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重点テーマ
（未来戦略プロジェクト）

予算額（千円）

①子育て・子育ち応援

1,370,118

②働く場への橋架け

4,060,367

③地域を支える医療福祉・在宅看取り

1,631,494

④低炭素社会実現

1,061,449

⑤琵琶湖の再生

1,027,051

⑥滋賀の未来成長産業

1,353,226

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

合

計

825,425
7,941,920
19,271,050

この資料は、平成２３年３月に策定した「滋賀県基本構想」に掲げる
８つの「未来戦略プロジェクト」を着実に推進していくため、限られた財
源の中にも創意と工夫を行い、同プロジェクトを重点テーマとして、施策
の立案、予算編成作業を進め、平成26年度当初予算案としてとりまと
めたものです。
また、基本構想策定後に顕在化してきた課題等への対応として新た
な６つの展開をまとめています。

１ 子育て・子育ち応援プロジェクト
目指す方向

目

標

施策の展開

○「子育て環境日本一」を目指し、人のつながりや地域のつながりの強化などにより、
子どもを安心して生み、育てられるようにします。
○また、子どもの育ちを支えることにより、未来を担う次の世代の力を育みます。
○周産期母子・小児の保健医療体制や発達障害児の支援体制が整備されていること。
○子どもたちの生きる力が育まれていること。
○施策１－１
○施策１－２
○施策１－３

生まれる前・生まれる時の医療と医療人材を充実します。
自然や文化・芸術についての子どもの体験を量的・質的に充実します。
特色ある学科を設置するなど魅力と活力ある県立学校づくりを進めます。

施策体系

子 育 て 環 境 日 本 一
子どもを安心して生み・育てる

子どもたちの生きる力を育む

施策１－１
生まれる前・生まれる時の
医療と医療人材の充実

施策１－２
「学び」と「遊び」による
子どもたちの体験機会の充実

新
新
新

小児療育支援整備事業
周産期保健医療対策費
助産師外来・院内助産所開設推進事業
小児救急医療体制の充実・小児救急電
話相談事業
風しん対策推進事業
軽度・中等度難聴児補聴器購入費
等助成事業
滋賀県子育て応援住宅認定事業
地域少子化対策強化事業

魅力と活力あ
る

「学び」による体験機会の充

医療・福祉の充実

新

施策１－３
魅力と活力ある
学校づくりの推進

体系的な環境学習推進支援事業
確かな自己実現支援事業

低炭素社会づくり学習支援事業
しが環境教育リーディング事業

新

子どもの学び改善プロジ
ェクト

新

子どもの体力向上に向け
た実践的取組事業

びわ湖フローティングスクール事業
学習船「うみのこ」建造基金積立金
新

学習船建造事業
たんぼのこ体験事業

医療人材の充実
産科医・小児科医等の充実

発達障害児（者）対策・
児童虐待予防対策の充実

森林環境学習「やまのこ」事業
次世代文化芸術体験推進事業
（「ホールの子」事業）
世界にひとつの宝物づくり事業
（つちっこプログラム）
しがこども体験学校推進事業
「地域の力を学校へ」推進事業

発達障害者支援センター設置事業

高校生読書率向上プロジェクト
「子ども県議会」開催事業

認証発達障害者ケアマネジメント
支援事業
発達障害者自立生活支援システム
構築事業
ほっと安心子育て支援事業
子育て・女性健康支援事業
里親支援強化事業

自立と社会参加を
目指す特別支援学
校づくり

新

「ともに学び、ともにめざ
す」滋賀の特別支援教育推
進事業

いじめ対策

子ども・子育て応援センター強化事業
児童委員特別研修委託事業
新

地域住民と連携したいじめ対
応支援事業
「文化芸術の力を教育に」推
進モデル事業

スクールカウンセラー等活用事業

学校いきいき体験活動プロジェ
クト

生徒指導緊急特別対応事業

いじめから子どもを守るための
相談活動推進事業

スクールソーシャルワーカー活
用事業
生徒指導緊急サポート事業
いじめで悩む子ども支援事業
新

滋賀県いじめ問題対策連絡協議
会

新

滋賀県立学校いじめ問題調査委
員会

新

滋賀県いじめ再調査委員会

新

滋賀県「絆をつむぐ学校づくり」
研究事業
ハイスクールカンファレンスし
が
いじめ対策等生徒指導推進事業
いじめや差別を許さない学校づ
くり推進事業

【重点テーマ関連事業(主なもの)】

重点テーマ１

子育て・子育ち応援

総合政策部、総務部、琵琶湖環境部、健康福祉部、商工観光労働部、農政水産部、土木交通部、教育委員会

施策１－１

生まれる前・生まれる時の医療と医療人材を充実します。

事業名

（［

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

予算額
（千円）

課(局・室)名

小児療育支援整備事業

県立小児保健医療センターにNICU等長期入院児の受け皿
となる後方支援病床を確保し、児および家族へのケアと在
宅療養への移行支援を行うとともに、新たに小児が安心し
て在宅療養に移行できるよう、小児の在宅医療に取り組む
医療福祉関係機関間の連携構築を行う。
［小児保健医療センターへのＮＩＣＵ後方病床
0床(H24年度)→ 2床(H26年度)］

30,949 健康長寿課

周産期保健医療対策費

総合（地域）周産期母子医療センターの運営支援、NICU
の充実、緊急搬送コーディネーターの設置等を実施する。

285,229 健康長寿課

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
助産師外来・院内助産所開
心な出産環境の整備を図る。
設推進事業
［院内助産所の設置病院数
6病院(H25年度)→7病院(H26年度)］

