
資料２

基本構想の戦略的取組

１ 重点テーマ関連事業
(P)

＜重点テーマ１＞ １

県民の「生命」を守り、「不安」を「安心」に変える
い の ち

・保健医療・福祉提供体制の整備

・人を守る、地域を守る災害に強い安全な地域づくり

＜重点テーマ２＞ ５

社会で子育て、子育ちを支える
・地域が関わる子育て、子育ちの環境づくり

＜重点テーマ３＞ ７

琵琶湖を守り、地球を守る
・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

・地球温暖化対策の推進

＜重点テーマ４＞ 11

未来につながる、ブランド力を生かした元気な産業を育てる
・環境関連産業をはじめとする地域に根ざした産業の創出･育成･集積

・滋賀の特性を活かした観光の推進

＜重点テーマ５＞
誇りと生きがいの生まれる雇用を創る 15
・人と人がつながる事業、成長が見込まれるサービス産業、水と緑の

雇用事業の推進

※新は、平成22年度新規事業○

２ マザーレイク滋賀応援寄附 平成22年度当初予算充当事業 19



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点テーマ１   

県民の「生命」を守り、「不安」を「安心」に変える 

重点テーマの目指す方向 

・保健医療・福祉提供体制の整備 

・人を守る、地域を守る災害に強い安全な地域づくり 

◆保健医療連携体制の整備◆ 
○新・在宅医療推進体制総合調整事業 
○新・歯科在宅医療充実強化事業 

・がん医療連携体制整備事業 

・がん検診推進事業 

○新・在宅リハビリテーション支援事業費補助 

・新型インフルエンザ対策事業 

・乳児死亡率改善緊急対策事業 

○新・救急医療確保対策支援事業 

○新・災害拠点病院等耐震化整備事業 

◆医師等の人材確保◆ 
 
○新・寄附講座の設置 

（大学医学部との医師派遣システムの構築）

○新・看護師確保啓発事業 

・福祉人材確保緊急対策事業 

・介護職員等の処遇改善 

 

安安全全、、安安心心なな暮暮ららししのの実実現現  

◆地震災害への対策◆ 
 

・安全・安心地域づくり広報啓発事業 

○新・個人木造住宅への耐震シェルター等の普及

事業 

・道路の耐震対策の推進 

・市街地再開発事業費補助 

・木造住宅耐震化促進事業 

・高等学校建設費（耐震対策） 

◆水害・土砂災害への対策◆ 
 
・ハザードマップ活用支援事業 
・水害に強い地域づくり事業 
・単独河川改良事業 
〔堤防強化〕 
〔○新ダム関連河川対策〕 

・みずべみらい再生事業 
  〔ふるさとの川づくり協働事業〕 
・土砂災害防止施設の整備 
・総合流域防災事業 
  〔土砂災害に対するソフト対策〕 

◆防災体制の整備◆ 
 
○新・防災ヘリコプター更新事業 

○新・減災協働コミュニティ滋賀モデル構築事業 

医療・福祉の観点から・・・ 

災害対策の観点から・・・



【重点テーマ関連事業（主なもの）】

Ⅰ　県民の「生命（いのち）」を守り、「不安」を「安心」に変える

1  保健医療・福祉提供体制の整備

　□保健医療連携体制の整備 (単位：千円)

事業名 事業概要 課名 予算額

新
在宅医療推進体制総合調整
事業

地域の限られた医療福祉資源を効果的に結びつ
け、有効に機能するネットワーク体制を構築する。

健康福祉政策課 11,500

新 歯科在宅医療充実強化事業
在宅歯科医療設備整備に対して助成するとともに、
糖尿病治療における歯科・医科連携推進モデル事
業を実施する。

健康推進課 37,000

がん医療連携体制整備事業
がん診療連携拠点病院が行う診療連携の円滑な実
施を支援し、総合的ながん医療連携体制の整備を
促進する。

健康推進課 116,000

がん検診推進事業
がん検診受診の啓発を行うとともに、がん検診の精
度管理による検診の質の向上を図る。

健康推進課 15,806

新
在宅リハビリテーション支
援事業費補助

市町が行う在宅リハビリテーション支援事業に対し
て補助する。

健康推進課 35,000

新型インフルエンザ対策事
業

新型インフルエンザの流行に即時に対応し、県民
の不安への対応や医療機関への円滑な受診を図
るため、相談窓口の開設や研修等対策を推進す
る。

健康推進課 21,636

乳児死亡率改善緊急対策事
業

生まれる前・生まれる時・生まれてからの危険から子
どもを守り、乳児死亡の改善を図る。

健康推進課 47,817

小児救急医療支援事業費補
助事業

小児科の病院群輪番制病院に対して支援すること
で小児救急医療体制の確保を図る。

医務薬務課 94,375

小児救急電話相談事業
平日夜間および休日の小児救急電話相談事業（＃
８０００）の実施により、地域小児救急医療体制の充
実を図る。

医務薬務課 12,958

新 救急医療確保支援事業
救急告示病院への支援を行うことで、救急患者の
受け入れ体制の充実を図る。

医務薬務課 25,500

新
災害拠点病院等耐震化整備
事業

災害拠点病院等の耐震化整備を推進することで、
地震発生時における適切な医療提供体制の確保を
図る。

医務薬務課 463,265

　□医師等の人材確保 (単位：千円)

事業名 事業概要 課名 予算額

福祉人材確保緊急対策事業
関係機関・団体等が行う再就職支援研修、職員の
キャリアアップ研修等に対し支援を行い、福祉人材
の確保および定着を図る。

健康福祉政策課 105,597

介護職員処遇改善交付金
介護職員の賃金改善に取り組む事業者に対してそ
の費用を交付し、処遇改善を更に進めることを通じ
て、介護分野の人材の確保および定着を図る。

元気長寿福祉課 1,580,407

介護職員等処遇改善交付金

福祉・介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対
してその費用を交付し、処遇改善を更に進めること
を通じて、福祉・介護分野の人材の確保および定
着を図る。

