
　　　１．未来を拓く人育て・人活かし

　　　２．持続可能な社会への転換

　　　３．安全・安心な暮らしの確保

　　　４．特性を活かした地域づくり

　　　５．県財政の健全化

小学校３年生の少人数学級編制の実施 178,470千円 (教育委員会)

放課後子ども教室推進事業 9,750千円 (教育委員会)

通級指導教室の設置 35,108千円 (教育委員会)

子育て家庭訪問事業 4,000千円 (健康福祉部)

子どもが学ぶ「近江の歴史と文化」事業 6,825千円 (教育委員会)

女性の再チャレンジ支援職業訓練事業 5,871千円 (商工観光労働部)

仕事と家庭の両立が可能な職場環境整備促進事業 4,427千円 (商工観光労働部)

女性のチャレンジ支援事業 2,379千円 (政策調整部)

男女が活躍する自治会活動支援事業 1,300千円 (政策調整部)

定年退職者の元気創造プロジェクト 12,000千円 (健康福祉部)

「地域の力を学校へ」推進事業 3,257千円 (教育委員会)

【子育て三方よし　～子どもが輝く未来のために～】
【熟年世代が活躍する地域づくり】　※別添図参照

男女共同参画による先進的な取組を行っている自治会等の情報を提供

－　「もったいない」で拓く滋賀の未来　－

通級指導教室の空白地域等に発達障害児のための教室を設置

就業、起業、社会貢献等の女性のチャレンジを支援するため、講座の開講、交流の場づくり等を実施

専任の「学校支援ディレクター」の配置により、地域の人々が学校で活躍できる仕組みを構築

安全安心な活動拠点を設け、地域住民の参画による、スポーツ、文化活動等の取組支援

地域の人材を活用した乳幼児家庭への訪問により、養育環境の把握・育児支援を行い児童虐待を防止

民間教育訓練機関等を活用した再就職のための職業訓練実施

企業における行動計画策定を支援するため、アドバイザー設置、取組企業認証制度・取組企業紹介等

定年退職者が地域の支え手として活躍できる仕組みづくり「元気創造滋賀モデル」の構築

　これからの時代、滋賀県の持続的な発展を図る上で、「人」は特に大きな財産です。
　さまざまな人に十分に能力を発揮していただけるよう、安心して子どもを産み育てられる環境や、女性や
定年退職者がいきいきと活躍できる環境を整備し、滋賀の未来を拓いていきます。

小学校１、２年生と同様に、３年生で３５人学級編制と複数指導の選択制を実施

郷土の歴史・文化・人物等を取り上げた副読本や資料集等を全児童生徒に配布

１　未来を拓く人育て・人活かし

平成１９年度の重点施策・取組

資料２
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琵琶湖の総合保全に向けての総合的・学際的な調査検討 1,000千円 (琵琶湖環境部)

湖岸生態系の保全・修復および管理に関する研究 23,217千円 (琵琶湖環境部)

湖岸環境の現状を科学的に解析・検討し、湖岸生態系の修復の方向性および回復力について研究

水質汚濁メカニズム解明調査事業 21,580千円 (琵琶湖環境部)

新琵琶湖ルール定着・推進事業 26,380千円 (琵琶湖環境部)

節水型水利用システム実証支援事業 6,000千円 (農政水産部)

宇曽川水系集団的水利用体制整備支援事業 5,312千円 (湖東地域振興局)

産業廃棄物最終処分場特別対策事業 115,520千円 (琵琶湖環境部)

循環型社会推進事業 10,935千円 (琵琶湖環境部)

循環型社会整備事業 7,128千円 (琵琶湖環境部)

産業廃棄物不法投棄防止対策事業 42,707千円 (琵琶湖環境部)

汚泥処理方式の効率化検討（流域下水道建設事業） 14,466千円 (琵琶湖環境部)

世代をつなぐ農村まるごと保全事業費 322,745千円 (農政水産部)

獣害対策推進プロジェクト 34,382千円

地域ぐるみによる対策のための地域協議会や、市町との協働により対策のための集落リーダーの育成の支援等

猿害総合対策モデル事業 3,029千円 (南部振興局)

県民協働新エネルギー導入推進事業 4,768千円 (琵琶湖環境部)

森林環境学習「やまのこ」事業 68,500千円 (琵琶湖環境部)

【琵琶湖の総合保全のための新しい取組】
【琵琶湖森林づくり事業の概要】　※別添図参照

難分解性有機物の実態把握・特性調査等により、琵琶湖における水質汚濁メカニズムを解明

ＲＤ社産業廃棄物最終処分場問題の解決に向けた取組推進

流域の集落において、集団的水利用に取り組むための体制づくりを支援

甲賀地域でニホンザルの行動を調査し、モデル集落で住民の主体的実践を支援

ＮＰＯ法人、公益法人等の新エネルギー施設設置に対する助成

「琵琶湖ルールひろめよう券」の活用などにより、琵琶湖のレジャー利用の適正化を一層推進

土地改良区や民間、研究機関等が連携した節水型水利用システムの検討、実証に対して支援

２４時間監視可能な機器等、ＩＴ技術を利用した監視通報システムの検討や整備

　琵琶湖に代表される豊かな自然と、その中で育まれてきた歴史や地域文化は滋賀の誇りです。
　これらの豊かな資源を保全するため、琵琶湖をはじめとする自然の再生や、廃棄物の発生抑制等による
循環型社会の形成など、次の世代につなぐ持続可能な社会への転換を図っていきます。

