・保育の実践

(2)主体的な学びを育む教育・保育の充実

(3)一人ひとりの特性に応じた支援体制の充

実

(4)言葉の力の基礎の育成

(5)就学前教育から小学校教育への円滑な接

続の推進

基本目標1 1

一人ひとりを大切にす

る教育の推進

(6)きめ細かな指導の充実と学習方法の工夫

改善       |
(7)い じめ防止対策の総合的な推進

(8)特別支援教育の推進

(9)多様な学びの場を求める子どもや保護者
の支援

(10)日本語指導が必要な児童生徒への支援

確かな学力の育成
(1¬ )各学校の特色を生かした力IJキュラム・マ

ネジメントの実施

(12)言葉の力の育成

(13)英語教育の推進

(14)理科教育の推進

(15)教育の情報化の推進

(16)キャリア教育の推進による自立心の涵養
(17)道徳教育・人権教育の推進
(18)地域学習や文化芸術活動等の体験活動

を通した豊かな感性の醸成
(19)グローパルな視点での教育活動の推進

(20)情報モラル教育の推進

(21)体力の向上と健康の保持増進

(22)食育の推進

基本目標 2

学校・家庭・地域による

教育環境づくり

(23)「 長浜子どものちかい」「長浜子育て憲章

」の推進

(24)学校運営協議会の推進

(25)子 どもの安全を見守る体制づくりの推進

(26)児童虐待の早期発見と支援の充実

基本目標 3
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教育大綱| + 教育振興基本計画

具体的な施策

子育て支援体制の充実
(27)保育サービズの充実

(28)ひとり親家庭への支援

(29)放課後児童クラブの充実

人権尊重の社会づくり

の推進

(30)人権学さ・啓発等の推進      ′

(31)男女共同参画に関する学習機会・啓発等

の推進

地域の伝統・歴史・文化

の継承

(32)文化財の調査と保護の推進

(33)歴史文化の継承

(34)歴史文化の活用と情報発信

基本目標 4 9

人生100年時代を見据

えた生涯学習の推進

(35)誰もが学べる場の提供

(36)多様な学びの機会の提供

(37)学びを深める人づくりの支援

(38)学びのための情報発信

(39)図書館サエビスの充実

(40)図書館を情報拠点とした市民の学習活動

の支援

(41)子どもの読書活動の推進

文化・芸術の創造と振興
(42)文化芸術の鑑賞の充実と創作・発表。交

流活動への支援

(43)文化施設の活用と文化芸術団体との連

携・協力

スポーツ活動の推進
(44)「 する」スポーツの推進

(45)「みる」スポーツの推進

(46)「 ささえる」スポーツの推進

基本目標 5

質の高い教育のための

環境整備  |
(47)誰もが安心して学べる学校・園施設等の

整備

(48)就学援助による経済的支援

(49)教職員研修の充実

(50)教職員の働き方改革の推進

(51)学校適正配置の協議・取組の推進

基本目標 6 13
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令和4年度教育振興基本計画実施プラン

■具体的な施策

1 乳幼児期における就学前教育を充実します

¬ 生きる力の基礎を培う就学前教育の充実

教育大網 :基本目標

施策の基本的方向

(1)特色ある教育・保育の実践

教育要領等の改訂に伴い、長浜市就学前教育カリキュラムの見直しを図り、各園の子どもの実態や課題を考慮した直接的、具体的な体験を通して学ぶ
質の高い教育・保育の一層の充実に努めます。特に園区の地域自然や文化とのふれあい、さらに施設や人材の活用を図る等、地域性を生かした総合
的で特色のある教育・保育活動を実践しますぅ

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

① 特色ある教育・保育の実践

身近な自然を生かした体験活動の充実や地
域の施設。人材の活用を図る等、地域性を生
かした特色ある教育・保育を進める中で、魅
力ある園づくりを進める。

各園の教育課程に、地域を生かした取組内容を
発達に合わせて加える等、特色ある取組を取り
入れた実践的な指導計画へと見直しを図ると

1,0¬ 2 幼児課

②
長浜市就学前教育カリ
キュラムの改訂事業

幼稚園教育要領、保育所保育指針等の改訂
に伴い、長浜市就学前教育カリキュラムの見
直しを行い、より質の高い就学前教育の推
進を図る。

新幼稚園教育要領、保育所保育指針等の変更点
を整理するとともに、改訂の内容を検討する策
定委員会を立ち上げ、次年度の改訂に向けた素
案を作成する。     I

88 幼児課

(2)主体的な学びを育む教育・保育の充実

子どもが身近な自然や物的・人的環境等に主体的に関わる中で、興味関心を広げ夢中になって遊びを創造する楽しさを味わうことのできる教育・保
育の充実に努めます。また地域の自然を生かした体験活動や集団遊び等の多様な活動を通して、人と関わるコミュニケーション能力や基礎的な体力
運動機能の向上を図ります。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

ア　
　
① 主体的な学びを育む教

育・保育の充実

多様な経験や集団あそび等、子どもたちが
夢中になって取り組む遊びを創造すること
で、意欲や自信さらにはコミュニケ=ション
カを培う。

遊びを通して多様な身体の動きを経験するとと
もに、意欲や自信、人とかかわる力が育つよう環
境や遊びの充実を図る。
子どもが主体的に楽しむための園庭環境や保
育内容の見直しをテーマにした研究を進める。

¬70 幼児課

② 運動あそび推進事業
発達に合わせた体系的な運動を行うこと
で、その時期に身に付けることのできる基
礎的な運動能力や体力を培う。

運動保育士の資格取得を進めるとともに、若手
への指導を含め、各国での運動あそび推進を図
る。
子どもの基礎的な体力や運動機能についての
調査を継続する。(県 :運動能力調査)

小学校への連携を図り、系統立てた取組を進め
る。

¬73 幼児課

(3)一人ひとりの特性に応じた支援体制の充実
~

関係機関や増
た支援につし

学ヽ校との連携を図る中で、 にお ります。また、支援児や外国籍児に対して、一人ひとりの発達や特性に応じ
てヽ職員のスキル向上をめ

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

① 特別支援教育体制の充実
一人ひとりの特性に応
び体制を整えることで
育の充実を図る。

じ適切な支援内容及
、就学前特別支援教

認定こども園1園に支援ルームを増設し、特別
支援教育指導員を中心に園内支援の充実を図
る。
支援児や外国籍児に対する適切な支援につな
がるよう、専門家による指導や研修を実施する

4,238 幼児課

②
特別支援教育推進におけ
る人材育成

職員の特別支援にかかわる専門的な知識や
技能、指導力の向上を図る。

経験年数や立場に応じた特別支援にかかわる
研修を実施する。(スキルアップ講座)

特別支援教育士の資格取得を計画的に進める
とともに、資格取得者の配置や組織体制の計画
をすすめる。

897 幼児課
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令和4年度教育振興基本計画実施プラン

【指標(進捗管理目標)】

※ 第3期長浜市教育振興基本計画の値

8

(4)言葉の力の基礎の育成

親子による絵本等の読み聞かせの推進により、乳幼児期の成長に必要不可欠な親子でのコミュニケーションを生み出すとともに、絵本を通じたふれあ
いの中で、想像力や言葉の表現・意味の理解、聞く力等、子どもたちに言葉の力の基礎を育みます。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

①
豊かなことばを育む指導
の充実

絵本やお話 こと て 、

なことばを
力等を育成し、
図る。

を

乳幼児期のことばの発達の道筋を分析し、こと
ばの力を身に付けるためにはどんな環境援助が
必要かを探る。
語彙調査や調査結果の分析を行うことで、保育
の見直しを図る。

1¬ 0 幼児課

②
親子での絵本等の読み聞
かせ推進

親子による絵本等の読み闘かせを通して、
親子でのコミュニケーションや乳幼児期に必
要な愛着関係を養う。

保護者に対して、親子による絵本の読み聞かせ
のメリットを伝え、家庭での読み間かせへの意識
の向上を図る。
各国における絵本等の読み聞かせを充実する
とともに、家庭への絵本貸し出し方法の工夫を
促す。

