
令和４年度 組織目標（部局目標）   
部局名 教育委員会    

NO. 項目名 

１ 「わかった」「できた」が実感できる学びの実現 

背景・課題（取り組むべき理由） 

○基礎的・基本的な知識の習得や、情報を取り出したり、既習の知識を活用したりする力が求めら

れている。そのため、小学校低学年、中学年からの学びを積み上げていくことが重要であり、デ

ジタル教材など、子ども一人ひとりに応じた学びを充実する必要がある。 

○高等学校においては、令和 4年度から始まる学習指導要領では教師が生徒一人ひとりの主体的に

取り組む態度を評価することが求められるとともに、ＩＣＴ機器を活用しながら、「個に応じた

指導」を充実させる必要がある。 

○小・中学校の通常の学級においては、学びにくさのある子ども一人ひとりに焦点をあて、個別

の指導計画等を活用して、それぞれの学びに応じた指導・支援を行う必要がある。 

 

目標（今年度末に目指す状態） 

１．「読み解く力」の普及・定着と個別最適な学びの推進 (小学校、中学校) 

県独自調査「学びのアンケート」で肯定的に回答した児童生徒の割合（％） 

○「授業では、取り組みたい課題を考えたり、自分にあった方法を選んだり、自分でペースを決

めたりして学習を進めることができている」     小学校 85.0 中学校 90.0 

○「国語/算数・数学の授業の内容はよくわかる」    小学校 90.0  中学校 85.0 

○「授業では、コンピュータやタブレットなどを使いながら、必要な情報を探したり、比べたり、

整理したり、表やグラフを作って発表することなどに取り組んでいる」 

                                                  小学校 100.0  中学校 100.0 
２．「読み解く力」をもとにした個別最適な学びの推進 (高等学校) 

アンケート調査等で肯定的に回答した生徒の割合（％） 

○「ＩＣＴ機器を活用した学びに取り組んでいる」   100.0 (令和 4年度入学生) 

〇「家庭での学習や授業をとおして、問題や課題に取り組む時に、単に答えだけでなく、答えに

至る過程や根拠まで説明できるようにしている」  80.0  

 
３．特別支援教育の視点に立った「個別最適な学び」の推進 

 ○県独自調査により個別の指導計画等の活用状況の把握 

〇把握結果を踏まえた「個別の指導計画等の活用促進を図るための指針」の策定 

 

取組内容（事業内容） 

「読み解く力」の普及・定着を図るとともに、1人 1台端末等 ICTの効果的な活用により、「個別

最適な学び」を推進し、子ども一人ひとりが「わかった」「できた」という喜びや楽しさを実感で

きるよう取り組む。 

 

1. 「読み解く力」の普及・定着と個別最適な学びの推進 (小学校、中学校) 

（１）子ども一人ひとりの学びの経年的な把握と個に応じた学びの充実 

 ・子ども一人ひとりの「学びの伸び」を客観的に経年で把握できる調査を実施し、各校におけ

る学びの状況を反映させた取組を支援 

  ・ＧＩＧＡスクール端末を活用したＣＢＴ（コンピューター・ベースト・テスティング）等の

研究 

 

（２）「読み解く力」の一層の普及・定着に向けた取組の充実 

  ・リーダー研修等を実施し、校内研究の中核となる教員の意識や実践力を向上 

 

（３）子どもの基礎的・基本的な知識・技能の定着と活用する力の向上 

    ・つまずきの起こりやすい学年で習熟度別少人数指導を実施 



 

  

・小学校高学年における専門性の高い教科指導 

 

２．「読み解く力」をもとにした個別最適な学びの推進 (高等学校) 

（１）ＩＣＴ機器を活用した個別最適な学びの研究、実践 

  ・ＩＣＴ研究校において、ＩＣＴを活用した探究的な学びやスタディログ（学習履歴）の分析 

を有効活用した個別最適な学びの研究、実践 

・ＩＣＴ活用・推進セミナーの開催、全県への普及 

 

（２）「学びの変革」拡充プロジェクト 

  「学びの変革」モデル校１７校による探究的な学びの評価方法等の研究、取組 

 

（３）「読み解く力」育成セミナーの開催、全県への普及 

  

 

３．特別支援教育の視点に立った「個別最適な学び」の推進 

研究モデル地域となる市町に発達障害支援アドバイザーおよびスーパーバイザーを派遣し、主

に３つの取組を行う。 

（１）ＩＣＴ機器等を効果的に活用した教科指導に対応できる教員の専門性向上 

 

