
事業費 うち一般財源

14 142,218 124,512

18 137,903 128,817

15 129,210 97,811

14 122,743 119,721

13 104,232 101,332

11 76,207 67,646

19 130,136 125,616

17 126,259 126,259

121 968,908 891,714

②働く場への橋架け

平成２４年度当初予算見積額（千円）

平成２４年度当初予算見積に係る重点化特別枠見積状況

重点テーマ（プロジェクト）
事業数

(再掲事業を除く)

①子育て・子育ち応援

合　　　　　計

③地域を支える医療福祉
　・在宅看取り

④低炭素社会実現

⑤琵琶湖の再生

⑥滋賀の未来成長産業

⑦地域の魅力まるごと産業化

⑧みんなで命と暮らしを守る
　安全・安心



重点テーマ名

助産師外来・院内助産所開設推
進事業

医務薬務課
助産師外来・院内助産所開設推
進事業

医務薬務課
助産師が活躍する場の充実と産科医の負担軽減を図るため、病院内の助産師外
来等の設置に必要な経費に対して補助する。

3,997 2,494

発達障害者支援センター設置事
業

障害者自立支援課
発達障害者支援センター設置事
業

障害者自立支援課
発達障害者支援センターのスタッフを、小児保健医療センター療育部に常駐させるこ
とにより、県南部への相談支援の充実を図るとともに、人材育成機能の強化を図る。

5,000 2,500

認証発達障害者ケアマネジメント
支援事業

障害者自立支援課
認証発達障害者ケアマネジメント
支援事業

障害者自立支援課
発達障害者支援キーパーソン養成事業修了者を中心に、学齢後期から成人期の
発達障害に関する専門的な相談支援を実施する圏域相談支援センターの機能強
化を図る。

6,000 3,000

発達障害者自立生活支援システ
ム構築事業

障害者自立支援課
発達障害者地域自立生活システ
ム構築事業

障害者自立支援課
高機能自閉症等の発達障害者に特化した生活・就労訓練による地域生活への移
行支援を行う。また、研究機関との連携による支援プログラムや認証制度の研究開
発を行う。

10,000 5,000

ほっと安心子育て促進事業 子ども・青少年局 ほっと安心子育て支援事業 子ども・青少年局
育児疲れや育児不安を抱えた保護者が無料利用券を活用して、保育所等の一時
預かりを必要な時に利用できるよう、市町の取組を支援する。

67,206 67,206

子育て・女性支援事業 健康推進課
妊娠期からの相談機関の周知、乳幼児揺さぶられ症候群の予防、産後うつへの対
応など妊娠期からの児童虐待予防対策を強化する。

1,800 1,800

妊娠期からの虐待予防対策促進
事業

子ども・青少年局
妊娠期からの虐待予防に対応するため、保健師等の資格を有する児童虐待対応
保健指導員を子ども家庭相談センターに配置する。

5,680 5,680

体系的な環境学習推進支援事業 環境政策課 体系的な環境学習推進支援事業 環境政策課
幼児の自然体験型環境学習や小学校等におけるエコ・スクールの実践等を支援す
るとともに、環境学習の状況をとりまとめ、体系的な環境学習の展開を図る。

2,084 2,084

低炭素社会づくり学習支援事業
環境政策課
温暖化対策課

低炭素社会づくり学習支援事業 温暖化対策課 学校や地域において、低炭素社会の実現に向けた環境学習の推進を図る。 2,978 2,978

しが環境教育リーディング事業 学校教育課 しが環境教育リーディング事業 学校教育課
環境教育の優れた取組を交流して、これまでの環境教育の実践を総括するととも
に、教員、専門家等による研究推進委員会を組織して、人と環境とのよりよい関係
を築く新たな環境教育の在り方についての研究実践を行う。

2,989 2,989

次世代文化芸術推進事業 文化振興課 次世代文化芸術体験推進事業 文化振興課

文化審議会次世代育成部会等において推進方策の検討等を行うとともに、学校向
けプログラムの情報発信を行う。また、県内の子どもたちが優れた舞台芸術に触れる
機会を提供するため、びわ湖ホール舞台芸術体験事業（「ホールの子」事業）を実施
する。

8,207 8,207

キッズスポーツ指導プログラム開発
事業

スポーツ健康課

確かな自己実現支援事業 学校教育課 確かな自己実現支援事業 学校教育課
学究的な高まり、深まりを求め、生徒一人ひとりの個性や能力を伸ばし、自己実現
への確かな手応えを実感させるとともに、各地域で本事業の指定校が、魅力と活力
ある学校づくりをさらに推進していく。

15,000 15,000

行動連携でつながる生徒指導緊
急対応事業

学校教育課 生徒指導緊急サポート事業 学校教育課
複雑化・多様化する生徒指導上の問題の解決に向けて、これまで以上に保護者と
の緊密な連携、関係機関や地域との行動連携を図り、子どもたちが安心して暮らし
学べる学校や地域の環境づくりを推進する。

5,137 5,137

高等学校特別支援教育充実事
業

学校教育課

県立特別支援学校就労に向けた
教育充実支援員設置事業

学校教育課
県立特別支援学校就労に向けた
教育充実支援員設置事業

学校教育課
障害者雇用において企業等が求める知識、技術・技能等について訪問調査し、職
業教育に向けた特別支援学校の教育内容の充実を図るため、教育充実支援員を
設置する。

6,140 437

合　　　　　計 14 事業 142,218 124,512

事業費
(千円)

うち
一般財源
(千円)

子育て・女性健康支援事業
健康推進課
子ども・青少年局

予算事業名
（細目等）

担当課
（局・室）

平成２４年度当初予算見積に係る重点化特別枠の見積状況

事業概要

テーマ①　子育て・子育ち応援

知事と部局長との協議
（９月８日～９月１３日）におる提案事業

提案事業名
担当課
（局・室）

当初予算見積状況



重点テーマ名

おうみしごと体験事業 労働雇用政策課 おうみしごと体験事業 労働雇用政策課
小学生から中学１年生までを対象に多様な職業を紹介し、実際に仕事の一部を
体験することにより職業観、勤労観を育む。

