
事業費 うち一般財源

27 309,391 285,976

23 374,483 185,153

23 304,816 119,098

12 72,646 47,646

16 146,406 146,406

25 150,725 115,042

28 207,932 152,218

18 122,201 98,376

172 1,688,600 1,149,915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

平成25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

②働く場への橋架け

平成25年度当初予算見積額（千円）



重点テーマ名

小児療育支援整備事業 健康長寿課 小児療育支援整備事業 健康長寿課

NICU長期入院児および小児在宅医療の実態調査を実施し、NICU等長期入院児
の受け皿となる後方病床、後方病院の確保および退院支援など児およびその家族
への適切なケアならびに円滑に在宅療養等へ移行可能な体制を整備するとともに、
新生児を担当する看護師の確保および質の向上を図ることにより、安全、安心な出
産を迎えるための環境づくりにつなげる。

18,384 11,052

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
産科を有する病院に対して、助産師外来・院内助産所の新設に要する経費の一部
を助成することにより、安全・安心な出産環境の整備を図る。

990 990

発達障害者支援センター設置事
業

障害福祉課
発達障害者支援センター設置事
業

障害福祉課
発達障害者支援センターのスタッフを、県南部に常駐させることにより、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

障害福祉課
認証発達障害者ケアマネジメント
支援事業

障害福祉課
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

障害福祉課
発達障害者自立生活支援システ
ム構築事業

障害福祉課
発達障害者に特化した生活訓練と就労訓練を一体的に取り組み、地域で自立し
た生活ができるよう支援するとともに、障害福祉サービス事業所向けの認証制度等
の創設に向けたシステム構築を図る。

10,000 5,000

ほっと安心子育て支援事業 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
預かりを必要なときに利用できるよう、市町の取り組みを支援する。

25,324 25,324

母子保健対策推進事業 健康長寿課 妊娠・出産を含めた早期からの相談体制を整備し、虐待予防対策の充実を図る。 1,400 1,400

妊娠期からの虐待防止対策促進
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

被虐待児童保護等支援員配置
事業

子ども・青少年局

子ども・子育て応援センター啓発・
強化事業

子ども・青少年局
子ども・子育て応援センター強化
事業

子ども・青少年局
子ども・子育て応援センター（こころんだいやる）の電話回線数の増設および電話相
談員を増員し機能強化を図る。

7,827 7,827

里親支援機関整備事業 子ども・青少年局 里親支援強化事業 子ども・青少年局
里親制度の広報・啓発、未委託里親への研修を実施するとともに、家事支援員の
派遣等、里親同士の相互支援を促進する。

4,306 2,153

地域における児童自立支援事業 子ども・青少年局

児童委員特別研修委託事業 子ども・青少年局 児童委員特別研修委託事業 子ども・青少年局
いじめや虐待の問題の地域における身近な相談相手として、地域の実情を最も把
握している児童委員の資質向上を図るため、児童委員に対していじめや虐待等に
関する研修を実施する。

525 525

母なる湖・琵琶湖で地球環境につ
いて考えよう「うみのこ」環境交流事
業

学校教育課

「語り合い」による青少年育成事業 生涯学習課

高校生読書率向上プロジェクト 生涯学習課 高校生読書率向上プロジェクト 生涯学習課
高校生による「ビブリオバトル」の実施と若年層に人気のある著者等による講演会の

開催により、高校生の読書推進を図る。
400 400

「子ども県議会」開催事業 子ども・青少年局 「子ども県議会」開催事業 子ども・青少年局
県政に対する意見等の表明の場として「子ども県議会」を開催し、子どもたちが自分
の意見を発表できる機会を設け、社会参画に対する意欲を高める。

2,000 2,000

地域住民と連携したいじめ対応支
援事業

生涯学習課
地域住民と連携したいじめ対応支
援事業

生涯学習課

学校だけでなく地域全体が学校を支える視点を持って、いじめや暴力ならびに不登
校対策に特化し、いじめや不登校等の早期発見・早期解決を図ることを目的に、地
域と学校の連携の仕組みを講じて対策に取り組む学校をモデル校として指定するとと
もに、立ち上げに際して助言等を行う有識者を派遣する。

10,700 10,700

担当課
（局・室）

当初予算見積状況

予算事業名
（細目等）

担当課
（局・室）

事業費
(千円)

うち
一般財源

(千円)

子育て・女性健康支援事業
健康長寿課
子ども青少年局

平成25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４日～９月25日）における提案事業

提案事業名



担当課
（局・室）

予算事業名
（細目等）

担当課
（局・室）

事業費
(千円)

うち
一般財源

(千円)
事業概要提案事業名

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
るなど、環境学習の状況調査を実施し、体系的な環境学習の展開を図る。

1,800 1,800

低炭素社会づくり学習支援事業 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。 2,600 2,600

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
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。

3,814 3,814

次世代文化芸術推進事業
(ホールの子)

文化振興課
次世代文化芸術推進事業
（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。

8,899 8,899

次世代文化芸術推進事業
(「文化芸術の力を教育に」推進モ
デル事業)

文化振興課
次世代文化芸術推進事業
(「文化芸術の力を教育に」推進モ
デル事業)

文化振興課
文化芸術の力を活かして、滋賀の未来を担う子どもたちのコミュニケーション能力の育
成を図るため、芸術表現体験活動を取り入れたワークショップ型の授業プログラムを
新たに検討し、実施する。

1,905 1,905

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

学力向上アプローチ事業 学校教育課

外国人児童生徒すこやかサポート
支援事業

学校教育課

特別支援教育支援員配置事業 学校教育課

子どもと向き合う時間の確保事業<
少人数教育の推進>

教職員課

生徒指導緊急特別対応事業 学校教育課 生徒指導緊急特別対応事業 学校教育課
警察ＯＢと教員ＯＢをチームとして学校へ派遣し、警察等司法に加え、児童相談
所、医療機関等と連携して、困難な問題の解決を図る。

44,938 44,938

いじめ問題対応専門員配置事業 学校教育課 いじめ問題対応専門員配置事業 学校教育課
いじめ問題対応専門員を各地域に配置し、計画的な巡回学校訪問等からいじめ
事案を把握した場合、いじめの早期対応、早期解決を図るとともに、児童生徒のよ
りよい人間関係を促進するための支援を実施する。

45,097 45,097

いじめ対策調査研究事業 学校教育課 いじめ対策調査研究事業 学校教育課
いじめ問題全般にわたる課題を明らかにし、恒久的な対策を確立するため、外部の
専門家によるいじめ問題に特化した研究を行う。