（２）個別の指導計画を中心に置いた教科指導の実践 

 

（３）「個別の指導計画等の活用促進を図るための指針」を策定し、活用の手引きとして配布 

 

 

 



 
令和４年度 組織目標（部局目標） 

 

部局名  教育委員会  

NO. 項目名 

２ 「地域で共に生きる」特別支援教育の推進 

背景・課題（取り組むべき理由） 

○共生社会の実現に向け、インクルーシブ教育システムを推進するためには、小・中・義
務教育学校段階での指導・支援の充実と個別の指導計画や個別の教育支援計画を活用し
た高等学校段階も含めた切れ目のない支援体制の構築を図る必要がある。 

 
○障害のある子どもたちが自己肯定感を高め、自信を持ち自らの力を発揮して社会参加す
るためには、キャリア教育を充実し、卒業後の社会的・職業的自立をめざした意欲の向
上と、就職実現率の向上を図ることが課題である。 

 
○一部の特別支援学校で大規模化や狭隘化等の状況になる一方、児童生徒数の減少する学
校があることから、今後の在籍数の推移や教室等施設状況などを踏まえ、多様な学びの
場の整備を進める中で、今後の特別支援学校全体の整備の方向性について総合的な観点
から検討する必要がある。 

目標（今年度末に目指す状態） 

１ 一人ひとりに応じた学びの場と支援・指導の充実 
〇対象となるすべての特別支援学校で副籍を実施 
〇個別の教育支援計画の作成率 小・中・義務教育学校・高等学校：96％ 

（令和5年度目標100％） 
 
２ 特別支援学校における職業教育の充実 
〇特別支援学校高等部３年時における就職希望者の就職実現率 90%以上 

 
３ 特別支援学校の教育環境の充実 
〇特別支援学校の今後の教育環境整備についての方向性を示す。 

取組内容（事業内容） 

１ 一人ひとりに応じた学びの場と支援・指導の充実 
  

《義務教育段階での取組》 
 
 (１) 副籍の全県実施 
〇対象児童の保護者に向けて積極的に周知を図り、対象となる特別支援学校すべてで副
副籍を実施する。 

  〇各校好事例や取組方法の工夫等を共有し、副籍制度の持続的な発展を図る。 
 

(２) 特別支援教育の視点に立った「個別最適な学び」推進（再掲） 
〇個別の指導計画の利活用を促進する仕組みを作る。 
 

(３) 特別支援学級の実態把握 

〇市町の特別支援学級の現状と課題の分析を行う。 
 
 
 



 

  

《高等学校段階での取組》 
    
(４) 高等学校特別支援教育推進事業 
〇個別の指導計画、個別の教育支援計画の作成ならびに様式の統一化を図ることで利 
活用を促す。 

 〇障害のある生徒とない生徒がともに安心した学校生活が送れるように生活介助や学 
習支援を行う支援スタッフの配置 

 
(５) 高等学校における通級による指導の実施   
 〇これからの滋賀の県立高等学校の在り方に関する基本方針に基づき、「高等学校にお
ける通級による指導」の拡大に向けた検討を進める。 

 
２ 特別支援学校における職業教育の充実 
 
(１) 職業的自立と社会参加をめざした職業教育充実事業 
〇「しがしごと応援団」のデータベースを活用し、積極的に「しがしごと検定」への企 
業参加を依頼するとともに、効果的な広報活動を行う。 
 

 
３ 特別支援学校の教育環境の充実 
 
 (１) すべての特別支援学校の教育環境整備の方向性について多様な観点から検討 
○特別支援学校の設置基準や今後の児童生徒数の推移、教室等施設状況などを踏まえ、
総合的な観点から検討を進め、方向性を示す。 
○小学校等の施設設備を利用した特別支援学校の分教室設置について、関係機関と連携
しながら検討を進める。 



 
令和４年度 組織目標（部局目標） 

 

部局名  教育委員会                 

 

  

NO. 項目名 

３ 笑顔あふれる学校づくりプロジェクト 

背景・課題（取り組むべき理由） 

 
・学校を取り巻く環境が複雑化・多様化する中で、教職員の超過勤務が常態化している。こ
の状況は、教職員の心身の健康を損なう恐れがあるだけでなく、教育の質の低下や、教員
の人材確保にも影響を与える課題である。 
・近年の臨時講師不足の状況を受け、学校現場においては休みづらいとの声がある。 
・長引くコロナ禍で、指導上の工夫や感染防止の対応が続き、教職員の負担が増えている。 
 

