
47重点テーマ５ 琵琶湖の再生

健全な琵琶湖の次世代への継承

健全な生態系と
安全・安心な水環境の確保

琵琶湖と人の暮らし
との関わりの再生

統合的な視点からの
琵琶湖淀川流域の管理

政策課題に即応した調
査・研究の推進

内湖再生

外来魚の除去と活用

在来魚の生息環境の
改善

琵琶湖淀川流域での
関わりの促進

水質汚濁メカニズムの
解明など、琵琶湖流域の

水環境・生態系の保全・再生

琵琶湖の在来魚を
増やし、漁獲量を拡大

環境保全活動を支援し、
琵琶湖と人の暮らしとの

関わりを再生

琵琶湖淀川流域の関係者
による流域自治の推進と
流域全体の統合的な管理

水草・外来水生植物対
策

琵琶湖水質・生態系の
管理・評価手法の構築

在来魚貝の漁獲量拡
大

流域自治の推進

琵琶湖との関わりの促
進

水源林保全・鳥獣対策

人材育成、国際協力、
技術開発支援



湖 内

内湖

森 林

湖 辺

水系・生物の「つながり」の再生に関する研究
（琵琶湖環境科学研究センター等9機関）

琵琶湖の総合保全に向けての総合的・学際的な調査検討
（琵琶湖政策課）

南湖中央部水草除去（琵琶湖政策課）
南湖のホンモロコにぎわい復活（水産課）
水草対策・水草刈取（琵琶湖政策課・下水道課・流域政策局）
セタシジミ資源の回復・向上試験（水産課）
赤野井湾の在来魚復活（水産課）

つながり再生による琵琶湖生態系の健全性回復をめざして

琵琶湖岸漂着物対策支援（循環社会推進課）
滋賀の環境人育て推進（環境政策課）
湖沼に関する国際協力と情報発信（琵琶湖政策課）
マザーレイクフォーラム推進（琵琶湖政策課）
新琵琶湖博物館の創造 展示交流空間再構築（琵琶湖博物館）
琵琶湖再発見！交流促進（琵琶湖博物館）
地域再発見！参加型移動博物館（琵琶湖博物館）
ラムサールびわっこ大使事業（自然環境保全課）
滋賀県・湖南省汚水処理分野における技術協力ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

（下水道課）

下水道

人と水辺・琵琶湖とのつながりの乖離

流域へ影響を及ぼす森林機能の変化

在来魚介類の減少等にみられる湖内生態系の変化

取り戻せ！つながり再生モデル構築
（琵琶湖政策課）

農 地 ・ 市 街 地

流域からの汚濁負荷の流入
水陸移行帯の消失等にみられる

湖辺環境の変化（生息環境の悪化）

侵略的外来水生植物徹底駆除（自然環境保全課）
赤野井湾水質改善（琵琶湖政策課）
カワウ対策（森林政策課・水産課）
早崎内湖再生（琵琶湖政策課）
内湖の在来魚生産機能の回復・向上試験（水産課）

琵琶湖～淀川～大阪湾のつながり

琵琶湖淀川流域自治推進（流域政策局）

河 川

水系のつながりの分断

水源林保全等検討（森林政策課）
ﾆﾎﾝｼﾞｶ森林土壌保全対策指針策定

（森林保全課）
鈴鹿生態系維持回復（自然環境保全課）

横断的課題に対する連携強化・共同研究

（仮称）琵琶湖環境研究推進機構の運営（9試験研究機関連携）
（環境政策課・琵琶湖環境科学研究センタ―）
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主な施策

○水系・生物の「つながり」の再生に関する研究【26.5百万円】
琵琶湖流域における喫緊の課題である「在来魚介類の減少」に対して、県立試験研究機関が連携し、水系や餌環境の

つながりの視点から、その減少要因の解明と在来魚介類の復活に向けた政策提案を行う。

○琵琶湖の総合保全に向けての総合的・学際的な調査検討【9.0百万円】
平成19年度から実施してきた水質汚濁メカニズム解明調査の成果として、環境審議会等の議論を通じ新たな指標を確立

し、目標値の設定等を行う。また、近年、水質のみならず生態系も含めた新たな課題が発生していることを踏まえ、水質と生
態系の関係解明と評価手法の構築を目的とした調査を進める。

○早崎内湖再生事業【97.4百万円】
早崎内湖再生事業の推進に必要となる生物環境調査、排水ポンプの実施設計等を実施する。

○侵略的外来水生植物徹底駆除事業【10.0百万円】
「オオバナミズキンバイ」等の外来水生植物は、琵琶湖の生態系への悪影響などを引き起こすことが懸念されることから、

オオバナミズキンバイ等の侵略的外来水生植物の徹底的な駆除を行う。

○水源林保全等検討事業【1.2百万円】
琵琶湖の再生を図るうえで最も重要な水源林を健全に維持保全し、将来世代に引き継ぐ必要があることから、県民フォー

ラムや市町との意見交換会を開催し、水源林保全等の検討に必要となる専門知識や情報を収集する。

○ニホンジカ森林土壌保全対策指針策定事業【9.5百万円】
急増したシカの食害による森林の表土流出や山腹崩壊等の状況に対処するため、被害状況に応じて森林を類型化し、