3,000 3,000

普通科におけるキャリア教育推進
事業

学校教育課
普通科におけるキャリア教育推進
事業

学校教育課

普通科高等学校において、生徒が望ましい勤労観・職業観を身につけ、主体的
に進路を選択することができるよう、キャリア教育を推進する。外部講師の活用に
よってキャリア形成に関わる学習内容の充実を図るとともに、就業体験実施校を
指定し、普通科高等学校がキャリア教育に係る企画・立案・実施のノウハウを蓄
積し、その成果の普及をめざす。

5,500 5,500

おうみ若者未来サポートセンター運
営事業

労働雇用政策課
ヤングジョブセンター等の若年者就業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、相談から就職までの一貫した支援を行う。

4,611 4,611

地域若者サポートステーション支援
事業

労働雇用政策課
就労が極めて困難な若者の就職を促進するため、国の委託で設置される地域若
者サポートステーションにおける国の相談支援に加え、県独自事業として臨床心
理士によるカウンセリング、県内企業での就労体験、訪問支援等を実施する。

3,000 3,000

求職者総合支援センター事業 労働雇用政策課 求職者総合支援センター事業 労働雇用政策課

中高年齢者および外国人等を対象とした、雇用の橋架けを行う支援機関として、
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、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。

23,062 23,062

滋賀マザーズジョブステーション事業 男女共同参画課

出産や子育て等による離職後、再就職を希望する女性や仕事と子育ての両立
に悩む女性、社会へ一歩踏み出したい女性を支援するために、仕事と子育ての
両立に向けたアドバイスや一時保育の実施、就労相談、求人情報の提供や職
業紹介など、就労支援をワンストップで行う「滋賀マザーズジョブステーション」を運
営する。

19,014 18,926

母子家庭等就業・自立支援セン
ター事業

子ども・青少年局
母子家庭等の就業を促進するため、雇用の開拓や就業相談、就業情報の提供
等一貫した支援サービスを提供する。

3,000 1,500

滋賀マザーズジョブステーション事業 労働雇用政策課

離職後、再就職を希望する女性、仕事と子育ての両立に悩む女性、社会に一
歩踏み出したい女性を対象として、就労に関する相談、カウンセリング、両立支援
のアドバイス、保育情報などをワンストップで提供する「滋賀マザーズジョブステー
ション」における相談業務を委託する。

4,139 4,139

男女雇用機会均等推進事業 労働雇用政策課
男女が雇用の場で個々の能力を十分に発揮できるよう、企業のトップや実務担
当者に向けたセミナーを実施し、取組の推進を図る。

468 468

女性のチャレンジ支援事業 男女共同参画課

男性の育児休業取得奨励金支給
事業

子ども・青少年局
男性の育児休業取得奨励金支給
事業

子ども・青少年局
育児休業を取得する男性を雇用する一定要件を備えた事業主に対して奨励金
を支給し、民間企業における男性の育児休業取得を促進する。

3,000 3,000

家庭的保育推進事業 子ども・青少年局 家庭的保育推進事業 子ども・青少年局
家庭的保育事業(保育ママ)に必要となる資質向上等を図るための研修を実施す
ることにより、待機児童の多い市部等における家庭的保育事業の推進を図る。

800 800

保育人材確保構築事業（保育人
材バンク）

子ども・青少年局 保育人材確保構築事業 子ども・青少年局
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仕組みづくりを進める。

1,900 1,900

障害者就業・生活支援センター事
業

障害者自立支援課
障害者就業・生活支援センター事
業

障害者自立支援課
障害者就業・生活支援センター事業の「生活支援等事業」に係る機能強化を図
ることにより障害者の安定的雇用を促進する。

10,696 5,348

働き・暮らし応援センター事業 障害者自立支援課
障害者就業・生活支援センターに、職場への定着支援を行う就労サポーターを
配置し、「働き・暮らし応援センター」として体制強化を図り、障害者の自立を促
進する。

1,659 1,659

働き・暮らし応援センター事業 労働雇用政策課

一般就労が困難な障害者の就労の場の確保と職場定着、およびこれに伴う日
常生活または社会生活上の支援を継続的に実施する「働き・暮らし応援セン
ター」の職場開拓員を配置し、障害者の地域での自立と社会参加の促進を図
る。

2,804 2,804

アール・ブリュット推進事業
「美の滋賀」発信推進
室

全国のアール・ブリュットに取り組む団体等が集う場の設置、情報拠点機能の検
討、アドバイザー会議の設置・運営など、アール・ブリュット振興のためのネットワーク
の構築を図る。

4,924 4,924

アール・ブリュット推進事業 障害者自立支援課
障害のある人の造形活動を推進するため、作家や施設への相談支援を行う機関
の運営経費を助成するとともに、企画展の開催や情報発信の取組等を支援す
る。

31,300 29,150

農業高校の障害者雇用推進事業 教職員課 県立学校の障害者雇用推進事業 教職員課
県立学校における農場の施設管理等のため、障害者を雇用し、農業に関する知
識・技術の取得を通じて就労の機会の拡大につなげる。

15,026 15,026

合　　　　　計 18 事業 137,903 128,817

アール・ブリュット推進事業
「美の滋賀」発信推進
室
障害者自立支援課

女性の就労トータルサポート事業
（滋賀マザーズジョブステーション）

男女共同参画課
子ども・青少年局
労働雇用政策課

障害者働き・暮らし応援センター事
業

障害者自立支援課
労働雇用政策課

知事と部局長との協議
（９月８日～９月１３日）におる提案事業

当初予算見積状況

予算事業名
（細目等）

（仮称）おうみ若者未来サポートセ
ンター設置運営事業

労働雇用政策課

事業概要

平成２４年度当初予算見積に係る重点化特別枠の見積状況

提案事業名
担当課
（局・室）

テーマ②　働く場への橋架け

担当課
（局・室）

事業費
(千円)