6,180 5,000

いじめから子どもを守る相談活動
推進事業

学校教育課
いじめから子どもを守る相談活動
推進事業

学校教育課
いじめの未然防止、早期発見、早期対応を促進するため、スクールカウンセラーを、
特にいじめの多い学校に重点配置する。
また、モデル校を選定し、スクールカウンセラーを常駐化する。

66,792 66,792

スクールソーシャルワーカー活用事
業

学校教育課
スクールソーシャルワーカー活用事
業

学校教育課
社会福祉等の専門的な知識を有するスクールソーシャルワーカーをいじめや不登校
の課題の大きい小学校へ配置することにより、子どもの支援の充実を図るとともに、教
職員に福祉的な視点を定着させる。

6,750 4,500

生徒指導緊急サポート事業 学校教育課 生徒指導緊急サポート事業 学校教育課
子どもの命に関わる重大事案が発生した場合、専門的知見による助言・支援を行
い、警察等司法に加え、福祉や医療機関とも一体となった危機対応を実施する。

6,802 6,802

私立学校振興対策費 総務課

医療的ケア児童生徒通学支援研
究事業

学校教育課
医療的ケア児童生徒通学支援研
究事業

学校教育課
要医療的ケア児童生徒の通学に関わる詳細な実態把握と、課題解決に向け、部
局横断し、市町と連携した施策構築のための方策を検討する。

278 278

合 計 27 事業 309,391 285,976



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、多様なしごと（職業）を紹介し、実際にしご
と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

県立高等学校キャリア教育アドバ
イザー設置事業

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。

6,036 6,036

県立特別支援学校キャリア教育総
合推進事業

学校教育課

滋賀の“三方よし”人づくり事業 労働雇用政策課 滋賀の“三方よし”人づくり事業 労働雇用政策課

緊急雇用対策として、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。また、企業情報ホームページ「ＷＯＲＫ滋賀」を
リニューアルし、県内中小企業の特色を含む事業概要や採用情報を掲載すること
により、中小企業の魅力を発信し、若年求職者への就職情報の提供と県内中
小企業の人材確保を支援する。

192,121 11,833

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。

3,923 3,923

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。

2,462 2,462

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 ハローワークと連携し、求職者に対する総合的な支援窓口を設置、運営。 18,554 18,554

滋賀の活性化に向けた女性活躍
推進プロジェクト

男女共同参画課
女性活躍推進プロジェクト応援事
業

男女共同参画課

滋賀の経済・地域の活性化の切り札として様々な分野で女性の能力や潜在的
な力の活用を図る「女性活躍推進プロジェクト」を進めるため、県として取り組む施
策を重点的かつ庁内横断的に展開するための検討や女性の活躍の場の拡大に
向けた情報発信を行う。

1,948 1,948

滋賀の女性経営者フォーラムの開
催

商業振興課 滋賀の女性経営者フォーラム事業 商業振興課
県内企業女性経営者が一堂に会し交流することにより、経営者としての女性の
社会進出の促進と女性経営者同士の交流を通じた地域経済の活性化を図る。

900 900

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。

17,111 17,017

母子家庭等就業・自立支援セン
ター事業

子ども・青少年局
母子家庭の母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。

4,126 4,126

男女雇用機会均等推進事業 労働雇用政策課
企業のトップや実務担当者に対して、女性の活躍を推進するうえで基本となる男
女雇用機会均等法の趣旨と積極的な取組（ポジティブ・アクション）の必要性につ
いて啓発するためのセミナーを開催する。

406 406

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

中小企業ワーク・ライフ・バランス対
応経営推進事業

労働雇用政策課
中小企業ワーク・ライフ・バランス対
応経営推進事業

労働雇用政策課
経済団体との協働により、出前講座等のワーク・ライフ・バランス推進活動を行うと
ともに、個別企業訪問指導を実施する。

2,714 2,714

滋賀県子ども・子育て支援事業支
援計画策定事業

子ども・青少年局

３歳児保育特別配置事業 子ども・青少年局 ３歳児保育特別配置事業費補助 子ども・青少年局
保育士配置基準が3歳児20人に1人の保育士であるところを、15人に1人の配置
を支援することにより、2歳未満児の小集団による保育から、3歳児の大きな集団
による保育への移行段階でのきめ細かな保育を確保する。

43,000 43,000

平成25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)

知事と部局長との協議
（９月４日～９月25日）における提案事業

当初予算見積状況

予算事業名
（細目等）

事業概要

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

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



提案事業名
担当課
（局・室）

担当課
（局・室）

事業費
(千円)

うち
一般財源

(千円)

予算事業名
（細目等）

事業概要

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。

1,443 1,443

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、研修や就業支援による保育人材確保のための仕組みづくりを進める。

3,680 3,680

（仮称）障害者医療福祉相談セン
ター設置事業

障害福祉課

アール・ブリュットの魅力発信事業
（アール・ブリュット戦略的発信事業
費補助金）

「美の滋賀」発信推進
室

滋賀のアール・ブリュットを更なる福祉の推進力とするとともに、「美の滋賀」づくりの
なかで、優れた作品を美術品として世に出し、県民の財産として守り、発信してい
くため、社会福祉法人滋賀県社会福祉事業団が行う事業で、特に発信力が高
い先進的な取組に対し支援を行う。

1,000 1,000

障害者造形活動推進事業 障害福祉課
障害のある人の造形活動を推進するため、公募作品展を開催するとともに、NO-
MAが行う企画展の開催や情報発信、作家や施設への相談支援を行う機関の
運営等を支援する。

