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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28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。

ア　将来において成長発展が期待される分野における参入および事業活動の促進
イ　県民の安全および安心に配慮した事業活動の促進
ウ　海外における円滑な事業の展開の促進

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

ア　ものづくり産業を担う中小企業の事業機会の増大
イ　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
ウ　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
エ　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）中小企業の自らの成長を目指す取組の円滑化（条例第８条第２項）

・施策の各体系に関連した計108事業を実施。
・上記のほか、中小企業者や関係者との連携促進にかかる取組として、関係団体等との意見交
　換会（20回）、職員による企業訪問（108社）、中小企業者に対するアンケート（700社）な
　どを実施。

　目標を数値設定している事業については、数値目標の達成状況を基本に、数値に現れない取
組成果・課題等を加減し、事業全体を４段階で評価した。また、それ以外の事業については、
定性評価により事業全体を４段階で評価した。

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との有機的な連携の促進（条例第９条第１項）



１７５

　水環境ビジネス、医工連携、クリエイティブ産業など、将来において成長発展が期待される分野
における取組において、それぞれ着実な進展が図られているほか、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取組を進めることができた。また、海外展開支援についても、
県内中小企業の海外ビジネス展開に向けた様々な支援や取組を進めることができた。
　今後は、IoTの活用や事業化に向けた個別支援、ジェトロ滋賀貿易情報センターとの連携など、
より具体的・発展的な取組を進めていく必要がある。

【将来において成長発展が期待される分野】
　　水環境ビジネス、医工連携、クリエイティブ産業などにおいて、ビジネスプロジェクトの更なる
　創出、ネットワーク参加企業の増加等による産学官連携基盤の充実強化、事業所の開設やモデル事
　業の実施など、それぞれ着実な進展が図られている。
【イノベーションの創出】
　　滋賀県産業振興ビジョンに掲げた５つの分野にかかる異分野・異業種連携のビジネスモデル９件
　に対し支援を行ったほか、滋賀発の成長産業発掘・育成に繋がるビジネスプランの発掘など、滋賀
　らしい強みの形成に向けた取組を進めることができた。今後は、新たな価値創造が見込まれるIoT
　を活用した取組への支援や、事業化に向けたビジネスプランに対するきめ細やかなハンズオン支援
　などにより、滋賀の経済成長を牽引する新たな成長分野の育成を図っていく必要がある。
【海外展開支援】
　　貿易投資相談窓口の設置や、ベトナム・ホーチミン市との覚書を活用した個別企業への現地支援
　などにより事業活動の更なる進展を図ったほか、汚水処理や農畜水産物などの分野において、ビジ
　ネス展開に向けた取組を進めることができた。今後は、平成29年７月開設予定のジェトロ滋賀貿易
　情報センターとの連携など、中小企業の海外展開にかかる取組を一層充実させ、より広がりのある
　ビジネス案件の創出につなげていく必要がある。

・｢エネルギー社会トップモデル形成推進事業｣ほか計20事業を実施。
・評価内訳

４．体系ごとの評価・課題
（1）中小企業の自らの成長を目指す取組の円滑化

総 括



１７６

　人材の確保・育成については、女性の活躍や若者の就労に対する支援やワーク・ライフ・バラン
ス（仕事と生活の調和）の実現の推進などに取り組み、着実な進展を図ることができた。また、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、中小企業の経営の安定・向上にも一定の
成果が得られているが、依然として、多種多様な経営課題に即したきめ細やかな支援が求められて
おり、引き続き、小規模事業者を中心に継続的な支援を実施していく必要がある。創業の促進につ
いても、ハード・ソフト両面からの取組により一定の成果が得られているが、今後は起業家や新た
なビジネスプランの発掘・支援にも一層取り組んでいく必要がある。