うち
一般財源
(千円)



重点テーマ名

「滋賀の医療福祉を守り育てる」推
進事業

医務薬務課
在宅療養・在宅看取りの体制づくりに向け、住民の理解と主体的な取組を支援
する。

11,493 11,493

あったか介護ありがとうメッセージ事
業

元気長寿福祉課
介護職員と県民との相互理解、信頼関係を深めるとともに、地域の医療福祉を
守り育てていこうとする気運の醸成を図るため、介護職員へのメッセージを募集し、
介護職員および県民に発信する。

2,000 2,000

医療と介護をつなぐ看取り研修事
業

元気長寿福祉課
看取り介護をテーマにした医療、介護の関係者の合同研修を実施し、看取り期に
おける看護師の適切な医学知識や技術と介護職員の適切なケアなどのチームケ
アの実践を目指す。

1,000 1,000

(仮称)ＩＣＴリハビリテーション推進事
業

病院事業庁 ＩＣＴリハビリテーション推進事業
健康推進課
(病院事業庁)

がん患者等の術後の早期離床・早期退院を円滑に進めるため、ＩＣＴ
の活用による遠隔指導ができるリハビリテーションシステムの構築・
運用を進める。

13,740 13,740

難病医療連携推進事業 健康推進課 難病医療連携推進事業 健康推進課
拠点病院に難病医療専門員を配置するとともに、患者が容易にレスパイト入院で
きる体制整備を行う。

5,300 2,650

認知症疾患医療センター医療相
談支援事業

元気長寿福祉課
認知症疾患医療センター医療相
談支援事業

元気長寿福祉課
認知症疾患に関する鑑別診断、専門医療相談等を行う拠点としている認知症
疾患医療センターの機能の強化を図る。

4,800 2,400

認知症ケア人材育成強化事業 元気長寿福祉課 認知症ケア人材育成強化事業 元気長寿福祉課
認知症専門指導師認証制度を廃止し、介護現場における認知症ケアの充実を
図るため、認知症ケアについてスーパーバイズができる人材を育成するため、新たに
「認知症ケアアドバイザー認証制度」を設ける。

515 515

若年認知症地域ケアモデル事業 元気長寿福祉課 若年認知症地域ケアモデル事業 元気長寿福祉課
若年認知症の特性に配慮したケアについてのモデル事業を実施し、若年認知症ケ
アの取組の方向性の明確化を図る。

4,600 2,300

災害時要援護者支援体制整備
事業

健康福祉政策課
災害時要援護者支援体制整備
事業

健康福祉政策課
市町域を超えた広域（福祉圏）での避難や支援の検討を行い、災害時要援護者
の避難支援マニュアルを改訂し、大規模災害時に対応できる仕組みづくりを進め
る。

3,500 1,750

（仮称）医師キャリアサポートしが運
営事業

医務薬務課 医師キャリアサポートしが運営事業 医務薬務課
医師養成奨学金貸与者のキャリア形成や女性医師の継続就労支援などを行
い、県内医師の確保・定着を図る。

27,325 12,168

地域を支えつなぐ医療専門職育成
事業

病院事業庁

在宅医療福祉を担う看護職員確
保対策事業

医務薬務課
在宅医療福祉を担う看護職員確
保対策事業

医務薬務課
職場復帰に向けた研修や子育て支援など、潜在看護職員の再就業を支援する
ことにより、在宅医療福祉を担う訪問看護ステーションや介護保険施設等の看護
職員の確保・養成を図る。

40,293 35,906

健康情報提供事業 病院事業庁 健康情報提供事業
健康推進課
(病院事業庁)

県民に有用な健康情報をＩＴ等の活用により提供し、県民がいきいき
とした生活を送ることができるよう支援を行う。

7,792 7,792

働き盛り世代健康づくり応援プロ
ジェクト

健康推進課
医療保険課

糖尿病対策事業 健康推進課 糖尿病対策事業 健康推進課

圏域ごとに糖尿病の医療連携体制の構築を図るとともに、一般診療所において適
切な生活指導が行えるよう管理栄養士、糖尿病療養指導士等による体制整備
を行う。
また、糖尿病予備群や治療中の患者、医療従事者に健康情報等必要な情報を
発信するとともに、医師・管理栄養士等の生涯教育を支援する。

4,050 2,025

疾病予防健康創生推進事業 病院事業庁

がん計画推進事業 健康推進課 がん計画推進事業 健康推進課

がん診療連携拠点病院が未整備である高島圏域のがんサロンを実施する。また、
がん検診の受診率向上を目指し、県民に対し、がん検診の有効性や具体的な実
施方法についての講演会等を行うとともに、子宮頸がんの予防のため、中学生、
教職員向けに啓発を行う。

1,461 731

遠隔病理診断体制整備事業 病院事業庁 遠隔病理診断体制整備事業
健康推進課
(病院事業庁)

がんを診断する病理医が不足することから、現有の病理医の協力の
下、遠隔で診断する体制を整備する。

1,341 1,341

合　　　　　計 15 事業 129,210 97,811

「滋賀の医療福祉を守り育てる」推
進事業

健康福祉政策課
健康推進課
医務薬務課
病院事業庁
他

担当課
（局・室）

平成２４年度当初予算見積に係る重点化特別枠の見積状況

提案事業名

テーマ③　地域を支える医療福祉・在宅看取り

担当課
（局・室）

事業費
(千円)

うち
一般財源
(千円)