植生および土壌保全の対策工法を体系化することにより、森林の公益的機能の確保や琵琶湖への負荷軽減を図る。

○鈴鹿生態系維持回復事業【10.0百万円】
鈴鹿国定公園内の北部域では、ニホンジカの食害の影響により貴重種が衰退し、嗜好性の低い植物のみが残る等、自

然生態系への脅威となり、生物多様性が劣化する原因となっていることから、貴重種保全対策と有害鳥獣の捕獲を併せた効
果的な対応策を実施する。

詳細55ページ

詳細54ページ

詳細53ページ

琵琶湖流域の水環境・生態系の保全・再生

【成果】ヨシ帯造成 H19 １６９．３ha

H24  １７９．７ha（推計値）



50琵琶湖の在来魚を増やし、漁獲量を拡大

電気ショッカーボート
「雷神」

流域自治の推進と流域全体の統合的な管理

○琵琶湖淀川流域自治推進事業【5.2百万円】
平成25年の台風18号により、瀬田川洗堰の全閉操作が行われ、下流府の洪水被害軽減に大きく貢献したものの、琵琶湖沿
岸の低地では浸水被害が発生したことから、琵琶湖の治水機能や弾力的な水位操作方法への影響について、国や関係機関と
連携して検討を行う。

○オオクチバス稚魚発生抑制事業【13.8百万円】
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

○南湖のホンモロコにぎわい復活事業【25.7百万円】
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(琵琶湖環境部と農政水産部の連携事業)

○赤野井湾の在来魚復活事業【6.9百万円】
内湖的環境である赤野井湾において、外来魚の集中駆除とニゴ

ロブナ等の種苗放流を実施し、これら取組の効果を評価

セタシジミ親貝放流技術開発事業【2.3百万円】
セタシジミの親貝を放流することによる資源造成技術を開発

セタシジミ資源の回復・向上試験事業【3.5百万円】
北湖漁場にポールなどの構造物を設置し、湖底の流れに変化を

生じさせ、稚貝の生残や成長に好適な環境を作り出す技術を開発

詳細５6ページ

詳細58ページ

詳細５7ページ

詳細59ページ

詳細58ページ

【成果】ニゴロブナの漁獲量

H22 23トン、H23 45トン、H24 48トン

ニゴロブナの漁獲物に占める天然魚の割合

H19～20年17% H21～23年 約26% H24 49.4%
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琵琶湖と人の暮らしとの関わりを再生

○取り戻せ！つながり再生モデル構築事業【2.1百万円】
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

○展示交流空間再構築事業【57.6百万円】

新琵琶湖博物館創造基本計画に基づき、第１期分の展示建築設計業務等を行う。

○琵琶湖岸漂着物対策支援事業【1.9百万円】

琵琶湖岸漂着物の発生状況や原因等を把握するための調査を行うとともに、ボランテイア団体等が美化清掃活動をできる仕

組みづくりやネットワーク化を検討する。

○滋賀の環境人育て推進事業【1.0百万円】
「持続発展教育(ＥＳＤ)に関するユネスコ世界会議」の開催にあわせて、県内の環境学習リーダーおよび世界会議に参加した

指導者との交流機会等を創出し、持続可能な地域づくりやネットワーク形成を図る。

○湖沼に関する国際協力と情報発信事業【4.6百万円】

「世界湖沼会議」や「世界水フォーラム」の場を活用し、世界の湖沼問題の解決に向けて先進的な本県の経験・知見を発信し、

水問題で苦しむ途上国等への国際貢献を行うとともに、湖沼に関する国際協力と世界の湖沼関係者との交流を図り、各国とのネ
ットワークを本県の琵琶湖政策に生かす。

詳細60ページ



（仮称）琵琶湖環境研究推進機構の運営（９試験研究機関連携）

課題のキャッチ

課題の関係整理
全体像の共有

調査・解明

・連携方策検討

・総合的研究方針策定

・研究課題の調整

・共同研究の設計、

進行管理

・研究予算要求調整

・研究成果の整理

・湖国環境保全推進会議を通じ、分野別計画の進捗状況や課題を把握

・担当者会議等を通じ、市町や県民のみなさんのご意見を収集

・琵琶湖や流域の生態系の大きな状況変化により、直面する環境課題の多くは、その要因が互いに関係しあうことで複雑化・多様化

・このため、関係する多くの課題の全体像を俯瞰し、関係する各課が課題を共有して、研究を含め課題の解決に向けて連携することが必要

・県が持つ試験研究機関と管轄する部局が一堂に会して、課題の把握から、調査研究の実施、研究成果を踏まえた対策の立案に至る琵琶湖と環境の
保全スキームとして、（仮称）琵琶湖環境研究推進機構を新たに創設し、運営する

