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〜滋賀県基本構想戦略プログラムの改訂について〜
１

戦略プログラムとは
滋賀県基本構想に掲げる３つの戦略「人の力を活かす」、「自然の力を活かす」、「地と知
の力を活かす」を着実に推進するため、その実施計画として「戦略プログラム」を定めてい
ます。
戦略プログラムは、基本構想の実現に向けて、社会経済情勢の変化等を踏まえ、毎年度、
見直すこととしています。

２

実施期間
平成１９年度から２２年度までの４か年

３

改訂の趣旨
平成２１年度の施策構築では、財政構造の更なる見直しを進めつつも、昨年の８月に「県
政経営の基本方針」を定めるとともに、その後の急速に悪化する雇用・生活不安に応えるた
め、基本構想の実現に向けて４つの重点テーマ（※）に合致するものや緊急雇用対策事業に
財源の集中を行いました。
これにともない、戦略プログラムにおいても、４つの重点テーマにかかる新規事業の追加、
修正などを行い、さらに「緊急的に対応が必要な課題」として緊急雇用対策事業を追加し、
基本構想をより効果的に推進するための改訂を行いました。
（※）４つの重点テーマ
①県民の「生命（いのち）」を守るために
②社会で子育てを支え、子どもの生きる力を育むために
③琵琶湖の保全と脱温暖化対策のために
④滋賀の特性を活かした産業の育成のために
◆平成２０年度進行管理対象事業数

１６７事業

◆平成２１年度進行管理対象事業数
新規事業数
廃止事業数

１６９事業
７事業
５事業

＋

緊急雇用対策事業

◇新規事業
新規事業
事業所内保育施設共同設置モデル事業
新型インフルエンザ対策事業
滋賀県ＤＭＡＴ強化研修委託事業
外来水生植物駆除事業費
地球温暖化対策推進事業
環境配慮型企業活動支援事業
ハザードマップ活用支援事業

関連する戦略

重点テーマ②

戦略1-4-(2)

重点テーマ①

戦略1-4-(2)

重点テーマ①

戦略2-1-(1)

重点テーマ③

戦略2-3-(1)

重点テーマ③

戦略2-3-(1)

重点テーマ③

戦略3-3-(2)

重点テーマ①

◇廃止事業
廃止事業
資源生産性向上支援事業
感性産業創出推進事業
感性価値創造支援事業
スマートインターチェンジの整備
※県土主要幹線道路の整備へ統合
滋賀の優位性を活かした地域活性化調
査検討業務

関連する重点テーマ

戦略1-1-(2)

関連する戦略
戦略3-2-(1)
戦略3-2-(2)
戦略3-2-(2)
戦略3-2-(4)
戦略3-2-(4)

戦略１

人の力を活かす （７３事業）

戦略１−１ 社会で子育てを支える（１８事業）
◆戦略１−１−(1) 働き方の見直しや再チャレンジを可能とする社会環境づくりの促進
（5 事業）
●仕事と生活の調和推進事業（県民文化生活部）
●女性の活躍支援事業（県民文化生活部）
●女性のチャレンジ支援事業（県民文化生活部）
●ワーク・ライフ・バランス企業応援事業（商工観光労働部）
●女性の再チャレンジ支援能力開発事業（商工観光労働部）
◆戦略１−１−(2) 地域が関わる子育て・子育ちの環境づくり
（13 事業）
●地域子育て支援拠点事業（健康福祉部）
●地域力を生かす子育ての”わ”づくり研究事業（健康福祉部）
●利用しやすい保育所づくり推進事業（健康福祉部）
●淡海子育て応援団事業（健康福祉部）
●企業内家庭教育促進事業（教育委員会）
★事業所内保育施設共同設置モデル事業（健康福祉部）
●「地域の力を学校へ」推進事業（教育委員会）
●「社会で子育てを支えるしが」推進事業（健康福祉部）
●子ども読書活動推進事業（教育委員会）
●放課後児童クラブの設置促進（健康福祉部）
●しがこども体験学校推進事業（再掲）：参照１−３−（２）（本掲）（健康福祉部）
●児童虐待防止対策事業（健康福祉部）
●非行少年等立ち直り支援事業（あすくる）（健康福祉部）

戦略１−２

力を発揮できる多様で柔軟な活躍の場をつくる（７事業）

◆戦略１−２−(1) 力に応じて活躍できる環境づくり
（5 事業）
●出会い発見！青少年応援事業（健康福祉部）
●若年者総合就業支援事業（商工観光労働部）
●退職シニアの地域デビュー支援事業（健康福祉部）
●障害のある人の“もっと働きたい”応援プロジェクトの推進（健康福祉部・商工観光労働部）
●淡海ネットワークセンター支援事業（県民文化生活部）
◆戦略１−２−(２) 知識、技術、感性を活かせる就業機会の創出
（2 事業）
●地と知をつむぐビジネスデザイン構築事業（再掲）：３−１−（１）参照（商工観光労働部）
● 企業誘致推進事業(再掲）：３−１−（４）参照（商工観光労働部）