障害者自立支援課 604,800

新 寄附講座の設置
大学医学部と連携した医師確保システムの構築を
図る。

医務薬務課 192,500

医師養成奨学金等貸付事業
医学生、研修医への奨学金、研修資金の貸与制度
を拡充することにより、将来の県内医師を確保す
る。

医務薬務課 75,600

新 救急医等負担軽減改善事業
非常勤医の活用により救急医等の負担軽減を図
る。

医務薬務課 25,000

新 看護師確保啓発事業

看護職員志望者を創出するため、全国から「看護
師さんありがとうメッセージ」を募集し、優秀作品をポ
スターやCMの素材として活用し、看護職の魅力を
アピールする啓発を行う。

医務薬務課 9,000



【重点テーマ関連事業（主なもの）】

Ⅰ　県民の「生命（いのち）」を守り、「不安」を「安心」に変える

2  人を守る、地域を守る災害に強い安全な地域づくり

　□地震災害への対策 (単位：千円)

事業名 事業概要 課名 予算額

安全・安心地域づくり広報
啓発事業

テレビ番組を制作・放映し、様々な地震災害等の情
報を日常的に発信し、啓発を図るとともに、訓練や
イベント会場等に番組情報ブースを設置し、防災対
策の推進を図る。

防災危機管理局 28,679

新
個人木造住宅への耐震シェ
ルター等の普及事業

地震による住宅の倒壊から生命を守るため、簡易な
手法で安全な空間を確保できる耐震シェルタ－や
防災ベッドの設置にかかる費用の一部を助成し、防
災意識と住宅耐震化の向上を目指す。

防災危機管理局 10,000

道路の耐震対策の推進
跨道橋、跨線橋および緊急輸送道路の橋梁を対象
とした耐震対策を推進する

道路課 220,000

市街地再開発事業費補助

接道不良住宅や小規模な敷地が多く、公園や道路
等が著しく不足している木造住宅の密集市街地を、
安全な都市環境に再生するため再開発事業を施行
する組合に補助する市町に対し補助を行う。

住宅課 56,400

木造住宅耐震化促進事業
（指導監督費を除く）

耐震性が低いとされる昭和56年5月以前に着工され
た個人木造住宅について、耐震化を進めるととも
に、生命を守る減災対策としての支援を行う。

建築課建築指導室 18,406

高等学校建設費
（耐震対策）

新耐震基準以前に設計された高等学校について、
順次、耐震診断調査結果に基づき、設計・耐震化
工事を実施する。

教育総務課 787,155

　□水害・土砂災害への対策 (単位：千円)

事業名 事業概要 課名 予算額

ハザードマップ活用支援事
業

 市町の避難勧告発令判断の支援資料の作成やハ
ザードマップの有効活用等を支援し、「そなえる」対
策を促進させる。

河港課 15,300

水害に強い地域づくり事業
地域の実情にあった具体的な水害対策を進めてい
くため、市町や住民と協働して「水害に強い地域づ
くり計画」を策定する。

流域治水政策室 22,000

河川改修事業
「中長期整備実施河川の検討」結果などを踏まえ、
河積の確保や天井川の解消など河川整備を進め
る。

河港課 4,251,300

単独河川改良事業
（堤防強化）

平成２１年度に実施したＴランク河川の堤防調査・
解析結果をもとに、必要性・緊急性が高い箇所の対
策工の設計・施工を行い、被害の防止を図る。

河港課 230,000

新
単独河川改良事業
（ダム関連対策）

大戸川・芹川の治水対策を効果的・効率的に実施
するための調査・設計を行い、大戸川については、
河道の維持工事を、芹川については、河道掘削を
を実施する。

河港課 400,000

みずべみらい再生
（浚渫、草木伐開、護岸補
修）

適切な河川の維持管理として浚渫、草木伐開、護
岸の補修等を実施し、現況の治水機能を確保す
る。

河港課 866,000

みずべみらい再生
（ふるさとの川づくり協働
事業）

地域住民との協働による河川の維持管理を推進
し、河川愛護活動の活性化を図るための支援を行
う。

河港課 131,600

土砂災害防止施設の整備

土砂災害から県民の生命・財産を守り、美しい県土
形成を図るため、砂防施設、急傾斜地崩壊防止施
設等の土砂災害防止施設の整備を図る。

砂防課 3,247,858

総合流域防災事業

（土砂災害に対するソフト

対策）

土砂災害警戒区域等の指定に必要な調査を実施
し、区域指定を進めるとともに、土地の利用規制や
警戒避難体制の整備を促す。また、避難に役立つ
情報を提供し、避難行動を支援する。

砂防課 105,000



【重点テーマ関連事業（主なもの）】

　□防災体制の整備 (単位：千円)

事業名 事業概要 課名 予算額

新 防災ヘリコプター更新事業
現防災ヘリコプターが、機体の導入から１５年目を
迎え、老朽化が進んでいることから、更新を行う。

防災危機管理局 1,160,000

新
減災協働コミュニティ滋賀
モデル構築事業

核家族化や少子高齢化等、社会状況が大きく変化
する中で、地域コミュニティを構成するさまざまな主
体が連携して、減災力を高めるためのしくみづくりを
進め、地域防災力の強化を図る。

防災危機管理局 688



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点テーマ 2  
社会で子育て、子育ちを支える 

重点テーマの目指す方向 

・地域が関わる子育て、子育ちの環境づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子子どどももがが輝輝くく未未来来  

子育て、子育ちの環境づくり 

子育てを支えるしくみづくり 
○新・「子育て三方よしコミュニティ」推進事業 
・保育人材確保構築事業 
・淡海子育て応援団事業 
・淡海子育てマイスター事業 

・子育て支援環境緊急整備事業費補助 

 