【女性活躍、若者の就労促進】
　　滋賀マザーズジョブステーションの運営、企業での活躍を推進するためのセミナーなどによる女
　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にかかる取組
　を引き続き実施し所期の目標をほぼ達成したほか、県内企業等への就職者増加や就職におけるミス
　マッチ解消を図るための取組では、産官学金連携による「滋賀インターンシップ推進協議会」を設
　立し、試行的にインターンシップを実施するなど進展を図ることができた。
【ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進】
　　モデル事例の紹介による情報発信等により推進企業の累計登録件数が目標数に達するなど、その
　必要性について一層の浸透を図ることができた。今後は、官民一体となり、企業にとってのメリッ
　トが具体的に感じられる取組などを実施し、県内中小企業に働き方改革を推進、浸透させていく必
　要がある。
【支援機関による経営支援・金融支援】
　　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窓口相談や地道な訪　問指導によ
　り、金融、税務、労務、販路拡大などの分野において、多くの中小企業の経営改善が図られた。制
　度融資(資金貸付)においては、開業資金にかかる貸付メニューのリニューアルなどにより、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、ピー
　ク対策、創エネ設備の整備に対する助成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）策定支援による危機管理意識の醸成など、様々な角度から経営基盤の強化を図るこ
　とができた。とりわけ商工会等による相談・訪問指導や制度融資は、中小企業の経営の安定・向上
　に必須の基礎的な支援であり、継続的かつ普遍的に実施していくことが重要である。
【創業の促進】
　　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ビジネス・インキュ　ベー
　ション（BI）施設の活用や、インキュベーション・マネージャー（IM）養成研修の実施など、ハー
　ド・ソフト両面からの取組を実施し、施設入居後の事業拡大などに繋げることができた。今後も引
　き続きBI施設の活用促進を図るとともに、次世代を担う起業家や新たなビジネスプランの発掘・支
　援にも一層取り組んでいく必要がある。

・｢滋賀のくすり振興対策費（地場製薬企業薬事エキスパート育成補助金）｣ほか計53事業を実施。
・評価内訳

（2）中小企業の経営基盤の強化

総 括



１７７

　企業情報シートの作成による自社分析支援や県内外大手企業との展示商談会等開催によるビジネ
スチャンス拡大など、ものづくりに携わる中小企業が必要とする支援を実施したほか、地場産業・
地場産品の振興については基本的な指針を策定した。また観光客の来訪・滞在の促進についても、
観光をキーにしたまちづくり、無料Wi-Fi環境の整備促進、「ビワイチ」によるサイクルツーリズム
の普及促進・環境整備などの取組が進められた。
　今後も引き続き、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
の経済循環を県の隅々にまで行き渡らせていく必要がある。

【ものづくり産業】
　　企業情報シートの作成等により、自社分析や受注体制強化、販路開拓・調達情報収集など、もの
　づくりに携わる中小企業が必要とする支援を実施し、その自立的・持続的な成長を促した。また、
　県内外大手企業との展示商談会等を開催し、県内中小企業のビジネスチャンス拡大を図ることがで
　きた。今後も引き続き、参加者の効用やメリットを明確にしながら、中小企業への周知・普及を図っ
ていく必要がある。
【地場産業・地場産品】
　　実態調査をおこない基本的な指針をするとともに、滋賀の名品ロゴの作成やWebショッピングサ
　イトの開設や、海外戦略・後継者育成に対する支援などにおいて、所期の目標を達成することがで
　きた。今後は、上記指針に基づき、施策の総合的な推進を図っていくことが必要である。
【企業の誘致】
　　市町等と連携した誘致活動などにより、目標を上回る立地件数を達成することができた。
【地酒の普及促進】
　　新酒披露会が様々な媒体で取り上げられるなど、近江の地酒の価値が再認識される契機を創出す
　ることができた。今後も普及啓発活動を継続して認知度向上・魅力発信に取り組み、近江の地酒を
　積極的に使用してもてなす機運を醸成していく必要がある。
【観光客の来訪・滞在の促進】
　　観光をキーにしたまちづくりによって観光振興のレベルアップと地域の活性化を目指す取組にお
　いて、モデル地区やDMO候補法人に対する支援等により、地域で観光まちづくりに取り組む機運
　を高めることができたほか、無料Wi-Fi環境の整備促進による利便性の向上や、「ビワイチ」によ
　るサイクルツーリズムの普及促進・環境整備などにより、県内各地への来訪を促す具体的な取組を
　進めることができた。今後については、それぞれの取組を各部局で更に進展させていくとともに、
　平成29年10月下旬オープン予定の首都圏情報発信拠点を核とした、県外への情報・魅力発信の強化
　にも取り組んでいくことが重要である。