農村の自然環境や農地・農業用水の保全向上活動に対する支援を実施

(琵琶湖環境部、
　農政水産部)

小学生が森林体験を通して森林づくりへの理解を深める環境学習の展開

県民会議(仮称）の設置や、啓発用ホームページ開設・運営、地域等におけるモデル事業への支援等

市町における資源化推進の仕組みづくりの検討、産業界におけるゼロエミッション推進・資源化のための検討

汚泥の最終処理に係るエネルギー消費量の削減および地球環境にやさしい有効利用方式の検討

水質汚濁メカニズムや生態系メカニズム解明のための総合的・学際的な調査研究の企画検討と最新の知見の集約

２　持続可能な社会への転換
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流域治水対策事業費 98,000千円 (土木交通部)

自主活動団体への支援事業 7,500千円 (県民文化生活部)

子どもたちの安全対策支援事業 14,600千円 (教育委員会)

子供の犯罪被害防止及び非行防止を図るためのボランティア研修事業 1,265千円 (警察本部)

保健医療計画・医療費適正化計画策定 6,864千円 (健康福祉部)

医師確保総合対策事業 96,064千円 (健康福祉部)

発達障害者支援キーパーソン養成事業 1,300千円 (健康福祉部)

地域福祉圏域において、発達障害支援のキーパーソンを養成

働き・暮らし応援センター事業 22,657千円

障害者の就労の場の確保、職場定着、日常生活の支援のための「働き・暮らし応援センター」の設置を推進

障害者雇用好事例集作成事業 3,500千円 (商工観光労働部)

積極的に障害者を雇用している企業の事例を収集し、好事例集を作成・配付

湖西なごみの森づくり推進事業 1,136千円 (政策調整部)

障害者とともに健康な森づくりをし、地域における就労の場・社会貢献の場を創出

多文化共生推進事業 2,311千円 (商工観光労働部)

多文化共生支援事業 2,200千円 (商工観光労働部)

認知症まちかどマンパワー支援事業 9,891千円 (健康福祉部)

あったかふれあいタウンネットワークづくり支援事業 1,120千円 (東近江地域振興局)

【総合的な流域治水対策の検討】
【地震防災プログラム関係事業の概要】　※別添図参照

「認知症サポーター」養成のための講師育成支援や、「認知症サポーター」養成研修実施等

スクールガードの活動に対する支援

子供の安全対策、非行防止対策の中核となるボランティアの資質向上・活動活性化のための研修実施

治水安全度を評価し、超過洪水対策を含め、河川改修やダムと併せて各種のハード・ソフト対策を検討

多国籍住民実態調査を実施、（仮称）しが多文化共生推進会議を設置し支援策等を協議

認知症の人と家族を近隣地域で支援するための人材養成を支援

市町が設置・運営する（仮称）しが多文化共生地域支援センターを支援、多文化共生理解講座開催

医師確保システムの構築や、魅力ある病院づくり、女性医師の働きやすい環境づくり等を総合的に展開

(健康福祉部、
　商工観光労働部)

地域における自主防犯活動団体の立ち上げを支援

保健医療計画の改定および、医療費適正化計画の策定

　県民の皆さんひとりひとりが健康を維持し、日々安全な暮らしを送れることは、県民の幸せづくりの大前
提です。
　かつての地域や人のつながりを再生しながら、防災や防犯対策の充実、障害者や高齢者の支援など、
あらゆる人が安心して暮らせる社会を築いていきます。

３　安全・安心な暮らしの確保
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都市と地方の交流居住・移住促進事業 5,769千円 (政策調整部)

都市農村交流対策事業（農家民宿・空き民家検討調査等） 9,357千円 (農政水産部)

湖北地域振興関連情報発信事業 3,332千円 (湖北地域振興局)

湖北ふるさと体験企画モデル事業 1,800千円 (湖北地域振興局)

感性産業創出推進事業 6,150千円 (商工観光労働部)

伝統産業活性化モデル事業 8,225千円 (商工観光労働部)

創造型モノづくり企業立地促進助成金 20,000千円 (商工観光労働部)

経済振興特区企業立地促進助成金 62,304千円 (商工観光労働部)

産業振興総合推進事業（滋賀ＣＳＲ経営大賞負担金） 100千円 (商工観光労働部)

（仮称）ＮＰＯコミュニティビジネス化橋渡し事業 4,000千円 (県民文化生活部)

ＮＰＯ活動を対象にｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽの視点からの助言を行い、産業支援プラザなどの専門機関への橋渡しを実施

スマートインターチェンジの推進 50,000千円 (土木交通部)

（仮称）湖東三山スマートＩＣおよび（仮称）蒲生スマートＩＣの測量・設計に着手

県民土木協働推進事業費 190,700千円 (土木交通部)

湖西地域産業活性化調査事業 2,615千円 (政策調整部)

新しい行政改革の方針を提示 (総務部)

新しい財政構造改革プログラムを策定 (総務部)