40 幼児課

(5)就学前教育から小学校教育への円滑な接続の推進

就学前教育と小学校教育以上の学校教育を貫く「資賢・能力の3つの柱」を基本に、園と小学校の連携のもとにアプロiチカリキュラム・スタートカリ
キュラムの見直しを図り、園から小学校への円滑な接続ができるように、発達や学びの連続性を踏まえた指導の充実を図ります。また、園と家庭、地域
が連携・協働体制を構築し、子どもの学びを豊かなものにしていきます。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

①
園小接続カリキュラムの推
進事業

教育要領等に示される「資質・能力の3つの
力」の育成に向け、就学前の学びを小学校ヘ
と滑らかに接続する。

教育センターと連携し、園・サ」ヽ・中・義務教育学校
の連続した学びについての研究を推進する。
長浜市就学前教育カリキュラムを基盤に、各園
において小学校教育(生活)を見据えたアプロー
チカリキュラムの確認・見直しを図る。

44 幼児課

② 園小連携推進事業

各校区における子どもの課題やめざす姿を
明らかにし、園・」ヽ・中・義務教育学校が連携
し、発達や学びの連締性を踏まえた指導を
する。

小学校に対して「幼児期の終わりまでに育つて
ほしい姿」についての理解を広げ、個々の姿を小
学校へと連携する手立てを構築する。
地区の園小連携を深め、保育・授業参観、研究
会等を通して学び合う。

0 幼児課

指  標 現状値 ※
R4年度

目標値

R7年度

目駆

園の教育課程及び指導計画に、特色ある保育内容を取り入れている割合 50.0% 60.0% ¬00.0%

「幼児期の終わりまでに育つてほしい姿」を実感した割合 (保護者アンケート) 60.0% 70.0%

特別支援教育士資格の取得者数 司人
取得者1人

※受講者4人
5人

家庭において、乳幼児に週2日 以上読み聞かせを実施している割合 70.0% 90.0%

アプローチ・スタートカリキュラムをテーマにした園小連携及び研究会の実施校区の数
1小学校区

(25小学校区中)
4小学校区 全小学校区



令和4年度教育振興基本計画実施プラン

■具体的な施策

2 子どもの自立に向けて「生きる力」を育む教育を推進します

2 -人ひとりを大切にする教育の推進

教育大細:基本目標

施策の基本的方向

(6)きめ細かな指導の充実と学習方法の工夫改善

言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資貿・能力の育成や「主体的・対話的で深い学び」の充実に向けた授業改善に取り
組みます。ICT機器の活用を効果的に進め、創造的な問題発見・解決学習を充実させるとともに、個々に応じた学びの最適化により基礎学力や学習意
欲の向上を図ります。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

① 学ぶ力向上推進事業

標準学力検査を実施し、児童生徒の学力を
全国基準で評価・分析することで、前学年ま
での学習状況をより客観的に把握する。ま
た詳細な分析を活用して、指導者が自身の
指導法について振り返ることにより、さらな
る授業改善や充実を図る。

小中学校および義務教育学校において、令和4
年6月 に標準学力検査を実施する。
・対象:小学校2年生～5年生

中学校1・ 2年生
義務教育学校2年生～5年生・7・ 8年生

・検査教科:国語、算数・数学の2教科

4,500 教育指導
課

② 学校ICT活用支援事業

1人1台端末等のIC瑞 の活用促進、教職
員のICT活用指導力の向上、ICTを効果的
に活用した授業づくりを支援し、すべての子
どもたちの可能性を引き出す「個別最適な
学び」と「協働的な学び」を実現する。

学校ICT支援員、ICT教育推進・普及員を配置
し、ICT機器活用に関するサポートや各校のニー
ズに応じて研修等行う。

21,061 教育改革
推進室

③ 学校支援事業 各校の教育課題に応じて、特色ある教育活
動を推進する。

総合育成支援員(学校生活)の配置により、全学
年において、スムーズに学校生活に適応できる
よう、学校生活への適応支援を図り、児童の実態
に応じた適切な支援を行う。
学習指導非常勤講師の配置により、学ぶ力の向
上を図る。
市費加配教員の配置により、きめ細やかな指導
の充実を図り、児童生徒の基礎学力の向上を目
指す。
学校司書の配置により、児童生徒の読書習慣の
定着と言語力の向上を図る。
部活動指導員、または部活動支援員の配置によ
り専門的な指導の充実を図るとともに、教職員
の負担軽減を図る。
スクール・サポート,スタッフの配置により教職
員の事務の負担軽減を図る。

113,425 教育指導
課

(7)いじめ防止対策の総合的な推進

いじめは、どの子どもにも、どの学校でも起こりうることを踏まえ、子どもたちが安心して学校生活を送れるよう、「長浜市いじめ防止等の基本方針」
に基づき、いじめの未然防止、早期発見、早期対応のための対策を総合的に推進します。また、自分らしさを発揮し、互いに認めあい、支えあい、いじ
めを生まない・許さない社会の実現に向けて主体的に取り組もうとする子どもを育成します。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

① 学校支援チーム活用事業

様々
生徒

児童
に対

ア

ドバイス 応・事後対応
を円

困難な事案の発生時に、弁護士や精神科医が
入つたケース会議や相談会を開催する。

622 教育指導
課

②
スクールツーシャ)レワー
カー活用事業

課題を抱える児童生徒の背景を福祉的な側
面からアセスメントし、個に応じた効果的な
関わりにつなげる。

小・中・義務教育学校にスクールソーシャルワー
カー(SSw)を派遣する。

2,268 教育指導
課

9



令和4年度教育振興基本計画実施プラン

(8)

各園小中学校間の連携のもと、しょうがいのある子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた個別の指導計画及び教育支援計画の作成を一層進め、長
期的な視点で子どもの自立に向けての適切な指導や支援を行います。また、子どもに関わる教職員の専門性向上の取組を進めるとともに、インクルー
ンブ教育システムの構築に努めます。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

①
特別支援教育学校支援体
制充実事業

特別支援教育に関する教職員の専門性を高
め、適切な指導・支援が行える体制を整え、
就学前からの切れ目のない支援体制を整備
し、インクルーシブ教育システムの構築を図
る。

特別支援教育専門家による巡回相談を実施す
る。
総合育成支援員(合理的配慮)の配置を行う。
委託医によるメデイカルコンサルテーション(医

療相談)を実施する。
発達サポート事業として長浜市スーパーバイ
ザーを学校に派遣し、適切なアセスメントや具体
的な支援方法の助言を得ることで子どもの健や
かな発達をサポートする。

39,676 教育指導
課

②
特別支援教育学校支援事
業

体験的な活動等を通して子どもの自立や健
やかな成長を促す。また、個々の教育的ニー
ズにあつた適切な指導・支援を充実させる。

市内特別支援学級在籍児童生徒を対象に合同
交流会・学習発表会等を実施する心
通級指導教室サテライト教室を開設する。

1,369 教育指導
課

(9)多様な学びの場を求める子どもや保護者の支援

児童生徒の発達段階や発達課題及び家庭環境等に応じたきめ細かな教育相談活動の充実に努めるとともに、スクールカウンセラ=等専門家や関係機
関との連携を図ります。
また、児童生徒の課題に応じた体験活動や生活改善に向けた指導・支援プログラム等を開発・実施し、児童生徒の自尊感情を高める、多様な学びの場
を求める子どもへの教育機会の確保を推進します。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

① 教育相談事業
不登校や発達に関する悩みを持つ保護者や
教職員に対して、現状の見立てや支援方法
の提案を行う等、きめ細やかな相談を行う。

カウンセラーや心理判定員・ホロ談員等による教
育相談を実施する。
専門家(オプトメトリスト・作業療法士)を派遣す
る。

¬5,728 教育セン
ター

②
こどもサポートルームなな
いろの運営事業

こどもサポートルームななし
め細やかな支援や指導を行
にある児童生徒の社会性や
み、自立八とつなげる。

ろヽにおいてき
い、不登校状況
自己肯定感を育

こどもサポートルームなないろの運営・指導・支
援を行うも
スクーリング・ケアサポーターを固己置する。

24,¬ 96 教育セン
ター

(10)日 本語指導が必要な児童生徒への支援

日本語指導が必要な児童生徒が多数在籍する学校では、日本語教室の開設、日本語指導担当教員の配置、母語通訳のできる指導員や支援員の巡回
により、学習指導、生活指導、教育相談等を行い、「やさしい日本語」視点も取り入れながら学校生活を円滑に送れるよう支援します。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