・｢伝統的工芸品月間等参加事業｣ほか計29事業を実施。
・評価内訳

（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



１７８

　産学官連携推進事業では、６件の共同研究が国の戦略的基盤技術高度化支援事業の採択を受け、
連携の構築にとどまらず競争的資金の獲得という成果にまで繋がっている。また機関別の採択件数
では滋賀県産業支援プラザが全国１位となっている。
　６次産業化については、新たな取組を行う事業者を継続して発掘・支援していく必要があり、今
後も部局横断の連携を推進し、ネットワークによる取組の進展を図っていく必要がある。
　また、県民の間に広く小規模企業をはじめとする中小企業、いわゆる“ちいさな企業”への関
心・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、10
月の「滋賀県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・魅力の発信や関連施策
の周知を図ったほか、「滋賀のちいさな企業元気セミナー」を開催し、ちいさな企業の活性化に向
けた機運の醸成を図った。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、今後も引き続き、条例の主旨や施策の周知・浸透を図っていく必要がある。

・｢伊藤忠商事株式会社との連携協定｣ほか計６事業を実施。
・評価内訳

（4）中小企業者および関係団体等との有機的な連携の促進

・下記の３項目を重点事項として定め、全108事業のうち該当する事業について重点的に取り組んだ。
　①小規模企業者への支援
　②地域の特性を活かしたイノベーションの創出
　③共に働く共生社会づくりの実現
・重点事項ごとの事業評価内訳

（5）重点事項の評価・課題

総 括



１７９

①ものづくり分野における支援、地場産業・地場産品の振興、地酒の普及促進、10月の応援月間
　やWeb等を活用した魅力発信など分野において、小規模企業をはじめとした中小企業の活性化
　にかかる取組を実施し、目標については概ね達成することができた。小規模事業者は多種多様
　な経営課題を抱え、相談相手も限られていることから、今後も引き続き商工会等の支援機関に
　よる窓口相談や訪問指導をベースに日常的なサポートを行いながら、各分野における個別支援
　や情報発信を並行して行い、重層的な支援を継続していくことが必要である。
②異分野・異業種連携によるビジネスモデルへの支援、水環境ビジネスにおける海外プロジェク
　トの創出・展開、医工連携による新たな事業展開など、将来において成長発展が期待される分
　野を中心にイノベーションの促進に取り組むとともに、滋賀発の成長産業発掘・育成に繋がる
　ビジネスプランの発掘やインキュベーション・マネージャーによる創業支援を中心に新たな事
　業の創出を促進し、目標については概ね達成することができた。今後は、IoTを活用した取組支
　援やビジネスプランに対するきめ細やかなハンズオン支援、次世代を担う起業家や新たなビジ
　ネスプランの発掘・支援にも一層取り組み、イノベーションの創出や創業の促進を進展させて
　いく必要がある。
③女性、若者、中高年齢者、障害のある方などに対する就労支援や、ワーク・ライフ・バランス
　（仕事と生活の調和）の推進など共生社会づくりの実現に向けた取組を進め、目標については
　概ね達成することができた。しかしながら、中小企業においては人材の確保が大きな経営課題
　の一つとなっていることから、インターンシップの推進や青少年期からのキャリア教育など、
　雇用のミスマッチ解消や勤労観の醸成が促進されるような取組についても、並行して注力して
　いく必要がある。

総 括



１８０

　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　「ようこそ滋賀」魅力発信事業

３．「滋賀ならでは」の特色のあるツーリズムの展開
　①　日本遺産魅力発信事業

　滋賀の様々な美しい情景を映像に収めた３分の４K高画質動画の作成や滋賀・びわ湖の魅力
を紹介した記事の雑誌への掲載など積極的な情報発信を行った。「歴」、「食」、「遊」、「癒」、
「観」、「買」、「美」といった多彩な魅力を有する滋賀県を「虹色の旅へ。滋賀・びわ湖」
をキーワードとして、マーケティング分析を活かした効率的なメディアミックス戦略を展開
し、統一して発信することによる本県の認知度向上とともに、多彩な観光資源への興味を高
め、来訪行動に結びつけた。