歳入確保のための企業誘致等

創造型モノづくり企業立地促進助成金＜再掲＞

経済振興特区企業立地促進助成金＜再掲＞

特区地域内への立地に対し、投資額の一部を助成

空き家等を活用した交流居住・移住促進のための受け皿組織や、情報発信手段の構築、モニタリング実施

地域資源を掘り起こし、先端技術やデザイン等と融合させることにより現代の感性に訴える商品やサービス等を創出

伝統産業産地における後継者育成への取組に対する助成

　本県の財政は、県債が増加する一方、基金が底をつく状況となるなど、危機的な状況にあります。
　こうしたことから、次の時代に大きな負担を残すことのないよう、新たな行財政改革に取り組むとともに、
大規模事業の見直しや、企業誘致による歳入確保等により、県財政の健全化をめざします。

都市住民と農山村の高齢者との交流を「第２のふるさと」として家族ぐるみのふれあいに発展させ、農山村を再生

研究開発機能を有する事業所の設置に対し、設備投資額の一部を助成

　地域間の競争が激しさを増す中で、活力ある滋賀をつくるためには、地域の強みを活かしていくことが重
要です。
　それぞれの地域の資源や魅力にみがきをかけ、積極的に発信するとともに、地域に根ざした新たな産業
や伝統産業を支援することにより、滋賀らしい特性を活かした地域づくりを進めます。

県民との協働による、道路路肩部の除草・美化清掃や、河川の支障物除去による活動支援等

農家民宿・空き民家現況調査や、農家民宿普及の啓発、空き民家等活用計画策定等

産業界と行政の連携による産業立地適地検討等

【「対話と共感」の新たな取組】　※別添図参照

「滋賀ならではのＣＳＲ経営」の推進に取り組んでいる事業所を顕彰

湖北地域の潜在的な魅力・可能性を発信することにより、雇用の場づくり、若者のＵターンを促進

４　特性を活かした地域づくり

５　県財政の健全化
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平成１９年度の特徴的な取組
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子 育 て 三 方 よ し　～子どもが輝く未来のために～

確かな学力をはぐくむ教育の推進

子によし

子どもの体験の場づくり

食育事業の推進

青少年の自立支援

子どもに安全・安心なまちづくり

困難を抱える子どもへの支援

子どもが自ら育つ力をはぐくみ
幸せになるために

地域における子育て支援

親によし

子どもを生み・育てる人を
社会的・経済的に支援するために

家庭における子育て支援

仕事と家庭の両立支援
～企業における子育て支援～

　　・社会の担い手が健やかに育ち、活力ある社会を築く
　　・子どもを生み育てることに喜びを感じることのできる社会を築く

世間によし

子育て世帯の経済的負担の軽減

めざす社会へ

滋賀県子ども条例
（仮称）滋賀県子ども育成大綱

滋賀県次世代育成支援行動計画
「子どもの世紀 しがプラン」

社会保障制度を維持する
経済的活力を促進する
労働力供給を安定化させる

地域・学校・家庭の連携による人権教育の推進地域の教育力の向上社会全体で子育てを支援する気運の醸成

県民意識の醸成

子育ての楽しさに触れる機会を増大させる
地域のにぎわいを活性化させる

子育ての負担感や
不安感を緩和する

児童虐待や子どもが犠牲
となる犯罪を防止する

少子化の流れを止めるために子どもの健やかな成長のために
課題の解決
に向けて

個性を伸ばす取組と、異文化理解の促進



子によし　～子どもが自ら育つ力をはぐくみ　幸せになるために～

新 ・小３での少人数学級編制の実施 178,470 教職員課 新 ・県立学校ジョブサポート事業 9,590 学校教育課

・滋賀ことのはプロジェクト 2,600 学校教育課 ・中学生チャレンジウイーク 14,000 学校教育課

新 ・理科支援員の配置 21,855 学校教育課 ・中学生広場開催事業 1,242 生涯学習課

新 ・地域日本語教育支援事業 1,017 学校教育課 ・高校生実社会体験事業 7,224 学校教育課

新 ・ものづくり人材育成のための専門高校地域産業 19,000 学校教育課 ・デュアルシステム実践推進事業 2,332 学校教育課

　連携事業 ・若年者総合就業支援事業 35,408 労政能力開発課

・特別支援教育の推進 20,863 学校教育課 ・ニート、フリーター対策 2,152 労政能力開発課

新 ・「地域の力を学校へ」推進事業 3,257 生涯学習課 ・青年社会参画促進事業 3,000 青少年室

・絵本の学習講座 228 生涯学習課

・児童虐待防止総合対策の充実 36,294 子ども家庭課

・児童養護施設等入所措置 1,056,785 子ども家庭課

・里親措置事業 94,285 子ども家庭課

新 ・里親家事援助事業 4,796 子ども家庭課

・うみのこ、やまのこ、田んぼのこ ・子ども・子育て応援センターの運営 51,778 子ども家庭課

  　びわ湖フローティングスクール事業 265,556  びわ湖ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞｽｸｰﾙ ・主任児童委員および児童委員の活動 88,464 子ども家庭課

  　森林環境学習「やまのこ」事業 68,500 林務緑政課 ・スクールカウンセラーの配置 135,395 学校教育課

  　田んぼの学校推進事業 23,499 環境こだわり農業課 ・小学校心のオアシス相談員の配置 10,650 学校教育課

・スクーリング・ケアサポーターの派遣 10,500 学校教育課

・青少年育成地域活動支援事業 16,464 青少年室 新 ・ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｸ的学校不適応支援事業 2,624 学校教育課