①
外国人児童生徒教育サ
ポート事業

日本語指導が必要な外国籍または日本国籍
児童生徒が基本的な日本語コミュニケー
シヨン能力を獲得し、基礎的・基本的な学力
を身に付け、卒業後の進学・就職など将来ヘ
の展望をもつことができるよう支援する。

サポニト指導員(ポルトガル語)、 サポエト支援員
(ポルトガル語、スペイン語、タガログ語(中国語)

および学習指導員、初期指導員を派遣し、支援を
行う。

27,228 教育指導
課

10



令和4年度教育振興基本計画実施プラン

【指標(進捗管理目標)】

※ 第3期長浜市教育振興基本計画の値

指  標 現状値 ※
R4年度

目標値

R7年度

目標値

いじめと認知され、対応することができた件数
※「いじめを見逃さない」という考え方から、積極的に認知しますと

′」ヽ数 1

中学校
92イ牛
75イ牛

′lヽ学校200件
中学校¬00件

前年比増
前年比増

いじめの解消率 小学校78.0%
中学校84.0%

小中学校ともに
100.0%

小中学校ともに
100.0%

通常学級に在籍している児童生徒のうち、支援が必要と考えられる者で、「個別の指導計
画」が学校で作成されている割合 93.0% 94.0% 100.0%

特別支援学級在籍児童生徒及び通級による指導を受ける児童生徒の「個別の教育支援
計画」を作成する割合 100。 0% ¬00.0%

特別支援学校教諭免許状の取得者数 69人 85人 前年比増

多様な学びの場を求める子どもが学校以外の場で学ぶことにより出席認定された数 13人 30人 前年比増

ヽ

11



令和4年度教育振興基本計画実施プラン

■具体的な施策

2 子どもの自立に向けて「生きる力」を育む教育を推進します

3 確かな学力の育成

教育大観
=基

本露標

施策の基本的方角

(刊 )各学校の特色を生かしたカリキュラム・マネジメントの実施

子どもたちの姿や地域の現状の把握を基に、各教科等の教育目標を実現するために、相互の関係で提え、教科横断的な視点で教育内容を組織的に
配列していきます。また、「探究的な見方・考え方を働かせる」問題解決型の発展的学習等(教育内容の質の向上に向けて、教育課程の編成、実施、評
価・改善を図る一連のPDCAサイクルを確立します。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

①
心輝く学校づくり推進事
業

子どもたちに未来をたくましく生きる力を
育成すべく、各学校にて重点的で工夫ある
取組を実践し、一人ひとりの子どもの夢や
希望を実現させる「′ふ輝く学校づくり」を進
める。

確かな学力の向上や豊かな心の育成、地域と
の連携づくりなど、学校におけるねらいや重点
を明確にし、それを推進・改善するために教育
課程の編成、実施、評価・改善を行う。

24,864 教育指導
課

(刊 2)言葉の力の育成

言語に関する能力は全ての教科の基本であることから、思考力・判断力・表現力等を青む言語活動(読む力、書く力、聴く力、話す力)の充実を図り、
自分の考えや意見を表現する活動を取り入れ、正しい日本語の書き方や論理的な思考を育みます。また、学校司書の配置や学校・園の蔵書整備等を
進める等の学校図書館を活用した取組及び図書館との連携により、言葉の力の育成を図ります。子どもたちが幼児期から読書習慣を身に付けるこ
とができるように、読書環境の整備を進めます。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

① 学校図書館教育の推進
学校司書を配置し、司書教諭等と連携協力
しながら学校図書館の整備を進める。
学校司書の資質・能力の向上を図る。

全小・中=義務教育学校に学校司書を配置す
る。
学校司書の連絡協議会及び研修会を実施す
る。

14,406 教育指導
課

(13)英語教育の推進

今後ますます進展するグローバル化に対応できる資質や生き方を身につけた児童生徒の育成のため、小学校から中学校までの9年間の英語教育を
推進します。小学校学級担任及び中学校英語科教員のよリー層の指導力向上に努め、互いの考えや気持ちを伝えあう対話的な言語活動の充実等の
授業改善に取り組みます。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

① 英語教育推進事業

小学校から中学校まで、また、義務教育学
校での9年間を通して、特色ある英語教育
を推進し、児童生徒の国際コミュニケーシヨ
ン能力の基礎を培うとともに、豊かな国際
性を育む。

学級担任の指導力向上を図り、授業において
児童生徒の豊かな言語活動を展開する。
学級担任と日本人英語講師 (」TE)/外国人英
語講師(ALT)と のティーム・ティーチングを行
う。
英語指導力向上のための研修を実施する。

681509 教育指導
課

(¬ 4)理科教育の推進

高い専門的な知的資源を有する長浜バイオ大学と連携し、実験観察等の体験的学習活動を通して、児童生徒の自然科学への興味・関心・矢目的欲求を
高めます。教員が子どもたちに理科の面白さをより実感させるための教材研究を進め、指導の一層の向上と充実を図り、感性豊かな探究心や問題
解決能力、科学的な見方や考え方を育成します。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

① 「長浜学びの実験室」事業

児童生徒の自然科学への興味・関心を高
め、探求心と問題解決能力を育成する。
小・中・義務教育学校における理科教育指導
の一層の向上と充実を図る。

長浜バイオ大学教員等の指導のもと、市内の
小・中・義務教育学校の児童生徒が長浜バイオ
大学内「長浜学びの実験室」で、実験観察を主体
にした理科学習を行う。学習内容は学習指導要
領及び各校の教育課程に即し、各単元の指導計
画に位置づくものとする。事前に大学教員と各
校教員との協議を十分に行い、緊密に連携して
実験講座を実施する。

2,720 教育指導
課

②
夏休み親子科学実験講座
事業

児童の自然科学への興味・関心や知的好奇
心を高める。

夏季休業期間中に3日間(各半日ずつ計6回 )

程度、長浜バイオ大学の学生の協力を得て、市
内の小学校・義務教育学校前期課程の児童とそ
の保護者を対象に体験型の科学実験講座を開
催する。

330 教育指導
課
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令和4年度教育振興基本計画実施プラン

【指標(進捗管理目標)】

※ 第3期長浜市教育振興基本計画の値

(15)教育の情報化の推進

情報化やグローバル化等の急激な社会的変化の中で、子どもたちが未来の創り手となるために必要な資質・能力を身につけられるよう、学校ICT環
境整備と教員のICT活用指導力の向上を図ります。また、校務の情報化を推進し、教員が児童生徒に向き合う時間を増やし、教育活動の質の向上を
めざします。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

① 学校ICT環境整備事業

児童生徒の学習八の関心、意欲、理解を高
めるために必要なICT環境や、学校・学級事
務の負担を軽減することにより教員が児童

幾備鍵穏著擢蓮ξで
ことができるICT環

授業支援アプリやEdTechソ フトウェアを導入
し、ICTを活用した学習活動の充実を図る。
統合型校務支援システムの運用支援を行う。

38,538 教育改革
推進室

②
【再掲】
学校ICT活用支援事業

1人 1台端末等のICT機器の活用促進、教職
員のICT活用指導力の向上、ICTを効果的
に活用した授業づくりを支援し、すべての
子どもたちの可能性を引き出す「個別最適
な学び」と「協働的な学び」を実現する。

学校ICT支援員、ICT教育推進・普及員を配置
し、ICTl畿器活用に関するサポートや各校の
ニーズに応じて研修等行う。

2刊 ,061
教育改革
推進室

指  標 現状値 ※
R4年度

目榊

R7年度

目離

全国学力学習状況調査・国語の正答率と本市正答率との比較(全国学力・学習状況調
査)

′lヽ

中
2.

