
１７３



１７４

　滋賀県中小企業の活性化の推進に関する条例（平成24年滋賀県条例第66号。以下「条例」と
いう。）第11条第1項の規定に基づき、平成27年度の滋賀県中小企業活性化施策実施計画の
実施状況の検証を行った。

①将来において成長発展が期待される分野における中小企業の参入および事業活動の促進
②県民の安全および安心に配慮した中小企業の事業活動の促進
③中小企業の海外における円滑な事業の展開の促進

①中小企業の事業活動を担う人材の確保および育成
②中小企業の経営の安定および向上
③中小企業の創業および新たな事業の創出の促進
④中小企業者が供給する物品・役務等に対する需要の増進

①ものづくり産業を担う中小企業の事業機会の増大
②小売商業およびサービス業の振興を通じた中小企業の事業機会の増大
③観光客の来訪および滞在の促進による中小企業の事業機会の増大
④その他の産業分野の特性に応じた中小企業の事業機会の増大

１．滋賀県の中小企業活性化施策の実施状況について

１．施策の体系
（1）中小企業による自らの成長を目指す取組の円滑化（条例第８条第２項）

・「中小企業による自らの成長を目指す取組の円滑化」では、びわ湖国際環境ビジネス人材育
　成事業ほか計40事業を実施。
・「中小企業の経営基盤の強化」では、女性の就労トータルサポート事業ほか計85事業を実施。
・「産業分野の特性に応じた中小企業の事業活動の活発化」では、伝統的工芸品月間等参加事
　業ほか計82事業を実施。
・「中小企業者および関係団体等の有機的な連携の促進」では、環びわ湖大学連携推進事業ほ
　か計11事業を実施。
　※これらの取組が中小企業者の実情に即した実効性のあるものとなるよう、関係団体等との
　　意見交換会（30回）、職員による企業訪問（147社）、中小企業者に対するアンケート（700社）
　　などを実施した。

２．取組状況

３．事業の評価

（2）中小企業の経営基盤の強化（条例第８条第３項）

（3）産業分野の特性に応じた中小企業の事業活動の活発化（条例第８条第４項）

（4）中小企業者および関係団体等の有機的な連携の促進（条例第９条第１項）
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　水環境ビジネス、医工連携、環境ビジネスなど、将来において成長発展が期待される分野で具体
的な成果が着実に表れてきているほか、イノベーションの創出については、滋賀らしい強みの形成
に向けた県内の機運を高めることができた。また、海外展開における環境整備の面においても中小
企業による事業活動の進展が見られた。
　今後は、展示会出展や市場調査、異分野・異業種連携など、より具体的・発展的な取組を進めて
いく必要がある。

○水環境ビジネス、医工連携、環境ビジネスなど、将来において成長発展が期待される分野において、
　産学官連携による取組の充実やネットワーク参加企業による具体的な事業進展に向けた取組などが
　進められてきており、具体的な成果が表れてきている。
○イノベーションの創出については、滋賀県産業振興ビジョンに掲げた５つの分野にかかるビジネス
　モデル９件に対し支援を行ったことなどにより、滋賀らしい強みの形成に向けた県内の機運を高め
　ることができた。今後は、異分野・異業種連携による取組に対する支援などによりイノベーション
　の創出を加速させ、県経済の発展、雇用の維持・拡大、地域の活性化を図っていく必要がある。
○海外展開支援については、昨年度締結したベトナム・ホーチミン市との協定書の枠組みを活用した
　支援などにより、同市における県内中小企業による事業活動の進展を図ったほか、タイやマレーシ
　アなどで、トップセールスによる市場開拓支援等を行った。今後は、相談窓口による情報提供など
　中小企業の利用促進のための取組を一層充実していくとともに、展示会出展や市場調査など、より
　具体的なビジネス案件の創出につながる取組に対して支援を行っていく必要がある。