知事と部局長との協議
（９月８日～９月１３日）におる提案事業

当初予算見積状況

予算事業名
（細目等）

事業概要



重点テーマ名

電気自動車等普及促進事業
温暖化対策課
観光交流局

電気自動車普及促進事業 温暖化対策課
電気自動車の普及促進に向けて、電気自動車を活用した観光パッケージを
作成し、初期需要を創出する。

7,500 7,500

低炭素社会実現のための滋賀交
通ビジョン策定事業

交通政策課 滋賀交通ビジョン策定事業 交通政策課
環境負荷低減につながる滋賀らしい交通体系の構築のため、滋賀の将来を
見据えた新たなビジョンを策定する。

12,000 12,000

新交通システム推進事業 交通政策課 新交通システム推進事業 交通政策課
公共交通への利用転換と利用促進、道路の渋滞緩和等を図るため、実証実
験による新交通システムの導入可能性の検証と、一人ひとりの行動変容を促
すモビリティマネジメントを実施する。

10,000 10,000

自転車利用促進事業 交通政策課 自転車利用促進事業 交通政策課
利用者へのサポート体制の整備や、ライフステージに応じたルールや楽しみ方の
提案等による自転車の魅力向上、公共交通との連携や自転車に関する情報
の発信等により、自転車利用への転換を図る。

8,500 8,500

生活交通セーフティネット事業 交通政策課
生活交通セーフティネット事業
(交通不便地デマンド交通運行費
補助)

交通政策課
マイカーに頼らざるを得ない地域において、高齢化の進展等に対応した公共交
通の確保に向け、市町によるバス・タクシーのデマンド運行の取組に対し支援す
る。

5,905 5,905

公共交通県民満足度ステップアッ
プ・プロジェクト

交通政策課

太陽光パネル個人用住宅設置促
進事業

温暖化対策課
個人用既築住宅太陽光発電シス
テム設置推進事業

温暖化対策課
家庭部門での温室効果ガス排出量削減のため、個人用既築住宅への太陽
光発電導入に対して支援する。

600 600

公共的施設再生可能エネルギー
システム設置推進事業

温暖化対策課
公共的施設等再生可能エネル
ギー導入推進事業

温暖化対策課
再生可能エネルギーの普及のため、県内の事業者・団体が防災拠点となる県
内の施設に太陽光や風力等の再生可能エネルギーシステムを設置・発電する
取組に関する調査検討およびシステムの設置に対して支援する。

300 300

地球温暖化対策推進事業 温暖化対策課 地球温暖化対策推進事業 温暖化対策課
市町等と連携した節電・省エネ診断の実施や、滋賀県地球温暖化防止活動
推進センターの普及啓発事業を推進する。

9,305 9,305

低炭素社会実現に貢献する事業
者評価手法検討調査事業

温暖化対策課
低炭素社会実現に貢献する事業
者評価手法検討調査事業

温暖化対策課
条例で事業者、行政が具体的に行動するために必要となる評価手法の開発
および事業者の支援のためのマニュアルを作成する。

14,500 14,500

民間事業者節電・省エネ推進事
業

温暖化対策課
民間事業者節電・省エネ推進事
業

地域エネルギー振興
室

中小企業等に対して、省エネ診断の機会を提供することにより、節電・省エネ
行動を支援する。

9,000 9,000

省エネ製品普及促進事業
温暖化対策課
商工政策課

中小企業金融対策費 商工政策課

地域エネルギーに関する研究事業 企画調整課
天然ガス火力発電等の県内立地の可能性や、様々なエネルギーの既存系統
への接続のあり方を調査・研究（再生可能エネルギーの振興を除く）する。

3,033 11

再生可能エネルギー振興戦略検
討事業

地域エネルギー振興
室

再生可能エネルギーの導入や関連産業の振興を図るため、再生可能エネル
ギー振興戦略プラン（仮称）の策定に向けた検討を行う。

9,000 9,000

低炭素化技術開発・実証化補助
事業

温暖化対策課
新産業振興課

低炭素化技術開発・実証化補助
事業

新産業振興課
エコ・エコノミープロジェクト参加事業者の低炭素化技術の開発を促進するた
め、県内の対象中小企業者等が行う新製品、新技術の開発や実証化試験
に必要な経費の一部を補助する。

25,100 25,100

農村資源の活用による「近いエネル
ギー」実証調査事業

耕地課
農村資源の活用による「近いエネル
ギー」実証調査事業

耕地課
農村地域に存在する未利用の再生可能エネルギーを活用することにより、農
村地域でのスマートビレッジを構築し、農村の活性化を図る仕組みを検討す
る。

8,000 8,000

合　　　　　計 14 事業 122,743 119,721

エネルギー戦略推進事業
中長期的なエネル
ギー戦略検討ＰＴ：
企画調整課

平成２４年度当初予算見積に係る重点化特別枠の見積状況

知事と部局長との協議
（９月８日～９月１３日）におる提案事業

当初予算見積状況

予算事業名
（細目等）

事業概要提案事業名

テーマ④　低炭素社会実現

うち
一般財源
(千円)

担当課
（局・室）

事業費
(千円)

担当課
（局・室）



重点テーマ名

水質汚濁メカニズム解明調査 琵琶湖政策課 水質汚濁メカニズム解明調査 琵琶湖政策課
琵琶湖流域における水・生物・暮らしの「つながり」のあり方および琵琶湖にお
ける有機物等の新たな水質管理のあり方を提示する。

11,280 11,280

20,537 10,269
(5,900) (3,000)

琵琶湖深湖底低酸素化と生物の
関係究明

琵琶湖環境科学研
究センター

琵琶湖深湖底低酸素化と生物の
関係究明

琵琶湖環境科学研
究センター

琵琶湖では深湖底で低酸素化の発生頻度が高まっているため、今後の低酸
素化状況と生物への影響を評価し、県民との問題との共有を図る。

2,900 2,900

南湖生態系の順応的管理方法の
検討

琵琶湖環境科学研
究センター

南湖生態系の順応的管理方法の
検討

琵琶湖環境科学研
究センター

南湖全体を管理していくための評価指標と保全・管理目標を設定するととも
に、生態系保全事業における順応的管理手法を構築する。

14,442 14,442

内湖再生検討事業 琵琶湖政策課 内湖再生検討事業 琵琶湖政策課
琵琶湖本来の種の多様性を確保するため、既存内湖の機能回復を含む、
琵琶湖全体の環境再生を検討し、琵琶湖全域における内湖再生ビジョンを
策定する。