◇目的：琵琶湖環境に係る横断的課題に対する連携の強化、共同研究の促進

◇組織：①機構本部 および ②作業チーム

◇役割：①連携方策（方針、体制、研究内容）の決定、予算調整、進行管理、成果を踏まえた施策
検討

②本部の方針に基づく研究・施策検討

◇機構本部構成メンバー（案）

議長 副知事

研究推進顧問 琵琶湖環境科学研究センター長、琵琶湖博物館長

構成員 琵琶湖環境部、健康福祉部、商工観光労働部、農政水産部の各部長

琵琶湖環境科学研究センター、琵琶湖博物館、森林センター、

衛生科学センター、工業技術総合センター、東北部工業技術センター、

農業技術振興センター、畜産技術振興センター、水産試験場の各機関長等

事務局 環境政策課、琵琶湖環境科学研究センター

◇作業チーム 関係各課長、試験研究機関研究統括職員等

施策検討

対策実施

◇ 事業趣旨

行政施策への展開

（仮称）琵琶湖環境研究推進機構

研究推
進顧問 在来魚介

類のにぎ
わい復活

イメージ

テーマ

議長

部長

ｾﾝﾀｰ
長

ｾﾝﾀｰ
長
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試験研究機関連携研究 水系・生物の「つながり」の再生に関する研究

(漁獲量の推移)

ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝの変化

水系のつながり
分断

外来魚の増加
在来魚介類の減少

＜複雑に絡み合う様々な要因＞ 湖底環境の変化

なぜ減少しているのか？

どうすれば回復するのか？

【琵琶湖流域生態系における喫緊の課題】

在来魚介類のにぎわい復活に向けて

生息環境の再生

（ 「水系のつながり」から ）

エサ環境の再生

（ 「生物のつながり」から）

在来魚介類の生産性に影響する
２つの視点に着目 山

川

里
湖魚介類動物

ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ

植物
ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ

栄養塩

■ 底質環境の現況把握と影響の評価

・山からの土砂供給の影響

・人工湖岸化による影響

■ エサ環境における相互関係の把握

栄養塩～プランクトン～在来魚

■ エサ環境からみた
魚介類資源量への影響要因の解明

■ 流域の変化による在来魚への影響把握

・堰などによる
在来魚の産卵や移動への影響

・水質変化による在来魚への影響

など

減少要因の解明と
在来魚介類のにぎわい復活に向けた

政策提案

部局を超えた機関連携により、

琵琶湖環境に関する知見を集結し、

全体的視野から課題解決を図る。

機関連携

琵琶湖
環境科学研究
ｾﾝﾀｰ

水産
試験場

琵琶湖
博物館

森林
ｾﾝﾀｰ

農業技術
振興ｾﾝﾀｰ

？

【課題解決に向けた対応】
＜取組内容＞

53



水質の課題

施策への位置づけ

課
題

ところが

水質の指標だけでは、環境の状態を評価できない
生態系の変化（漁獲量減少、水草繁茂）、暮らしの変化（汚濁物質の質的変化）など

総合的な課題

ＣＯＤ（化学的酸素要求量）が減少しない
難分解性有機物が増加してきた疑い

事
業
内
容

○ マザーレイク21計画（第2期改定版）中間見直し（H27～28年度）
○ 第７期湖沼水質保全計画（H28年度）への反映

①琵琶湖・集水域の水質・生態系評価
手法の構築【予算額 8,571 千円】

水質汚濁メカニズム解明調査
（H19～H25年度）

②琵琶湖の総合保全に向けた新た
な水質管理手法の導入

【予算額 488 千円】

（成果）
・琵琶湖の有機物の把握にはＣＯＤだけでは不十分
・難分解性有機物の由来の推定 など

物
質
循
環
の
把
握
の
必
要
性

琵琶湖の総合保全に向けての総合的・学際的な調査検討

汚濁負荷削減対策により、多くの水質項目が改善
ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）、全窒素、全りん など

◎新たな水質管理のあり方懇話会の設置

・有識者による懇話会を設置し、「水質汚濁
メカニズム解明調査」の成果をもとに、
CODに代わる新たな有機物指標の導入など、
新たな水質管理手法の検討を進め、施策に位
置付けます。

・琵琶湖流域の物質（炭素,窒素,りん）の存在量と流域・湖内での
循環量を過去のデータから整理し、琵琶湖と集水域、生態系と暮ら
しのあり方を再現できるシミュレーションモデルを構築します。
・モデルを活用し、水質と生態系の関係解明と評価手法の構築を目
的とした調査を進め対策に繋げます。

新しい評価手法のイメージ
・存在量だけでなく出入り量で
も評価
・水質・生態系の関係の評価
・琵琶湖と集水域を一体として
評価

琵琶湖の総合保全のための施
策展開
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外来水生植物対策について