放課後児童の居場所づくり 
・放課後児童健全育成事業費補助 
・放課後児童クラブ施設整備費補助 
・放課後子ども教室推進事業 

 

要保護児童への対応の強化 

・児童虐待防止等対策事業 

 

青少年の育成支援 
・出会い発見！青少年応援事業 
・非行少年等立ち直り支援事業 



【重点テーマ関連事業（主なもの）】

Ⅱ　社会で子育て、子育ちを支える

1  地域が関わる子育て、子育ちの環境づくり

　□子育てを支えるしくみづくり (単位：千円)

事業名 事業概要 課名 予算額

新
「子育て三方よしコミュニ
ティ」推進事業

地域における子育て共助の仕組みとして、「子育て
三方よしコミュニティ」づくりを進めるとともに、「子育
て三方よし」に関する情報を発信し「社会で子育て
を支える」気運の醸成を図る。

子ども・青少年局 42,348

保育人材確保構築事業

多様で安定的な保育サービスを確保し、利用しや
すい保育所づくりを促進するため、研修や就業支
援等による保育人材確保のための取り組みを進め
る。

子ども・青少年局 4,384

淡海子育て応援団事業
企業に子育てを応援する商品・サービスの開発を
働きかけ、賛同する企業を「子育て応援団」として、
その情報を県民に発信する。

子ども・青少年局 871

淡海子育てマイスター事業

子育て支援に関する知識やスキルを深めるための
学習機会を設け、修了者をファミリー・サポート・セン
ター等の支援人材として活用するなど、地域での多
様な子育て支援活動の推進を図る。

子ども・青少年局 650

子育て支援環境緊急整備事
業費補助

子育て支援対策臨時特例基金を活用して、市町
が、待機児童解消や保育環境の改善のために行う
民間保育所等の施設整備や地域での子育て支援
を行う事業等に対し補助する。

子ども・青少年局 1,907,264

子ども手当(児童手当)支給
費

次代の社会を担う子ども1人ひとりの育ちを社会全
体で応援する観点から、０歳から中学校修了までの
児童を対象に、1人につき月額13,000円を支給す
る。所得制限なし。

子ども・青少年局 3,408,339

　□放課後児童の居場所づくり (単位：千円)

事業名 事業概要 課名 予算額

放課後児童健全育成事業費
補助

放課後児童クラブを実施する市町に対し、運営費
補助を行う。

子ども・青少年局 519,712

放課後児童クラブ施設整備
費補助

放課後児童クラブの整備を行う市町に対して、経費
を補助する。

子ども・青少年局 197,148

放課後子ども教室推進事業
安心・安全な子どもの活動拠点（居場所）を設け、
地域住民の参画を得て、子どもたちとともにスポー
ツ、文化活動や学習などの取組を推進する。

生涯学習課 9,443

　□要保護児童への対応の強化 (単位：千円)

事業名 事業概要 課名 予算額

児童虐待防止等対策事業

児童虐待の未然防止、早期発見・対応、保護・ケア
や親子関係の修復、家庭復帰、子どもの自立まで
の切れ目のない支援を行うことにより、児童虐待防
止対策の一層の総合的な推進を図る。

子ども・青少年局 38,679

　□青少年の育成支援 (単位：千円)

事業名 事業概要 担当課 予算額

出会い発見！青少年応援事
業

社会との接点が希薄化している若年層を対象とし
て、ＮＰＯ、職業人等との出会いの場をコーディ
ネートする体制の充実を図り、青少年の自立支援を
進める。

子ども・青少年局 2,500

非行少年等立ち直り支援事
業

非行少年等の立ち直り支援のため「青少年支援セ
ンター（あすくる）」の運営に補助するとともに立ち直
り支援システムの充実を図る。

子ども・青少年局 59,038



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点テーマの目指す方向 

・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 

・地球温暖化対策の推進 

重点テーマ３  
琵琶湖を守り、地球を守る 

持持続続可可能能なな滋滋賀賀社社会会のの実実現現  

 

 

 

 

 

 

 

◇◆琵琶湖環境の再生◆◇ 

 ◇◆低炭素社会の実現◆◇ 

水環境、生態系の保全と再生 

・琵琶湖の総合保全に向けての総合的・学際

的な調査検討 

・内湖再生検討事業 

・生き物のにぎわうふるさとづくり推進事業

○新・琵琶湖固有種ワタカで学ぶ南湖再生事業 

・漁場環境保全創造事業 

・湖底環境改善事業 

・河川環境整備事業 

・総合流域防災事業（河川浄化等）

外来魚、カワウ等対策 

・外来水生植物駆除事業 

・有害外来魚ゼロ作戦事業 

・カワウ総合対策推進事業 

・カワウ漁業被害防止対策事業 

○新・湖国の森林
も り

と自然を守るニホンジカ 

  特別対策事業 

Ⅱ 様々な分野における温暖化対策の推進

１ 自動車・交通分野における取組の推進
○新・電気自動車普及促進事業 
 ・エコ交通推進事業 
 ・渋滞交差点の解消 
 
２ 低炭素社会に向けたまちづくり 
・持続可能な滋賀社会づくり構想推進事業 
・地域グリーンニューディール基金事業市町補助
 
３ 家庭やくらしにおける取組の推進 
○新・個人住宅用太陽光発電導入・ 

省エネグリーン化推進事業 
・協働による「みるエコおうみ」プログラム
推進事業 

４ 事業活動への支援と協働 
・滋賀エコ・エコノミープロジェクト推進事業
○新・省エネ設備整備事業 
   ・環境配慮型企業活動支援事業 
○新・戦略的環境ビジネス育成事業 
      （グリーンテクノプロジェクト）
 ・温暖化に対応し得る水稲・園芸作物の 
    栽培技術の確立 
・飼料自給率向上対策事業 
 