・子どもたちの笑顔をこれまで以上に引き出すため、教職員が笑顔で指導や支援にあたり、
いきいきとやりがいをもって働くことができる職場環境づくりが何より求められる。 
・本県教育の未来を担う優秀な人材を確保するためには、働きやすい職場でやりがいをも
って働く教職員の姿や声を広く発信することが重要である。 

 

目標（今年度末に目指す状態） 

〇「学校における働き方改革取組計画」の達成（超過勤務時間の縮減と年休の取得促進） 

〇仕事に対するやりがいを感じる教職員の割合（肯定的回答 80％以上） 

〇職場が働きやすいと感じる教職員の割合（肯定的回答 80％以上） 

〇代替教員（臨時講師等）未補充の解消 

取組内容（事業内容） 

 
１ 働き方改革を「進める」 
(1)ＩＣＴの活用と教職員の業務軽減 

 (2)学校業務や行事の精選と効果の共有 
(3)部活動のあり方の検討 

 (4)「働き方に係る教職員アンケート」の実施 
  (5)「学校における働き方改革取組方針・計画」の改定 
 
２ 多様な人々が学校に「関わる」 
(1)教員業務支援員（ｽｸｰﾙ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｽﾀｯﾌ）の配置時間の拡充 

 (2)部活動指導員の増員 
 (3)スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー 

の活用促進  
 

３ 休みやすい職場環境を「つくる」 
 (1)休暇制度の充実と取得促進 
  (2)代替教員（臨時講師等）不足の解消 
 (3)教職員の意識改革   
 
 

「教職の魅力発信事業」

で“働きやすさ”と 

“教職の魅力”を 

「届ける」 



 
令和４年度 組織目標（部局目標） 

 

部局名  教育委員会    

 

NO. 項目名 

４ 魅力ある高校づくりの推進 

背景・課題（取り組むべき理由） 

 
〇変化の激しい社会情勢の中にあっても滋賀の高校教育を推進するため、令和３年度に「こ
れからの滋賀の県立高等学校の在り方に関する基本方針」（以下「基本方針」という。）を
策定した。 

 
○基本方針では、「多様な生徒一人ひとりが、「滋賀」という地域から学び、社会の一員とし
ての自立を目指す学校づくりを進める」をコンセプトにして、「滋賀」に学び「滋賀」で
学ぶ、オンリーワンの学校づくりに取り組むとした。 

 
○各高校の教職員による主体的な検討を進め、市町等の関係者の意見も踏まえて、魅力あ
る高校づくりを一層推進する必要がある。 

 

目標（今年度末に目指す状態） 

 
〇基本方針に基づき、全県的視野から多様な選択肢の提供や特徴的な学科の配置等の魅力
化の方向性を提示する「（仮）滋賀県立高等学校魅力化プラン」（以下「魅力化プラン」
という。）を作成する。 

 
〇「生きる力（自立する力、伝える力、協働する力、創造する力等）」を生徒が身に付けら
れる高校の土台づくりに向け、先導的にモデル校等において、グローバル人材や産業人
材の育成、地域連携による学びの充実等、魅力ある高校づくりが実践できている。 

 
○滋賀県立高等学校入学者選抜方法等改善協議会（以下「入試改善協議会」という。）にお
いて、入学者選抜制度の在り方についての中間報告（案）を作成する。 

 

取組内容（事業内容） 

 
〇魅力化プランは、特に以下のことを重視して作成する。 
①各高校の状況を踏まえたスクール・ミッションの再定義 
②多様な学習ニーズへの対応や大学・地域等との連携の推進 
③新たな学科・コース・類型の設置等による特色化・魅力化の一層の推進 
④中学生とその保護者に対する各校の魅力の効果的な発信 
 
○ワールド・ワイド・ラーニング（ＷＷＬ）コンソーシアム構築支援事業、マイスター・ハ
イスクール事業、地域との連携による主権者教育の充実、県立高校魅力化推進事業等に
より、高校の魅力化を先導する。 

 
○入試改善協議会において、現行の入学者選抜に関する課題を整理した上で、学校関係者
等へのアンケート調査も実施し、令和の時代に対応した入学者選抜の在り方を検討する。 