30,200 28,100

障害者就業・生活支援センター事
業

障害福祉課
障害者就業・生活支援センター事
業

障害福祉課
障害者の就労ニーズと企業の雇用ニーズとのマッチング、職場定着等を一体的

に行う「働き・暮らし応援センター」への相談件数が増えている状況に対応し、障
害者の安定的雇用を促進するため、センターの体制強化を図る。

10,696 5,348

働き・暮らし応援センター事業 障害福祉課
障害者の就労ニーズと企業の雇用ニーズとのマッチング、職場定着等を一体的

に行う「働き・暮らし応援センター」への相談件数が増えている状況に対応し、障
害者の安定的雇用を促進するため、センターの体制強化を図る。

1,659 1,659

働き・暮らし応援センター事業 労働雇用政策課
障害者の就労ニーズと企業の雇用ニーズとのマッチング、職場定着等を一体的

に行う「働き・暮らし応援センター」への相談件数が増えている状況に対応し、障
害者の安定的雇用を促進するため、センターの体制強化を図る。

2,804 2,804

小中学校における障害者雇用推
進事業

教職員課

県立学校における障害者雇用推
進事業

教職員課
県立学校における障害者雇用推
進事業

教職員課
県立学校における農場での施設管理等に関わる嘱託員として障害者を採用す
る。

20,700 20,700

県立図書館資料情報入力にかか
る障害者雇用事業

図書館

合 計 23 事業 374,483 185,153

アール・ブリュット推進事業

「美の滋賀」発信推進
室
文化振興課
近代美術館
障害福祉課

働き・暮らし応援センター事業
障害福祉課
労働雇用政策課



重点テーマ名

地域の医療福祉を守り育てるため
の啓発事業

医療福祉推進課

県民が医療福祉関係者の献身的な努力を感謝し、医療福祉関係者が県民の
思いを理解することを通じ、医療福祉関係者と県民との相互理解、信頼関係を
深めるとともに、県民が地域の医療福祉を守り育てていこうとする機運の醸成を図
り、県民運動への発展を期す。

3,000 3,000

圏域医療福祉体制構築事業 医療福祉推進課
各圏域に設置された「医療福祉を推進する地域協議会」の運営および圏域の課
題を解決するための取り組みに対して支援することにより、地域の実情に応じた圏
域が核となる医療福祉推進体制の構築を図る。

6,000 0

医療と介護をつなぐ看取り介護研
修事業

医療福祉推進課
医療・介護関係者を対象に看取り介護をテーマにした合同研修を実施し、施設・
在宅看取りに関する情報を共有する。

757 757

「医療福祉・在宅看取りの地域創
造会議」支援事業

医療福祉推進課
「滋賀の医療福祉を守り育てる」県
民運動推進事業

医療福祉推進課
「医療福祉・在宅看取りの地域創造会議」の取り組みを支援し、関連事業につ
いても協働していくことにより、誰もが住み慣れた地域で安心して生活が送れ、幸
せな最期を迎えることができる在宅療養・在宅看取りの体制づくり実現を目指す。

4,700 4,700

糸賀一雄生誕100年記念事業 障害福祉課 糸賀一雄生誕100年記念事業 障害福祉課

糸賀一雄氏の生誕100年を迎える平成25年度を「障害児者のくらし安心日本一
滋賀」を目指す元年と位置づけ、その共生社会を目指した理念と実践を今に生か
すため、県行政と民間との協働により各種事業を実施するとともに、誰もが暮らし
やすい福祉しがの具体化の検討を行う。

29,000 26,500

在宅医療福祉を担う人材養成事
業

医療福祉推進課

多職種連携による在宅医療の推進を目的に、平成24年度に行ったチーム医療を
担う人材育成事業の成果を活かし、地域リーダーのスキルアップを図るとともに、在
宅医療を行う医師を増やすためのセミナーを実施し、各地域での在宅医を中心と
したチームケアの充実強化を行う。

3,547 3,547

在宅医療推進地域モデル事業 医療福祉推進課
在宅で療養する患者を支えるためには、在宅医療と介護を切れ目なく連携させる
仕組みが必要であり、市町の積極的な関与が期待されるため、在宅医療推進に
積極的に取り組む市町を支援する。

9,000 9,000

難病医療連携推進事業 健康長寿課 難病医療連携推進事業 健康長寿課
重症難病患者の地域における受入を円滑に行うための医療機関のネットワークの
推進を図り、レスパイト入院体制の整備など患者の療養環境の向上を図る。

13,658 6,829

認知症疾患医療センター医療相
談支援事業

医療福祉推進課
認知症疾患医療センター医療相
談支援事業

医療福祉推進課
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

認知症ケア人材養成強化事業 医療福祉推進課 認知症ケア人材養成強化事業 医療福祉推進課
認知症ケアについて、介護の実践現場でスーパーバイズができる人材を養成し、介
護現場の恒常的・広域的な質の向上を目指す。

200 200

若年認知症地域ケアモデル事業 医療福祉推進課 若年認知症対策事業 医療福祉推進課
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）福祉避難所の具体的な整備を進めるためのエリア
や要件の検討を行い、大規模災害時に対応できる仕組みを整える。

3,400 1,700

滋賀県医師キャリアサポートしが運
営事業

医療福祉推進課
医師キャリアサポートセンター運営
事業

医療福祉推進課
「滋賀県医師キャリアサポートセンター」を設置し、医師養成奨学金貸与者のキャ
リア形成や女性医師の就労支援などを行い、県内医師の確保・定着を図る。

27,010 0

地域を支えつなぐ医療専門職育成
事業

病院事業庁
地域を支えつなぐ医療専門職育成
事業

医療福祉推進課
(病院事業庁)

各医療専門職がそれぞれの分野で自立しながらチームで一体となって地域の医療
を支えることができるよう、臨床能力の高い医療専門職の育成を図る。

55,045 0

地域リハビリテーション人材養成事
業

医務薬務課

2025年を展望し、高齢者をはじめとした地域で暮らす人たちの生活と支援 の変
化に対応するため、がんや血管病（脳梗塞、心筋梗塞）、認知症になっても地域
で健康的に生活できるよう、地域リハビリテーションの中核を担う理学療法士・作
業療法士の養成のための計画を策定する。

1,093 0

地域リハビリテーション人材養成事
業

健康長寿課

2025年を展望し、高齢者をはじめとした地域で暮らす人たちの生活と支援 の変
化に対応するため、がんや血管病（脳梗塞、心筋梗塞）、認知症になっても地域
で健康的に生活できるよう、地域リハビリテーションの中核を担う理学療法士・作
業療法士の卒後の研修カリキュラムを策定する。

2,400 0

福祉・介護人材確保対策事業 健康福祉政策課 福祉・介護人材確保対策事業 健康福祉政策課
介護福祉士養成施設の修学支援を行い介護職員の確保を図るとともに、福祉・
介護の職場で働く職員のメンタルヘルスを行い、職場への定着を進める。

49,970 28,970

健康情報提供事業 病院事業庁 健康情報提供事業
健康長寿課
(病院事業庁)

県民に対し、信頼度が高く有用な健康情報をＩＴ等を活用して提供し、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。

7,435 7,435

糖尿病対策事業 健康長寿課 糖尿病対策事業 健康長寿課

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、医師の生涯教育を支援する。

また、糖尿病の疾病管理強化を目的に、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に生活指導が行えるよう体制の整備を行う。