５ 新エネルギーの創出と利用拡大 
○新・新エネルギー関連産業進出支援事業 
 
６ 温室効果ガス吸収源である森林の保全
○新・森林吸収源確保対策事業 

Ⅰ 実現に向けた着実な推進 

・低炭素社会実現に向けた工程表の作成  ・（仮称）滋賀県地球温暖化対策推進条例の制定 



【重点テーマ関連事業（主なもの）】

Ⅲ　琵琶湖を守り、地球を守る

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

　□水環境、生態系の保全と再生 (単位：千円)

事業名 事業概要 課名 予算額

琵琶湖の総合保全に向けて
の総合的・学際的な調査検
討

琵琶湖再生に向けての各種調査等を実施するとと
もに、琵琶湖総合保全整備計画（「マザーレイク21
計画」）の見直しを行う。

琵琶湖再生課 26,283

内湖再生検討事業
「早崎内湖再生計画(案)」をもとに実施計画を策定
するための測量および実施計画の作成を行う。

琵琶湖再生課 51,900

生き物のにぎわうふるさと
づくり推進事業

平成22年に名古屋市で開催される第10回生物多
様性条約締約国会議(COP10)の関連事業として、
展示ブースの設営、現地視察等の開催により本県
の取組を発信するとともに、県内各地の施設等にお
ける巡回展示等により県民の理解を深める。

自然環境保全課 4,500

新
琵琶湖固有種ワタカで学ぶ
南湖再生事業

琵琶湖の固有魚で水草を食べるワタカを南湖へ放
流し、異常繁茂している水草を抑制するとともに、琵
琶湖の再生に向けた県民参加型の環境学習と放
流事業を行い、南湖再生についての理解を深め
る。

水産課 3,000

漁場環境保全創造事業
草津市地先に造成したヨシ帯沖に、連続した砂地
を回復させ、在来魚介類にとって最適な産卵繁殖
環境を形成するため、湖底の覆砂を行う。

水産課 150,000

湖底環境改善事業
湖底耕耘により改善された漁場のモニタリングを支
援するとともに、セタシジミの種苗放流を行い、水産
資源の増大を図る。

水産課 4,900

河川環境整備事業
琵琶湖（赤野井湾、平湖・柳平湖、木浜内湖）にお
いて、流下沈殿施設等を整備し、水質保全を図る。

河港課 233,000

総合流域防災事業
（河川浄化、河川再生、河
道整備）

西の湖において、底泥浚渫を実施し、水質保全を
図る。また、琵琶湖湖岸において、人工湖岸の再自
然化や砂浜の養浜を実施し、生態系や景観の保
全・再生を図る。

河港課 234,000

　□外来魚、カワウ等対策 (単位：千円)

事業名 事業概要 課名 予算額

外来水生植物駆除事業
琵琶湖岸等において確認されている特定外来生物
（植物）の駆除を行い、琵琶湖の生態系の保全を図
る。

自然環境保全課 12,942

有害外来魚ゼロ作戦事業
琵琶湖の豊かな生態系を取り戻し、漁業生産力の
回復を図るため、外来魚ゼロを目指し、捕獲駆除、
繁殖抑制を中心に、総合的な事業を展開する。

水産課 82,962

カワウ総合対策推進事業

竹生島に管理用歩道を整備し、人による追い払い
や銃器による個体数の削減、営巣妨害、繁殖抑制
を行う事業に助成する。また、カワウ総合対策計画
の進捗管理、対策効果の検証、広域対策を実施す
る。

自然環境保全課 14,100

カワウ漁業被害防止対策事
業

漁業被害軽減のため漁場や営巣地において被害
防除対策等を実施する。

水産課 10,435

新
湖国の森林

も り

と自然を守るニ

ホンジカ特別対策事業

ニホンジカ増加による森林・生態系被害の増大に対
応するため、特定鳥獣保護管理計画(ニホンジカ)に
基づき、従来の枠組の他に、追加対策として琵琶湖
森林づくり県民税を充当し、期間限定で捕獲に対
する特別対策を実施する。

自然環境保全課 53,350



【重点テーマ関連事業（主なもの）】

Ⅲ　琵琶湖を守り、地球を守る

2  地球温暖化対策の推進　～低炭素社会の実現～

　□実現に向けた着実な推進 (単位：千円)

事業名 事業概要 課名 予算額

低炭素社会実現に向けた工
程表の作成

2030年の温室効果ガス排出量の半減（対1990年
比）を目指した工程表を作成するとともに、普及啓
発を図る。

環境政策課 4,630

（仮称）滋賀県地球温暖化
対策推進条例の制定

本県の地球温暖化対策の一層の推進を図るため、
新たな条例の検討・制定を行う。

環境政策課 553

　□様々な分野における温暖化対策の推進

◇自動車・交通分野における取組の推進 (単位：千円)

事業名 事業概要 課名 予算額

新 電気自動車普及促進事業
運輸部門での温室効果ガス排出量の削減対策とし
て、電気自動車の普及促進を図るため、試験的に
県内各地域で充電設備の整備を推進する。

環境政策課 2,170

エコ交通推進事業

鉄道やバス等の公共交通機関と自転車、徒歩等の
組み合わせによる、人と環境にやさしく、利便性が
高い交通体系の構築を図るための取組を支援す
る。

交通政策課 4,300

渋滞交差点の解消

主要渋滞ポイントおよびそれに準ずる渋滞交差点
の改良やバイパス整備により渋滞対策を進め、自動
車の走行速度を向上させ、ＣＯ2排出量の削減につ

なげる。

道路課 2,141,500

◇低炭素社会に向けたまちづくり (単位：千円)