国、県、市町などで情報共有、対策検討等。

外来種の生態を明らかにして、効果的かつ効率的な
駆除方法の確立と駆除の実施。

生態解明 効果的駆除方法確立・駆除

（仮称）琵琶湖外来水生植物対策協議会の設置

侵略的外来水生植物徹底駆除事業

近畿地方環境事務所が外
来生物による生態系の被害
が発生している重点地域に
おいて行う防除事業

オオバナミズキンバイの
「特定外来生物」への指定

特定外来生物防除等推
進事業（環境省）※要請中

県民やNPO、市町等の多様な主

体と協働で侵入した外来生物の拡
大を阻止

外来生物防除対策事業

（マザーレイク基金・琵琶湖管理基金）

国や市町、県研究機関などと連携して、より効果的・効率
的な駆除により、琵琶湖の生物多様性を脅かす侵略的外来
水生植物を徹底的に駆除

※環境省生物多様性支援事業20,000千円 （国 1/2、県1/2）

新

１ オオバナミズキンバイについては、侵入から年月が経過しておらず、また、全国的な生息域は大きくないことなどから、生態が十
分に解明されておらず、効果的かつ効率的な対策手法が見出されていない。

２ 次々と新たな外来種が侵入する状況にあり、情報の共有と発信、継続的なモニタリング（監視）が必要。
３ 外来種の侵入状況や危険度などを取りまとめた基準書や計画が未整備。

現状と課題

目指す成果

オオバナミズキンバイ等の侵略的外来種の根絶！

外来種リスト・防除計画作成

普及啓発・早期発見・駆除活動

予算額 10,000千円
予算額 3,900千円

外来生物の侵入状況や生態、危
険度、防除対策の優先順位を明確
化。

普及啓発や、多様な主体による
新たな侵入種等の早期発見・監視、
駆除活動を支援。
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１①漁場環境保全

２③放流

１②水草除去

成長した稚魚
は湖流を遡っ
て北湖へ移動

産卵のため
南湖へ

親魚が帰っ
てきて産卵

３④移動調査

３④再生産調査

１①漁場環境保全

２③放流

１②水草除去

成長した稚魚
は湖流を遡っ
て北湖へ移動

産卵のため
南湖へ

親魚が帰っ
てきて産卵

３④移動調査

３④再生産調査

２①放流

３①移動調査

３①再生産調査

■産卵繁殖場から北湖まで連続した水草刈取りと種苗放流により、ホンモロコ

のにぎわいを取り戻す。

■琵琶湖固有種であるホンモロコは、かつて南湖を主要な産卵繁殖場とし、成長と
ともに北湖へ 移動し、産卵期に再び南湖へ帰ってきていた。

■現状の南湖は、水草の異常繁茂によりホンモロコの生息環境が著しく悪化してい
る。

南湖のホンモロコにぎわい復活事業
目 的

事業概要

１．水草刈取り

①水草刈取りによる漁場環境保全
・ホンモロコ稚魚の生息環境を改善するため、下笠造成ヨシ帯前面で耕耘を

実施
②南湖中央部水草除去事業
・南湖西岸から東岸への湖流を改善し、下笠ヨシ帯周辺で成育したホンモロ

コ稚魚の北湖への移動経路を確保

２．種苗放流

①ホンモロコの増産
・標識種苗の放流

３．効果調査

①ホンモロコ回復状況の確認
・標識放流魚の追跡による魚の移動状況の把握
・モデル水域周辺での親魚の回遊および産卵
状況の把握
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目 的

・赤野井湾は、かつてはニゴロブナやホンモロコをはじめとする在来魚の優良な産卵繁殖場であり、漁場であった。

・赤野井湾では水産課がH4年からH10年にかけて底泥の浚渫と覆砂を行ったためか、水草は少ない。また、近年、ハスが増加しているが

琵琶湖政策課が根こそぎ除去している。

・しかし、現状では、外来魚が多数生息し、在来魚の漁獲は激減している。

・西の湖では、水草を除去し、オオクチバスを中心に外来魚駆除とニゴロブナやホンモロコの種苗放流を実施したところ、ホンモロコの大幅

増加を確認した（ニゴロブナは来年度確認）。

事業概要

１．集中した外来魚駆除(2,400千円)

①電気ショッカーボートによるオオクチバスの集中駆除（20日）
②タモ網すくいによるオオクチバス仔魚の駆除（90人）

４．効果調査(1,000千円)

赤野井湾でニゴロブナやホンモロコをはじめとする在来魚の漁獲量が増加する。

■内湖的環境である赤野井湾で、オオクチバスを中心とした外来魚の集中駆除とニゴロブナやホンモロコの種苗放流

を実施し、在来魚の復活を目指す。

２．種苗放流(3,500千円)

守山市赤野井湾周辺で水田を活用した種苗生産を実施
ニゴロブナ仔魚(標識魚)2,000千尾→稚魚800千尾
ホンモロコ仔魚(標識魚)2,000千尾→稚魚600千尾

①琵琶湖での赤野井湾育ちのニゴロブナ・ホンモロコの混獲率の把握
②赤野井湾での漁獲および再生産状況の把握と赤野井湾の有効性の評価

事業効果

３．ハスの根こそぎ除去(琵琶湖政策課所管、既存事業)