４．評価と課題
（1）中小企業による自らの成長を目指す取組の円滑化

総 括

　商工会等による経営指導や制度融資の活用促進などにより、中小企業の経営基盤の強化に一定の
成果が得られているが、依然として、事業者ニーズに即した人材確保や販路開拓支援、創業支援な
どが求められており、これらの課題等の解決に向けて、引き続き、小規模事業者を中心にきめ細か
な支援を実施していく必要がある。

○滋賀マザーズジョブステーションの運営、女性のターニングポイントに焦点を絞ったキャリアデザ
　インの支援、出産や子育て等を理由に離職した方を対象とした就職支援などによる女性の活躍促進
　や、おうみ若者未来サポートセンターの運営などによる若者の就労支援の取り組みについては、所
　期の目標を上回るなど着実に成果が現れている。また、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の
　調和）の実現を推進する取組については、推進企業の累計登録件数がほぼ目標数に達するなど、働
　き方の改革に向けた機運の醸成を図ることができた。

（2）中小企業の経営基盤の強化
総 括
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○産業支援プラザ、商工会・商工会議所、中小企業団体中央会の相談窓口や地道な経営指導に
　より、多くの中小企業の経営改善が図られた。資金貸付においては、小規模事業者向けの新
　たな貸付メニューの創設などにより、中小企業者の多様な資金需要に対応することができた。
　また、専門家によるエネルギー診断や省エネ・創エネ設備の整備に対する助成などによる経
　営の合理化、県で作成した手引を活用した事業継続計画（BCP）策定支援による緊急事態への
　対策の充実等により、経営基盤の強化が図られた。今後も、人材の確保・育成、事業承継、
　販路開拓支援など中小企業を取り巻く重要な課題の解決に向け、引き続き、きめ細かな支援
　を進めていく必要がある。
○ビジネス・インキュベーション（BI）施設については、SOHO型ビジネスオフィスやコラボし
　が21インキュベーションなどの活用により入居企業の事業展開が図られている。引き続き、
　BI施設の活用促進を図るとともに、インキュベーション・マネージャー（IM）養成研修など、
　ソフト面の支援等を実施し、入居促進・起業家育成に努めていく必要がある。

○マッチング商談会や企業情報シート作成など、ものづくりに携わる中小企業が必要とする受
　注体制の強化や自社分析にかかる支援を実施し、中小企業の自立的・持続的な成長を促した。
　今後も効用やメリットを明確にしながら企業への周知を行い、より一層普及させていくこと
　が必要である。
○地場産業については、地場産業団体や産地組合による地域ブランド力を高める取組などへの
　支援を行ったほか、「近江の地場産業および近江の地場産品の振興に関する条例」が施行さ
　れたことにより、地場産業・地場産品の振興施策を総合的・計画的に推進していくことを明
　確化した。今後は、さらなる魅力発信や消費者の需要に即した新商品の開発、新たな事業展
　開など、時代の変化に適合していくための取組を積極的に推進していく必要がある。
○企業の誘致については、本社機能、研究開発拠点、マザー工場などの新規立地や県内工場の
　増設を行う案件に対し、その費用の一部を助成したことなどにより、滋賀県経済の発展に必
　要な企業の戦略的な誘致や県内で操業中の企業のさらなる設備投資の促進を図った。また、
　裾野の広い自動車産業について川上から川下までのグローバルなサプライチェーンに関する
　調査を実施した。今後も、成長産業の中から「滋賀に必要な企業」を戦略的に誘致するため
　の検討および取組を進めていく必要がある。

　ものづくりに携わる中小企業への企業情報シート作成による自社分析支援、地場産業団体
や産地組合によるブランド構築に対する支援、「ビワイチ」のPRなどによる観光客の来
訪・滞在促進など、様々な分野において中小企業の事業活動の活発化を促進する取組が進め
られた。今後も、小規模事業者をはじめとする中小企業に効果の高い取組を各分野で進め、
地域の経済循環を隅々にまで行き渡らせていく必要がある。
　また、引き続き、地場産業の活性化、商店街の活性化、介護人材確保などへの支援が求め
られていることから、地場産業振興、商店街振興、介護サービスなどの産業分野に即した支
援に取り組む必要がある。