・しがこども体験学校推進事業 4,232 青少年室 新 ・学校いじめ対策コーディネーターの配置 3,296 学校教育課

・次世代育成環境学習推進事業 8,996 エコライフ推進課 新 ・いじめをしない・させない学校づくり 2,000 学校教育課

新 ・問題を抱える子ども等の自立支援事業 27,000 学校教育課

・外国人児童生徒ほっとサポート事業 2,995 学校教育課

・非行少年等立ち直り支援事業（あすくる） 60,956 青少年室

・無職少年等非行防止対策事業 23,122 青少年室

新 ・世代をつなぐ環境こだわり農業推進事業 1,400 環境こだわり農業課 ・社会的ひきこもり対策事業 1,851 障害者自立支援課

・子ども社会参画づくり事業 1,500 子ども家庭課

・世界にひとつの宝物づくり 3,700 新産業振興課

・心の冒険推進事業 2,670 生涯学習課

・豊かな心を育む異年齢交流体験事業 5,260 学校教育課 ・自主活動団体への支援 7,500 県民生活課

・こども体験活動の機会と場の充実 6,448 生涯学習課 ・“あったか”たうんづくり事業費補助 27,000 健康福祉政策課

・青少年野外教室推進事業 650 生涯学習課 ・学校安全体制整備推進事業 23,710 スポーツ健康課

・荒神山少年自然の家研修事業 1,455 生涯学習課 新 ・子どもたちの安全対策支援事業 14,600 スポーツ健康課

新 ・舞台芸術鑑賞事業 2,031 学校教育課 新 ・放課後子ども教室推進事業 9,750 生涯学習課

新 ・子どもの犯罪被害防止および非行防止を図る 1,265 生活安全企画課

  　ためのボランティア研修事業
・学校における非行防止教育の促進 1,440 少年課

・家庭における非行防止対策の推進 960 少年課

新 ・外国人少年補導サポーター制度の導入 7,022 少年課

・アクティブハイスクール支援事業 31,300 学校教育課 ・食育推進計画推進事業 6,744 健康推進課

・中高生海外ホームステイ体験プログラム 15,223 学校教育課 ・食育推進活動事業 3,425 健康推進課

新 ・小学校における英語活動等 4,640 学校教育課 ・湖っ子食育推進事業 1,128 スポーツ健康課

　　国際理解活動推進プラン ・田んぼの学校推進事業（再掲） 23,499 環境こだわり農業課

新 ・子どもが学ぶ「近江の歴史と文化」事業 6,825 学校教育課 ・親と子のおにぎり体験事業 6,346 環境こだわり農業課

新 ・｢早寝･早起き･朝ごはん｣県民運動推進事業 1,446 生涯学習課

親によし　～子どもを生み・育てる人を社会的・経済的に支援するために～

新 ・子育て家庭訪問事業 4,000 子ども家庭課    ・家庭教育活性化推進事業 2,669 生涯学習課

・子ども・子育て応援センターの運営(再掲) 51,778 子ども家庭課    新 ・｢早寝･早起き･朝ごはん｣県民運動推進事業(再掲) 1,446 生涯学習課

新 ・地域子育て支援拠点事業費補助 47,594 子ども家庭課    ・子ども読書活動推進事業 2,600 生涯学習課

・子ども未来基金事業運営費補助 1,400 子ども家庭課    

　　※18年度末基金総額(見込み)　99,447千円

新 ・認定こども園普及促進事業 508 子ども家庭課    

・多様で良質な保育サービスの提供 739,936 子ども家庭課    新 ・仕事と家庭の両立が可能な職場環境整備促進事業 4,427 労政能力開発課

新 ・病児・病後児保育事業（保育所自園型） 20,833 子ども家庭課    

・保育所運営費負担金 1,328,872 子ども家庭課    

・放課後児童クラブ(学童保育)の充実 326,656 子ども家庭課    

・放課後児童クラブ整備費補助 25,398 子ども家庭課    

新 ・母子家庭自立支援プログラム策定事業 1,675 子ども家庭課    ・女性のチャレンジ支援事業 2,379 男女共同参画課

・乳幼児福祉医療費助成事業 902,225 健康推進課 新 ・女性の再チャレンジ支援職業訓練事業 5,871 労政能力開発課

・小児救急医療支援事業費補助 54,743 医務薬務課 ・企業内家庭教育促進事業（再掲） 382 生涯学習課

・周産期保健医療対策費 233,049 健康推進課

・不妊治療費に対する助成 74,638 健康推進課

･障害児童クラブの支援 15,763 障害者自立支援課

・障害児ｻﾏｰﾎﾘﾃﾞｰｻｰﾋﾞｽ事業 8,768 障害者自立支援課 ・私立学校振興補助金 2,916,778 総務部総務課

・重症心身障害児（者）通園事業 89,986 障害者自立支援課 ・私立高等学校特別修学補助金 121,691 総務部総務課

・子ども読書ボランティア養成講座 282 生涯学習課 ・児童扶養手当の支給 354,129 子ども家庭課    

・企業内家庭教育促進事業 382 生涯学習課 ・児童手当の給付 3,074,888 子ども家庭課    

・高等学校奨学資金貸付 328,922 学校教育課

県 民 意 識 の 醸 成

新 ・子育て支援関西キャンペーン 1,800 子ども家庭課 ・「滋賀 教育の日」推進事業 1,847 教育総務課

　　淡海子育て応援団事業 ・こども体験活動の機会と場の充実（再掲） 6,448 生涯学習課

新 ・しがの育ち・育てる環境づくりキャンペーン 1,796 子ども家庭課

・子育て応援セミナー 603 子ども家庭課

・子育てを男女が共に担う意識の醸成 29,573 男女共同参画課

・子ども輝き人権教育推進事業 4,747 人権教育課

・人権感覚あふれる学校づくり促進事業 1,423 人権教育課

新 ・みんなで語ろう！「子ども読書サミット」 250 生涯学習課 ・子どもを支える人権のまちづくり促進事業補助 5,500 人権教育課

幼児自然体験型環境学習推進事業
淡海こどもｴｺｸﾗﾌﾞに関する活動推進事業
こども環境特派員事業
子ども環境会議2007

一般事業主行動計画策定支援アドバイザー設置
一般事業主行動計画策定支援セミナー開催
仕事と家庭の両立支援のための啓発資料作成
仕事と家庭の両立支援取組企業認証（登録）制度および取組企業紹介