戦略１−３

子どもの多様な学びの場をつくる（１４事業）

◆戦略１−３−(1) きめ細かく対応する教育環境の整備
（8 事業）
●少人数学級編制の実施（教育委員会）
●少人数指導の実施（教育委員会）

●発達障害児童生徒への指導力向上事業（教育委員会）
●スクールカウンセラーの配置（教育委員会）
●スクーリングケアサポーターの派遣（教育委員会）
●小学校心のオアシス相談員の配置（教育委員会）
●中学生保護者支援員配置事業（教育委員会）
●アクティブハイスクール支援事業（教育委員会）
◆戦略１−３−(２) 自然、文化・芸術等地域資源を活用した教育、体験活動の推進
（6 事業）
●びわ湖フローティングスクール実施事業（うみのこ）（教育委員会）
●森林環境学習「やまのこ」事業（琵琶湖環境部）
●たんぼのこ体験事業（農政水産部）
●しがこども体験学校推進事業（本掲）：参照１−１−（２）（再掲）（健康福祉部）
●陶芸の森「世界にひとつの宝物づくり」
「子どもやきもの交流事業」
（再掲）：３−４−（１）
参照（本掲）（商工観光労働部）
●中学生チャレンジウイーク〜中学２年生５日間職場体験〜（教育委員会）

戦略１−４

健康でいきいきと暮らせる仕組みをつくる（１９事業）

◆戦略１−４−(1) 若い頃からの健康づくりと介護予防の推進
（5 事業）
●食育推進活動事業（健康福祉部）
●湖っ子食育推進事業（教育委員会）
●生活習慣病予防戦略推進事業（教育委員会）
●生涯スポーツ振興事業（教育委員会）
●県民主導介護予防地域づくり促進事業（健康福祉部）
◆戦略１−４−(２) 保健医療・福祉提供体制の整備
（9 事業）
● 在宅医療等推進事業（健康福祉部）
●乳児死亡率改善緊急対策事業（健康福祉部）
●医師確保総合対策事業（健康福祉部）
●琵琶湖マザーホスピタル事業（病院事業庁）
●福祉人材センター運営事業（健康福祉部）
●地域福祉人材確保事業（健康福祉部）
●認知症高齢者・家族地域支援体制整備推進事業（健康福祉部）
★新型インフルエンザ対策事業（健康福祉部）
★滋賀県ＤＭＡＴ強化研修委託事業（健康福祉部）
◆戦略１−４−(３) 身近なところで日常の用が足せる安全で快適なまちづくり
（5 事業）
●鉄軌道関連施設整備費補助（バリアフリー化）（土木交通部）
●歩道等のバリアフリー化（土木交通部）
●障害のある人の“地域で暮らしたい”応援プロジェクトの推進（健康福祉部）
●障害のある人の“さまざまな活動がしたい”応援プロジェクトの推進（健康福祉部）
● にぎわいのまちづくり総合支援事業（再掲）：３−３−（１）参照（商工観光労働部）

戦略１−５地域での多様な支え合いの輪を広げる（１２事業）
（12 事業）
● ボランティア活動振興事業（健康福祉部）

●自主活動団体への支援事業（県民文化生活部）
●自主防災組織の活動支援事業（知事直轄組織）
●交通安全教育推進事業（土木交通部・警察本部）
●子どもたちの安全対策支援事業（教育委員会）
●世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策（農政水産部）
●「ともに地域の未来を拓き隊」派遣事業（総務部）
●協働事業の総合推進事業（県民文化生活部）
●淡海ネットワークセンター支援事業（県民文化生活部）
●ふるさとの川づくり協働事業（土木交通部）
●近江の美知普請事業（土木交通部）
●まちの常夜燈モデル事業（警察本部）

戦略１−６多文化共生を目指す（３事業）
（3 事業）
● 多文化共生推進事業（商工観光労働部）
●外国人児童生徒等日本語指導対応加配、非常勤講師派遣（教育委員会）
●来日外国人に対する非行防止対策の充実（少年補導サポーター）（警察本部）