2:

8%
8%

′」ヽ
中

刊
1

3%
3% 前年度比+0.5%

全国学力学習状況調査・算数(数学)の正答率と本市正答率との比較(全国学力・学習状
況調査)

′lヽ ―¬.6%
中 -0.8%

′lヽ -0.8%
中 ―O.3% 前年度比+O.5%

CEFR(セファール)A刊 レベル相当以上の英語力を有すると思われる中学3年生生徒の
割合 38.5% 4¬ .0% 50.0%

て した協働的な
る と る る調 53.7% 75.0% 100.0%
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令和4年度教育振興基本計画実施プラン

■具体的な施策

2 子どもの自立に向けて「生きる力」を育む教育を推進します

4 豊かな心の育成

―
教育大牽隠:基本目標

施策の基本的方鹿

(16)キヤリア教育の推進による自立心の涵養

社会的自立,職業的自立に向けて、児童生徒T人ひとりのキャリア形成を支援するために教科・科日、総合的な学習の時間、特別活動等をはじめ教育
活動全体を通じて発達段階に応じた指導を組織的・系統的に行いますもまた、勤労観・職業観を育成するため、職場見学や職場体験等の体験活動や進
路指導の充実に努めます。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

① キャリア教育推進事業
自分の進路を選択できる力や将来社会人と
して自立できる力を育てる。

中学生チャレンジウィークとして中学2年生・義
務教育学校8年生に対し職場体験を実施する。
また、児童生徒一人ひとりが、自らの学習状況
やキャリア形成を見通したり、振り返るために
キャリアパスポートの活用を推進する。

1,339 教育指導
課

②
発達段階に応じたキヤリア
教育の推進

自立して生きていくために必要な含ヒカや態
度を育成する。

教科・科目、総合的な学習の時間、特別活動等
をはじめ教育活動全体を通じてキヤリア教育を
推進する。

0 教育指導
課

(刊 7)道徳教育・人権教育の推進

道徳教育の充実を図り、学校の教育活動全体を通して他人を思いやる温かい心を育むとともに、わがまち・長浜を愛する子どもの育成を図ります。さ
らに地域と連携し、学んだことを生かして行動できる道徳的実践力を高めます。また、あらゆる教育活動を通じて子どもたちの自尊感情を高めるとと
もに、人権についての正しい理解と認識を培い、人権を尊重する実践的な態度の育成に努めます。 .

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千用) 担当課

① 人権教育の推進
子どもの自尊感情を高め、確かな人権感覚
を育成する。  十

人権教育研修会を開催する。
3推進学区を指定し、各学期1回ずつ公開授業
や研修会を実施する。

396 教育指導
課

(¬ 8)地域学習や文化芸術活動等の体験活動を通した豊かな感性の醸成

本市の豊かな自然や歴史、伝統文化等、様々な地域資源を生かした教育活動や体験活動を推進し、豊かな心や感性を培うとともに、郷土に対する誇リ
と郷土愛を育みます。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

①
地域学ぎや伝統文化等の
体験活動の充実

子どもの豊かな心や感性を増い、郷土に対
する誇りと郷土愛を育む。

各校において、総合的な学習の時間等で、地域
資源を生かした教育活動や体験活動を行う。

「′ふ輝く学校づ
くり推進事業」
予算の一部

教育指導
課

(19)グ回Tパルな視点での教育活動の推進

国際感覚豊かな児童生徒の育成を図るため、多文化共生の観点から外国や日本の伝統文化に対する理解を深めます。また、環境問題について、地球
温暖化やオゾン層破壊、海洋汚染等のグローバルな問題をはじめとして、あらゆる地域の環境保全に関心をもつとともに、SDGsの視点も取り入れた
行動がとれるよう、地域の特色を生かした体験的な環境教育を推進します。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

① 英語デイキヤンプの実施 児童生徒の英語による発信力を高める。
小学校・義務教育学校5年生から中学校2年生・

義務教育学校8年生を対象に、ALTとともに¬日
を過ごす英語デイキャンプを年1回実施する。

400
※英語教育推
進事業費内に

含む

教育指導
課

② 環境教育の推進

環境保全の体験活動を通して、環境に対す
る理解と関心を高め、持続可能な社会の構
築に向けて主体的に取り組める子どもを育
成する。

各校で「ごみゼロの日」「びわ湖の日」「県下一斉
清掃の日」等の環境保全についての体験活動お
よび学習活動を行う。

0 教育指導
課
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令和4年度教育振興基本計画実施プラン

【指標(進捗管理目標)】

※1第3期長浜市教育振興基本計画の値

※2全国学力・学習状況調査における質問項目がなくなったため

(20)情報モラル教育の推進

た取組を進められるよう、学校では、企業等にl協力を求めながら脚揃
逹巌覇類躍騨鰍認瀦難柔築語B駅既鸞の正しい使い方の知識を身に付けるための啓発を進めます。健康を害する(

情報モラルを醸成する教育を推進します。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

① 情報モラル教育の推進
情報機器やインターネットの利用によるトラ
ブルの被害者にも加害者にもならないよう
な児童生徒を育成する。

児童生徒がスマートフォン等の情報機器を適切
に利用できるよう、年齢に応じた家庭での利用
のルールづくりの必要性について啓発を行う。
一人一台端末の環境下で実施される授業での
端末活用に合わせ、全教科を通じてネットトラブ
ル等の情報モラル教育の充実を図る。

0 教育指導
課

指  標 現状値 ※1

R4年度

目標値

R7年度

目榊

「職場体験で自分の良さや適性等を発見したり、確認したりできた」と答えた割合(中学
生チャレンジウイーク事後アンケート)

89.0% 90.50% 95.0%

「自分には、よいところがある」と答えた割合(全国学力・学習状況調査)
ザ」ヽ 8¬ .6%
中 76.2%

′」ヽ 82.7%
中 78.5%

′lヽ

中
87.0%
82.0%

「今住んでいる地域の行事に参加している」と答えた割合(全国学力・学習状況調査)

′lヽ 83.3%
中 67.5%

′lヽ 85.2%
中 69.3%

′lヽ 88.0%
中 72.0。/。

「外国の人と友達になつたり、外国のことについてもっと知つたりしてみたい」と答えた
害」合(全国学力・学習状況調査)

′lヽ 66.9%
中 58.7% ― ※2

′lヽ

中
72.0%
64.0%

情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度を身につけさせるための研
修会や授業を行つた学校の割合

小中学校ともに
100.0%

小中学校ともに
100.0%

15



令和4年度教育振興基本計画実施プラン

■具体的な施策

【指標(進捗管理目標)】

2 子どもの自立に向けて「生きる力」を育む教育を推進します

5 健やかな体の育成

教育大綴:基本目標

施策の基本的方向

(21)体力の向上と健康の保持増進

子どもたちの体力向上を図るために、日々の体育科学習の授業改善を推進します。また、運動に対する愛好的態度の向上をめざし、学校での休み時
間等に進んで運動ができるよう取り組みます。                            '
中学校の部活動では、専門性をもった指導員の配置や支援員の派遣を行い、生徒の競技力等の向上を図ります。
さらに、健全な生活習慣を身に付けるために、健康診断や調査に基づきて一人ひとりの実態に応じた指導・支援を行うとともに、「早寝・早起き・朝ごは
ん」運動等の取組を推進します。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

① マイ体カアップ事業
子どもたちの体力向上と運動習慣の確立を
図る。

全小学校4年生の児童を対象に、子どもたちが
「1日 5分程度」の運動を継続的に取り組めるよ
うに運動記録カードを配り、日標(30日 )達成者
に賞状を贈る。

0
すこやか
教育推進
課

② 児童生徒健康診断の実施 児童生徒の健康を管理する。

る

年、
・4・ 7

6,298
すこやか
教育推進
課

(22)食育の推進

学校給食を通じて、子どもたちが「食」に関心をもち、栄養バランスや食の安全性等について正しい知識を身に付け、自分自身の健全な食生活につい
て考えることができる力を養います。また、食文化や食に対する考え方が多様化する中で 様ヽ々な食材に関心をもつことができるよう、学校・園、家
庭、地域が連携しながら食育の推進に取り組みます。
食物アレルギーに関しても、正しい知識や理解をもつことができるような取組を進めます。       ′

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

①
安全・安心な学校給食の
提供

徹底した衛生管理による施設運営のもと、
安全で栄養バランスのとれた学校給食を提
供する。また、学校給食費公会計推進によ
り、透明性・公平性の向上とともに、安定し
た給食提供を図る。

「学校給食衛生管理基準ど等に基づき、学校給
食センターの衛生管理徹底と施設。設備の計画
的な修繕、更新を行うとまた、食物アレルギー対
応を徹底する。
学校給食費については市の歳入歳出予算にお