（3）産業分野の特性に応じた中小企業の事業活動の活発化
総 括
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○商店街等での創業支援については、創業支援セミナーの過年度卒業生に対し、開業の実現性を高
　めるためのフォローアップを実施したことにより実際の開業へ繋がった事例も見られ、地道な取
　組の成果が表れてきている。今後も引き続き、開業希望者への継続的な支援のほか、空き店舗活
　用の仕組みの普及や商店街の効果的な魅力発信などを総合的に取り組んでいく必要がある。
○観光客の来訪・滞在の促進については、「ビワイチ」のPRや、｢虹色エモーション｣をテーマとし
　たメディアミックスによる情報発信を行ったほか、新たに27のビワイチマテリアル（観光素材）を
　開発するなど様々な取組により、観光地「滋賀」の認知度向上に努めた。また、滋賀の名物商品
　の購入や県内施設での宿泊に対する助成、商店街のポイントカードシステムを活用したプレミア
　ム付きICプリペイドカードの販売により、本県への誘客促進・県内における観光消費拡大を図る
　ことができた。今後は、「ビワイチ」によるサイクルツーリズムの浸透や関連する観光素材のさ
　らなる磨き上げとともに、無料Wi-Fi普及促進による利便性向上などを図り、情報発信や誘客の促
　進などに取り組んでいく必要がある。

　産学官連携推進事業では共同研究体が６件形成された。今後は連携の場の提供にとどまらず、
成果の事業化を見据えたプロジェクトの構築が必要である。
　農商工連携や６次産業化については、農業・水産業、商工業、観光業の各事業者による連携協
力が重要であり、今後も部局横断の連携推進を図り、具体的な連携事業の構築に取り組んでいく
必要がある。
　県民の間に広く小規模企業をはじめとする中小企業への関心および理解を深めるとともに、小
規模企業者等による中小企業活性化施策の活用を促進するため、「滋賀の“ちいさな企業”応援月
間」において、“ちいさな企業”が担う役割や魅力の発信、“ちいさな企業”への施策の周知を図っ
たほか、「滋賀の“ちいさな企業”元気フォーラム」を開催し、情報共有やネットワークの促進に
努めた。
　中小企業の活性化に対する機運や実効性を高めていくためには、中小企業者や関係団体等はも
ちろん、県民の中小企業に対する理解と関心を深めていくことが重要であり、今後なお一層中小
企業者および関係団体等の有機的な連携の促進を図る必要がある。

（4）中小企業者および関係団体等の有機的な連携の促進
総 括
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　平成26年１月に策定した「滋賀県『観光交流』振興指針」に基づく取組においては、滋賀県
観光施策推進本部を通じた部局横断により、指針で定める目標に向かって、年度ごとに県が具
体的に取り組む内容をアクションプランにまとめ、市町、関係団体、観光事業者および県民と
有機的に連携した取組を推進している。また、毎年度末には取組成果を点検し、経済、社会情
勢の変化を的確に反映させながら見直しを行うことで、効果的に事業を推進している。

２．滋賀県の観光行政の実施状況について
１．滋賀県「観光交流」振興指針に基づく効果的な事業展開

２．観光地「滋賀」の認知度向上
　（1） 琵琶湖・滋賀をキーワードとしたブランドの創造と発信

　琵琶湖を取り囲むように存在する本県の豊かな自然や歴史、文化などの観光資源を、琵琶湖
一周を意味する「ビワイチ」というコンセプトでつなぎ、滋賀らしい体験を含んだ魅力的な旅
を数多く打ち出し、観光ブランド「ビワイチ」の構築をめざした取組を推進している。
　平成27年度には、近江八幡ヴォーリズ建築の特別公開、信楽焼大のぼり窯　窯だし特別見
学、びわ湖灯り絵巻など27件の観光素材が誕生した。