戦略２

自然の力を活かす （３８事業）

戦略２−１ 自然本来の力を保全し再生する（１５事業）
◆戦略２−１−(1) 琵琶湖の水環境および生態系の保全と再生に向けた取組の推進
（8 事業）
●琵琶湖の総合保全に向けての総合的・学際的な調査検討（琵琶湖環境部）
●ヨシ群落保全管理事業（琵琶湖環境部）
●内湖再生検討事業（琵琶湖環境部）
●南湖湖底環境改善事業（琵琶湖環境部、農政水産部、土木交通部）
●水産有害生物対策事業（農政水産部）
★外来水生植物駆除事業費（琵琶湖環境部）
●守山栗東雨水幹線整備事業（琵琶湖環境部）
●琵琶湖レジャー利用適正化推進事業（琵琶湖環境部・警察本部）
◆戦略２−１−(2)
環境保全機能をより高める森林づくりの推進
（2 事業）
● 陽光差し込む健康な森林づくり事業（琵琶湖環境部）
●みんなの森づくり活動支援事業（琵琶湖環境部）
◆戦略２−１−(3) 野生動植物の保護管理と良好な自然景観の創造
（5 事業）
● いきもののにぎわい復活プロジェクト（琵琶湖環境部）
●伊吹山自然再生事業（琵琶湖環境部）
●カワウ総合対策推進事業（琵琶湖環境部）
●獣害対策推進プロジェクト（琵琶湖環境部・農政水産部）
●棚田地域の総合保全対策費（農政水産部）

戦略２−２自然を活用した産業を活性化させる（６事業）
◆戦略２−２−(1) 人と環境にやさしい農林水産業の推進
（5 事業）
● 環境こだわり農業支援事業（農政水産部）
●しがの地産地消推進事業（農政水産部）
●びわこ流域田園水循環推進事業（農政水産部）
●県産木材生産流通促進事業（琵琶湖環境部）
●水産基盤整備事業費（農政水産部）
◆戦略２−２−(2)
環境・自然体験観光の推進
（1 事業)
● びわ湖・里山観光振興特区計画の推進（再掲）：３−２−（２）参照（商工観光労働部）

戦略２−３持続可能な社会を目指す（１４事業）
◆戦略２−３−(1) 脱温暖化に向けた取組の推進
（11 事業）
● 持続可能な滋賀社会づくり構想推進事業（琵琶湖環境部）
●滋賀エコ・エコノミープロジェクト推進事業（知事直轄組織、琵琶湖環境部、商工観光労働部）
★地球温暖化対策推進事業（琵琶湖環境部）
★環境配慮型企業活動支援事業（琵琶湖環境部）
●「みるエコおうみ」プログラム推進事業（琵琶湖環境部）
●環境に配慮したクルマ利用モデル事業（土木交通部）
●農業・水産業温暖化対策総合検討事業（農政水産部）
●温暖化に対応し得る水稲・園芸作物の栽培技術の確立（農政水産部）
●飼料自給率向上対策事業（農政水産部）
●水産業温暖化対策事業費（農政水産部）
●バイオディーゼル燃料利用推進事業（琵琶湖環境部）
◆戦略２−３−(2) 循環型社会づくりの推進
（3 事業）
● 新しい環境習慣推進事業 （琵琶湖環境部）
●産業３R推進事業（琵琶湖環境部）
●産業廃棄物不法投棄防止対策（琵琶湖環境部）

戦略２−４自然の力を憩いや学びに活用する（３事業）
◆戦略２−４−(1) 地域の環境を活かした体験活動の推進
（2 事業）
● 環境学習支援事業（琵琶湖環境部）
●びわこ地球市民の森事業（土木交通部）
◆戦略２−４−(2)
農村と都市の交流推進
（1 事業）
● 都市農村交流対策事業（農政水産部）

戦略３

地と知の力を活かす （５８事業）

戦略３−１新規成長産業の創造や新たな事業活動への挑戦を支援する（１３事業）
◆戦略３−１−(1) 新しいモノづくり県を目指した事業の創出支援
（9 事業）
● びわ湖南部エリア新産業創出特区計画の推進（商工観光労働部）
●長浜バイオ・ライフサイエンス特区計画の推進（商工観光労働部）
●滋賀統合物流センター(SILC)特区計画の推進（商工観光労働部）
●しが新事業応援ファンド支援事業（商工観光労働部）
●地と知をつむぐビジネスデザイン構築事業（商工観光労働部）
●バイオ産業振興事業（商工観光労働部）
●医工連携ものづくりプロジェクト創出支援事業（商工観光労働部）
●ものづくりナビゲーション事業（商工観光労働部）
●おうみの名工・おうみ若者マイスター技能振興事業（商工観光労働部）
◆戦略３−１−(2) 産学官連携の積極的な推進
（１事業）
● 産学官連携推進事業（商工観光労働部）
◆戦略３−１−(3) 新しい事業展開へのチャレンジ支援
（2 事業）
● 中小企業経営革新支援事業（商工観光労働部）
●プロジェクトチャレンジ支援事業（商工観光労働部）
◆戦略３−１−(4) 時代をリードする企業の誘致
（1 事業）
● 企業誘致推進事業（商工観光労働部）