（種苗生産放流）

（外来魚駆除）

水田

（ハスの根こそぎ除去）

ニゴロブナ

ホンモロコの
放流数７倍

ショッカーでの
駆除日数７倍

赤野井湾での
対策を強化

造成ヨシ帯

赤野井湾の在来魚復活事業
57



セタシジミ資源の回復・向上にかかる事業

〈現在の取組〉
・砂地の造成
・水草刈取りによる生息環境の改善
・育成した稚貝の放流

南湖（かつての主要漁場）

北湖（現在の主要漁場）

資源管理(全湖)

自主的な殻長制限

18mm

西の湖で親貝を垂下して肥育

・琵琶湖本湖より栄養の高い西の湖で親貝
を養成（肥育）して、産卵量の増大を図る。
・この親貝を産卵直前に放流し、その効果を
明らかにする。

事業主体(公財)滋賀県水産振興協会

セタシジミ親貝放流技術開発事業

種苗放流による資源増大
手法の開発

構造物を設置し、湖底の流れに変化を生じ
させ、稚貝の生残、成長に有効な好適環
境を作り出す技術を開発

事業主体：滋賀県(水産試験場)

重 セタシジミ資源の回復・向上試験事業

天然の再生産力を利用した
資源増大手法の開発

琵琶湖全域でのセタシジミ資源の大幅回復

産卵直前に琵琶湖へ放流
〈現在の取組〉
・漁獲サイズの引き上げ

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

S29 34 39 44 49 54 59 元 6 11 16 21

漁
獲
量
（
ト
ン
）

シジミ漁獲量は回復せず

６，０７２トン（S32）

２８トン（H24）
↓
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不可分

琵琶湖の
総合保全

琵琶湖淀川
流域の適切
な管理

滋賀県

琵琶湖水政対策本部

流域関係者

参画・

連携が
必要

マザーレイク21計画

の策定

（琵琶湖総合保全推進部会）

琵琶湖淀川の

流域管理の検討
（琵琶湖淀川流域自治推進部会）

琵琶湖淀川流域は一体
・水資源供給、水質・生態系のつながりなど。

・共通の課題（外来種、森林整備遅れ、水源地保全・・・）

・関連する・相反する課題（水質、水位操作、丹生ダム検証・・・）

調和

議論・検討

働きかけ
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マイクロアクアリウム

変化し続ける大地と気候と生き物
～四百万年間から考える

琵琶湖～

琵琶湖地域のいま
～身の回りの環境と

暮らし再発見～

＜展示空間の再構築＞

【樹冠トレイル】～自然に近づき、琵琶湖を感じる～

＜交流空間・交流機能の再構築＞

【大人のディスカバリー】～大人も遊べるリアルな知的空間～

◆常設展示の情報発信力の低下
◆少子高齢化・成熟社会への対応
◆施設整備にかかる必要性

身近な自然と暮らしの歴史
～見えない未来が

見えてくる～

琵琶湖地域のいま
～水中の生き物と

私たち～

◆来館者減少への対応
◆人が育つ環境学習の拠点機能への必要性
◆琵琶湖・淀川流域から広く世界を視野に入れ「湖と人間」を考える場に

課
題

氷期の森 体験 ヨシ帯を歩いてみると交流スポット（六道めぐり、ムラの信仰）

高度化・複雑化した情報をわかりやすく、タイムリー
に伝える博物館

大人も日常的に楽しめる、活用できる博物館＜リニューアルコンセプト＞

★参加と発見、対話と交流を促し、次代を担う人が育つ交流の拠点

★体験的な展示を多く取り入れ、琵琶湖の魅力の発信力を強化

展示・交流空間再構築事業のイメージ（新琵琶湖博物館の創造）
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61重点テーマ６ 滋賀の未来成長産業

環境、医療・健康、
モノづくり基盤技術
などの産業振興

産学官金民連携
や地域間連携、

企業間連携の推進

国際競争力の強化
と産業活性化

連携強化の推進、地の利や
知の集積を活かした
成長戦略拠点の形成

新たな分野への挑戦と
グローバル化対応の支援

医療、福祉・介護、子育ての
分野でのサービス拡大、創業支援

足
腰
の
強
い
経
済
の
確
立
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主な施策

○小規模事業者支援強化月間事業【1.5百万円】

小規模事業者に焦点を当て、小規模事業者向け施策について周知を図るため、新たに小規模事業者を支援するための強化
月間を設け、関係機関と連携して施策説明会等を実施するとともに、下請構造からの脱却と競争力向上に向けた販路開拓等
の取組を支援

○中小企業の海外展開の総合的な支援【20.9百万円】

・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実施
・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
・（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

○グリーン・イノベーション推進事業【7.5百万円】

エネルギー分野の観点から産業振興を図るため、グリーン・イノベーションの誘発に向けて、電力・熱・ビジネス等における新た

な推進方策について、産学官で構成する推進組織で調査・検討

○滋賀のクリエイティブ産業振興事業【5.7百万円】
クリエイティブ産業の振興と、これとの連携による幅広い産業の高付加価値化を図るため、県内クリエイティブ事業者のネット
ワーク化の推進、クリエイティブ産業交流会の開催、事業所の設置・販路開拓に対する助成を実施