8,400 8,400

内湖の在来魚生産機能の回復・
向上試験事業

水産課
内湖の在来魚生産機能の回復・
向上試験事業

水産課
西の湖において、ニゴロブナ等の種苗放流と外来魚駆除を総合的に実施し
て、内湖の水産資源増殖効果を評価する。

14,000 14,000

世代をつなぐビワマスプロジェクト 水産課 世代をつなぐビワマスプロジェクト 水産課
米原市が天野川で行う、さまざまな世代の住民参加によるビワマスの遡上環
境整備や稚魚の育成放流を図る取組に支援する。

1,200 1,200

オオクチバス稚魚発生抑制事業 水産課 オオクチバス稚魚発生抑制事業 水産課
在来魚に著しい食害を及ぼすオオクチバスの発生を抑制するため、産卵場所
に集まるオオクチバス親魚を電気ショッカーボート等により重点的に捕獲する。

20,000 20,000

新琵琶湖博物館の創造
琵琶湖再発見！交流促進事業

琵琶湖博物館 交流・サービス事業 琵琶湖博物館
博物館機能を活用し、県民、企業、団体等と協働して、みんなで琵琶湖の
ことを感じ考える交流機会を提供し、各住民層と琵琶湖との各種交流イベン
トなどを実施する。

8,300 8,300

マザーレイク２１計画推進事業
環境政策課
琵琶湖政策課

マザーレイクフォーラム推進事業 琵琶湖政策課
多様な主体が思いと課題を共有し、団体・地域・分野を超えたつながりを育
むとともに、マザーレイク２１計画の進行管理および評価・提言を行う場となる
マザーレイクフォーラムを推進する。

1,689 1,689

地域再発見！参加型移動博物
館事業

琵琶湖博物館

新琵琶湖博物館の創造
「水といのち」の展示交流空間再構
築

琵琶湖博物館 展示交流空間再構築事業 琵琶湖博物館
琵琶湖博物館中長期基本計画に掲げる「地域だれでも・どこでも博物館」の
実現に向け、市民や学識経験者等との協働により新琵琶湖博物館の創造
に向けたビジョンを策定する。

9,821 9,821

高標高地域でのニホンジカ防除対
策モデル事業

自然環境保全課

琵琶湖環状線小学生体験学習プ
ログラム支援事業

交通政策課
琵琶湖環状線小学生体験学習プ
ログラム支援事業

交通政策課

京都、大阪などから北びわこ地域を訪れる小学生の体験学習に要する鉄道
運賃に対して補助し、鉄道利用の促進を図るとともに、琵琶湖淀川流域の
小学生に対して、琵琶湖や水の大切さ・滋賀の歴史や文化を学習する機会
を提供する。

1,500 1,500

生態系に配慮した琵琶湖の水位
のあり方の検討

流域政策局 琵琶湖淀川流域自治推進事業 流域政策局
国および県の琵琶湖水位に関するこれまでの研究成果・検討結果などに基
づき、治水・利水・環境等の様々な観点から望ましい琵琶湖水位について検
討する。

4,800 4,800

合　　　　　計 13 事業 104,232 101,332

施設の老朽化への対応や汚水処理の一層の効率化、さらにはＣＯ2削減、
省エネルギー化等を推進するための新技術の研究開発、普及促進を総合
的に支援する拠点づくりを進める。　（上段：全体事業費、下段：うち重点化
特別枠分）

平成２４年度当初予算見積に係る重点化特別枠の見積状況

知事と部局長との協議
（９月８日～９月１３日）におる提案事業

当初予算見積状況

予算事業名
（細目等）

事業概要

（仮称）水・エネルギープラザ事業 下水道課 （仮称）淡海環境プラザ事業 下水道課

提案事業名
担当課
（局・室）

テーマ⑤　琵琶湖の再生

うち
一般財源
(千円)

担当課
（局・室）

事業費
(千円)



重点テーマ名

中小企業振興の基本的なあり方
検討・推進事業

商工政策課
中小企業振興の基本的なあり方
検討・推進事業

商工政策課
中小企業振興のための条例制定に向け、条例案や今後の中小企業振興策に係
る検討を行うとともに、周知・啓発を行う。

4,000 4,000

水環境ビジネス推進事業 商工政策課 水環境ビジネス推進事業 商工政策課
県内企業の水環境ビジネスに係る取組を促進するため、セミナーや施設見学会の
開催等を行うとともに、産学官連携のプラットフォームの形成を図る。

8,561 0

電池産業支援拠点形成事業 新産業振興課 電池産業支援拠点形成事業 新産業振興課

県内企業が電池産業での開発競争に打ち勝ち、県経済の牽引を担う集積産業と
して存続するため、電池産業に特化した評価体制の整備を行い、専門職員と県内
企業が共同で評価手段の検討や改良研究を進めることにより、県内企業の開発ス
ピードを加速するとともに、競争力、開発力の強化を図る。

30,500 30,500

「てんびん棒中国へ渡る」事業
新産業振興課
観光交流局

「てんびん棒中国へ渡る」事業 新産業振興課
本県と約３０年間の交流の実績があり、近年経済成長が著しく需要拡大が見込め
る中国湖南省で地元企業と県内企業との「商談会」を開催するなど、県内中小企
業の中国での販路開拓に係る経費を補助する。