　■青少年の自立支援■確かな学力をはぐくむ教育の推進

　■困難を抱える子どもへの支援

　■仕事と家庭の両立支援　～企業における子育て支援～

　■子どもに安全・安心なまちづくり

　■子育て世帯の経済的負担の軽減

　■地域の教育力の向上

　■地域・学校・家庭の連携による人権教育の推進

　■社会全体で子育てを支援する気運の醸成

　■家庭における子育て支援　■地域における子育て支援

　■子どもの体験の場づくり

　■食育事業の推進

啓発・広報事業
男女共同参画推進拠点事業

　■個性を伸ばす取組と、異文化理解の促進

◆琵琶湖博物館、近代美術館､環境学習支援センター、びわ湖ホールなどの
　 事業も、子どもが輝いていくための支援をしています。

～子どもが輝く未来のために～

「子育て三方よし」具体的な取組
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１．基本的な考え方 
いわゆる団塊の世代をはじめとする第１次ベビーブーム世代が、これから退職期を迎えられます。この世代の方々は、戦後の経済復興・成長とともに人

生を歩み、経済や社会を大黒柱として支えてこられました。これまでに培われた経験や知識、益々盛んな意欲や元気、まさに“熟年世代”と呼ぶに相応し

い方々であると考えられます。 

 滋賀県は、これから新たなライフステージに進まれる“熟年世代”の方々に、いつまでも地域社会を支える主役として活躍していただき、また、“熟年世

代”のパワーをお借りして地域の自立と活性化につなげていきたいと考えております。 

 そこで、平成１９年度において、次のような施策に全庁的に取り組みます。 
 

２．平成１９年度に取り組む施策 

 

“地域デビュー”からの支援 
◆ 退職して職場から地域社会に戻ってこられる熟年世代の“地域デビュー”（仲間づくり、きっかけづくり）を支援します。 

◆ 豊富な経験等を活かしての創業や新規就農、地域ビジネス起業やボランティア・ＮＰＯ活動などを支援します。 
 
ふるさと（滋賀）への誘い 
◆ ふるさと（滋賀）の魅力的な地域資源などの情報を発信し、滋賀に誘います。 
◆ 農家民宿やふるさと体験などの体験交流を支援するとともに、交流居住や移住等の促進を図ります。 

 
 
☆☆施策展開イメージ☆☆ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熟年世代が活躍する地域づくり 

熟     年       世     代

【地域デビュー】 
 
新定年退職者の元気創造プロジェクト           ＜健康福祉部 12,000千円＞ 

・プロジェクトコーディネート事業 
ｼﾆｱ人材ﾊﾞﾝｸの構築やﾈｯﾄﾜｰｸ化、人材交流会等の開催 

ｼﾆｱ向けの情報発信、県と市町等との連携に向けた推進委員会の設置等 

・退職シニアの地域デビュー支援事業 
市町が実施する”仲間づくり講座“等の地域ﾃﾞﾋﾞｭｰ事業に対する助成 

新しい公共的ｻｰﾋﾞｽの起業化に対する支援 

○ボランティア・ＮＰＯファーストステップセミナー事業 ＜県民文化生活部 1,580千円＞

・ボランティアやＮＰＯ活動参加に向けたきっかけづくり 
講演会の開催、活動体験、活動に関する情報提供等 

【ふるさと（滋賀）への誘い】 
 
新都市と地方の交流居住・移住促進事業 

＜政策調整部 5,769千円＞ 
・地域での連携組織や情報発信ｻｲﾄ等の構築 

新湖北地域振興関連情報発信事業 
＜湖北地域振興局 3,332千円＞ 

・情報誌の発行、ﾌﾟﾚｽﾂｱｰの実施等 
拡しがの都市農山漁村共生・対流の推進 

＜農政水産部 8,957千円＞ 
・空き民家の調査、農家民宿の普及啓発等 

【新たな学び】 
○おうみ未来塾     ＜県民文化生活部 1,496千円＞ 
○レイカディア大学   ＜健康福祉部 33,470千円＞ 

○淡海生涯カレッジ    ＜教育委員会 1,203千円＞ 

○しが生涯学習アカデミー＜教育委員会 2,620千円＞ 

【体験・交流】 
新湖北ふるさと体験企画モデル事業 

＜湖北地域振興局 1,800千円＞ 
・農山村体験ﾌﾟﾗﾝ作成、体験ﾂｱｰの実施等 

○棚田保全ネットワーク推進事業 

＜農政水産部 6,800千円＞

熟年世代にいつまでも地域社会を支える主役として活躍していただき、地域の自立と活性化につなげるために 

仲間づくり 
から始めよう！ 

【地域でのチャレンジ】 
新（仮）ＮＰＯコミュニティビジネス化橋渡し事業     ＜県民文化生活部  4,000千円＞ 

・地域課題解決に向けた取組が自立的継続的なものとなるようにコミュニティビジネスの視点から支援 

新定年退職者の元気創造プロジェクト      ＜健康福祉部   12,000千円＞（再掲） 

新「地域の力を学校へ」推進事業       ＜教育委員会    3,257千円＞ 
・豊富な知識や経験を活かしたい人々が学校で活躍できるように仕組みを構築 

○青少年支援サポーター（青少年立ち直り支援ｾﾝﾀｰ「あすくる」ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）  ＜政策調整部     420千円＞ 