事業名 事業概要 課名 予算額

持続可能な滋賀社会づくり
構想推進事業

低炭素社会の実現に向けた地域モデルを構築しよ
うとする市町の取組への支援を拡大し、持続可能な
地域づくりを促進する。

環境政策課 12,658

地域グリーンニューディー
ル基金事業市町補助

「地域グリーンニューディール基金」を活用し、市町
が実施する地球温暖化対策などを支援し、県全体
での取組を促進する。

環境政策課 336,830

◇家庭やくらしにおける取組の推進 (単位：千円)

事業名 事業概要 課名 予算額

新
個人住宅用太陽光発電導
入・省エネグリーン化推進
事業

家庭部門での温室効果ガス排出量削減のため、太
陽光発電設備の導入および省エネグリーン化改修
を複合的に行う個人住宅に対して支援する。

環境政策課 120,000

協働による「みるエコおう
み」プログラム推進事業

家庭部門での温室効果ガス排出量削減のため、企
業等との協働により家庭向けのCO２削減プログラム

「みるエコおうみ」の普及拡大に取り組む。
環境政策課 3,036



【重点テーマ関連事業（主なもの）】

◇事業活動への支援と協働 (単位：千円)

事業名 事業概要 課名 予算額

滋賀エコ･エコノミープロ
ジェクト推進事業

滋賀の経済界と滋賀県が協働で取り組む「滋賀エ
コ･エコノミープロジェクト」の推進事業に対して、そ
の経費の一部を負担する。

環境政策課 3,000

新 省エネ設備整備事業
県内中小企業者が、省エネ診断等を受けてさらなる
温室効果ガス排出量削減を行うため設備改修する
場合に必要な経費の一部を支援する。

環境政策課 30,000

環境配慮型企業活動支援事
業

CO２削減に向けた取組など優良な取組事例をセミ

ナーや勉強会等を通じて県内中小企業者に普及を
図る。

環境政策課 4,369

新
戦略的環境ビジネス育成事
業(グリーンテクノプロジェ
クト)〔再掲〕

産学官金の関係機関をネットワーク化した滋賀県環
境産業創造会議の取り組みをさらに発展させ、 滋
賀県発のすぐれた環境関連製品・技術の性能評価
や“見える化”により市場化や販路開拓の 支援を行
うとともに、定期的な企業訪問による関連企業情報
のデータベース化、大型研究開発プロジェクトの創
出を支援する。

新産業振興課 1,600

温暖化に対応し得る水稲・
園芸作物の栽培技術の確立

今後温暖化が進展しても、品質低下などの影響を
受けにくい水稲の品種育成や、水稲および園芸作
物の栽培技術の開発、ならびに暖房により排出され
る温室効果ガス削減のための技術開発を行う。

農業経営課 4,500

飼料用米普及拡大事業

水田を活用した耕畜連携による飼料用米等の県内
産飼料を増産し、肉用牛・乳用牛への給与技術を
確立することで、飼料の県内自給率の向上を図り、
輸送により発生する温室効果ガスを削減する。

畜産課 19,194

◇新エネルギーの創出と利用拡大 (単位：千円)

事業名 事業概要 課名 予算額

新
新エネルギー関連産業進出
支援事業

新エネルギー分野（太陽電池、燃料電池等）の専門
家による講習会および関連開放機器を活用するこ
とで、この分野に進出しようとする中小企業への技
術的支援を行う。

新産業振興課 4,002

新
個人住宅用太陽光発電導
入・省エネグリーン化推進
事業〔再掲〕

家庭部門での温室効果ガス排出量削減のため、太
陽光発電設備の導入および省エネグリーン化改修
等を複合的に行う個人住宅に対して支援する。

環境政策課 120,000

◇温室効果ガス吸収源である森林の保全 (単位：千円)

事業名 事業概要 課名 予算額

新 森林吸収源確保対策事業
地球温暖化対策として重要な森林の間伐を促進す
るため、森林所有者に対して支援を行う。

森林政策課
森林保全課

47,600



 重点テーマ４  
未来につながる、ブランド力を生かした元気な産業を
育てる 

重点テーマの目指す方向 

・環境関連産業をはじめとする地域に根ざした産業の創出・育成・集積 

・滋賀の特性を活かした観光の推進 

未未来来をを拓拓くく産産業業のの創創出出  

☆地域に根ざした産業の創出・育成・集積☆ 

■環境関連産業の振興 

○新・戦略的環境ビジネス育成事業 

（グリーンテクノプロジェクト） 

・地域ＣＯＥプロジェクト支援事業 

・プロジェクトチャレンジ支援事業             

■滋賀ならではの産業の振興 

○新・近江技術てんびん棒事業 

・地と知をつむぐビジネスデザイン構築事業 

・ものづくりナビゲーション事業 

○新・地域応援！「しが見聞録」魅力伝える事業 

・国際陶芸産業都市特区推進事業 

（信楽陶芸トリエンナーレ推進事業） 

○新・ミシガン州等を対象とする滋賀県特産品 

販路開拓事業 

・おうみの名工・おうみ若者マイスター 

技能振興事業 

■産学官連携の推進 

・産学官連携推進事業 

・医工連携ものづくりプロジェクト創出支援事業 

・バイオ産業振興事業 

☆滋賀の特性を活かした観光の推進☆

 
・東アジアから滋賀へ誘客事業 
・湖国での「集い」（コンベンション）
招致事業 

○新・2010近江の文化財観光再発見事業 
○新・大河ドラマ「江」関連誘客促進事業
○新・近江路・歴女ブロガー旅紀行による
情報発信事業 

○新・おいでーな滋賀体感フェア事業 
○新・ニューツーリズム創出事業



【重点テーマ関連事業（主なもの）】

Ⅳ　未来につながる、ブランド力を生かした元気な産業を育てる

1  環境関連産業をはじめとする地域に根ざした産業の創出・育成・集積

　□環境関連産業の振興 (単位：千円)