○水環境ビジネス推進事業【11.5百万円】
本県の特色をいかした水環境ビジネスを推進するため、産学官連携による「しが水環境ビジネス推進フォーラム」を活用し、セミ
ナーの開催、具体的なビジネス案件の形成に向けたマッチング機会の提供や、海外企業・関係機関との調整等を実施

新たな分野への挑戦とグローバル化対応の支援

詳細67ページ

詳細66ページ

詳細68ページ
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地の利や知の集積を活かした成長戦略拠点の形成

○健康創生産業創出推進事業【6.0百万円】

国内外において今後の大きな成長が期待される健康創生産業の創出・振興を図るため、医療・健康管理機器の開発を目指

す産学官連携体による研究開発を推進するとともに、国から指定を受けた総合特区事業の推進に必要な取組を実施

○滋賀でモノづくり企業応援助成金【536.9百万円】
高付加価値型企業や内需型企業を誘致するため、新規の設備投資に対し、その費用の一部を助成
県内企業の海外等への流出防止のため、工場の増設や研究開発拠点の増設に伴う設備投資に対し、その費用の一部を助成

○スマートＩＣ整備事業【198.9百万円】
高速道路ネットワークを有効に活用し、地域経済の活性化や渋滞の軽減等を図るため、スマートＩＣの設置を進める。
H26年度：（仮称）小谷城スマートインターチェンジ整備推進

医療、福祉・介護、子育ての分野でのサービス拡大、創業支援

○障害福祉サービス事業所の仕事おこし支援事業【32.0百万円】

障害者就労支援事業所の新たなビジネスモデルを創出していくため、インターネットによる情報発信や企業・自治体との商談

機会などを支援

○聴覚・コミュニケーション医療センター構想推進事業【0.8百万円】

生来の高度難聴児の聴覚再生と高齢者の健康的生活に不可欠な聴力の回復を目的に、「聴覚・コミュニケーション医療」の確

立を図るための取組を実施

詳細69ページ

詳細70ページ



■本県の産業構造：日本一のものづくり県
第２次産業が県内総生産の42.6％（うち製造業が38.2％）

（全国平均製造業18.4％、平成22年度県民経済計算）

■県内企業数の９９％以上を中小企業が占める
中小企業は、本県経済発展と地域社会づくりの主役

■人口減少に伴う国内市場の縮小や労働力の減少
今後２－３年で海外進出を考えている企業は約２１％で全国トップ

（民間会社調査（H24）、全国平均１４％）

○製造業に特化した産業構造から、為替動向や景気に
左右されやすい

○景気に左右されにくい足腰の強い経済基盤の確立が必要

○本県の強みを生かした環境や再生可能エネルギー、健康・医療等の成長産業
の育成

○本県経済や社会の持続的発展の原動力である中小企業の活性化
○中小企業の海外展開の促進

本県産業の現状と成長への対応
滋賀県における企業数

39,235社

うち小規模企業
　34,238社(87.3%)

中小企業
　39,165社(99.8%)

大企業
　70社(0.2%)

出典：中小企業白書2013年度版
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中小企業の活性化を推進し、本県の経済および社会の発展に寄与

基本理念

中小企業の活性化のための５つの基本理念（基本
的な考え方）を定めます

連携および協力の推進

(1)県は、中小企業者および関係団体等の有機的な連
　携を促進します
(2)中小企業者および関係団体等は、施策の実施に協
力

施策の基本

(1)中小企業による自らの成長を目指す取組の円滑化

(2)中小企業の経営基盤の強化

(3)産業分野の特性に応じた中小企業の事業活動の活発化

○県民の役割

○県の責務

○中小企業者の努力

○中小企業に関係する団体の役割

○大企業者の役割

○大学その他の教育研究機関の役割

○金融機関の役割

県、中小企業者、関係者等の役割等

実施計画

　　　検証および
　　　　　施策への反映

中小企業者等
　  の意見の反映

 中小企業
　　　　活性化審議会

　推進体制の整備　　調査研究の実施等
　  財政上および税制上
　  の措置

意
見

意
見

◎施策の推進のための仕組み

中小企業の活性化に関する県の施策の基本とな
る方向を定めます
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小規模事業者支援強化月間事業

小規模事業者支援強化月間の設定
・小規模事業者に焦点を当てた取り組みを集中的に実施することにより、
施策の周知の強化を図る （中小企業者、関係団体、県民への周知）