　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28年度には、イベント等の機会を捉えて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６社、マスコミ４か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、関係各所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67,274人（前年度95,157人）と、平成27年に秋
葉原の「ちゃばら日本百貨店」にて滋賀県の物産販売が開始した影響を受け、減少する結果と
なった。今年10月、新たな情報発信拠点「ここ滋賀」が開設されることから、今後も情報発信
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。

　日本遺産を構成する文化財を中心に、「水の文化」を軸とした地域ならではの素材を活か
し、観光ルートの開発や情報発信、地域のおもてなし環境の整備を推進している。
　平成28年度は、日本遺産を核とした観光キャンペーン「日本遺産　滋賀・びわ湖 水の文化
ぐるっと博」の開催計画を策定し、日本遺産WEBサイト運営、旅行会社等へPRを実施した。
また、各地域での受入れ環境整備として、旅行商品企画を造成した。日本遺産の認知度の更な
る向上を図り誘客に繋げていくため、平成29年度の「ぐるっと博」開催に向け、特に一般消費
者に対しては、各メディアや旅行会社等と連携した情報発信の強化に取り組んでいく。
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②　ビワイチ観光推進事業

③　観光キャンペーン推進事業

①　観光まちづくり推進事業

　自転車等で琵琶湖を一周する「ビワイチ」の魅力を国内外に発信するとともに、受入環境の
充実をはかり、本県の魅力向上と地域活性化につなげていく取組みを進めており、平成28年度
は、サイクリングマップ作成やサイクルサポートステーション整備、レンタサイクルの拠点整
備、サイクルツアーガイド養成など受入環境整備のほか、矢羽根等による走行環境整備、国内
外への情報発信など、部局横断による取組みを進めた結果、ビワイチ体験者数は72,000人と前
年度の52,000人を大きく上回る結果となった。

　平成30年度の大型観光キャンペーンの開催に向け、平成28年度は、県内各市町や観光関連団
体等と連携し、同キャンペーンの準備会を４回開催するとともに、９市町の観光素材磨き上げ
ワークショップを３回開催するなど、受入環境の整備を進めてきた。今後、準備会で協議、検
討してきた内容を踏まえ、平成29年度には推進協議会を立ち上げ、基本方針の策定や構成団体
の主体的な取組の促進を図り、一過性の取組にならないよう、キャンペーン実施に向けて、お
もてなし体制の整備も含め、継続した支援を行っていく。

　地域において市町、観光関連団体、観光事業者、ボランティア、住民などの多様な主体が参
加・連携し、観光まちづくり組織等により観光をキーとしたまちづくりを行う仕組みづくりの
支援をしている。平成28年度は３市町を対象とし、マーケティング分析、地域資源の観光資源
化に向けた課題分析、解決策の検討について支援を行い、地域がさらに活性化することを目指
して、自立的・継続的に観光インフラの整備、観光振興のレベルアップを図った。平成29年度
は、支援対象を７市町に拡大し、平成30年度の大型観光キャンペーンにむけて、体制を整備し
ていく。

　平成28年度は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きた。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きた。
　その結果、平成28年度は、国全体の訪日客が2,403万９千人と日本政府観光局が統計を取り
始めた1964年以降最多の訪日客数を記録する中で、観光庁の宿泊旅行統計調査による本県の外
国人宿泊者数は約48万人（前年比100.7％増）であった。平成29年度は観光客数の上位を占め
るアジア市場中心に海外プロモーションや海外の旅行社・メディアの招請を引き続き積極的に
推進するとともに、新たな市場を開拓するため、欧州での本県の認知度向上に取り組んでいく。

　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、積極的に使用したおもてなしがなされるよう、平成28
年度は協議会を設立した。平成29年度も引き続き協議会を開催し、近江の地酒に関わる様々な
関係者の連携の下で近江の地酒振興に結び付く取組を進めていく。

４．「観光交流」推進の体制づくり

５．国際観光の取り組み

６．「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
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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28年度末累計登録企業数835
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28年度取組支援企業数23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28年度は586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