事業名 事業概要 課名 予算額

新
戦略的環境ビジネス育成事
業（グリーンテクノプロ
ジェクト）

産学官金の関係機関をネットワーク化した滋賀県環
境産業創造会議の取り組みをさらに発展させ、 滋
賀県発のすぐれた環境関連製品・技術の性能評価
や“見える化”により市場化や販路開拓の 支援を行
うとともに、定期的な企業訪問による関連企業情報
のデータベース化、大型研究開発プロジェクトの創
出を支援する。

新産業振興課 1,600

地域ＣＯＥプロジェクト支
援事業

環境分野において競争力を有する新事業を創出す
るため、地域結集型共同研究事業の研究成果や研
究者との企業間のネットワークを活用して地域ＣＯＥ
を整備する。

新産業振興課 7,966

プロジェクトチャレンジ支
援事業

認定した３Ｋ・ＢＩ産業、省エネ・脱石油技術の創出
に資する技術開発計画に基づき企業が行う研究開
発および技術開発に必要な経費の一部を助成す
る。

新産業振興課 38,590

　□滋賀ならではの産業の振興 (単位：千円)

事業名 事業概要 課名 予算額

新 近江技術てんびん棒事業

県内企業の持つ優れた技術を県外大手企業に対
して、直接かつ具体的に提案（売り込み）する展示
商談会を開催することで、県内企業のビジネスチャ
ンスの拡大を図り、事業化を促進する。

新産業振興課 1,000

地と知をつむぐビジネスデ
ザイン構築事業
（ＳＯＨＯ型ビジネス支援
事業）

SOHO事業者の活動支援とネットワーク形成の促進
を図るため、草津および米原に設置するSOHOビジ
ネスオフィスの運営等を行うとともに、県内における
起業育成支援機関と連携してビジネスセミナーを開
催し、起業家の発掘から育成までを一体的に推進
する。

商業振興課 40,244

ものづくりナビゲーション
事業

川上中小企業の強みや開発ニーズ等の情報を収
集し、川下大企業に強みのＰＲや商談機会の提供
等を行うとともに、連携・販売先の探索やマッチン
グ、研究開発等事業計画のブラッシュアップなどを
通して、川上中小企業の新事業創出に向けた支援
を戦略的に実施する。

新産業振興課 1,188

新
地域応援！「しが見聞録」
魅力伝える事業

「滋賀ならでは」の地域資源等の魅力等をブログ形
式で発信することなどにより、地域資源を活用した
新事業の創出を促進する。

商工政策課 10,550

国際陶芸産業都市特区推進
事業

「国際陶芸産業都市特区計画」の推進を図るため
に、「信楽陶芸トリエンナーレ推進事業」に対して支
援を行う。

商工政策課 20,300

新
ミシガン州等を対象とする
滋賀県特産品販路開拓事業

米国における日本食・日本文化への関心の高まり
の中、本県の有するミシガン州とのネットワークを活
用し、　展示会やマーケティングを実施することによ
り、本県特産品の現地での販路開拓を図る。

国際課 9,945

おうみの名工・おうみ若者
マイスター技能振興事業

「おうみの名工」の表彰および「おうみ若者マイス
ター」の認定を実施するほか、次世代への技能継
承を促進するために、高校生等の早い段階から技
能に触れられるよう、教育委員会や関係団体と連携
して名工・マイスターの活用を図る。

労政能力開発課 688

中小企業振興資金
　　ＣＯ2排出量削減枠

CO２排出量削減に取り組む中小企業者等に対し、

その対策を実施するために必要な設備資金を融通
することにより、中小企業の設備投資を促進し、県
内経済の活性化を図るとともに、経費節減による経
営体力の強化を図る。

商工政策課 576,000



【重点テーマ関連事業（主なもの）】

　□産学官連携の推進 (単位：千円)

事業名 事業概要 課名 予算額

産学官連携推進事業

産学官連携による新産業の創出を推進するため、
産学官連携コーディネータによる企業ニーズと大学
シーズの発掘やマッチングにより産学官の交流連
携を促進するとともに、新技術・新事業の芽となる産
学官研究会の形成を促進する。

新産業振興課 5,363

医工連携ものづくりプロ
ジェクト創出支援事業

びわこ南部エリアを中心に進む、医学・理工系大学
の知的集積を活かし、医療・健康分野における産学
官連携基盤の充実強化を図るとともに、医工連携も
のづくりプロジェクトの創出とその事業化を支援す
る。

新産業振興課 6,273

バイオ産業振興事業

滋賀バイオ産業推進機構を中心とした、情報提供
や人材の育成、産学官連携をさらに推進するととも
に、整いつつあるバイオ産業創出に向けた基盤を
活かし、地域資源やものづくり基盤技術を活用した
バイオ産業クラスターの形成に向けた取組を支援
する。

新産業振興課 10,119



【重点テーマ関連事業（主なもの）】

Ⅳ　未来につながる、ブランド力を生かした元気な産業を育てる

2  滋賀の特性を活かした観光の推進

(単位：千円)

事業名 事業概要 課名 予算額

東アジアから滋賀へ誘客事
業

訪日観光客数上位である東アジアの観光客誘致を
強化するため、トップセールスを行った中国向けに
招請事業を実施し、更なる認知度向上と観光客誘
致を図る。

観光振興課 6,750

湖国での「集い」（コンベ
ンション）招致事業

コンベンションを本県に招致するため、大学や旅行
会社関係者を対象に、セミナーを開催し、滋賀の魅
力をＰＲする。

観光振興課 5,100

新
２０１０近江の文化財観光
再発見事業

県内の文化財を観光資源として活用するため、そ
の魅力を最大限に伝える「地域の伝承者」や「専門
家」をガイドとするツアーに補助することとし、文化財
を活かした満足度の高い新しい観光スタイルを構築
する。