・商工会、商工会議所、中央会等の関係機関と連携を図り実施

具体的取り組み

小規模事業者支援施策説明会・相談会開催事業

・県内３地域において、国、県、日本政策金融公庫および商工中
金等の小規模事業者向け施策を展開している機関による施策
説明会を開催

・説明会会場において、関係機関と連携のもと小規模事業者向
け相談コーナーを設置

・県内３地域において、国、県、日本政策金融公庫および商工中
金等の小規模事業者向け施策を展開している機関による施策
説明会を開催

・説明会会場において、関係機関と連携のもと小規模事業者向
け相談コーナーを設置

“ちいさな企業”活性化フォーラムの開催

・小規模事業者の独創的な取組事例や現行施策の活用事例を紹介
するなど小規模事業者の活性化に向けたフォーラムを開催

・有識者による講演
・行政、関係機関等の事例発表
・小規模事業者の独創的な取組事例紹介

各種施策の幅広い普及

県

・小規模事業者等へ仕事が流れるような仕組みづくりとして期待され
る共同受注グループの構築に向けて、仕組みや実例、メリットなどを
紹介するセミナー・交流会を開催

※共同受注ｸﾞﾙｰﾌﾟ…小規模事業者等をネットワーク化して大手企業等から仕事
を一括受注し、参加企業へ行程ごとに発注し納品まで行うシステム

小規模事業者の下請構造脱却に向けたセミナー・交流会の開催

関係機関（商工会、商工会議所、
中小企業団体中央会、産業支援プラザ、
金融機関 等）

支援月間にあわせて重点的に小規模事
業者支援に取り組む

【実施事業例】

・県大会、講演会、セミナーを強化月間にあ
わせて実施

・物産展等の小規模事業者支援イベントの
開催

・会員増強運動の展開

・事前に小規模事業者経営実態調査を行い
現状分析をした上で、特定のテーマを設定
し企業訪問を重点的に実施

連
携

県民も含めた各主体
の意義・役割の再認識

小規模事業者活性化
に向けた機運の醸成

共同受注グループの
構築に向けた機運の醸成

小規模事業者の意義・役割

・県内企業の99.8%を占める中小企業の９割近くを占め、地域経済や雇用を支えている
・地域の安全・安心やコミュニティの維持など社会的にも大きな役割
・地元の食材や原料を使用し、身近な消費者に製品やサービスを提供することにより、

お金を地域内で循環させる担い手

・小規模事業者向け施策は、国や県、日本政策金融公庫等の
様々な機関により実施されているが支援を必要としている事業者
への周知が必ずしも十分でないとの声がある。（事業者や支援機
関との意見交換会やアンケートによる意見）
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滋賀の中小企業

中小企業の海外展開の総合的な支援
国内の人口減、市場・労働力縮小の中、成長が見込まれる海外需要の取込みによる企業成長を支援

相談

個別企業の海外展示会等への出展

環境ビジネスメッセをまるごと出展

近畿経産局、JETRO、JICA、中小企業基盤整備機構 等

連
携

企業支援のための連携協定 等

①海外展示会出展支援
・延5社、出展料パンフ等
【補助：1,500千円】

②びわ湖環境ﾋﾞｼﾞﾈｽﾒｯｾin海外
・延10社、出展料一部負担
・事務局旅費、通訳料等
【実行委へ補助：5,000千円】

ASEANを中心に
他地域も対象

出張
相談

滋賀県

③県内での相談体制整備
相談員2人、セミナー等
【補助：8,700千円）】

現地支援機関（金融機関等）

現地政府

連携

政府間の協力協定 等

海外展開（直接投資 等）

セミナー
等

海外展開相談窓口
（産業支援プラザ）

④アジア地域等での支援体制の構築
現地支援機関の設置、現地政府との

関係構築、現地の企業ﾈｯﾄﾜｰｸ構築 等

【旅費、会議開催費等 5,688千円】

滋賀県企業
現地法人等

見本市
展示会等

県駐在員支援

販路開拓
支援

総合的な
支援体制

連携

現地での
企業や関係機関
ネットワーク
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グリーン・イノベーション推進事業

■グリーン・イノベーション（※）の誘発に向けて、「電力」・「熱」・「ビジネス」等における新たな推進方策について産学官で
構成する推進組織を設置・運営し、エネルギー分野の観点から産業振興を図る。

■趣旨・内容■趣旨・内容

（仮称）しがグリーン・イノベーション推進会議

有識者

企業関係者

行政

経済団体

ゲスト

スピーカー

※検討テーマ毎に関心のある事業者が参画
地域活性化に資するエネルギー関連分野における新た

なビジネスモデルの創出に向けた推進方策

再生可能エネルギー熱や未利用熱エネルギーの有効利
用など熱エネルギー利用の最適化に向けた方策

地域に根ざしたエネルギー会社の設立など、事業者主導
による多様な電力供給主体の在り方

（1）地産地消型電力供給モデル

（３）地域貢献型エネルギービジネスモデル

（2）熱エネルギー有効活用

■検討テーマ（案）■検討テーマ（案）■推進組織■推進組織

■事業化検討に向けたネットワーク形成（テーマ毎のＷＧ等の形成を含む）

■特定分野におけるプロジェクトの検討・推進（国の外部資金の獲得等）

■規制・制度改革等に関して国への政策提案等に反映

「地産地消型」

「自立分散型」

エネルギー社会の創造

「地産地消型」

「自立分散型」

エネルギー社会の創造

■事業展開■事業展開

※本事業においては、エネルギー分野の観点から産業振興を図り、「地産地消型」「自立分散型」エネルギー社会を創造していくことを指す。

グリーン・イノベー

ションの推進
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－聴覚器医療を確立し、滋賀県から国内外に展開－