　（2） ターゲットを意識した継続的な情報発信強化
　 　①「ようこそ滋賀」魅力発信事業

　女性を引き付ける「滋賀の魅力事業では、虹色エモーションをテーマにCM放映やポスター
掲示、専用WEBサイトでのPR動画の配信を行った。また、女子旅による地域観光推進事業で
は、観光素材のブラッシュアップ活動として、セミナーやワークショップ、学生による女子旅
コンテストを開催し女子旅モデルコースとして16コースを作成した。
　今後は、観光マーケティング分析をもとに、よりターゲット層に合わせたメディアミックス
による情報発信をおこなっていく。

　 　②首都圏における情報発信
　本県の観光振興を戦略的に展開するため、旅行エージェントやマスコミ等が集中する首都圏
において情報発信機能の強化を図り、宿泊観光客の誘致を推進する取組を行っている。
　平成27年度には、イベント等の機会を捉えて18回のPRを行うとともに、旅行代理店への積
極的なPR活動を図り、旅行会社46社、マスコミ７カ所への営業を行うとともに、各種のセミ
ナーや商談会の開催により、旅行会社等との良好な関係を構築した。
　「ゆめぷらざ滋賀」への来場者数については95,157人（前年度95,306人）と横ばいである。
　今後も首都圏における情報発信に努め、多くの観光客に本県を訪れてもらえるよう取り組ん
でいく。
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　滋賀の名物商品の購入や、県内施設での宿泊に対して、助成を行うことにより、本県への誘客を促
進するとともに、県内における観光消費の拡大を図った。半額を上限とする助成による滋賀ふるさと
旅行推進業務売上額は1,711,000千円以上で84,000人の方にご利用いただいた。また、３割引で購入で
きる滋賀ふるさと名物商品売上額は316,589千円であった。
　今後はこの取り組みを契機としてリピータの獲得に努めるとともに、WEBによる物産販売が継続
されるよう関係事業者と連携していくこととする。

３． 「滋賀ならでは」の特色のあるツーリズムの展開
（1）滋賀の特色を際だたせる誘客活動の推進
　　①観光消費喚起事業

　本県への来訪者の割合が高い東アジア（台湾、中国、韓国、香港）に加え、訪日客が増加している東
南アジア（シンガポール、タイ、マレーシア、ベトナム、インドネシア）への誘客活動に取り組んでい
る。また、インバウンド（国際観光振興）では、広域連携による取組が重要であるため、関西広域連
合、中部広域観光推進協議会等と連携し、ミッション派遣、メディア・旅行エージェントの招請等に
取り組んでいる。
　その結果、平成27年の国全体の訪日客が1,974万人を記録する中で、観光庁の宿泊旅行統計調査に
よる本県の外国人宿泊者数は47.71万人（前年比106.8％増）で、前年比伸び率は全国第5位となった。　
　また、将来の滋賀ファンや本県への旅行者を増やすため、訪日教育旅行の誘致を展開した結果、平
成27年度には29校（前年13校）の訪日校数となった。
　今後も、東アジア、東南アジア地域において、広域連携を活用した情報発信、プロモーション、招
請による発信、旅行商品の造成促進等を行い、認知度の向上および訪問客数の拡大を図る。

４． 「観光交流」推進の体制づくり

　平成28年３月に「近江の地酒でもてなし、その普及を促進する条例」が施行された。良質な水や肥
沃な土壌で生産される米に恵まれた本県は、酒どころとして栄えてきた歴史があり、近江の地酒はい
わば郷土の財産である。したがって、近年国内外から日本酒への関心が高まっている中、近江の地酒
の価値を再認識し、近江の地酒を積極的に使用したおもてなしがなされるよう、近江の地酒に関わる
様々な関係者の連携の下で取組を進めていく。