観光振興課 1,050

新
大河ドラマ「江」関連誘客
促進事業

２０１１年大河ドラマが、滋賀県ゆかりの浅井三姉妹
の「江」に決定された機会を捉え、効果的な広報宣
伝を行い、本県の認知度向上と誘客促進を図る。

観光振興課 19,246

新
近江路・歴女ブロガー旅紀
行による情報発信事業

戦国時代を中心とした滋賀県の歴史・文化遺産に
ついて、旅行者のブログにより情報発信することを
目的として、「江」ゆかりの地などをめぐる旅紀行を
募り、ブログを通じて情報発信する。

観光振興課 2,000

新
おいで～な滋賀体感フェア
事業

ふるさと観光大使のイベントに合わせて、滋賀なら
ではのエコツーリズムや体験観光をＰＲするとともに
参加者を募ってモニターツアーを開催し、滋賀の魅
力を発信する。

観光振興課 1,500

新 ニューツーリズム創出事業
本県の大きな魅力である豊かな自然や生活文化を
体験していただき、旅行者が心身ともに癒され、元
気になる、滋賀ならではの体験型観光を推進する。

観光振興課 600



 重点テーマ５  
誇りと生きがいの生まれる雇用を創る 

重点テーマの目指す方向 

・ 人と人がつながる事業、成長が見込まれるサービス産業、水と緑の雇用

事業の推進 

雇用創出事業 

就労支援・職業訓練 

●人と人がつながる事業、 
成長が見込まれるサービス産業 

・神経難病医療コーディネーター事業 
・「働きながら資格をとる」介護雇用プログラム事業
・介護職員等研修派遣支援事業 
・障害のある人とともに働く応援事業 
 

  ほか 

●水と緑の雇用事業 
・琵琶湖レジャー陸上監視・指導補助員
設置事業 
・森林獣害対策事業 
・里山の安全・安心推進事業 
・ふるさと里山再生事業 
・水草・ハス人力刈取事業 
・ヨシ群落維持管理事業 
・獣害防止対策環境整備支援隊派 
遣事業         ほか 

●その他雇用事業
・商店街いきいき再生事業 
・小規模事業者等支援対策事業 
・観光統計調査事業 
・交通安全対策支援活動委託事業 
・外国人児童生徒等に対する健全育成事業 
・外国人児童生徒等教育支援事業 
・情報教育推進サポーター設置事業      ほか 

●就労支援 
・若年者総合就業支援事業 
（ﾔﾝｸﾞｼﾞｮﾌﾞｾﾝﾀｰ滋賀による支援） 

○新・滋賀の「三方よし」人づくり事業 
・生活・就業総合支援事業 
（求職者総合支援ｾﾝﾀｰ等による支援） 

○新・若年者就業構造等実態調査事業 
・県立高等学校求人開拓支援員設置事業

●職業訓練 
・離転職者等職業能力開発事業 
・若者しごとチャレンジプログラム実施事業 
・女性の再チャレンジ支援能力開発事業 
・障害者総合実務訓練事業 
・障害者委託訓練事業 

誇りと生きがいの生まれる雇用の創出 



【重点テーマ関連事業（主なもの）】

Ⅴ　誇りと生きがいの生まれる雇用を創る

1  人と人がつながる事業、成長が見込まれるサービス産業、水と緑の雇用事業の推進

　□雇用創出事業 （予算額　6,370,512千円）

◇人と人がつながる事業、成長が見込まれるサービス産業 (単位：千円)

事業名 事業概要 課名 予算額

新
神経難病医療コーディネー
ター事業

神経難病医療における関係機関とのネットワークを
構築し、患者が必要としている支援について関係機
関への橋渡しや調整を行う。加えて県内医療情報
の提供や相談支援を行う。

健康推進課 6,236

「働きながら資格をとる」
介護雇用プログラム事業

求人ニーズの高い福祉・介護分野の人材確保・育
成を図るために介護福祉についての資格取得や現
場研修を実施する。

元気長寿福祉課
障害者自立支援課

466,125

介護職員等研修派遣支援事
業

研修に参加する介護職員等の代替要員を確保す
る。

元気長寿福祉課 90,720

障害のある人とともに働く
応援事業

障害福祉サービス事業所等が実施する就労支援事
業等に従事する職員を雇用し、福祉職員としての人
材育成と福祉現場への定着を図る。

障害者自立支援課 78,720

◇水と緑の雇用事業 (単位：千円)

事業名 事業概要 課名 予算額

琵琶湖レジャー陸上監視・
指導補助員設置事業

プレジャーボート等に対し、陸上からびわこルール
の啓発・指導を行う。

琵琶湖再生課 9,301

森林獣害対策事業
公的森林を対象に、ニホンジカ等による剥皮害防
止のための対策を行う。

森林保全課 43,000

里山の安全・安心推進事業
里山の安全・安心を推進するため、治山ダムや雪
崩防止柵などの保安施設の点検を行う。

森林保全課 48,358

ふるさと里山再生事業
高齢化が進む集落周辺の里山に対して、二酸化炭
素吸収源対策・住環境の整備・獣害防止を目的とし
た除間伐・枝打等を実施する。

森林保全課 133,407

水草・ハス人力刈取事業
悪臭等生活環境への被害がある湖岸において、人
力による水草の刈り取りを実施する。

自然環境保全課 15,246

ヨシ群落維持管理事業
健全なヨシ群落を保全・育成するため、ヨシ刈りおよ
び清掃を実施する。

自然環境保全課 20,000

獣害防止対策環境整備支援
隊派遣事業

集落との協働により、野生鳥獣による被害を受けて
いる集落周辺の環境整備を行う。

農業経営課 77,000

◇その他雇用事業 (単位：千円)

事業名 事業概要 課名 予算額

商店街いきいき再生事業

商店街の活性化のために設置した空き店舗等を活
用したコミュニティ施設や農産物販売所等に職員を
置くことで、施設におけるイベント開催等による収益
性向上等を図り、今後の自主的な施設運営につな
げる。