いて適正な徴収・管理を行う。

952,866
すこやか
教育推進
課

②
食物アレルギー事故防止
研修

給食時の食物アレルギー対応の現状と課題
を共有し、専門医からの指導を受けることで
アレルギー事故の未然防止を図る。

20
すこやか
教育推進
課

③
学校給食を通じた食育の
推進

子どもたちが健全な食生活を自ら営むこと
ができる知識及び態度を養えるようにす
る。

学校給食を生きた教材として活用し、学校(園 )

での栄養教諭等による指導の充実を図るととも
に、ホームページやSNSを活用した食に関する
情報を提供する。

0
すこやか
教育推進
課

指  標 現状値 ※
R4年度

目標値

R7年度

目榊

新体カテストの体力合計得点

,小学5年生

小学2年生

男子:51.78点
女子:52.77点

男子:42.01点
女子:48.85点

男女ともに
55.00点

男子:50.99点
女子:52.81点

男子 :4¬ .86点
女子:48.32点

男子:43.00点
女子:50.OO点

バランスのとれた食事をすることは大切だと思つている児童・生徒の割合 (食育アン
ケート)

′」ヽ5 98.0%
中299.1%

小中学校ともに
100.0%

小中学校ともに
¬00.0%

朝食を毎日食べる児童・生徒の割合 (食育アンケート)

′」ヽ5 90.6%
中286.¬ %

′lヽ5 91.0%
中288.0%

′lヽ5 93.0%
中290.0%

※ 第3期長浜市教育振興基本計画の値
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令和4年度教育振興基本計画実施プラン

■具体的な施策

3 学校・家庭l地域のつながりを深め、地域全体の教育力の向上をめざします

6 学校・家庭。地域による教育環境づくり

教育大津岡:基本目標

施策の基本的方鹿

(2o)「長浜子どものちかい」「長浜子育て憲章」の推進

長浜の未来を切り拓き、次代を担う子どもたちを育て導くために、「めざす子ども像」を掲げ、「長浜子どものちかい」「長浜子育て憲章」を子育て・教育
の基盤に据えて、学校・家庭・地域及び関係機関、団体等の連携による教育環境づくりの取組を推進します。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

①
「長浜子どものちかい」「長
浜子育て憲章」推進事業

「長浜子どものちかい・長浜子育て憲章」が
子育て・教育の基盤として定着するよう、各
校園、保護者、地域、関係機関・団体と連携し
て周知・啓発に継続して取り組む。

「絵手紙募集」、「会議・団体への啓発」、「あいさ
つ運動」、「学校との連携」、「企業・事業所との連
携」等を実施する。         1

136 教育改革
推進室

(24)学校運営協議会の推進

「地域とともにあ
を進めますとまた
めます。

る学校」の考えのもと、各校が学校運営協議会と連携を図りながら、保護者や地域の人の参画を得、その意見が反映される学校運営
、学校・家庭・地域社会が一体となって、よりよい教育の実現に向けて取り組み、地域の創意工夫を生かした特色ある学校づくりを進

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

① 学校運営協議会の推進
各校1重lの学校運営協議会の取組について情
報交換や交流を深め、活動充実を図る。

学校運営協議会代表者研修会を年に1回開催す
る。 81 教育指導

課

(25)子どもの安全を見守る体制づくりの推進

学校・家庭地域が連携しながら、
絲 慧≧質キ鋒鑓墓継雰葦柘綿 烏命律揮

~ド登録者数の増加を図るために学青少年センター、地域団体等の関係穣缶密房鐘岳窪擢撞e撃写と
その活動

                .

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

①
スクールガード活動の支
援 子どもたちの登下校の安全確保を図る。

スクールガードヘの登録を促進するとともに、
活動に必要な物品配布等の支援を行う

`

¬,150
すこやか
教育推進
課

(26)児童虐待の早期発見と支援の充実

学校・家庭・地域社会んヾ連携・協力することにより、子どもの人権の尊重と安
全晒勇

′
覚

“

曇覇爺窓超晟駐 め、関係機関のネットワーク弓貧化を図ります。児童虐待防止のための相談窓口や啓発活動を進めるとともに、児童虐待て
各種相談体制や訪問事業等の子育て支援の体制整備を図ります。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

①
子ども虐待DV防止支援
事業

児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防
および早期発見に関する施策を推進し、児
童の権利利益擁護に資する。

鋼
援にかかる取組、出前講座、児童虐待防止研修、
啓発活動、養育支援訪問事業、子育て短期支援
事業などを実施する。

2,410 子育て支
援課

一

一
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令和4年度教育振興基本計画実施プラン

【指標(進捗管理目標)】

※ 第3期長浜市教育振興基本計画の値

指  標 現状値 ※
R4年度

目標値

R7年度

目離

「長浜子どものちかい」「長浜子育て憲章」の保護者・地域・各団体への同知、啓発回数 91回 95回 100回

地域とともに進めるよりよい学校づくり満足度(長浜市民満足度調査) 3.39点 3.40点 3.50点

スクールガードについて、次のいずれかを充足した小学校数
・スクールガード登録率(登録者数/児童数)25%以上
・通学距離・危険個所での必要人数率(登録者数/必要数)100%以上

22校
25小学校中

22校
(25小学校中)

25校

児童虐待に関する啓発回数 9回 13回 15回
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令和4年度教育振興基本計画実施プラン

■具体的な施策

【指標(進捗管理目標)】

3 学校。家庭・地域のつながりを深め、地域全体の教育力の向上をめざします

7 子育て支援体制の充実

教育大綱:基本目標

施策の基本的方向

(27)保育サービスの充実

社会情勢や子育てに対する意識の変化等による保育ニーズが多様化している中、全ての就学前の子どもに、その発達や家庭状況に応じた教育・保育
を提供するため、待機児童の解消に繋げるとともに、子どもや子育て家庭に必要かつ良質なサニビスの提供及び教育の充実に向けた、環境整備を図
ります。           `

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

① 子育て支援事業

園児及び地域の未就園児とその保護者を対
象に、保護者同士の交流の場を提供したり
子育て相談を行い、子育てへの安心感や親
としての喜びや充実感を感じてもらう。

全公立園(20園 )による子育て専門相談員の子
育て相談を実施する。
公立20園による未就園児広場を開催する。
公立2園による園施設開放を実施する。

7,198 幼児課

保育人材確保対策事業
保育の担い手となる保育士等の人材を確保
することにより、待機児童の解消につなげ
る。

3つの経済的支援を実施する。
保育士等奨学金返還支援金
保育士等宿舎居住支援事業補助金
保育士等再就職定着応援金

9,972 幼児課

(28)ひとり親家庭への支援

母子・父子自立支援員を子育て支援課に配置し、生活全般の相談を行います。また、同じ悩みを抱える人の交流や相談の場について紹介します。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

① ひとり親家庭支援事業
ひとり親家庭の生活の安定と向上のための
支援を行う。

ひとり親家庭自立支援教育訓練補助事業等、各
種補助事業を行うほか、ひとり親家庭に対し、就
労相談や生活全般の相談、離婚前相談を行う。

4,703 子育て支
援課

(29)放課後児童クラプの充実

放課後児童クラブが、保護者の仕事と子育ての両立を支援し、子どもたちが安全で楽しく過ごせる場所となるよう、学校、地域、関係機関が連携し増
加するニーズに応じた施設を確保するとともに、運営の充実を図ります。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

①
放課後児童クラブ運営事
業

就労等により保護者が昼間家庭にいない小
学生を対象に、放課後に適切な遊びや生活
の場を提供し、児童の健全育成を図る。

放課後の子どもの居場所を確保するため、放課
後児童クラブを実施する。

5司 8,666 子育て支
援課

指  標 現状値 ※
R4年度

目標値

R7年度

目標値

保育所・認定こども園(長時部)の待機児童数 35人 13人 0人

ひとり親家庭の相談件数 2,¬ 22件 2,300件 2,500イ牛

放課後児童クラブの待機児童数 214人 0人 0人

※ 第3期長浜市教育振興基本計画の値
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令和4年度教育振興基本計画実施プラン

■具体的な施策

【指標(進捗管理目標)】

※ 第3期長浜市教育振興基本計画の値

3 学校・家庭・地域のつながりを深め、地域全体の教育力の向上をめざします

8 人権尊重の社会づくりの推進

1教育大鷺目:基本目標

施策の基本的方向

(30)人権学習・啓発等の推進

全ての人がお互いの「個性」を尊重し、多様性を認めあい、互いに支えあいながら人権が尊重される社会の実現をめざして、人権をめぐる今日の社会
情勢を踏まえた人権学習・啓発等を推進し、学校・地域・家庭・企業・関係団体等が協力しあい(人権意識の高揚を図ります。
既存の人権問題の変化や、インターネットにおける人権問題やセクシユアルマイノ|)テイの人権問題といつた新たな人権問題等、時代の変化にあわせた
人権啓発の取組を進めます。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