2,992 2,496

自殺予防情報センター設置事業 障害福祉課 自殺予防情報センター設置事業 障害福祉課
精神保健福祉センター内に、「地域自殺予防情報センター」を設置し、自殺対策
緊急強化基金を活用し、啓発、研修、意識調査等を実施する。

18,248 9,124

地域リハビリテーション人材養成事
業

健康長寿課
医務薬務課

予算事業名
（細目等）

事業概要
担当課
（局・室）

「滋賀の医療福祉を守り育てる」推
進事業

医療福祉推進課

在宅医療福祉推進事業 医療福祉推進課

平成25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４日～９月25日）における提案事業

当初予算見積状況



予算事業名
（細目等）

事業概要
担当課
（局・室）

提案事業名
担当課
（局・室）

事業費
(千円)

うち
一般財源

(千円)

ICT活用遠隔集中リハビリテーション
推進事業

病院事業庁
ICT活用遠隔集中リハビリテーション
推進事業

健康長寿課
(病院事業庁)

将来の医療需要の対策と高齢者等の社会生活の自立を図るため、ＩＣＴを活用し
た遠隔集中リハビリテーションシステムの構築を進める。

8,473 8,473

疾病登録事業 病院事業庁

疾病・介護予防健康創生推進事
業

病院事業庁

がん計画推進事業 健康長寿課 がん計画推進事業 健康長寿課

「滋賀県がん対策推進計画」に基づき、がんによる死亡数の減少をめざし、がん
検診受診率向上のための啓発を行うとともに、がん患者の家庭生活、社会生活
の質の向上に向け、患者支援ならびに就労・小児がん患者の長期的支援につい
て実態把握および検討を行う。

3,334 1,667

遠隔病理診断体制整備事業
健康長寿課
病院事業庁

遠隔病理診断体制整備事業
健康長寿課
(病院事業庁)

がんに対する的確かつ迅速な診断を可能とするため、病理診断教育支援体制の
構築を図り、遠隔病理診断体制を整備する。

46,154 0

合 計 23 事業 304,816 119,098



重点テーマ名

電気自動車普及促進事業 温暖化対策課 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初期需要の創出を図る。 500 500

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、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ほか、湖上交通の利
用促進と活性化を図る。

3,000 3,000

自転車利用促進事業 交通政策課 プラスサイクル推進事業 交通政策課
自転車利用を進めるための推進組織の構築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。
2,400 2,400

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

交通政策課
公共交通（生活交通セーフティネット）を確保・提供するため、地域の実情に

応じた生活交通確保の取組を支援する。
5,100 5,100

既存住宅省エネ改修普及促進事
業

住宅課

林業・木材産業流通コーディネータ
設置事業

森林政策課
林業・木材産業流通コーディネータ
設置事業

森林政策課
林業・木材産業の中核となる事業体等へ、県産材の生産・流通・加工・利用
のコーディネーター的な専門性の高い技術者を配置することで、素材生産量の
拡大、山村地域の活性化と地域雇用の創出を図る。

4,000 4,000

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
節電・省エネ診断フェア・セミナーを実施するとともに、低炭素地域づくり活動計
画を策定した団体に対して促進助成金を交付する。

9,400 9,400

再生可能エネルギー振興戦略プラ
ン推進事業

地域エネルギー振興
室

再生可能エネルギー振興戦略プラ
ン推進事業

地域エネルギー振興
室

本年度策定予定の「滋賀県再生可能エネルギー振興戦略プラン」の内容を
県民や事業者向けに広く周知する冊子の作成とシンポジウム、セミナーの開催

1,546 1,546

再生可能エネルギー事業化コー
ディネート事業

地域エネルギー振興
室

再生可能エネルギー創出地域連
携化支援事業

地域エネルギー振興
室

再生可能エネルギー創出地域連
携化支援事業

地域エネルギー振興
室

地域住民等が協働して再生可能エネルギーの積極導入を図るモデル的な取
組に対して経費の一部を支援する。

5,000 5,000

農村の「近いエネルギー」活用推進
事業

耕地課
農村の「近いエネルギー」活用推進
事業

耕地課
農業水利施設を活用した小水力発電等によるエネルギーの地産地消の支援
により農村地域の活性化を図る。

5,100 5,100

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
条例に基づく計画書制度で、事業者が貢献量を評価する上で必要となるデー
タ等の調査、事業所訪問調査による技術アドバイスを実施する。

7,500 7,500

省エネ診断支援事業
地域エネルギー推進
室

民間事業者節電・省エネ推進事
業

地域エネルギー推進
室

中小企業等の節電・省エネ行動を促進するため、専門家派遣による省エネ診
断に対し助成する。

4,100 4,100

持続可能な社会構築に向けた団
体・企業応援事業

環境政策課

低炭素化技術開発・実証化補助
事業

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企業が行う低炭素化技術（省エネルギーや再生
可能エネルギー活用技術など）の開発や実証化試験に必要な経費の一部を
助成する。

25,000 0

合 計 12 事業 72,646 47,646

担当課
（局・室）

平成25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４日～９月25日）における提案事業

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)



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。

11,200 11,200

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

琵琶湖環境科学セ
ンター

琵琶湖深湖底の低酸素化と生物の関係を究明するため、湖底生物群集を
対象に、低酸素化による生態系への影響把握と評価を目指す。

3,277 3,277

南湖生態系の順応的管理方法の
検討

琵琶湖環境科学セ
ンター

南湖生態系の順応的管理方法の
検討

琵琶湖環境科学セ
ンター

南湖が抱える様々な問題に計画的に取り組むための評価指標や保全・管
理目標を設定するとともに、長期的視野に基づいた施策事業を推進するため
の順応的管理方法の構築を目指す。

12,449 12,449

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。

12,000 12,000

赤野井湾水質改善事業 琵琶湖政策課 赤野井湾水質改善事業 琵琶湖政策課
ハス群落の拡大によって、湖水が停滞し水質に悪影響が発生しているため、
湾への流入部に広がったハス群落を根こそぎ除去し、湖水を流入させて水質
を改善する。

19,000 19,000

琵琶湖北部カワウ等被害対策事
業

森林政策課 琵琶湖北部カワウ等対策事業 森林政策課
竹生島等の森林環境の再生保全を図るため、森林植生回復状況調査や
カワウおよびサギ類の個体数調整を実施する。

6,800 6,800

南湖中央部水草除去事業 琵琶湖政策課
南湖の産卵繁殖場から北湖までの連続性を確保した水草刈り取りを実施
し、ホンモロコのにぎわいを取り戻す。

10,000 10,000

南湖のホンモロコにぎわい復活事業 水産課
南湖において水草を刈り取り、生息環境の改善および魚の移動経路の回復
を図るとともに、種苗放流を実施してホンモロコ資源の増産を図る。