５． 近江の地酒でもてなし、その普及を促進する条例に基づく取組の推進

　日本遺産認定の機会を活かして、滋賀を巡る旅づくりや地域資源の観光資源の転換を推進する「ビ
ワイチ」観光の取り組みを進め、本県観光のレベルアップを図った。
・ビワイチPRパンフレット「滋賀ぐるっと旅」を65,000部を作成。
・観光マーケティング分析を行うことにより、課題を明らかにし、観光施策の方向性を整理した。
・NHK大河ドラマ「真田丸」に登場する石田三成にスポットをあてツアーや講座等を行った。
・日本遺産マップの作成、セミナーの実施、地域資源活用可能性調査を実施した。
　今回、観光素材の磨き上げや魅力発信を行うとともに、観光客に関する各種データを収集・分析す
ることにより、観光地「滋賀」の知名度向上や「滋賀ならでは」の特色あるツーリズムを展開してい
くための環境整備が図られたことから、さらなる誘客活動を推進する。

　　②「ようこそ滋賀」ビワイチ観光推進事業 
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　県内企業での「子育てしやすい職場づくり」、「男女がともに働きやすい職場づくり」の機運
推進を目的に、一般事業主行動計画を策定した企業を滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企
業として登録し、県ホームページなどでのPRを行った。（平成27年度末累計登録企業数763社）
　県内中小企業におけるワーク・ライフ・バランスの取組推進および事例発信を目的として、
中小企業関係団体と協働し、中小企業ワーク・ライフ・バランス対応経営推進員による企業訪
問・取組支援を行った。（平成27年度取組支援企業数８社）

３．滋賀県の労働雇用行政の実施状況について
１．労働者福祉の推進
　（1）仕事と家庭の両立支援
　　 ①ワーク・ライフ・バランスの推進

　滋賀県労働相談所において、専門の相談員が労働者・事業主を問わず、労働に関する疑問・
トラブルについての相談に対応し、労使関係の安定を図っている。平成27年度は710件の相談
があった。

　（2）労働相談事業

　労働福祉の向上を目的として、職場のハラスメントをテーマとした労務管理セミナーを11月
に開催した。
　また、主に企業の人事労務担当者を対象に、労使問題への理解と認識を深めてもらうことに
より、安定した労使関係の確立と労働福祉の増進に寄与する目的で、労働関係法令の解説を中
心とした労働問題セミナーを２月に開催した。
　さらに、連合滋賀、（一社）滋賀経済産業協会、滋賀県の労・使・行政３者の共催により、県
内の労使関係者に対し、春闘への展望と今後の労使の課題に関する経営労働フォーラムを２月
に開催し、労使の共通問題に対する相互理解を図った。

　（3）労働福祉の啓発

　子育てしやすい職場環境づくりに向けた啓発や支援を行うために、企業への専門家（社会保
険労務士）による相談支援を行った。（企業訪問300社、コンサルティング30社）さらに、これら
の取組の成果を広く発信することにより他企業での取組拡大につなげ、仕事と子育てを両立で
きる環境整備を進めていくことを目的として、県内4会場でワークショップを開催し、事例発
信のための 実践事例集を作成した。
　また、『育児休業の取得促進』『所定外労働の削減』『年次有給休暇の取得促進』など働きやす
い職場環境づくりのための取組を促進するため、企業への相談支援を実施した。（企業訪問30
社）

　　 ②働きやすい職場環境づくりの支援
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　高等技術専門校（テクノカレッジ）の施設内において、新規学卒者、離転職者および在職者等に対
する職業訓練を実施している。
（ア）新規学卒者等を対象とした職業訓練
　　　高等学校卒業者等を対象とした１～２年間の職業訓練を実施している。
　
　　　米原校舎（テクノカレッジ米原）

　　　草津校舎（テクノカレッジ草津）

（イ）離転職者等を対象とした職業訓練
　　　離転職者等を対象とした、再就職のための６月間～１年間の職業訓練を実施している。

　　　テクノカレッジ米原

　　　テクノカレッジ草津

２． 職業能力開発の推進
（1）公共職業訓練
　　①施設内訓練
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（ウ）離転職者等を対象とした職業訓練（若者しごとチャレンジプログラム実施事業）
　　　就労経験の乏しい若年者に対して、高等技術専門校における施設内での職業訓練と企業
　　実習（約2月間）を組み合わせた人材育成システム（日本版デュアルシステム）による１
　　年間の職業訓練を実施している。