7,111 7,111

滋賀のクリエイティブ産業の振興に
向けた調査研究事業

商業振興課
滋賀のクリエイティブ産業の振興に
向けた調査研究事業

商業振興課
本県の新たな成長の可能性として、地域規模に限定されない市場性を有し、将来
性が見込まれるゲームソフト産業を初めとするクリエイティブ産業の振興を図るため、
可能性調査の実施や研究会での検討を行う。

4,000 4,000

滋賀の感性を伝える「ココクール」事
業

商業振興課
滋賀の感性を伝える「ココクール」事
業

商業振興課

消費者の感性に働きかける新たな価値を創出するため、ブランドコンセプトの提案や
これに沿ったモノやサービスを県域で「選び」「魅せる」ことで、滋賀に共感するファン層
の拡大を図る。また、選定に向け、事業者の商品開発などの努力を通じて、本県
商業力の向上を図る。

2,500 2,500

地場産業　産地間技術の融合促
進事業

新産業振興課

ネットショップ活用による販路開拓
支援事業

商業振興課

商店街振興・買い物弱者対策事
業

商業振興課

企業誘致対象企業調査事業 企業誘致推進室 企業誘致対象企業調査事業 企業誘致推進室
本県に立地誘導できる可能性の高い企業を探り出し、誘致活動に繋げるためのサ
ポートを専門機関に委託するとともに、得られた情報をもとに戦略的な誘致活動を
行う。

4,652 4,652

企業立地促進助成事業 企業誘致推進室

未来成長拠点形成事業
（地の利を活かした広域行政推進
事業）

企画調整課
未来成長拠点形成事業
（地の利を活かした広域行政推進
事業）

企画調整課
近畿圏、中部圏、北陸圏の３圏域の結節点に位置する本県の地の利を活かした、
滋賀の未来成長につながる、広域連携の施策化を進める。

2,500 2,500

未来成長拠点形成事業
（びわこ文化公園周辺地域未来
成長推進事業）

企画調整課
未来成長拠点形成事業
（びわこ文化公園都市連携促進
事業）

企画調整課
びわこ文化公園周辺地域の現状と課題を踏まえ、最大の強みである知的資源と
地理的優位性を活かして、域内の連携を図るとともに、大学のもつシーズと事業者
等のニーズを連携させる。

988 988

未来成長拠点形成事業
（県有地活用による成長産業立地
促進事業）

企画調整課
未来成長拠点形成事業
（県庁周辺県有地活用促進事
業）

企画調整課
県庁周辺地域の低未利用の県有財産の利活用を図るため、民間資金の利活用
の導入可能性を調査し、処分・利活用方針の決定に向けて事業者の意向把握を
行う。

5,095 5,095

研究開発産業化推進事業 新産業振興課
新技術創出イノベーション活性化
推進事業

新産業振興課
大学シーズの発掘および企業の開発ニーズの収集を行い、産学官の連携によるプ
ロジェクトの構築に取り組むことで、外部競争的資金を活用した研究開発を推進
し、新技術の創出による県内産業の振興を図る。

6,300 6,300

合　　　　　計 11 事業 76,207 67,646

テーマ⑥　滋賀の未来成長産業

平成２４年度当初予算見積に係る重点化特別枠の見積状況

うち
一般財源
(千円)

事業費
(千円)

知事と部局長との協議
（９月８日～９月１３日）におる提案事業

当初予算見積状況

予算事業名
（細目等）

担当課
（局・室）

担当課
（局・室）

事業概要提案事業名



重点テーマ名

広めよう、おいしい滋賀発信事業 食のブランド推進課 広めよう、おいしい滋賀発信事業 食のブランド推進課

滋賀の食材の地域ブランド力を高めるため、近江米や近江牛、近江の茶、湖魚など
滋賀県を代表する食材の生産者団体等が連携し、販路開拓の取組を進めるととも
に、県外における展示商談会において、滋賀の食材の魅力を発信し、県外への販
路拡大を図る。

10,000 10,000

「食べることで、びわ湖を守る。」推
進事業

食のブランド推進課
「食べることで、びわ湖を守る。」推
進事業

食のブランド推進課
次代を担う子ども達が、将来にわたり、滋賀県農水産業を理解し、支える人として
育つ基礎をつくる。さらに、琵琶湖・淀川流域住民に滋賀県環境こだわり農産物の
理解促進・消費拡大を図る。

13,740 13,740

「近江牛」輸出促進事業 畜産課 近江牛輸出促進事業 畜産課
海外において販売促進や権利保全事業を行うことにより、「近江牛」のブランド力確
保と需要拡大を図る。

7,700 7,700

美味しい「食」の情報発信総合事
業

食のブランド推進課
美味しい「食」の情報発信総合事
業

食のブランド推進課
滋賀の「食材」の魅力・特徴や「購入できる場所」等の情報について、求められる情
報をホームページで見やすくタイムリーに発信する。また、民間ポータルサイトとの連携
により、広く県産農畜水産物の情報を発信する。

4,200 4,200

「おいしが　うれしが」推進店・サポー
ターネットワーク化事業

食のブランド推進課
「おいしが　うれしが」推進店・サポー
ターネットワーク化事業

食のブランド推進課
県民が県産農水産物やその加工品の魅力を知り、消費する機会を増やすことによ
り、地域の豊かさや食文化を実感できる地産地消を推進するため、県と県内食品販
売事業者等が協働して県産農水産物および加工品をクローズアップするキャンペー
ンを展開する。

3,000 3,000

滋賀県認知度向上キャンペーン 広報課

琵琶湖文化魅力発信プロジェクト
近江水と大地の遺産魅力発信事
業

文化財保護課
琵琶湖文化魅力発信プロジェクト
近江水と大地の遺産魅力発信事
業

文化財保護課
 滋賀の特色であり、財産である琵琶湖と水にまつわる文化遺産「近江水の宝」のさ
らなる情報発信を図るとともに、大地に刻まれた遺跡にも光を当て、観光振興の素
材となるよう講座・探訪ツアーなどを行う。