17,000 17,000

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。

850 850

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、オオクチバ
ス親魚捕獲に効果の高い電気ショッカーボートや沖曳き網により重点的に捕
獲する。

14,000 14,000

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
今まで琵琶湖との関わりが遠かった人達へのアウトリーチを積極的に行いなが
ら、その活動の受け皿の基となる博物館活動の交流機能の充実を図る。

8,000 8,000

マザーレイクフォーラム推進事業 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
マザーレイク２１第２期計画において実施される取組に、社会の意思を反映さ
せるため、計画の進行管理の役割を担うマザーレイクフォーラムの運営を支援
する。

1,500 1,500

取り戻せ！つながり再生モデル事
業

琵琶湖政策課
取り戻せ！つながり再生モデル構
築事業

琵琶湖政策課
琵琶湖流域において、「森・川～琵琶湖」と「水田・内湖～琵琶湖」の視点
に立ち、具体的な地域において、地域に根ざしたつながり再生モデルを構築
する。

2,400 2,400

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
応援と対話ができる博物館へと進化をとげ、これを体現する展示とするため、
展示交流空間の再構築を図る。

19,760 19,760

ラムサールびわっこ大使事業 自然環境保全課 ラムサールびわっこ大使事業 自然環境保全課
小学生をびわっこ大使として、タイで開催されるKODOMOラムサール国際湿
地交流などに派遣し、次世代環境リーダーとして育成する。

3,470 3,470

近畿「子どもの水辺」交流会 流域政策局

生態系に配慮した弾力的な琵琶
湖水位操作方法の検討

流域政策局 琵琶湖淀川流域自治推進事業 流域政策局
生態系に配慮した琵琶湖水位の実現を目指し、洪水期間においても治

水・利水・環境の調和のとれた弾力的な操作方法について、国や関係機関
と連携しながら検討する。

4,700 4,700

合 計 16 事業 146,406 146,406

担当課
（局・室）

事業費
(千円)

提案事業名

南湖のホンモロコにぎわい復活事業
水産課・琵琶湖政
策課

平成25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４日～９月25日）における提案事業

当初予算見積状況

予算事業名
（細目等）

事業概要
担当課
（局・室）

テーマ⑤ 琵琶湖の再生

うち
一般財源

(千円)



重点テーマ名

中小企業活性化推進事業 商工政策課 中小企業活性化推進事業 商工政策課

(仮称)中小企業の活性化の推進に関する条例の施行を受け、具体的な事業展
開として、審議会の運営、意見交換会の開催、調査研究等を行う。また、条例に
ついての理解を拡げるため、フォーラムの開催や意欲的な取り組み行う企業を発掘
する。

6,186 0

農商工連携スタートアップ事業 商工政策課 農商工連携スタートアップ事業 商工政策課
本県の農林水産物を活用し、中小企業者が農林水産業者と連携して新商品を
開発するためのマッチングを促進する個別サポートを行う。

1,500 0

小規模商業活性化支援事業 商業振興課

滋賀の地域産業魅力発信事業～
中小企業団体全国大会の機会を
捉えて

商業振興課
滋賀の地域産業魅力発信事業費
補助金

商業振興課
中小企業団体全国大会の滋賀県での開催にあわせて、滋賀県産業の魅力を全
国からの参加者に発信するため、ビジネスマッチングや物産販売を行う。

3,500 0

中小企業人材育成支援事業 労働雇用政策課

滋賀県・湖南省汚水処理分野に
おける技術協力プロジェクト

下水道課
滋賀県・湖南省汚水処理分野に
おける技術協力プロジェクト

下水道課
中国湖南省に対する汚水処理場の管理運営能力向上に関する技術援助を内容
として採択申請している「JICA草の根技術協力事業」と連携し、水環境ビジネスに
結びつけるための国内外への情報発信等を行う

3,000 3,000

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
本県の水環境関連の産業・研究機関の集積や、これまでの琵琶湖での水環境保
全の取組みを活かして、（仮称）しが水環境ビジネス推進フォーラムや、販路開拓、
海外展開を促進する。

5,499 5,499

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

県内企業の電池産業への参入を促進するため、工業技術センターに支援体制を
整備し、開発部材の評価に不可欠な設備を選定して設置する。さらに本装置を活
用して、開発スピードを強化するとともに商談の場の提供などの総合的な支援を行
う。

28,987 28,987

規格標準化活動促進事業 新産業振興課 規格標準化活動促進事業 新産業振興課
県内中小企業等の標準化活動にかかる普及啓発および人材の育成を図るととも
に、支援ネットワークを活用した支援体制を構築する。

2,362 2,362

滋賀のクリエイティブ産業振興事業 商業振興課 滋賀のクリエイティブ産業振興事業 商業振興課
クリエイティブ産業振興の気運醸成のための県民参加によるキックオフイベントの開
催をはじめ、県内クリエイター情報のデータベースの構築、クリエイティブ企業の活動
等に対する助成、産学官金で構成する推進組織の設立等を行う。

7,465 5,609

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滋賀県の商品やサービスを「選び」「魅せる」ことで、需
要の喚起を図り、本県の商品等のブランド価値を高めるとともに、選定を目指した
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。

3,249 3,249

商工政策課
中小企業海外展開総合支援事
業

商工政策課
中小企業の海外への販路開拓のための展示会への出展について支援するととも
に、県内の中小企業の海外展開の実態や今後の支援策について調査検討を行
う。

13,179 0

商工政策課 びわ湖環境ビジネスメッセin海外 新産業振興課
海外で開催される環境関連見本市への県内企業の共同出展にかかる経費を助
成する。

5,000 0

商工政策課 貿易投資相談窓口設置事業 観光交流局
（公財）滋賀県産業支援プラザ内に貿易や海外投資への相談に対応するための窓
口を設置し、経済のグローバル化に対応する。

4,462 0

湖南省友好提携30周年記念事
業

観光交流局
湖南省友好提携30周年記念事
業

観光交流局
滋賀県と湖南省の友好協定30周年を記念し、これまでの友好の歴史を振り返ると
ともに、両県省の交流の礎となる「琵琶湖」と「洞庭湖」に代表される「環境」をキー
ワードとして、経済、観光等の分野において、相互交流や記念式典を実施する。