① 人権尊重都市推進事業 人権が尊重される社会の実現をめざす。

長浜市人権尊重都市推進会議が実施する地域
人権のつどいや営治会等での人権学習会を支
援する。
人権啓発等の学習機会をきめ細かに提供する。

3,845 人権施策
推進課

② じんけん連続講座事業 人権尊重のための知識をよリー層養う。
様々な人権テーマを題材に、より深く学ぶ講座
を実施し、広く・深い学習機会を提供する。

47 人権施策
推進課

(31)男女共同参画に関する学習機会・啓発等の推進

男女の人権が尊重され、一人ひとりが地域や家庭・職場等、社会のあらゆる分野でいきいきと活躍できる男女共同参画社会の実現をめざして、学習
機会の提供や意識啓発等を推進します。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

① 長浜ジヨブカフェ事業
地域・家庭・職場等様々な場面で、女性が活
躍できる社会の実現をめざす。

セミナーや個別相談等の女性活躍推進事業を
実施し、女性の起業や活動につながる支援をす
る。

800 人権施策
推進課

② 男女共同参画啓発事業
性別に関係なく一人ひとりがいきいきと活
躍できる社会の実現をめざすξ

研修会、ワークン当1ツ プ等男女共同参画啓発事
業を実施し、男女共同参画の意識の改革を進め
る。

800 人権施策
推進課

指  標 現状値 ※
R4年度

目標値

R7年度

目標l首L

自治会での人権学習会の評価(5段階評価) 4.6 4.6 4.8

固定的な性別役割分担意識にとらわれない人の割合(男女共同参画に関する市民意識
調査)

58.9% 70.0%
70.0%
(R4)

※R5以降未定
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令和4年度教育振興基本計画実施プラン

■具体的な施策

【指標(進捗管理目標)】

4地 域の伝統・文化を生かし、,日呂土を愛する心を育てます

9 地域の伝統・歴史。文化の継承

教育大綱!基本目標

施策の基本的方鹿

(32)文化財の調査と保護の推進

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

①
伝統的建造物群保存対策
調査事業

余呉町菅並の貴重な建造物と独特な景観の
価値を再確認し、それらを活かしたまちづく
りを行うため、伝統的建造物群の保存対策
調査を実施すると

建造物、古文書、絵図などの調査を滋賀県立大
学に委託し、調査報告書を作成する。

2,847 歴史遺産
課

②
名勝慶雲館庭園保存整備
事業

国指定名勝である慶雲館庭園の整備を進め
る。

植栽整備工、露地門修理工、竹矢来・袖垣修理
工、舟入修理工、枯流れ修理工を実施する。

12,500 歴史遺産
課

(33)歴史文化の継承

市民が を愛す 民にとつてさらに身近なものになるよう、関係機関
と連携し、

るため、文 し、 ます。さらに、文化財を歴史文化遺産として市
内に点在してい 化財をジャンルやエリアで一体として

り伝える人材を育成する為、歴史文化
捉え、 ます。

歴史文化を学び、
います。

に関す 。また、文化財の保存・修理に関わる技術者養成の支援を行

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

①
博物館・資料館における教
育普及事業

市民や子どもたちが長浜の歴史:文化を通
じて郷上に愛着と誇りを持つことができる
機会を提供する。

長浜城歴史博物館・浅井歴史民俗資料館・高月
観音の里歴史民俗資料館において、湖北・長浜
の歴史や文化をテーマとした魅力ある講演会や
現地研修、体験学習等を開催する。(各館友の会
共催)

歴史遺産
課

(34)歴史文化の活用と情報発信

観光や地域振興等、他の部署と連携を図り、歴史文化を活かしたまちづくりを推進します。
資料館を地域の歴史文化を活かした住民主体の魅力ある地域づくりの活動拠点として体制の強化を図ります。
各歴史文化施設の特性を生かしながら、その地域の歴史文化や先人をテーマにした展覧会・講演会・見学会等を行い、これらを刊行物やインターネット
を活用して情報発信することで、本市の魅力を広く内外に周知する機会を増やします。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

①
長浜城歴史博物館展覧会
開催事業

長浜市が持つ歴史の多様性や魅力を市内外
に広く周知する。

長浜城歴史博物館において、湖北・長浜の歴史
文化や先人をテ〒マとした展覧会や市の政策、
旬の話題をふまえた展覧会を開催する。

8,014 歴史遺産
課

指  標 現状値 ※
R4年度

目標値

R7年度

目標炉L

指定文化財の件数 453件 472イ牛 459件

地域にある文化財を保護・活用する保存活用団体等の数 1件 1件 3件

長浜城歴史博物館の入館者数   十 99,48司 人 ¬10,000人 130,000人

※ 第3期長浜市教育振興基本計画の値
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令和4年度教育振興基本計画実施プラン

■具体的な施策

5 市民一人ひとりが学びあえる生涯学習環境の充実を図ります

10人生100年時代を見据えた生涯学習の推進

教育大細=基本目標

施策の基本的方向

(35)誰もが学べる場の提供

市民の身近な学びの場として、まちづくリセンターや文化ホール、体育施設、図書館等が主に活用されることから、各施設の立地環境や地域の特性に
応じた、市民が取り組みやすい学びの場を提供するよう努めます。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

①
子ども学びと生涯学習の
まちづくり事業

地域における生涯学習拠点を活用し、地域
の特性やテーマを活かした事業を通じて異
世代交流を図り、市民や社会ニーズに応じ
た生涯学習機会を提供する。

まちづくり・人づくりにつながる生涯学習講座
や体験活動、イベントを実施する。

3,545 生涯学習
文化課

② 子ども劇場推進事業

身近な「本」の読み聞かせから紙芝居、人形
劇まで子どもの学びの機会を展開させ、人
形劇等を通じて子どもの豊かな感性や想像
力、社会性、学ぶ力を育む。

市内の教育機関等と連携し、子どもを対象とし
たアウトリーチを行う。また、アウトリーチができ
る団体や個人の育成のための講座を行う。

727 生涯学習
文化課

(36)多様な学びの機会の提供

各年齢層や性別によつて学びの関心や重要度も異なることから、あらゆる世代に対応できるような学習種別と機会の提供に努めます。また、市民に
わかりやすく系統立ったプログラム編成をめざします。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

①
【再掲】
子ども学びと生涯学習の
まちづくり事業

し、地域
じて異
応じ

る

まちづくり・人づくりにつながる生涯学習講座
や体験活動、イベントを実施する。

3,545 生涯学習
文化課

② 地元先生育成プロジェクト

大学等の高等教育機関こ連携し、まちづくり
センター等において特色ある学びの提供を
行い、学びから地域で活躍する人材の育成
を図る。

近隣の大学や市内高等学校等と連携した高度
な知識をはじめ地域の魅力発見につながる内容
など、地域活動・社会活動に役立つ講座を実施
する。

100 生涯学習
文化課

(37)学びを深める人づくりの支援

学びを深め広Iザるには、多様な知識や考えを持つた多くの人材を必要とします。知識や技能を習得するばかりでなく、他の機会に共有できる仕組みづ
くりに努めるとともに、長浜を愛し、地域づくり活動へつながるよう支援していきます。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千用) 担当課

①
「長浜人(ながはまびと)に

学ぼう !!」事業

市内高校の在学生に、長浜を知り、進路や生
き方を考える機会となるような講演会等を
実施することで、長浜に愛着を持ち、地域や
産業を担う人材を育成し、若者の定住促進ヽ
ふるさと回帰を図る。

長浜市出身や長浜で活躍している人、地元企業
の経営者等を講師とした諸演会や意見交換会、
また、地元に根差した活動やまちづくり活動の
様子、卒業生が活躍している事業所等の見学会
を実施する。