○みんなの森づくり活動支援事業       ＜琵琶湖環境部  57,500千円＞ 

○高年齢者の労働能力活用事業（ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ）     ＜商工観光労働部 22,390千円＞ 

○公園サポーター制度（ﾏｲﾊﾟｰｸｻﾎﾟｰﾀｰ）      ＜土木交通部         207千円＞  など 

 

【創業・就農へのチャレンジ】 
新定年を迎えた団塊世代の活力をいかす「再チャレンジ起業」支援事業   ＜商工観光労働部  6,460千円＞ 

・退職者が行う豊富な経験等を活かしたサービスの新規創業に対する助成 

○コミュニティビジネス創出支援事業      ＜商工観光労働部  3,300千円＞ 

○実年就農による元気な農村づくり事業      ＜農政水産部    6,560千円＞  など 
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流 域

現状(現象)・課題

１ 総合的・学際的な調査によるメカニズムの解明の枠組みづくり 国
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２ 水質改善の取組

３ 生態系への取組

４ 県民の水環境保全への参画の強化・充実 (協働 )

マ
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１
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・
第
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へ
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水草の異常繁茂、外来魚増加等

?→対処療法から今後どう対応するのか

難分解性有機物の増加、内部生産、
流域からの負荷の流入

?→琵琶湖の水質はどうなる
?そのメカニズムは

琵琶湖岸の水辺生態系の危機

?→琵琶湖への影響は

湖岸の景観劣化と、これに伴う人

と水辺との隔たり

?→近づきやすい水辺の再生・創造は

湖辺の改変、内湖の減少等を含め

た土地利用の変化への対応

?→琵琶湖への影響、効果は

流入負荷の減少にもかかわらず

琵琶湖の水質の改善が見られない

→今後の負荷削減対策は？

遅れている面源負荷対策

→流域の徹底調査など

□ 琵琶湖環境の総合保全に向けた調査（(仮称)琵琶湖環境総合調査）

の実施とこれを踏まえた水環境行政の再構築の検討

□ 琵琶湖流域水ビジョンの策定

○琵琶湖流域の現状・課題の把握、対策・施策の検証、施策の方向と
取り組むべき道筋の明確化

○調査研究検討チームの設置と調査の骨組みの構築・知見の集約
（水政課 千円）1,000

○水質メカニズム解明調査 （環境管理課 千円）21,580
○面源対策（流出水対策の拡大・堤脚水路を活用した水環境保全対策）

(水政課 千円）12,000
※第５期湖沼水質保全計画の推進
○地下水の総合保全 （環境管理課 千円）11,275

○琵琶湖の水草現況解析 （水政課 千円）1,500
○湖岸生態系の保全・修復および管理に関する研究

（琵琶湖・環境科学研究センター 千円）23,217
○早崎内湖の再生（継続調査、フォーラム） (水政課 千円）19,600

○流域ネットワーク委員会を中核とした県民活動の検討とその発展
(水政課 千円)5,046

水環境に対する県民の意識の希薄化

→県民の参画と協働に向けて

湖 内
湖底の泥質化、底層での低酸素化等

?→新たな現象の顕在化、その原因は

琵 琶 湖 の 総 合 保 全 の た め の 新 し い 取 組



平成19年度 琵琶湖森林づくり事業の概要

＊下記金額には県民提案による事業等を含んでおり 「県民」は県民提案によるもの 「庁内」は庁内公募によるものを表しています。《平成 年度予算》19 、 、

（ 千円） （ 千円）環境を重視した森林づくり 県民協働による森林づくり387,590 212,410

・ びわ湖水源のもりづくり月間」を中心とする普及啓発１ 陽光差し込む健康な森林づくり事業 ５ 協働の森づくりの啓発事業149,800 16,000 「
57,5001-1 環境林整備事業 105,000 ・環境林（針広混交林化）150ha ６ みんなの森づくり活動支援事業

1-2 森林環境の調査研究 44,800 ・森林現況調査（間伐促進マップ作成） 6-1 県民参加の里山づくり事業 40,000 ・地域が協働して取り組む里山の整備と活用 11地区
・環境保全のための森林づくりのあり方に （里山協定林推進事業）
関する調査研究 6-2 みんなで始めよう森づくり活動 10,000 ・NPO等が提案する森林づくり活動等への支援

・長伐期林への誘導 3,500ha 公募事業２ 長寿の森奨励事業 35,000
6-3 流域森林づくり委員会推進事業 7,500 ・６地域

110,790 70,410３ 森林を育む間伐材利用促進事業 ７ 未来へつなぐ木の良さ体感事業
3-1 地球温暖化防止対策間伐材利用拡大事業 12,000 ・間伐材買取 3,000m3 7-1 木の香る淡海の家推進事業 34,960 ・柱材の提供60戸および耐震補強への県産材活用支援
3-2 環境保全につなぐ間伐材製品利用促進事業 98,790 ・間伐材製品等普及ＰＲ 県 市町等補助 7-2 木の学習机整備事業 15,000 ・学習机導入数 1,000組〈 、 〉