25,385 25,385

湖南省友好提携30周年記念事
業
しが環境学習プログラム体験事業

環境政策課
体系的な環境学習の一端を湖南省関係者に紹介し、実際に体験していただくこと
で、経済発展が著しい中国内陸部に位置する同省に、東アジアの環境保全を担う
パートナーとして、環境学習や環境保全活動の推進に活かしていただく。

1,400 1,400

湖南省友好提携30周年記念事
業

学校教育課
体系的な環境学習の一端を湖南省関係者に紹介し、実際に体験していただくこと
で、経済発展が著しい中国内陸部に位置する同省に、東アジアの環境保全を担う
パートナーとして、環境学習や環境保全活動の推進に活かしていただく。

596 596

担当課
（局・室）

担当課
（局・室）

事業概要提案事業名

中小企業海外展開総合支援事
業

湖南省友好提携30周年記念事
業
しが環境学習プログラム体験事業

環境政策課
森林政策課
学校教育課
琵琶湖博物館

テーマ⑥ 滋賀の未来成長産業

平成25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４日～９月25日）における提案事業

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
うち

一般財源
(千円)

事業費
(千円)

予算事業名
（細目等）

湖南省友好提携30周年記念事
業
「湖南省友好の森」づくり事業

森林政策課
湖南省友好提携30周年記念事
業
「湖南省友好の森」づくり事業

森林政策課
近江富士花緑公園において「湖南省友好の森」を整備し、湖南省訪問団と県民
等による記念植樹を実施する。

3,600 3,600

湖南省友好提携30周年記念事
業
「洞庭湖・びわ湖共同環境セミナー
in長沙」開催事業

琵環センター

湖南省友好提携30周年記念事
業
洞庭湖・びわ湖共同環境セミナー
開催事業

琵琶湖環境科学セ
ンター

市民等による環境保全活動の活性化を図るため、湖南省において環境セミナーを
開催し、COD上昇など、同様の課題を抱える「洞庭湖」と「琵琶湖」の環境保全に
向けた取り組み等について相互に発表、ディスカッションを行う。

3,192 3,192

湖南省友好提携30周年記念事
業
博物館交流連携事業

琵琶湖博物館
湖南省友好提携30周年記念事
業
博物館交流連携事業

琵琶湖博物館
湖南省との友好協定30周年を契機として、両県省の学芸員相互・研究分野間の
交流を推進し、相互の展示にかかわる資料・情報についても相互に提供する。

2,000 2,000

地域活性化のための担い手自立
促進事業

県民活動生活課
地域活性化のための担い手自立
促進事業

県民活動生活課
「新しい公共」支援事業の終了を受けて、今後「新しい公共」の担い手として期待さ
れるNPO等の活動基盤の強化を推進し、県内活動団体の自立促進につなげる事
業を展開する。

3,600 3,600

企業誘致対象企業調査委託およ
び関連経費事業

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
専門機関から情報提供を受けて、新規立地や規模拡大を検討している企業を開
拓し、効果的な企業誘致活動を実施する。

4,392 4,392

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理的優位性を
活かし、有識者の助言を得て、地域間連携の施策化を検討する。

746 746

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
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
今年度策定した「びわこ文化公園都市将来ビジョン」でまとめた取組の実現に向け
て有識者の意見を頂きながら検討するとともに、大学のもつシーズと事業者等のニー
ズを連携させる。

1,875 1,875

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
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

県庁周辺の低未利用地について、交通アクセスの利便性、官庁街である場の力、
歴史・文化のある大津市の都市核を活かすため、旧滋賀会館の公募を実施すると
ともに、旧体育文化館およびその隣接地については、民間の意向を調査しながら、
公募実施に向けた準備を進める。

8,000 8,000

しが健康創生ものづくりイノベーショ
ン総合特区推進事業

商工政策課
新産業振興課

しが医療・健康創生ものづくりイノ
ベーション総合特区推進事業

新産業振興課

地域産学官連携促進事業（医工連携）による研究開発成果、ならびに医療機器
分野への進出に意欲的な企業「しが医工連携ものづくりネットワーク」のポテンシャル
を最大限に活かすため、国の総合特区制度を活用した事業化支援環境を構築す
る。

6,399 6,399

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
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
新技術、新産業の創出に不可欠な大学シーズの発掘や外部競争的資金を獲得
するため、応募の働きかけを主導できる人材（新技術創造スタッフ）を雇用し、研究
開発プロジェクトの構築などの支援を行う。

5,151 5,151

合 計 25 事業 150,725 115,042



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。

10,660 10,660

「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、滋賀の農業・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・淀川流域の住民に環境こだわり農産物の理解
促進・消費拡大を図る。

14,240 14,240

近江米新品種産地化スタートダッ
シュ事業

食のブランド推進課・
農業経営課

近江米新品種「みずかがみ」産地
化スタートダッシュ事業

食のブランド推進課・
農業経営課

高温による品質低下が続く近江米の品質改善を図り、ブランド力を高めるため、農
業技術振興センター育成の温暖化対応の新品種「みずかがみ」の作付を推進する
こととし、新品種の安定生産技術の普及と加速的な作付拡大および流通販売促
進を図る。

26,800 26,800

未来につなぐ「近江牛」のふるさとづ
くり事業

畜産課
未来指向の「近江牛」ブランド化事
業

畜産課
繁殖肥育一貫経営の推進を図ることで、生産コストの低減、地産地消等の特色あ
る近江牛生産を推進する。

2,500 2,500

エサも地産地消推進事業 畜産課

広めようおいしいビワマス作戦事業 水産課 広めようおいしいビワマス作戦事業 水産課
三倍体など養殖ビワマスの市場での評価を高めるため、その飼育管理方法や品質
基準を策定する取組に対して支援する。

1,500 1,500

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
滋賀の食材のブランドイメージの向上、地産地消の進展を図るため、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、求められる情報をインターネッ
トでタイムリーに発信する。

5,700 5,700

「おいしが うれしが」キャンペーン推
進店サポート事業

食のブランド推進課
「おいしが うれしが」キャンペーン推
進店サポート事業

食のブランド推進課
県民が「おいしが うれしが」キャンペーン推進店の地産地消の取組を通じて、県産
農畜水産物の魅力を知り、消費拡大を図るため、メディアと連携した消費者参加型
企画を実施する。

11,212 0

新技術で実る「しがの園芸」育成
事業

農業経営課

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
琵琶湖と水にまつわる文化遺産「近江水の宝」や、大地に刻まれた遺跡の魅力を発
信し、観光素材となるよう講座や探訪などを行う。