聴覚・コミュニケーション医療の確立

世界的に未着手のため注目される「聴覚器医療」を我が国が先導

生来の高度難聴児の聴覚の再生と高齢者の健康的生活に不可欠な聴力の回復を目的に「聴覚・コミュニケーション医療」を確立

上記の実践に必要な要素「新技術、医療、研究所、リハビリ、人材育成等」を備える滋賀県守山地区に「聴覚・コミュニケーション

医療センター」を整備

聴覚器医療の確立、実践、機器開発、国際的システム構築を、病・産・学・官の連携で展開

聴覚障害を持つ乳幼児の治療

聴覚障害を持つ高齢者の治療

聴
覚
器
医
療

聴
覚
器
医
療

病院大学

成果を一体として国内外に展開

人材育成人材育成

研究研究

再生医療に必要な医療スタッフ
（医師、看護師、リハ、セラピスト）

臨床臨床

企業

開発開発

～聴覚・コミュニケーション医療センター構想推進事業～

H26年度 聴覚・コミュニケーション医療
センターの拠点機能整備

（スタッフの確保、人工内耳手術の実施お
よび新技術等の研究開始）

医工連携
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滋賀県立大学

滋賀県立成人病センター

立命館大学

滋賀医科大学

龍谷大学

山科精器(株)

ニプロ(株)

滋賀県工業技術総合センター

滋賀県東北部
工業技術センター

滋賀県東北部
工業技術センター

長浜バイオ大学

滋賀医科大学 等

●生活習慣改善の実践指
導サービスの提供

（想定事例）
･保健指導のﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞな
どとの連携 等

●自立的な健康づくり支
援サービスの提供

（想定事例）

･ICT健康手帳サービス
等

●手軽な健康状態確認サービ
スの提供

（想定事例）

･健康指標の測定サービス
等

●医療・健康管理機器の開発・事業化

（想定事例）

･血液検査装置
･感染症検査装置 等

●医療・健康管理機器の開発
プロジェクト構築

･医療現場のニーズ
･大学等の研究シーズ

３-１ 医療･健康管理機器開発･事業化の推進

自立した健康づくり

開発機器の活用

３-２ 健康支援サービス創出の推進

しが医工連携
ものづくりネットワー
ク
（125社）

い
き
い
き
と
健
康
に
暮
ら
す
社
会

の
実
現

●機器の活用評価

･臨床研究
･実証評価

受診のきっかけづくり 生活習慣改善の実践

“治療から予防への転換”に寄与する医療・健康管理機器の開発・事業化 と 健康支援サービスの提供を通じて、地域住民
の生活習慣病予防と健康づくりを促進し、地域経済の持続的発展と、県民がいきいきと健康に暮らす社会の実現を目指す。

１ 特区の目標

・大津市、草津市、守山市、
栗東市、野洲市の区域

・長浜バイオ大学、滋賀県立大学
東北部工業技術センターの所在

地

２ 総合特区の区域

クラウド

地域の“ものづくり力”を活かした「滋賀健康創生」特区

国内外において今後の成長が期待される健康創生産業の創出・振興を図るため、医療・健康管理機器の開発を目指す
産学官連携体による研究開発を推進するとともに、国から指定を受けた滋賀健康創生特区の事業の推進に必要な取組を
行う。

健康創生産業創出推進事業

成人病センター
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建設産業活性化推進事業

【建設産業の魅力・建設現場を

知ってもらう】

小・中・高校生の現場見学

親子連れ・女性限定の現場ツアー

【県民との交流の機会をつくる】

○重機試乗体験、作業体験など

○ポスター等のコンクール

建設産業PRコンテスト

【予算額：1,800千円】

県

・

業

界

団

体

・

地

元

建

設

業

者

等

の

連

携

新
た
な
担
い
手
の
確
保
・
育
成

【建設産業の魅力を伝える】

建設産業の社会的役割･魅力を

伝えるリーフレット作成・配布

【建設企業や就業者の意欲を

高める】

建設企業の社会貢献活動や、

若手・女性技術者を表彰

構造改革指導事務委託（拡充）

建設産業魅力発信事業（新規）

県
民
へ
の
魅
力
発
信
・

就
業
者
育
成

【予算額：1,663千円】

技術と経営に優れた企業が伸びる環境整備

○適正価格での契約締結推進
○関係法令遵守

訪問して指導・啓発

【予算額：2,730千円】

（仮称）適正化推進員を配置

建設事業者などの相談に対応 建設企業に訪問して指導・啓発

指導・啓発

適正価格での契約締結、関係法令遵守の徹底等

滋賀県建設産業活性化推進検討会の運営
○ 平成26年10月頃：最終取りまとめ
○ 開催予定：計６回

【予算額：667千円】建設産業の活性化推進検討事業（継続）

建設産業適正化推進事業（新規）

担い手の確保・育成、建設産業魅力発信
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