( 57,300) 7-3 森の資源研究開発事業 15,450 ・森林資源等の利活用にかかる研究開発への支援庁内 （左記金額は内数）
・市町が主体となる里山整備 129ha 7-4 「びわ湖材」産地証明事業 5,000 ・間伐材を中心とする県産材の産地の明確化と普及４ 里山リニューアル事業 92,000

( 10,000) ・小学生を対象とした森林環境学習の実施（みんなが親しむ里山環境整備） 県民 （左記金額は内数） ８ 森林環境学習「やまのこ」事業 68,500

６００，０００千円合 計

従来からの取り組み

琵琶湖森林づくり県民税による取り組み





2 地震に備え・対応
  する「体制」づく
  り　65,309千円

平成19年度地震防災プログラム関係事業の概要
　　　　　　　　　　　　＜県民文化生活部とりまとめ＞

平成19年度の取り組み内容　  1,102,904千円
（このほか公共事業等の継続分を含めると  10,801,427千円）

１ 耐震化等に必要
   な「基盤」整備
　　　885,095千円

平成18年度当初
　　　　     934,521千円

◇緊急に行う必要のある事業は、中期戦略プログラムの緊急地震対策として財源確保
◇減災対策を推進するため、公共事業などハード整備については優先順位をつけ、計画的、
　着実な実施に努め、ソフト事業は自主防災組織の育成や県民の意識啓発を集中的に実施

基本的な考え方

　☆病院の耐震化を促進します
 １病院の耐震診断経費助成　1,176千円
 １病院の耐震補強経費助成 14,504千円
　　　　　　＜健康福祉部＞

　☆個人木造住宅の耐震化を促進
　　します
　新 耐震精密診断の方針案作成722千円
　新 木造住宅耐震化事業に対する支援
　　　　　　　　　　　　6,698千円
  新 耐震化モデル事例集作成4,300千円
  　〔耐震診断・耐震改修〕
　個人木造住宅耐震診断　  22,500千円
　個人木造住宅耐震改修　  19,000千円
　（新　県産材利用耐震改修モデル事業）
　　　　　　　＜土木交通部＞

　☆広域応援・受援体制を強化
　  します
　　応援ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ受援体制の整備
　　　＜県民文化生活部＞　16,700千円

　☆自主防災組織を育成・強化
　　します
　新　市町・消防担当者研修　500千円
　　　＜県民文化生活部＞

　☆県民への防災意識の啓発を
　　進めます
　　TV定時番組の制作・放映
　　＜県民文化生活部＞　　 32,920千円
　　中小企業へのBCP（事業継続計画）
　　の普及啓発　　　     2,000千円
　　　　＜商工観光労働部＞

　☆災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとの協働を進
　　めます
　　災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成等  1,200千円
　　　　　　＜健康福祉部＞

  ☆組織体制を強化し、職員の
    防災能力を向上します
 　救助救急資機材の整備　  5,570千円
　  県庁舎内執務室の書棚転倒防止対策等
                            3,600千円
　新 県庁舎用災害時備蓄物資 2,819千円
　　　　＜県民文化生活部＞

 ☆県有施設の耐震化を進めます
　県立高校(聾話学校、八幡工業、八幡商業、高島、
　　　　　　　　大津高校・大津清陵馬場分校）

　淡海学園、希望ヶ丘文化公園等の耐
　震補強、県立学校・農業大学校の実
　施設計、県立学校の耐震診断（二次）
                        816,195千円
　　　　　　＜教育委員会他＞



　☆新　防災行政通信システム
　 　　を強化します
　　防災行政無線ｼｽﾃﾑ更新基本
　　 調査　　　　　　　　3,000千円
　　　　　＜県民文化生活部＞

人と人とのつながりが、日常の防
災体制をつくります

 3 防災機能の整備・
   充実
　　　152,500千円

　☆新 防災行政通信ｼｽﾃﾑを
      デジタル化します
　　映像伝送デジタル化102,000千円
　　　　　＜県民文化生活部＞

　☆新 震度情報ネットワーク
 　　  を更新します
　　県庁ｻｰﾊﾞの更新  40,000千円
　　　　　＜県民文化生活部＞

　☆新 外国人向け地震防災対
　　　 策情報を提供します
　　啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ(6カ国語）
　　　　　　    1,000千円
　　　　　＜県民文化生活部＞

　☆警察署の活動拠点資機材
　 を整備します
　　ｴｱｰﾃﾝﾄ整備
                　      6,500千円
　　　　　　＜警察本部＞

　 4 部局予算分
　 （公共事業等含む）
　　　9,698,523千円

　☆上下水道の地震対策を進
　　めます
　　企業庁水道施設の浄水場間の緊急
　　　連絡管の整備等　　500,900千円
　　琵琶湖流域下水道浄化センター・
　　　ポンプ場の耐震化  168,343千円
　　　　＜企業庁、琵琶湖環境部＞

　☆避難路の整備による地域
　　の安全化を進めます
　　林道避難路の整備　347,000千円
　　 避難路、消防活動用道路、消防
　　 防災用施設の整備  133,528千円
　　＜琵琶湖環境部、農政水産部＞