2,000 1,000

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組に
対して支援する。

19,723 9,304

琵琶湖文化魅力発信プロジェクト
「千年の美つたえびと」づくり事業

文化財保護課
琵琶湖文化魅力発信プロジェクト
「千年の美つたえびと」づくり事業

文化財保護課
近江の仏教美術等の価値を自ら学び、伝えることのできる人材づくりにつなげるた
め、文化財ハンドブックを作成するとともに映像啓発番組を放映する。

5,560 5,560

琵琶湖文化魅力発信プロジェクト
民俗文化財県民交流フォーラム開
催事業

文化財保護課
琵琶湖文化魅力発信プロジェクト
民俗文化財県民交流フォーラム開
催事業

文化財保護課
民俗文化財の保存伝承への気運を醸成し、県内各地の保存団体のネットワーク化
を図るため、実演や意見交換等を行う県民フォーラムを開催する。

3,150 3,150

博覧会出展促進事業 観光交流局

観光ブランド「ビワイチ」推進事業 観光交流局 観光ブランド「ビワイチ」推進事業 観光交流局
「ビワイチ」（びわ湖を一周）というフレーズを用いて、県内の周遊型観光を促進する。
本県の自然や歴史、文化財といったキーワードによる体験型観光素材を発掘・創出
し、それらを付加した「ビワイチ」の旅を、本県観光のブランドとして打ち出す。

14,954 14,954

滋賀・びわ湖ブランド推進事業 企画調整課
滋賀の地域イメージを発信する「滋賀・びわ湖ブランド展」を県外で開催するほか、
首都圏において滋賀ファンづくりを行う事業を展開する。

6,020 6,020

滋賀・びわ湖ブランド推進事業 文化振興課
びわ湖ホール制作オペラを新国立劇場で上演する機会にあわせて、館内において湖
国の文化を紹介するパネルの展示等を行い、本県の魅力を発信する。

399 399

滋賀・びわ湖ブランド推進事業
企画調整課・東京
事務所・文化振興
課

平成25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４日～９月25日）における提案事業

当初予算見積状況

提案事業名



予算事業名
（細目等）

担当課
（局・室）

事業概要
担当課
（局・室）

事業費
(千円)

うち
一般財源

(千円)
提案事業名

「美の滋賀」推進プロジェクト事業
「美の滋賀」発信推
進室

「美の滋賀」推進プロジェクト事業
「美の滋賀」発信推
進室

「美の滋賀」の土壌をつくり、活動を活発化させるための取組を実施する。 12,259 6,130

アール・ブリュット推進事業
「美の滋賀」発信推
進室・文化振興課・
近代美術館

アール・ブリュット振興事業
「美の滋賀」発信推
進室

アール・ブリュットサポートセンターの運営支援を通じて、障害のある方が安心して造
形活動に取り組むことができる環境づくりを進める。
アジアを含む各地の団体や研究者等のネットワーク構築を図ることで、滋賀がアジア
におけるアール・ブリュット振興に向けた運動の拠点となるための取組を進める。

5,615 2,908

「明日の美術館をつくろう」情報発
信事業

「美の滋賀」発信推
進室

滋賀のアート発見事業
「美の滋賀」発信推
進室

本県の有する豊富な「美」の資源の魅力を発信することにより、滞在型観光を中心
とした観光誘客を図るため、アール・ブリュットを素材としたモデル事業を実施する。

1,006 503

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、平成24年
度に県民参加で取り組んだアートマップ作成事業において形成された人のネットワー
ク等の資源を活かし、地域の「美」に関するワークショップを開催する。

2,989 1,495

「学校にアートを」推進事業 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
近代美術館から滋賀の「美」発信
事業

文化振興課
近代美術館が滋賀県の様々な特色ある「美」とつながり、その魅力を県内外に効果
的に発信していくため、企画展の開催と連動するなどして、幅広い団体や地域との連
携事業を展開する。

5,200 2,600

アール・ブリュットの魅力発信事業
「美の滋賀」発信推
進室・文化振興課・
近代美術館

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・ブリュットが県民の誇りとなるよう、その魅力を県内外に発信していく。 5,730 2,865

デジタルヒストリア滋賀構築事業
県民活動生活課県
民情報室

びわ湖ホール制作オペラ（声楽アン
サンブル出演）新国立劇場公演事
業

文化振興課
びわ湖ホール制作オペラ新国立劇
場公演事業

文化振興課
びわ湖ホールが制作し、声楽アンサンブルが出演するオペラ公演を、文化庁からの補
助を活用して新国立劇場で上演し、滋賀の優れた舞台芸術を首都圏で発信する。

16,785 0

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
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
琵琶湖文化館の収蔵品による仏教美術等の展覧会を仙台市博物館および島根
県立古代出雲歴史博物館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。

9,403 9,403

テレビ番組「ビワイチ」県外発信事
業

観光交流局

滋賀の魅力発信事業 広報課 滋賀の魅力発信事業 広報課
県広報誌の読者以外の層にも「滋賀の魅力」を知ってもらうため、京阪神を主な販
売エリアとする市販の雑誌等に滋賀の魅力を紹介するページ（広告）を掲載するとと
もに、広告部分の抜き刷りを大都市圏への情報発信に活用する。

3,360 3,360

ゆめプラザ滋賀首都圏情報発信
事業

観光交流局
ゆめプラザ滋賀首都圏情報発信
事業

観光交流局
首都圏における本県の情報発信強化のため、滋賀県東京観光物産情報センター
に要員を配置し、滋賀県の魅力の発信、宿泊観光客の誘客を推進する。

5,844 5,844

湖国での「集い」（コンベンション）事
業

観光交流局

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 観光交流局
将来の滋賀のファン、滋賀への旅行者を増やすために、現地観光ミッション派遣と関
係者の国内招請旅行を一体的に実施する事業であり、実績のある東アジア地域に
対して継続的に取り組む。

2,000 2,000

ウェブによる情報発信力強化事業 観光交流局

都市農村交流体制整備推進事
業

農村振興課
都市農村交流体制整備推進事
業

農村振興課
各地域で体験交流型観光の受入体制の整備を進めるとともに、体験交流メニュー
等をネットワーク化させることにより、滋賀の魅力を向上させ、来訪・宿泊者の増大と
農村地域の活性化を図る。