5,018 2,518

琵琶湖文化魅力発信プロジェクト
近江の仏教美術等魅力発信・再
生支援事業

文化財保護課
琵琶湖文化魅力発信プロジェクト
近江の仏教美術等魅力発信・再
生支援事業

文化財保護課
仏教美術をはじめとする近江の誇る社寺建築や美術工芸品の価値や魅力を、県
内外に広く発信し、観光振興や地域活性化につなげるため、所有者等が実施する
取り組みに対する支援等を行う。

15,336 15,336

滋賀・びわ湖ブランド推進事業 企画調整課 滋賀・びわ湖ブランド推進事業 企画調整課
滋賀・びわ湖ブランドの向上を図るため、「滋賀・びわ湖ブランド展」の開催により、滋
賀の地域イメージを発信するとともに、産学官が連携するネットワーク組織の運営を
支援する。

4,880 4,880

新生美術館基本計画の策定 文化振興課 新生美術館基本計画策定事業 文化振興課
平成26年度に開館30周年を迎える滋賀県立近代美術館が、一層県民の期待に
応え、特色ある滋賀の「美」の魅力を発信する拠点として再スタートすることを目指
し、必要な美術館の機能と施設・設備について検討を行い、基本計画を策定する。

8,505 8,505

滋賀のアート発見事業
「美の滋賀」発信推
進室

アール・ブリュット作品を展示し、アートを活用した地域の魅力向上に貢献する「美術
旅館」の取組を支援するとともに、アール・ブリュットの魅力を紹介する講演会を美術
旅館で実施する。

2,686 2,686

滋賀のアート発見事業 文化振興課
県民の視点から潜在的な文化資源を発見し、その魅力を発信するため、県民参加
で地域の「美」に関する情報を収集してアートマップを作成する。

3,991 3,991

近代美術館から滋賀の「美」発信
事業

文化振興課
近代美術館から滋賀の「美」発信
事業

文化振興課
滋賀の「美」の発信につながる取り組みとして、(仮称)「石山寺縁起絵巻」展におい
て、効果的な情報発信と誘客につなげるキャンペーンを実施するほか、アール・ブリュッ
トの魅力を紹介する巡回展を開催する。

6,177 4,157

アール・ブリュットの魅力発信事業
「美の滋賀」発信推
進室

アール・ブリュットの魅力発信事業
「美の滋賀」発信推
進室

アール・ブリュットの魅力を県内外に発信するため、県立施設での作品の展示を推進
するほか、魅力を伝えるガイドブックを作成する。

5,998 5,998

琵琶湖文化魅力発信プロジェクト
「まちの学芸員」づくり事業

文化財保護課

「澄み美都しが」発信事業 広報課

琵琶湖文化魅力発信プロジェクト
近江の神と仏の「美」発信展覧会
開催事業

文化財保護課
近江の神と仏の「美」発信展覧会
開催事業

文化財保護課
琵琶湖文化館の収蔵品を中心とした仏教美術等の展覧会を東京の三井記念美
術館等で開催するとともに、関連事業として写真パネル展を実施する。

9,205 9,205

（仮称）「ビワイチｐｌｕｓ」ブランド化
事業

観光交流局 観光ブランド推進事業 観光交流局
滋賀を周遊することを象徴的に表現する「ビワイチ」（びわ湖一周）というフレーズに、
本県観光の特徴となる自然、歴史などのキーワードを加え、県内の観光施設・資源
を周回できる体験型観光プログラムを創造し、本県の観光ブランドとして打ち出す。

9,900 9,900

県広報活動による情報発信 広報課 滋賀の魅力雑誌広告掲載事業 広報課
市販の雑誌に滋賀の魅力を紹介する広告を掲載するとともに、その広告ページを抜
き刷りし、１つの冊子を作成する。

4,800 4,800

滋賀の魅力発信事業 広報課

訪日教育旅行誘致事業 観光交流局 訪日教育旅行誘致事業負担金 観光交流局 東アジア、特に中国、台湾への教育旅行誘致プロモーションを行う。 2,000 2,000

ウェブによる情報発信力強化事業 観光交流局

みんなのふるさとづくり応援事業 農村振興課 みんなのふるさとづくり応援事業 農村振興課
農家民宿の受け入れ体制の整備や、地域資源を活用した交流プログラムを企画・
発信する人材の育成に対して支援を行う。

1,000 1,000

ビワイチ自転車ネットワーク整備計
画策定事業

道路課
ビワイチ自転車ネットワーク整備計
画策定事業

道路課
ぐるっとびわ湖サイクルラインから各市中心部や観光地へのアクセスネットワークを検討
し、整備計画を策定し、整備する。

12,000 12,000

合　　　　　計 19 事業 130,136 125,616

滋賀のアート発見事業
「美の滋賀」発信推
進室
文化振興課

平成２４年度当初予算見積に係る重点化特別枠の見積状況

予算事業名
（細目等）

担当課
（局・室）

事業概要
担当課
（局・室）

テーマ⑦　地域の魅力まるごと産業化

事業費
(千円)

うち
一般財源
(千円)

知事と部局長との協議
（９月８日～９月１３日）におる提案事業

当初予算見積状況

提案事業名



重点テーマ名

地震被害予測調査 防災危機管理局 地震被害予測調査事業 防災危機管理局
国の南海トラフの長期評価の改訂作業の動向などを踏まえ、本県として必要な被害
予測調査の基礎となる地盤構造モデルを構築する。