　　　テクノカレッジ米原

（エ）一般校を活用した障害者訓練（障害者総合実務訓練事業）
　　　知的障害者を対象とした１年間の職業訓練を実施している。

　　　テクノカレッジ草津

（オ）在職者等を対象とした職業訓練
　　　在職労働者等を対象に、機械、溶接、電気・電子、建築、制御、塗装の各分野について、
　　２～４日間程度の職業訓練（技能向上セミナー）を実施している。

（ア）離職者等職業能力開発事業
　　　離転職者の就職を促進し、安定雇用につなげるため、民間教育訓練機関等を活用して多
　　様な職業訓練を実施している。
　　○知識等習得コース
　　　事務、医療、介護、情報等の就職に必要なスキルを身につける訓練
　　○資格取得コース
　　　介護福祉士または保育士の資格を取得し、就職を促進するための訓練
　　○定住外国人向け訓練コース
　　　身分に基づき我が国に在留する外国人（日本の国籍を取得した者を含む。）であって、
　　一定程度の日本語能力を有するものの、職業訓練を受講する上で配慮が必要である者を対
　　象に、就職に必要なスキルを身につけるための訓練
　　○委託訓練活用型デュアルシステム訓練コース
　　　就労経験に乏しく、職業能力形成機会に恵まれなかった者を対象として、職業訓練施設
　　で座学訓練と企業実習を組み合わせた、日本版デュアルシステムの方式による訓練

（イ）母子家庭の母等職業的自立促進事業
　　　就労経験のないまたは就労経験の乏しい、いわゆる長期失業状態にある母子家庭の母等
　　の就職の促進を図るため、民間教育訓練機関等を活用した職業訓練を実施している。

　　②施設外委託訓練
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（ウ）子育て女性等職業能力開発事業
　　　出産や子育て等を理由に離職し、再就職を希望する女性等の就職の促進を図るため、民間教育
　　訓練機関等を活用した職業訓練を実施している。
　　○子育て家庭支援コース
　　　出産や子育てを理由に離職後、再就職を希望する方等を対象として、就職活動の幅を広げ、幅
　　　広い分野での就職につなげるために必要な知識・技能を習得するためのコース
　　○女性の再チャレンジ支援コース｠
　　　出産や子育て、介護による離職後、再就職を希望する女性を対象として、短期間の訓練の受講
　　　による知識・技能の習得を通して、離職期間のブランクによる不安感を取り除き、再就職が円
　　　滑にできるよう支援するためのコース

（エ）障害者委託訓練事業
　　　就職を目指す障害者を対象として、企業、NPO法人、民間教育訓練機関等の多様な委託先を活
　　用し、障害者の態様に応じた職業訓練を実施している。

　事業主等がその雇用する労働者等に対して行う教育訓練であって、職業能力開発促進法に定められ
る職業訓練に関する基準に適合しており、かつ、事業主等が行おうとする職業訓練の永続性が認めら
れるなど、一定要件を満たす場合に知事が認定をしており、現在24校の訓練施設を認定している。

（2）事業内認定職業訓練

　技能の振興や優秀な技能者の育成を促進するため、県内の産業に従事する技能者で、特に優れたも
のを滋賀県の優秀技能者（おうみの名工）として表彰し、また、県内在住または勤務する35歳未満の
技能者で技能レベルが秀でている者を「おうみ若者マイスター」として認定している。
　平成27年度は、「おうみの名工」として、修理工、造園工、宮大工、理容師、木彫工/仏像彫刻製
造工、パン・焼菓子製造工、日本調理料理人の７名の表彰を、また、「おうみ若者マイスター」とし
て産業用機械組立工、金属手仕上工、木製建具製造工の３名の認定を行った。