1,750 1,750

びわ湖を中心とした広域的景観形
成事業

都市計画課
びわ湖を中心とした広域的景観形
成事業

都市計画課

湖国ならではの風景である「びわ湖辺のひろがりとつながりのある風景」を守り育て、
湖国・びわ湖の価値や魅力を高めるためびわ湖を中心とした広域的景観形成の方
策を構築する。
また、「びわ湖辺のひろがりとつながりのある風景づくり」のため、びわ湖周辺の屋外広
告物の規制のあり方を見直す。

9,300 9,300

滋賀のアート発見事業
「美の滋賀」発信推
進室
文化振興課



予算事業名
（細目等）

担当課
（局・室）

事業概要
担当課
（局・室）

事業費
(千円)

うち
一般財源

(千円)
提案事業名

琵琶湖文化魅力発信プロジェクト
文化財（美術工芸品）防犯対策モ
デル事業⑧→⑦

文化財保護課
琵琶湖文化魅力発信プロジェクト
文化財（美術工芸品）防犯対策モ
デル事業

文化財保護課
地域の美を守り伝えるため、文化財防犯の先進事例調査やケーススタディ等を実施
し、地域における文化財防犯のしくみづくりを提案する。

2,273 2,273

合 計 28 事業 207,932 152,218



重点テーマ名

地震被害想定調査 防災危機管理局 地震被害想定調査事業 防災危機管理局
国における「防災基本計画」の修正、また「南海トラフの巨大地震」に対する検討を踏
まえ、本県における「地域防災計画」の修正や地震防災対策の充実を図るために必
要な基礎資料とするため、地震被害想定調査を実施する。

46,227 46,227

警察救助隊の機動・高度化事業 警察本部 警察救助部隊の高度化事業 警察本部
大規模地震や風水害、原子力災害などのあらゆる災害、或いは列車事故などの重
大事故の発生時において県民の命を救うため、救出救助活動に要する警察官の技
術と能力の向上を図る。

1,712 1,712

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
国の新たな「原子力災害対策指針」を踏まえ、地域防災計画(原子力災害対策編)
について、広域避難や災害事後対策等の検討を行うとともに、県民への正しい知識の
普及を図るため、住民意識調査や原子力防災訓練等を実施する。

21,341 1,405

環境リスクの評価と対応方策検討
事業

環境政策課
防災危機管理局

環境リスクの評価と対応方策検討
事業

環境政策課
隣接県の原子力発電所において災害等により事故が発生した場合に備え、大気中に
拡散して地表や水面に沈着した放射性物質の移動経路、水質や人体・生態系への
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開発する。

6,980 6,980

原子力災害医療体制整備事業 医務薬務課 原子力災害医療体制整備事業 医務薬務課
隣接県の原子力発電所において災害等により事故が発生した場合に備え、緊急被
ばく医療体制を整備する。

6,000 6,000

災害から子どもを守る事業 防災危機管理局 災害からこどもを守る事業 防災危機管理局
滋賀の未来を担う子どもの命を災害から守るため、子育て世代に対し就学前の子ども
への防災学習の実施を支援する。

2,646 2,646

地域で育む防災・防犯活動支援
事業

防災危機管理局
地域で育む防災・防犯活動支援
事業

防災危機管理局
将来、防災・防犯活動の中核となる人材育成を図るため、子ども達が自助・共助に
関する理念や規範意識を習得するための学習支援を行うとともに、若者や女性、企業
への理解浸透を図るため、防災や防犯に触れる機会を提供する。

1,141 1,141

非常災害用井戸促進事業 生活衛生課 非常災害用井戸促進事業 生活衛生課
非常災害用井戸の認定を促進するため、研修会の開催や、市町への登録井戸設置
標識の配布などの支援を行う。

1,100 1,100

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
防災訓練とあわせ、報道機関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、訓練の模様を編集した特別番組
を放送する。

4,620 4,620

防災教育支援事業
スポーツ健康課、防
災危機管理局

防災教育支援事業 スポーツ健康課
各学校における防災教育の推進体制の整備と学習指導用DVDの作成など教育委
員会と防災部局が連携した学校防災教育の推進を図る。

3,719 3,719

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「地域の絆」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し、ボランティ
ア活動の活性化及び地域の絆を強化して社会全体の規範意識の向上を図る。

6,564 6,564

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

子ども、女性、高齢者などの社会的弱者を対象とした犯罪を重点的に抑止するため、
「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり実践県民会議による犯罪多発警報等の発令制
度を新たに導入し、マスコミ等を活用した犯罪情報発信を強化するとともに、市町、関
係機関・団体、事業者等県民総ぐるみによる集中的な犯罪抑止に向けた広報啓発
活動を展開するほか、地域における見守り活動を充実強化する。

941 941

琵琶湖文化魅力発信プロジェクト
文化財（美術工芸品）防犯対策モ
デル事業⑧→⑦

文化財保護課

「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・高校生を対象に、犯罪被害者遺族を講師とする「命の大切
さを学ぶ教室」を開催し、社会全体の規範意識の向上を図る。

1,322 1,322

犯罪被害者支援普及促進事業 県民活動生活課

思いやりゾーン高齢者交通安全対
策事業

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
高齢者の交通事故発生が予測される地域を「思いやりゾーン」と設定し、総合的な交
通事故防止対策を展開して、安全・安心な交通環境の構築を図る。

3,790 3,790

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
高齢運転者による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。

839 839

通学時における児童・生徒の交通
安全対策

警察本部
通学時における児童・生徒の交通
安全対策事業

警察本部
おうみ通学路交通アドバイザー制度を導入し、安全で安心な通学路の環境を整備す
るとともに、社会全体で子どもの命を守る気運を醸成させ登下校中における児童の交
通事故防止を図る。

3,119 3,119

交通安全マナーアップ啓発テレビ・
ラジオ放送事業

交通政策課

事故多発時等の緊急メッセージ事
業

警察本部
事故多発時等の緊急メッセージ事
業

警察本部
交通死亡事故や同類型の重大事故が続発した場合に、悲惨な交通事故現場から
のマスコミによるリポート等により、警察にしかできないタイムリーな広報・啓発を実施し、
交通事故の早期抑制を図る。

5,180 5,180

見て分かる水害情報事業 流域政策局 見て分かる水害情報事業 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」として情報発信することにより、水害情報を次世代に継承するとともに、バーチャルリ
アリティ（H23作成）を活用した出前講座や水害図上訓練等により水害に対する意識
啓発を行う。

4,960 1,071

合 計 18 事業 122,201 98,376

平成25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４日～９月25日）における提案事業

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）

事業概要

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)

担当課
（局・室）