商業振興課 28,600

小規模事業者等支援対策事
業

国や県等が実施する経済対策を浸透させるため推
進員を配置し、各事業所への巡回指導による各種
施策の周知と現状を把握をすることで、小規模事業
者等への効率的・効果的な支援を行う。

商業振興課 29,755

観光統計調査事業
県内観光客の動向を今後の観光施策の推進を図る
ための基礎的な資料とする。

観光振興課 20,700



【重点テーマ関連事業（主なもの）】

交通安全対策支援活動委託
事業

交通事故抑止対策として、交通事故多発地域での
街頭広報・啓発活動等を行う。

交通企画課 81,366

外国人児童生徒等に対する
健全育成事業

外国人学校での非行防止教室や被害防止教室な
どを実施し、外国人児童生徒の健全育成活動を支
援する。

少年課 19,161

外国人児童生徒等教育支援
事業

外国人児童生徒に対して、外国語を話せる支援員
による教育相談や保護者との面談、学習支援等を
行う。

学校教育課 31,380

情報教育推進サポーター設
置事業

県立学校における情報教育の推進に向け、情報教
育推進サポーターを設置する。

学校教育課 122,605

　□就労支援・職業訓練

◇就労支援 (単位：千円)

事業名 事業概要 課名 予算額

若年者総合就業支援事業
若年求職者への就職相談、情報提供等各種就職
支援をワンストップで行うヤングジョブセンター滋賀
を運営する。

労政能力開発課 25,200

新
滋賀の「三方よし」人づく
り事業

企業の人材ニーズを踏まえた人材育成プログラム
により、就業経験が少ない若年求職者等を本県産
業の将来を担う中核人材に育成し、県内中小企業
等での雇用につなげるための仕組みを構築する。

労政能力開発課 153,951

生活・就業総合支援事業

離職を余儀なくされた者等求職者の生活の安定お
よび再就職を図るため、滋賀労働局と連携して、生
活・就労に関する総合的な相談支援を実施するほ
か、本県に多い外国人労働者の相談支援を併せて
実施する。

労政能力開発課 38,029

新
若年者就業構造等実態調査
事業

県内若年者の就業構造の特徴および就労意識の
実態を把握し、今後の効果的な若年者雇用対策に
つなげるための調査を行う。

労政能力開発課 10,080

県立高等学校求人開拓支援
員設置事業

高校生の就職活動を支援するため、県立学校に求
人開拓支援員を設置する。

学校教育課 34,709

◇職業訓練 (単位：千円)

事業名 事業概要 課名 予算額

離転職者等職業能力開発事
業

離職者の安定雇用につなげるために民間教育訓
練機関等を活用した多様な職業訓練を実施する。

労政能力開発課 328,628

若者しごとチャレンジプロ
グラム実施事業

職業訓練と企業実習を組み合わせた人材育成シス
テムによる訓練を高等技術専門校で実施する。

労政能力開発課 5,543

女性の再チャレンジ支援能
力開発事業

母子家庭の母や、育児等により退職し、再就職を希
望する女性を対象に、民間教育訓練機関等を活用
して再就職につながるための職業訓練を実施す
る。

労政能力開発課 28,301

障害者総合実務訓練事業
高等技術専門校において、知的障害者を対象とし
た職業訓練を実施する。（総合実務科：販売実務
コース・ＯＡ事務コース）

労政能力開発課 13,719

障害者委託訓練事業
障害者の就労促進に向けて、障害の態様や企業
ニーズに対応した職業訓練を企業、社会福祉法人
等への委託により実施する。

労政能力開発課 26,397



事業名 予算額
（単位:千円）

事業概要 担当課

生き物のにぎわうふる
さとづくり推進事業

3,400

平成22年に名古屋市で開催される生物多様
性条約第10回締約国会議(COP10)を琵琶湖
の価値を世界に向けて発信する絶好の機会と
捉え、展示ブースの設営、現地視察等の開催
により本県の取組を発信する。

自然環境保全課

滋賀県こども環境特派
員事業

1,300

滋賀県で開催される「ＫＯＤＯＭＯダイバシ
ティ国際湿地交流in琵琶湖」に滋賀県こども環
境特派員を派遣し、湖国の未来を担う子ども
たちの環境学習を推進する。

自然環境保全課

琵琶湖固有種ワタカで
学ぶ南湖再生事業

3,000

琵琶湖の固有魚で水草を食べるワタカを南湖
へ放流し、異常繁茂している水草を抑制する
とともに、琵琶湖の再生に向けた県民参加型
の環境学習と放流事業を行い、南湖再生につ
いての理解を深める。

水産課

計 7,700

マザーレイク滋賀応援寄附
平成22年度当初予算充当事業

琵琶湖に関する事業

平成22年度当初予算　充当総額　　7,700千円

　
　 県では、平成20年10月に「マザーレイク滋賀応援寄附条例」を制定し、ふるさと納税をはじめとする寄附を
お願いしています。いただいた寄附は、「琵琶湖に関する事業」または「歴史的文化的資産に関する事業」の
いずれかの財源として活用させていただくこととしています。

　　　　　　　①琵琶湖に関する事業
　　　　　　　　ア　琵琶湖の総合保全に関する事業
　　　　　　　　イ　琵琶湖における環境学習および体験学習に関する事業
　　　　　　　　ウ　琵琶湖に対する総合的な理解を深めるための事業
　　　　　　　②歴史的文化的資産に関する事業
　　　　　　　　ア　歴史的文化的資産の保存に関する事業
　　　　　　　　イ　歴史的文化的資産の活用に関する事業

　

◆◆マザーレイク滋賀応援寄附について◆◆

　みなさまからマザーレイク滋賀応援寄附としていただいた寄附金は、次の事業の
財源として、大切に活用させていただきます。