　☆水害・土砂災害等の防止
　　対策を進めます
　 山地災害危険地域対策
　　　　　　　　　　 943,643千円
　　ため池等整備・地すべり防止
    対策             938,034千円
　　砂防、地すべり防止、急傾斜地
　　崩壊対策　　　　4,350,000千円
　　　＜琵琶湖環境部、農政水産部、
　　　　　　　　土木交通部＞

　☆緊急輸送道路の整備を進
　　めます
　　橋梁の耐震化、狭隘部改良、
 　　災害防除   　1,943,000千円
　　　＜農政水産部、土木交通部＞

　☆被災時に必要な物資の備
　　蓄を行います
　　災害用食糧、生活必需品の
　　 備蓄          6,825千円
　　　　　＜健康福祉部＞

　☆実践的な防災訓練を行い
　　ます
　　滋賀県総合防災訓練の実施
　　　　　　　　2,850千円
　　　　＜県民文化生活部＞

☆港湾の耐震化を進めます
大津港・彦根港の耐震化
 　　　　　 364,400千円

＜土木交通部＞



※これまでの取組に加えて、平成１９年度から新たに工夫を加えるなどして取り組むもの。

生活者の視点・生活現場からの発想

県民の満足度・充足度の向上

「対話と共感」の新たな取組

県民等の理解を進める
県民等からの相談や疑問に応える

既存の主な取組

・基本構想策定や男女共同参画計画改定における県民向け説明会の実施
（政策調整部）

・地元学の視点を取り入れた近江地元学の職員研修の実施（総務部）

・水草の除去や有効活用のアイデア・技術を企業・県民から募集（琵琶湖環境部）

・農山村地域の活力再生に民間のノウハウを活用（湖北地域振興局）

・「早寝・早起き・朝ごはん」県民運動に県民の取組によるコンテスト実施
（教育委員会）

新たな主な取組

・地上デジタルテレビ放送を利用した情報発信のしくみづくり（県民文化生活部）

・ホームページやパンフレットによる外国人向けの地震防災対策の情報提供
（県民文化生活部）

・ホームページによる健康情報の順次提供（健康福祉部）

・ホームページやパンフレットによる木造住宅の耐震改修事例の提供（土木交通部）

新たな主な取組

・知事への手紙の処理日数の短縮（政策調整部）

・個人情報に関する苦情相談窓口の設置（政策調整部）

・犯罪被害者支援に係る総合窓口の設置（県民文化生活部）

・人権相談実務のスキルアップを図る研修講座の開催（県民文化生活部）

・新たな健康福祉産業の創出に「現場の声」を活用（商工観光労働部）

・安全安心な県内産野菜を求める消費者ニーズに応える流通システムの確立
（農政水産部）

・耐震改修を含めた住宅リフォームの相談体制の充実（土木交通部）

・成人病センターに（仮称）相談支援センターを設置（病院事業庁）

新たな主な取組

既存の主な取組

○各種相談窓口開設
　・行政相談（県行政全般）
　・警察総合相談
　・児童相談（非行・虐待等）
　・女性相談（暴力・離婚等）
　・男女共同参画相談
　　（夫婦・家族関係等）
　・青少年・子ども電話総合
　　相談
　・消費生活相談
・貸金業者苦情相談

○各種媒体による広報
　・県政広報誌
　・テレビ・ラジオ・有線等
　・ホームページ・紙面広
　　告等
○各種催し等による啓発
　・講座・フォーラム等開催
　・パンフレット等作成・
　　配布　等

○広聴活動
　・知事への手紙
　・県政モニター
　・県政世論調査
　・座ぶとん会議
　・おじゃまします！知事です
　・県民政策コメント　  等
○提案募集等
　・チャレンジ企画補助金
　・協働部活プロジェクト
　・こどもエコクラブ企画提案
　　募集
　・森林づくり活動ｱｲﾃﾞｱ募集
　・子ども未来基金助成
　・県民土木協働推進
　　事業　等

既存の主な取組

・消費者・関係事業者に対する県産農水産物の認知度向上のための対策（農政水産部）

・高品質で安全な「近江牛」の認識を高めてもらうための認証システムの導入
（農政水産部）

・女性のチャレンジ相談窓口の設置（政策調整部）

・ＮＰＯとの協働を進める対話と交流の場を県内各地で開催（県民文化生活部）

・ごみ減量化や地球温暖化防止のための県民会議による企画・推進
（琵琶湖環境部）

・受け取る側の目線や立場に立った河川・砂防土砂災害情報の発信（土木交通部）

・工場・事業所が自ら環境汚染事故防止対策を確立するための指導・助言
（琵琶湖環境部）

・ホームページによる自然環境や自然観察施設に関する情報の提供（琵琶湖環境部）

・ホームページ開設による循環型社会推進に向けた情報発信と意見交換（琵琶湖環境部）

・「いじめ」などの相談に24時間体制で応える「子どもナイトだいやる」の設置
（教育委員会）

県民等の思いや提案を汲み取る

○新たな情報の発信

○情報の提供方法の工夫

○新たな相談窓口の開設

○相談体制の充実・強化

○新たな提案等の活用

○県民等の思いを汲み取る工夫

・閲読率向上のための県政広報誌の紙面構成改善（政策調整部）

・コンビニ・保育園・事業所等と連携した食育情報の提供（東近江地域振興局）