戦略３−２ 滋賀の特性を活かした産業を育成・支援する（１６事業）
◆戦略３−２−(1) 環境関連産業の創出・育成・集積
（1 事業）
● 環境産業クラスター創造事業（商工観光労働部）
◆戦略３−２−(2) 「感動」や「共感」等による価値の創出
（5 事業）
●滋賀・琵琶湖ブランド推進事業（知事直轄組織）
● 国際陶芸産業都市特区計画の推進（商工観光労働部）
●びわ湖・里山観光振興特区計画の推進（商工観光労働部）
●地場産業新戦略支援事業（商工観光労働部）
●滋賀ならではの地域資源発信事業（商工観光労働部）
◆戦略３−２−(3) 成長が見込めるサービス産業の支援
（2 事業）
● 健康福祉産業ネットワーク形成推進事業（商工観光労働部）
●地と知をつむぐビジネスデザイン構築事業（再掲）：３−１−（１）参照（商工観光労働部）

◆戦略３−２−(4) 広域交通基盤を活かした事業展開の促進
（3 事業）
●渋滞交差点の解消（土木交通部）
●県土主要幹線道路の整備（土木交通部）
● 企業誘致推進事業(再掲）：３−１−（４）参照（商工観光労働部）
◆戦略３−２−(5) 時代のニーズに対応する農水産業の振興
（5 事業）
● しがの農水産物マーケティング戦略推進事業（農政水産部）
●しがのブランド米生産対策事業（農政水産部）
●近江の園芸特産チャレンジャー事業（農政水産部）
●活力ある「近江牛」等生産流通対策事業（農政水産部）
●しがの担い手育成総合サポート事業費（農政水産部）

戦略３−３ 安全で美しいやすらぎのあるまちづくりを進める（２０事業）
◆戦略３−３−(1) にぎわいのある美しいまちづくり
（4 事業）
● にぎわいのまちづくり総合支援事業（商工観光労働部）
●「ともに地域の未来を拓き隊」派遣事業（再掲）：１−５参照（本掲）（総務部）
●中山間地域等直接支払交付金（農政水産部）
●景観行政団体の推進（土木交通部）
◆戦略３−３−(2) 人を守る、地域を守る災害に強い安全な県土づくり
（14 事業）
● 地域情報提供システムの構築（県民文化生活部）
●土砂災害防止施設の整備（土木交通部）
●洪水ハザードマップ作成支援事業（土木交通部）
★ハザードマップ活用支援事業（土木交通部）
●水害に強い地域づくり事業（土木交通部）
●河川改修事業（土木交通部）
●道路の耐震対策の推進（土木交通部）
●木造住宅耐震化促進事業（土木交通部）
●「防災センター基本構想」の見直し（知事直轄組織）
●防災上特に重要な県有施設の耐震化（知事直轄組織、各施設管理部局）
●道路施設の計画的維持管理（土木交通部）
●ストックマネジメントシステムの推進[県有施設建築物]（土木交通部）
●ストックマネジメントシステムの推進[下水道施設]（琵琶湖環境部）
●ストックマネジメントシステムの推進[基幹水利施設]（農政水産部）
◆戦略３−３−(3) やすらぎのある水辺と道づくり
（2 事業）
● ふるさとの川づくり協働事業（再掲）：戦略１−５参照（本掲）（土木交通部）
●近江の美知普請事業（再掲）：戦略１−５参照（本掲）（土木交通部）

戦略３−４ 文化・芸術が息づく魅力的なまちをつくる（９事業）
◆戦略３−４−（1） 観る・触れる・感じる文化芸術体験の推進
（3 事業）
● 次世代文化芸術推進事業（県民文化生活部）

●陶芸の森「世界にひとつの宝物づくり」「子どもやきもの交流事業」（商工観光労働部）
●びわ湖ホール管理運営（県民文化生活部）
◆戦略３−４−（2） かおり高い地域文化の創造
（6 事業）
●文化芸術振興あり方検討事業（県民文化生活部）
● 滋賀県芸術文化祭開催事業（県民文化生活部）
●しが県民芸術創造館および文化産業交流会館管理運営（県民文化生活部）
●近代美術館展覧会開催事業（県民文化生活部）
●陶芸の森事業（商工観光労働部）
●近江水の宝調査活用事業（教育委員会）

緊急的に対応が必要な課題
緊急雇用対策事業
●ふるさと雇用再生特別推進事業
●緊急雇用創出特別推進事業