（3）技能の振興
　　①おうみの名工・おうみ若者マイスター技能振興事業

　小学生から中学１年生の児童・生徒を対象に、様々な職業を紹介するとともに、実際のしごとを体

験する場を提供する「しごとチャレンジフェスタ」を開催し、職業観・勤労観を育むきっかけ作りを

行う。

　　②しごとチャレンジ推進事業
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　中小企業人材育成プランナーを配置し、人材育成に関する相談・援助、研修会の企画・実
施、人材バンクの運用等を行うことにより、中小企業の人材育成の支援を行っている。
　平成27年度は、中小企業の在職者向けの研修を４回実施し、延べ206人の申込みがあり、延
べ153人が受講した。
　また、人材バンクについては、平成28年３月末現在37件の登録があり、ホームページにおい
て公開するなど、運用を行っており、これまでに６件の活用事例があった。

　（4）中小企業人材育成促進事業

　「ヤングジョブセンター滋賀」「滋賀県地域若者サポートステーション」等の就労支援機関
を一体化した「おうみ若者未来サポートセンター」を運営し、各機関の強みを活かしながら、
若者の実情に応じた支援をワンストップで行った。平成27年度は延べ19,926人の利用があり、
1,459人の就職につながった。

３．雇用・就労促進
　（1）若者の雇用・就労促進
　　 ①おうみ若者未来サポートセンターの運営

　県内７つの福祉圏域すべてに設置されている「障害者働き・暮らし応援センター」を中心
に、労働部局と福祉部局が連携して、障害者の就労と生活の両面の支援や、職場開拓、定着支
援を推進した。平成27年度就職者数402人

　（2） 障害者の雇用・就労促進
　　 障害者働き・暮らし応援センター事業

 就業経験の少ない若年求職者等に対し、県内企業のニーズを踏まえた人材育成および就職活
動支援を行った。また、企業交流会の開催等により、求職者と企業との相互の理解を深め、県
内中小企業での就職につなげた結果、65人の就職に結びついた。

　
　　 ②滋賀の “三方よし” 若者未来塾事業
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　概ね45歳以上の中高年齢者を対象に、個別相談や求人情報の提供・職業紹介などをワンストップで
実施する「シニアジョブステーション滋賀」を平成27年６月に大津駅前に設置した。運営について
は、労働局と一体的に行い、県が事業者委託により実施する「シニア相談コーナー」と、大津公共職
業安定所が運営する「ハローワークコーナー」により、中高年齢者の就労の促進を図った。
　　平成27年度　利用者数　　　　　　 4,017人
　　　　　　　　セミナー参加者数　　　242人
　　　　　　　　就職者数　　　　　　　650人

（3）中高年および外国人の雇用・就労促進
　　シニアジョブステーション滋賀の運営

　失業者に対する雇用機会の提供を図るとともに、事業所が行う賃上げや正規雇用化、職場定着等の
在職者の処遇改善に向けた取組を支援するため、国の交付金を財源とした基金を活用し、市町ととも
に県をあげて、「地域人づくり事業」を実施した。
　 平成27年度　雇用機会の提供：190人、処遇改善の支援：348事業所

　厳しい雇用失業情勢の下、県内各経済団体に対して、新規大学等卒業予定者等の採用に関する要請
を行うとともに、企業に対する公正な採用選考の啓発・指導を行った。また、滋賀県雇用対策協定に
基づき、滋賀労働局と雇用対策を一体的に取り組むとともに、就職困難者等の就労対策の推進のた
め、市町や関係団体との情報交換会の開催などの連携を図った。

　戦略的分野において産業振興と一体となった雇用政策を推進し、雇用の受け皿づくりと安定的かつ
良質な雇用の創造を図るため、平成27年度から「滋賀発の産業・雇用創造推進プロジェクト」に取り
組み、雇用創出目標（平成27年度）60人に対して、116人の雇用を創出した。