令和４年度 組織目標（部局目標） 
 

部局名 教育委員会  

NO. 項目名 

５ 学校におけるＣＯ2ネットゼロに向けた取組の推進 

背景・課題（取り組むべき理由） 

・ＣＯ2ネットゼロ社会の実現に向けて、子どもたちが地球環境問題について理解を深め、行動につ

ながる環境教育の充実が必要。 

・学校におけるＣＯ2ネットゼロ社会の実現につながるカリキュラムや授業等に関わる情報が十分

に認知されていない面があり、取組の普及に課題がみられる。 

・「ＣＯ2ネットゼロに向けた県庁率先行動計画」の取組を踏まえ、子どもたちが日々過ごす空間で

ある県立学校においても取組を進める必要がある。 

目標（今年度末に目指す状態） 

１ 児童生徒が、他者と協力しながら主体的にＣＯ2ネットゼロに向けて取り組む態度の育成 

・「ＣＯ2ネットゼロの実現に向けて、何ができるかを考えることができた。」について肯定的に回

答した生徒の割合（ＣＯ2ネットゼロに向けた取組コンクールや、オンライン交流会に参加した

児童生徒対象のアンケート調査） 

小学校 80.0%  中学校 80.0% 

・「課題研究等を通してＣＯ₂削減に向けた行動を起こす気持ちが強くなった」について肯定的に

回答した生徒の割合（しがＣＯ₂ネットゼロ社会づくり推進校でのアンケート調査） 

高等学校 80.0% 

２ ＣＯ2ネットゼロ社会の実現につながる環境教育の充実 

・ＣＯ2ネットゼロ社会の実現につながる、カリキュラムや授業等についてすでに実施または実施

しようと考えている学校の割合 

（しが環境教育研究協議会の参加校を対象にしたアンケート調査）小学校 80.0%  中学校 80.0% 

３ しが CO２ネットゼロ推進に向けた学校施設整備 

・普通教室がＬＥＤ照明の学校  ６１校／６１校  ※移転整備予定の守山養護学校を除く 

・トイレ改修における省エネ性能を高める建材等の採用  100%（９校／９校） 

取組内容（事業内容） 

１ 児童生徒が、他者と協力しながら主体的にＣＯ2ネットゼロに向けて取り組む態度の育成 

（１）「子ども主体のＣＯ2ネットゼロに向けた取組コンクール（仮称）」の実施 

  県内の小中学校を対象に、児童生徒が主体となって活動するＣＯ2 ネットゼロに向けた取組の

企画を募集、審査を行い、優秀校（小学校２校・中学校２校）の取組を支援 

 

（２）「しが生徒会オンライン交流会」の開催 

  県内中学校の生徒が自校の取組を紹介し、「ＣＯ₂ネットゼロ推進」を含めたテーマについて意

見交換を実施 

 

（３）「しがＣＯ₂ネットゼロ社会づくり推進校」の指定 

県立高等学校 3校を「しがＣＯ₂ネットゼロ社会づくり推進校」として指定し、脱炭素に関する

研究を実施。各校の研究を通して得られた成果を発信 



 

 

 

２ ＣＯ2ネットゼロ社会の実現につながる環境教育の充実 

 県内の小中学校教員を対象に開催している「しが環境教育研究協議会」において、ＣＯ2ネット

ゼロに関する研修を充実させ、ＣＯ2ネットゼロに通じる県内の取組の普及を図る。 

 

３ しがＣＯ２ネットゼロ推進に向けた学校施設整備 

（１）ＬＥＤ照明の整備 

   令和４年度整備 ２２校（高等学校１６校、特別支援学校６校） 

既に３９校（高等学校３０校、特別支援学校９校）ではＬＥＤ化済） 

 

 （２）施設改修における省エネ性能を高める建材の採用等 

施設改修等の実施において、省エネ性能を高める建材等の使用検討や採用の推進 

①トイレ改修における取組 

節水機器やＬＥＤ照明など省エネ性能を高める建材等を採用 

  ②屋根・屋上防水改修における取組 

   遮熱塗料や断熱性の高いシート等の採用など建築物の断熱性能の向上に資する工法について

検討 

 

 （３）市町が計画する脱炭素化等への取組との連携 

   市町で進められている地域での脱炭素化への取組に対し、太陽光発電設備の整備やその運用

の手法など県立学校での対応について調整を行う。 

   湖南市内の県立学校   ３校／３校  ＜石部、甲西、三雲養護＞ 

 

 （４）ＣＯ₂ネットゼロに向けた学校施設整備の研究 

   ＣＯ₂ネットゼロを実現する学校施設づくりについて研究を進める。 

 

  