¬,012
生涯学習
文化課

②
【再掲】
地元先生育成プロジェクト

大学等の高等教育機関と連携し、まちづくり
センタニ等において特色ある学びの提供を
行い、学びから地域で活躍する人材の育成
を図る。    i

近隣の大学や市内高等学校等と連携した高度
な知識をはじめ地域の魅力発見につながる内容
など、地域活動・社会活動に役立つ講座を実施
する。

¬00 生涯学習
文化課
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令和4年度教育振興基本計画実施プラン

(38)学びのための情報発信

学びの機会を設けたときは、適切に同知することが必要です。地域や対象等、適切な範囲に適切な情報提供を行います。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

①
学びの機会や場の情報提
供

市民が様々な手段で気軽に生涯学習講座な
どの情報を得る機会をつくる。

市内の各種サークル情報や生涯学習情報等を
まとめた冊子の作成やホームページでの情報発
信を行う。情報更新については年に2度を基本
に行う。

0 生涯学習
文化課

(39)図書館サービスの充実

市民の多様で高度な資料要求に応え、市内全域にサービスを届けるために、中央図書館機能を持つ長浜図書館を要として各図書館が一体となつた体
制を確立します。また、レファレシス機能を強化し、一人ひとりに寄り添つたきめ細かい資料提供をおこなうことで、市民が暮らしの中でより身近で便
利に図書館を利用できるようサービスの充実に努めます。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

① レファレンス事例の公開 窪ス縛 こ尋H晃身兒冠段9翌書蚕型
広く周知し、活用のイ足進を図る。

レファレンス事例を図書館ホームページに公開
する。

0
生涯学習
文化課
(図書館)

(40)図書館を情報拠点とした市民の学習活動の支援

市民の知る自由を保障するため、誰もが図書館サービスを利用してあらゆる学習活動を深めることができ、地域の活性化・暮らしの豊かさにつなげる
ための情報拠点となるよう、市民に役立つ資料を充実させ、市民の学習活動の場を提供します。そして、これらの成果を情報として蓄積し、新たな学
習活動につなげていきます。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

① 資料の充実

将来にわたって市民の生涯学習の拠点とな
るために、地域に関する資料や暮らし1こ役立
つ資料、知識を深める資料を幅広く計画的
に収集する。

年間購入計画を作成し、長浜図書館をは
内6図書館および3図書室に、年間を通じ
画的に資料を購入するj

じめ市
て計 32,956

生涯学習
文化課
(図書館)

② 資料・学習機会の提供
暮ら
るこ
生き

しや仕事、生活に役立つ資料を提供す
とで、市民の学習活動を支援し、豊かに
るための学びの機会を推進する。

義謂 離認緊辟肇噺▼露
るような情報提供を行う。

生涯学習
文化課
(図書館)

(41)子どもの読書活動の推進

読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできない
ものです。そのため、子どもたちが幼児期から読書習慣を身に付けることができるように、学校・園、家庭、地域が連携・協働体制をとり読書環境の整
備を進めます。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

①

「つなごう 子どもと本・の
ばそう けやきっ子」推進
事業

市の木「けやき」になぞらえ、読書を通じて
のびのびと豊かに生きる長浜の子～けや
きつ子～を育む。

4か月児健診でブックスタートを行い、乳幼児
期から絵本と親しむ家庭環境を整備する。
小中学校の各クラスヘ、学級巡回文庫「おはな
しのたからばこ」として配本し、子どもの身近に
本のある環境を整備する。
読書離れが顕者な中学生から大学生世代に向
けて、読書活動を促す事業を行う。
子どもの読書活動に理解と関心が深まるよう、
情報発信と啓発を行う。

2,0¬ 6
生涯学習
文化課
(図書館)

一一　
　
　

一一
　

二
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令和4年度教育振興基本計画実施プラン

【指標(進捗管理目標)】

指  標 現状値 ※
R4年度

目縦

R7年度

目標値

地域に根ざした生涯学習事業(学びと生涯学習のまちづくり推進事業)の計画講座数 142講座 160講座 160講座

子ども学び座の計画講座数 →上段に統合 287講座 290講座 300講座

生涯学習講座(学びなおし講座)の計画講座数 9講座 刊2講座 12講座

リーダー育成事業 目標人数に対する参加率 80.0% 80.0% 90.0%

レフアレンス事例のホームページ公開件数 5件 15件

図書館における貸i担冊数 873,970冊 1,000,OOO冊 1,300,000冊

¬か月間の読書冊数が可冊以下の割合

・小学4年生から6年生

・中学生

8.8% 8.3% 7.5%

33.9% 26.3% 15.0%

※ 第3期長浜市教育振興基本計画の値
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令和4年度教育振興基本計画実施プラン

■具体的な施策

【指様(進捗管理目標)】

※1第3期長浜市教育振興基本計画の値

※2令和4年度の事業実施がないため

5 市民一人ひとりが学びあえる生涯学習環境の充実を図ります

1¶ 文化・芸術の創造と振興

教育大率l電 :基本目標

施策の基本的方向

(42)文化芸術の鑑賞の充実と創作。発表・交流活動への支援

市民が文化芸術に興味や関心をもち、心豊かな暮らしが実現できるよう、幅広い年齢層を対象に様々なジャンルの質の高い文化芸術の鑑賞機会を提
供します。また、多くの市民が創作や発表等、文化芸術活動を通して自己実現するとともに、お互いの交流を深め、多彩な地域文化を育むことができ
るよう支援を行います。

主な事業又は取組
` 目的 内容 予算(千円) 担当課

① 文化芸術活動振興事業

市民の文化芸術活動を支え、文化芸術事業
を推進することにより、魅力ある地域とし
て、「市民の心の豊かさ」と「まちの活性化」
につなIずる。

市民が文化芸術に触れる機会を創出し、文化芸
術により地域の活性化を図るため、市内のホー
ル等の特性を活かした事業を委託する。
文化芸術団体の活動を補助する。

17,460 生涯学習
文化課

②
ユース芸術文化活動振興
事業

若者たちが、主体的に文化芸術事業を企画
運営し、それらの活動を通じて、次代を担う
子どもたちをはじめ、多様な市民が文化芸
術に触れる機会を創出し、地域の活性化を
図る

文化芸術ユTス育成事業
長浜こども文学賞事業

1,753 生涯学習
文化課

(43)文化施設の活用と文化芸術団体との連携・協力

市民の主体的な文化芸術活動を通してまちの活性化をめざすため、文化芸術関係団体の連携・協力を進め、文化施設の有効な活用を図ります。

主な事業又は取組 目的 ぬ容 予算(千円) 担当課

①
【再掲】
文化芸術活動振興事業

市民の文化芸術活動を支え、文化芸術事業
を推進することにより、魅力ある地域とし
て、「市民の心の豊かさ」と「まちの活性化」
につなげる。

市民が文化芸術に触れる機会を創出し、文化芸
術により地域の活性化を図るため、市内のホー
ル等の特性を活かした事業を委託する。
文化芸術団体の活動を補助する。

17,460 生涯学習
文化課

指  標 現状値 ※1

R4年度

目標値

R7年度

目標値

長浜市文化芸術ユース会議実施イベントの参加者数 8刊 2人 820人 900人

自校主催の吹奏楽演奏会を開催している中学校の数 4校 4校 5校

長浜市舞台芸術交流祭の参加団体数 8団体 8団体 9団体

長浜市芸術文化祭の参加事業数 54事業 一 ※2 60事業

長浜市民芸術文化創造協議会会員数 8団体 9団体 9団体
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令和4年度教育振興基本計画実施ブラン

■具体的な施策

【指標(進捗管理目標)】

5 市民一人ひとりが学びあえる生涯学習環境の充実を図ります

12スポィツ活動の推進

―
教育大畜躍:基本目標

施策の基本的方鹿
―

(44)「する」スポーツの推進

生涯にわたリスポーツに親しめるようライフステージに応じたスポーツ活動を推進するとともに、競技スポーツ選手の育成支援、スポーツ環境の整備
を進めます心

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

①
大規模スポーツイベントの
実施

大規模なスポーツイベントを実施すること
で、生涯スポーツヘの関心を高め、市民の健
康増進を図る。

大規模スポーツイベントである「びわ湖長浜ツ=
デーマーチ」、「長浜市あざいお市マラツン」を実
施する。

司6,000 スポエツ
振興課

②
スポーツ施設維持管理修
繕

安心安全な施設利用のため、施設の修繕を
図る。

市民プールのウォータースライダ=改修や市内
野球場ネツト修繕等を実施する。

21,500 スポーツ
振興課

(45)「みる」スポーツの推進

令和7年に滋賀県で開催される予定の国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会をスポィツ振興の絶好の機会としてとらえ、スポーツに対する関心
を高め、子どもたちに夢や希望を与えられるよう大規模大会の誘致やトウプアスリートと交流できる事業に取り組みます。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担婆課