　県内の中小企業を対象に、働き方改革への一歩を後押しするため、専門家である社会保険労
務士による相談支援を行った。（企業訪問100社、コンサルティング20社）

　　 ②働きやすい職場環境づくりの支援



１８３

　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。

　　　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）

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。

　　　米原校舎（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。

　　　草津校舎（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、情報分野等への就職を目指し、必要なスキルを習得するためのコース
　　○長期高度人材育成コース
　　　国家資格の取得等を目指す長期の教育訓練講座を活用した高度な知識および技能を習得
　　するためのコース
　　○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習得するためのコース
　　○委託訓練活用型デュアルシステム訓練コース
　　　就労経験が少なく、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
　　での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コース
（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少ない、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（休止中の施設を含む。）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28年度は、「おうみの名工」として、造園工、建築大工、仏壇漆塗師、日本料理調理人の4名
の表彰を、また、「おうみ若者マイ スター」として西洋料理調理人の１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年生までの児童・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

りを行っている。

　　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28年度は、中小企業の在職者向けの研修を４回実施し、延べ317人の申込みがあり、延
べ184人が受講した。
　また、人材バンクについては、平成29年３月末現在44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」「新卒応援ハローワーク」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、概ね45歳未満
の若年求職者の就労支援をワンストップで 行った。
　平成28年度　利用者数　延べ18,818人、　就職者数　1,253人

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28年度　就職者数　401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

　大学生や若年求職者等に対し、県内企業のニーズを踏まえた「人材育成研修」および「就職
支援研修」を開催した。　
　平成28年度　開催回数　180回、　参加者数　延べ799人

　
　　 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・職業紹介などの各種支援をワン
ストップで提供する「シニアジョブステーション滋賀」を滋賀労働局と一体的に運営し、就労促進を
図った。
　　平成28年度　利用者数　　　　　　4,832人
　　　　　　　　セミナー参加者数　　　384人
　　　　　　　　就職者数　　　　　　　543人

（3）中高年の雇用・就労促進
　　シニアジョブステーション滋賀の運営

　差別のない公正な採用選考の実施に向け、企業や県民に対する啓発を行った。
　また、滋賀県雇用対策協定に基づき、滋賀労働局と連携して雇用対策に取り組むとともに、同和地
区住民をはじめとする就職困難者等の就労対策を推進するため、情報交換会の開催などにより、市町
や関係団体との連携を図った。

　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28年度）154人に対して、162人の雇用を創出した。

　インターンシップを通じ、県内外の学生の職業観を醸成し、県内企業や農業法人への理解を深める
ことを目的に、企業と大学等をつなぐ仕組みとして、平成28年10月に産官学金連携による「滋賀イン
ターンシップ推進協議会」を設立した。平成29年２月～３月にインターンシップ（10企業に対し、20
名の学生が参加）を実施するとともに、企業情報サイト「WORKしが」や企業PR冊子で魅力ある県
内企業等の認知度を高める情報発信を行うことにより、県内企業等への就職者の増加やミスマッチの
防止に取り組んだ。

（4）総合雇用安定対策

（5）滋賀発の産業・雇用創造推進プロジェクト

（6）産業人材育成・確保のグッドジョブプロジェクト
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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および女性の職業生活における活躍
の推進に関する法律に基づき、平成28年度から平成32年度までの５年間計画として 「滋賀県
男女共同参画計画・滋賀県女性活躍推進計画～パートナーしがプラン2020～」を策定し、あら
ゆる場面において男女共同参画を推進することにより、滋賀県基本構想に掲げる基本理念「夢
や希望に満ちた豊かさ実感・滋賀」が実現できるよう取り組んだ。

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・滋賀県女性活躍推進計画
　　「パートナーしがプラン2020」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。

２．あらゆる場面で「男女共同参画」を実現できる滋賀の
　　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28年度　認証企業数　132件、イクボス宣言企業登録数　91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28年度　マザーズジョブステーション相談件数　5,533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
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　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。　

　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、男女共同参画の取組を支援するための総合拠点施設である県立男女共同参画センターにおい
て、県民、事業者、地域団体、NPO、大学等および市町の取組が一層促進されるよう支援した。

（3）男女の人権尊重と安心して暮らせる社会づくり

（4）計画の総合的な推進
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