（4）緊急雇用創出特別推進事業

（5）総合雇用安定対策

（6）滋賀発の産業・雇用創造推進プロジェクト
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　男女共同参画社会基本法、滋賀県男女共同参画推進条例に基づき、平成23年度から平成27年
度までの５年間計画として「滋賀県男女共同参画計画～新パートナーしがプラン～」を制定し、
男女の人権が互いに尊重され、個性と能力を発揮することができる、多様性に富んだ活力ある
社会の実現に向けて取り組んだ。

４．滋賀県の男女共同参画・女性活躍推進施策の実施
　　状況について

１．滋賀県男女共同参画計画「新パートナーしがプラン」に基
　づく効果的な事業展開

　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進に向け、講演会の開催や啓発ポス
ターの作製など、県民や団体、事業所、行政が一体となって、協働で社会的気運を高めるため
の取り組みを行った。
　また、中小企業における男性の育児休業取得を促進するため、事業主に奨励金を給付し、男
性の家庭生活・地域生活への参画につながる取組を実施した。
　平成27年度奨励金支給企業数７社

２．誰もが輝ける男女共同参画社会の実現に向けて
　（1）家庭・地域における男女共同参画の推進

　滋賀の地域・経済の活性化に向け、女性の働く場への参画や起業、管理職の増加に向けた支
援を中心に、女性のライフステージに応じたきめ細かい支援を行う「CARAT滋賀・女性・元
気プロジェクト」に、部局横断で取り組んだ。

①　仕事と生活の両立のための職場環境づくり
　　企業、団体の女性活躍推進の取り組みを応援するため、滋賀県女性活躍推進企業認証制度
　を実施した。また、イクボス宣言された企業、団体の取組を県のホームページで紹介するた
　めイクボス宣言企業登録を実施した。
　　平成27年度　認証企業数　27件、イクボス宣言企業登録数　２件

②　就業機会の確保
　　県内２か所のマザーズジョブステーションにおいて、出産・育児等による離職後、再就職
　を希望する女性等を対象とする就労支援をワンストップで行った。
　　平成27年度　マザーズジョブステーション相談件数　5,712件

③　職業能力の開発と女性のチャレンジへの支援
　　働く女性への支援として、企業における女性の活躍推進セミナー、女性のキャリアアップ
　支援セミナー等を開催した。

　（2）働く場における男女共同参画の推進



１８７

　さまざまな悩みを持つ女性、男性に対して、男女共同参画心理相談員・弁護士による相談や、臨床
心理士によるDV被害者のためのカウンセリングを実施するなど、相談体制の充実に努めた。また、
県内の相談体制の充実強化のため、男女共同参画相談ネットワーク会議の開催や相談員の研修を行っ
た。
　夫、パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女
性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであることから、国の男女共同参画推進本部で
決定する「女性に対する暴力をなくす運動」の実施について、市町、民間団体等に広く周知し、啓発
を行った。

　男女共同参画に関する多様な学習機会を提供するとともに、家庭や地域・職場等における男女共同
参画の取組が加速するよう、広く一般県民を対象とした講座や講演会を開催したり、男性の家事・育
児・介護などの家庭生活や地域生活への参画を推進するため、滋賀のイクメン・カジダンフォトコン
テストを実施した。
　また、青少年期から男女共同参画の大切さを理解し、性別にとらわれず主体的に考え行動する姿勢
を育むことができるよう、県内各学校へ小・中学校生用副読本、高校生用ワークシートの配布を行っ
た。

　あらゆる分野の政策・方針決定過程への女性の参画拡大に努めており、県の各種審議会等委員への
女性の登用促進や、地域や民間団体等における運営や方針決定過程の場への女性の参画が進むよう、
市町の担当課長等を対象に必要な情報を提供するなどの支援を行った。
　また、女性のエンパワーメントを促進し、男女共同参画に取り組む県民・団体等の主体的な活動を
進めるために、県民や団体間の交流、連携活動の場づくりや自主活動への支援を行った。　

（3）男女間のあらゆる暴力の根絶と人権の尊重

（4）男女共同参画意識の浸透と自立意識の確立

（5）政策・方針決定過程への女性の参画推進
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