46,425 46,425

情報基盤の耐災害性強化事業 情報政策課

地籍調査促進事業 県民活動生活課

災害廃棄物広域処理体制整備
事業

循環社会推進課
災害廃棄物広域処理体制整備
事業

循環社会推進課
様々な被災に対応した災害廃棄物の広域処理体制を想定した調整業務のマニュア
ルを作成する。

3,264 3,264

下水道業務継続計画策定 下水道課

スマートIC設置可能性の検討 道路課

原子力防災対策強化事業 防災危機管理局 原子力防災対策強化事業 防災危機管理局
地域防災計画（原子力災害対策編）の見直しを踏まえ、原子力防災訓練の実施、
シンポジウムの開催等を行うとともに、救助・救急計画、警備計画、緊急被ばく医療計
画等を検討する。

5,493 5,493

環境リスクの評価と対応方策検討
事業

防災危機管理局
環境政策課

環境リスクの評価と対応方策検討
事業

環境政策課
原子力災害の影響が県内に及んだ場合の影響を予測・評価するとともにリスクコミュニ
ケーション手法を検討する。

15,698 15,698

原子力災害医療体制整備事業
医務薬務課
健康推進課

原子力災害医療体制整備事業 医務薬務課
原子力災害が発生した場合に備え、緊急時における被ばく医療体制の検討を行うとと
もに、被ばく医療に従事する人材育成にかかる経費を補助する。

1,620 1,620

原子力発電所事故の危機に即応
した、食品および水道水の検査体
制整備事業

生活衛生課

減災協働コミュニティ滋賀モデル推
進事業

防災危機管理局
減災協働コミュニティ滋賀モデル推
進事業

防災危機管理局
地域における様々な構成員が連携・協働の下、地域特性を踏まえた減災力・防災力
を発揮するための仕組みとして、実践・活動のモデルを推進する。

2,255 2,255

地域で育む防災・防犯活動支援
事業

防災危機管理局
県民活動生活課
スポーツ健康課

地域で育む防災・防犯活動支援
事業

防災危機管理局
子どもたちの防災・防犯学習を支援するため、「学習支援マニュアル」を活用して指導
者研修会を開催し、マニュアルを使った学習支援を行うとともに、若者、女性、企業な
どを対象として、消防学校一日体験入校を実施する。

1,198 1,198

消防団入団促進事業 防災危機管理局

非常災害用井戸認定制度推進
事業

生活衛生課 非常災害用井戸推進事業 生活衛生課
既存の民間井戸を非常災害用井戸として認定する「非常災害用井戸認定制度」を
推進するため、制度の構築や研修会を開催する。

490 490

メディアとの連携による総合防災訓
練の充実

防災危機管理局 メディア連携総合防災訓練事業 防災危機管理局
県総合防災訓練とあわせ、メディアと連携して災害現場の映像を配信する報道対応
訓練を行うとともに、県民の防災意識の向上を図るため、訓練の模様を広く県民に周
知する特別番組を放送する。

4,620 4,620

犯罪の起きにくい社会づくりのための
「地域の絆」再生事業

警察本部
犯罪の起きにくい社会づくりのための
「社会の絆」再生事業

警察本部
犯罪の起きにくい社会を実現するため、重層的な防犯ネットワークを構築・整備し、地
域の絆を強化し社会の規範意識向上を図る。

5,509 5,509

地域見守り活動促進事業 県民活動生活課 地域見守り活動促進事業 県民活動生活課
特定の犯罪が発生した際に「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり実践県民会議会長
（知事）名で犯罪多発警報を発令し、県民に向けたタイムリーな情報発信を行い、県
民総ぐるみによる広報啓発活動、自主防犯活動等を推進する。

3,881 3,881

「命の大切さを学ぶ教室」推進事
業

警察本部
「命の大切さを学ぶ教室」推進事
業

警察本部
将来の社会を担う中学・高校生を対象とした「命の大切さを学ぶ教室」を開催し、規
範意識の向上を図る。

1,322 1,322

高齢者対象運転免許自主返納
促進事業

警察本部
高齢者対象運転免許自主返納
促進事業

警察本部
高齢運転者の交通事故が増加する中、高齢者が運転免許証を返納しやすい社会
環境を構築し、自主返納気運の醸成を図る。

1,794 1,794

思いやりゾーン事業 警察本部
思いやりゾーン高齢者交通安全対
策事業

警察本部
高齢者にやさしい通行環境の実現をめざす地域（思いやりゾーン）を設定し安全で快
適に通行できる道路環境の実現に努める。

13,548 13,548

子どもと高齢者のふれあい交通安
全教室

警察本部

通学路安全対策事業 道路課 通学路安全対策事業 道路課
小学校区１６学区をモデルケースとして、道路管理者・警察・学校関係者・ＰＴＡによる
協働での通学路点検を行い、安全対策を行う。

8,000 8,000

多発警報発令時等の緊急メッセー
ジ事業

警察本部
多発警報発令時等の緊急メッセー
ジ事業

警察本部
悲惨な交通事故現場から、警察でしか出来ない独自の広報・啓発を実現することに
より、県民の意識改革による交通事故の早期抑止を図る。

7,770 7,770

見て分かる水害情報事業 流域政策局 見てわかる水害情報事業 流域政策局

水害体験者から聞き取り調査を実施し、県のホームページ上で「水害の記録と記憶」
として情報発信を行うとともに、収集した情報をマップに整理し、ひと目で見て分かる水
害情報として地域に還元する。また、地域の水害特性について、子どもから高齢者まで
視覚で理解してもらえるようバーチャルリアリティを活用し、出前講座等で活用する。

3,372 3,372

バーチャルリアリティ（ＶＲ）シミュレー
ション作成事業

流域政策局

合　　　　　計 17 事業 126,259 126,259

事業概要
担当課
（局・室）

平成２４年度当初予算見積に係る重点化特別枠の見積状況

知事と部局長との協議
（９月８日～９月１３日）におる提案事業

うち
一般財源
(千円)

予算事業名
（細目等）

当初予算見積状況

提案事業名
担当課
（局・室）

テーマ⑧　みんなで命と暮らしを守る安全・安心

事業費
(千円)