①
ながはまスポーツ夢プロ
ジェクト

子どもたちが著名なアスリートや指導者と
触れ合う機会を提供することで、スポーツに
対する夢や希望を育む。

著名アスリートによる学校授業を行う「夢の教
室」や、大学アメフト部員が子どもたちに指導を
行う「フラツグフツトボールチャレンジ」等の事業
を実施する。

2,000 スポーツ
振興課

② スポーツ大会への助成
市内で開催されるスポーツ大会への助成を
行い、市民の「みる」スポーツヘの関心を高
める。

ひょうたんボウル(アメフト)等の大会に助成を
実施する。

100 スポーツ
振興課

(46)「ささえる」スポーツの推進

国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の成功に向け組織体制の強化や指導者やボランティアの育成を図ります。また、地域スポーツを支える総
合型地域スポーツクラブの活動やスポーツ活動に対する支援を行います。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

① 各スポーツ団体人の助成
スポ

=ツ
団体への助成を実施し、特に国ス

ポ・障スポ大会の長浜市開催競技団体の組
織強化を図る。

スポーツ協会やスポーツ少年団への助成を実施
する。

4,774 スポーツ
振興課

②
総合型地域スポーツクラ
ブの育成。支援

クラブの育成・支援を行うことで、地域の実
情に応じたきめ細やかなスポーツ活動を推
進する。

総合型地域スポーツクラブヘの運営助成や連絡
協議会の開催を支援する。

2,190 スポーツ
振興課

指  標 現状値 ※
R4年度

目標値

R7年度

目榊

スポーツ施設利用者数(学校開放事業除く) 530,239人 530,000人 560,000人

全国規模大会開催数 4件 4件 15件

※ 第3期長浜市教育振興基本計画の値
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令和4年度教育振興基本計画実施プラン

■具体的な施策

6 安全・安心で質の高い教育を支える環境を整備します

13質の高い教育のための環境整備

教育大規:基本目標

施策の基本的方向

(47)誰もが安心して 園施設等の整備

学校・園施設は、子どもたちが一日の大半を過ごす学習や生活の場です。安全・安心な教育環境を維持していくため、学校の適正配置を踏まえた上で
施設の長寿倫化改修を計画的に進めます。
また、インクルーシブ教育の理念に基づき虚ての子どもが地域で教育を受ける機会を整えるため、エレベーターの設置等、施設のバリアフリー化にも
継続して取り組みます。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

① 長寿命化改修事業
学校施設等を健全な状態で維持し、機能や
性能を現在求められている水準まで引き上
げる

長寿命化改修工事に係る実施設計委託業務を
実施する。
・神照小(R4:実施設計、R5～ 7:改修工事)

・湖北中(R4:実施設計、R5～ 7:改修工事)

びわ北小学校外壁改修・屋上防水工事を実施す
る。

132譜OO 教育総務
課

②
学校・園防犯機能強化事
業

学校・園におぃて、子どもたちが安心して学
び、生活を送れるよう、施設の防犯機能の強
化を図る。

緊急連絡用PHS機器の更新を行う。
玄関ドアのオートロック化を行う。

29,300 教育総務
課

148)就学援助による経済的支援

経済的な理由により就学が困難な子ども13対して就学援助による経済的支援を行い、社会のセーフティネットとしての役割を担うとともに、子どもが
安心して学習に取り組める環境づくりを推進します。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

①
要保護準要保護児童生徒
援助事業

経済的理由によって就学困難と認められる
児童および生徒へ就学援助等を行い、義務
教育の円滑な実施に資する。

対象となる児童・生徒の学用品覧、学校給食
費、修学旅行費(校外活動費)、 新入学児童・生徒
用学用品費等の一部を援助する。
なお、新入学児童・生徒用学用品費は、必要とす
る者に対し、入学準備に必要な時期に入学前応
援金として支給する。

100,952
すこやか
教育推進
課

②
特別支援教育就学奨励事
業

教育の機会均等の趣旨にのっとり、小・中・
義務教育学校の特別支援学級の児童・生徒
の保護者へ、就学に必要な経費の一部を支
給することにより、特別支援教育の普及奨
励および振興に資する。

対象となる児童・生徒の学用品費、学校給食
費、修学旅行費(校外活動費)、 新入学児童・生徒
の学用品費等の一部を援助する。

7,046
すこやか
教育推進
課

(49)教職員研修の充実

学校・園のニーズや今日的な課題を踏まえ、就学前教育から中学校教育までの連続的な学びに対応する研修体制を整えるとともに、各現場での主体
的な研修を推進・支援していきます。また、それぞれの経験に応じた指導力や教育課題解決力を向上させる実践的な研修を推進し、保育力、授業力、
指導力、マネジメント能力等、今求められている「教師力」を向上させる研修の充実に努めます。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

① 教職員研修事業

今日的な教育的課題解決や学習指導要領の
趣旨を実現させるために必要な教職員とし
ての資質・指導力を高めるとともに、専門的
視野に立った指導力の向上を目指す。

専門的指導力向上を図るためのシリーズ講座
や、幅広い知見および技術を身に付けるための
多様な講座を実施する。

¬,387 教育セン
ター

② 校内研究・研修支援事業
小学校の校内研究や校内研修を支援するこ
とを目的とし、教員の授業力等を図り、学力
向上につなげる。   ｀

小学校の校内研修や校内研究の指導に、年2回
指導員を派遣する。

400 教育セン
ター
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令和4年度教育振興基本計画実施プラン

【指標(進捗管理目標)】

※ 第3期長浜市教育振興基本計画の値

(50)教職員の働き方改革の推進

学校や園での教育は、教職員と子どもたちが人格的なふれあいを通じて行われるものであることから、教職員が′ふ身の健康を保ち、ゆとりをもって
子どもと向きあうことができるよう、業務量の適切な管理と教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を行うよう努めます。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

①
職員のワークライフバラン
スの取組の推進

『長浜市立学校における働き方改革取組方
針』に基づき、各学校の業務改善や校務分掌
の見直しと教職員の意識改革を図る。

超過勤務の実態と内容について把握する。 0 教育指導
課

(51)学校適正配置の協議・取組の推進

子どものための教育の質的充実、教育の機会均等及び水準確保における学校間格差の是正に向けて、外部関係者等を加えた学校適正配置検討会議
等を設置して、保護者や地域等の意向を十分に踏まえながら、小中一貫教育校の導入を視野に入れた学校の適正配置の取組の検討を推進します。

主な事業又は取組 目的 内容 予算(千円) 担当課

①
学校→商T配置・小中一貫
教育推進事業

教育の質的充実、教育の機会均等及び水準
確保における学校間格差の是正を図る6

学校再編(学校適正配置・小中一員教育)につい
て、対象地域の保護者や地域住民との意見交流
を十分に行いながら、子どもたちの教育環境の
充実に向けて検討する。
すでに開校している余呉小中学校や虎姫学園
について、学校運営や教育課程の課題や成果を
検証する。

¬42 教育改革
推進室

指  標 現状値 ※
R4年度

目標値

R7年度

目柵直

小学校`中学校・義務教育学校のエレベーター設置割合

ザ」ヽ:52.2%
中:70.0%
義 :刊 00,0%
合計 :60.0%

′lヽ :52.2%
中:70.0%
義:100.0%
合計:60.0%

′lヽ :60.0%
中¬00.0%
義¬00.0%
合計:74.0%

自主啓発研修・研究発表会等に、主体的に参加した教職員の人数 延べ773人 延べ850人 延べ966人

本市において適正に配置されていると考える学校の割合 82.9% 83.0% 85.0%

小中一貫教育により「学習指導」、「生徒指導」、「教職員の意識改革」に効果が認められた
と回答した教職員の割合

70t8% 72.0% 前年度比+0:5%
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長浜市教育委員会 Facebookペ ージで教育関係情報を発信 しています。

右のQRコー ドからご覧いただけます。