330 医務薬務課

小児救急医療体制の充実・
小児救急における医療スタッフおよび救急病床の確保を
小児救急電話相談事業
支援するとともに小児救急電話を実施する。

107,621 医務薬務課

新

風しん対策推進事業

風しんは妊娠初期の妊婦が感染すると新生児に先天性風
しん症候群に罹患する可能性があることから、妊娠の可能
性のある女性の感染を予防するために、抗体価検査と情報
提供により、効果的な予防接種と感染予防やまん延防止を
推進し将来の子供に対する健康リスクの低減を図る。

20,725 健康長寿課

新

障害者総合支援法の補装具費支給の対象とならない軽
軽度・中等度難聴児補聴器 度・中等度難聴児に対し、補聴器購入費用等を助成し装用
購入費等助成事業
を促すことにより、言語の習得や社会性の向上を進め、健
全な発達を支援する。

1,352 障害福祉課

新

子育てしやすい施設・設備やサービスの提供、立地環境
を備えた住宅を県が認定するための基準の策定等を行い、
滋賀県子育て応援住宅認定
事業者等への周知を図る。
事業
［認定基準の策定、認定マークの募集、事業者向け説明会
の開催 (H26年度)］

新

430 住宅課

地域少子化対策強化事業

少子化問題に対応するため、国の地域少子化対策強化交
付金を活用して、結婚、妊娠・出産、子育ての「切れ目の
ない支援」を行う。

80,000 子ども・青少年局

産科医・小児科医の充実

滋賀医科大学に周産期医療の寄附講座を設置し、周産期医
療を目指す研修医、医学生の増加や滋賀医科大から県内病
院産婦人科への医師派遣の充実を図る
[滋賀医科大から県内病院産婦人科への派遣医師数
13人(H23年度)→20人(H26年度)］

22,500 医務薬務課

発達障害のある家族、関係機関に対する相談支援、発達支
発達障害者支援センター設 援、就労支援を行う発達障害者支援センターの運営を行
置事業
う。
[相談件数延べ4,200件（H26年度）]

48,700 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配置し、
認証発達障害者ケアマネジ
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
メント支援事業
等を実施する。

15,000 障害福祉課

事業名

（［

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

発達障害者に特化した生活訓練と就労訓練を一体的に提
供し、地域で自立した生活ができるよう支援するととも
発達障害者自立生活支援シ
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
ステム構築事業
けた研究・開発を実施する。
［支援対象者数 10人(H26年度)]
無料利用券の活用等による「一時預かり事業」の利用促
進を図る市町の取組を支援することにより、保護者の孤立
ほっと安心子育て支援事業 防止や育児負担の軽減を図る。
［一時預かり事業 年間延べ利用児童数
37,000人(H21年度)→66,000人(H26年度)]
ＳＢＳ(ゆさぶられ症候群)の予防、産後うつなどへ対応の
ため啓発、研修、相談体制を充実し、妊娠期からの虐待予
子育て・女性健康支援事業 防の促進を図る。
［子育て・女性健康支援センター相談件数
1,868件（平成23年度）→3,000件（平成26年度）］

課(局・室)名

9,000 障害福祉課

23,900 子ども・青少年局

6,961

健康長寿課
子ども・青少年局

里親支援強化事業

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。
［養育里親登録家庭数170家庭(H26年度)］

3,800 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・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の増員による機能強化を
維持し、気軽に相談できる場の確保を図る。

7,315 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
児童委員特別研修委託事業
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。

363 子ども・青少年局

施策１－２

自然や文化・芸術についての子どもの体験を量的・質的に充実します。

事業概要
（［ ］内は、当該事業に係る平成26年度目標）
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、体系的な環境学習の展
体系的な環境学習推進支援 開を図る。
事業
［幼児自然体験プログラム学習会参加園 25園(H26年
度)］
［エコスクール認定校 20校(H26年度)］
事業名

予算額
（千円）

課(局・室)名

1,714 環境政策課

学校や地域において、低炭素社会の実現に向けた環境学
低炭素社会づくり学習支援 習の推進を図る。
事業
[低炭素社会づくり学習の実施回数
学校50回、地域50回（H26年度）］

2,000 温暖化対策課

教員、専門家等による研究推進委員会を組織して、人と
しが環境教育リーディング
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
事業
いての研究実践を行う。

3,000 学校教育課

びわ湖フローティングス
クール事業

新

予算額
（千円）

小学５年生全員を対象とした学習船「うみのこ」による
１泊２日の宿泊体験型の児童学習航海を実施する。

236,906

びわ湖フローティン
グスクール

学習船「うみのこ」建造基 学習船「うみのこ」の新船建造を目的とした基金を積み立
金積立金
てる。

11,537

びわ湖フローティン
グスクール

学習船建造事業

学習船「うみのこ」新船建造にかかる設計を行う。

38,000

びわ湖フローティン
グスクール

たんぼのこ体験事業

学校で児童自らが、農作物を「育て」、「収穫し」、
（自治振興交付金
「食べる」という一連の農業体験を通じて、農業への関心 として計上）
食のブランド推進課
を高めるとともに、生命や食べ物の大切さを学ぶ。

森林環境学習「やまのこ」
小学４年生を対象に、学校教育の一環として森林環境学
事業
習施設およびその周辺森林で体験型の学習を実施する。

100,687 森林政策課

事業名

（［

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

県内の子どもたちに本物の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
次世代文化芸術体験推進事
子」事業）等を実施する。
業（「ホールの子」事業）
〔「ホールの子」事業に参加した児童生徒数
5,181 人（H25年度）→
10,400 人（H26年度）〕

新

琵琶湖をはじめとする豊かな自然環境や身近な社会環境
しがこども体験学校推進事 をフィールドとした、しがこども体験学校の体験プログラ
業
ムを県内小学生に配布し、さまざまな実体験の推進を図
る。

3,303 子ども・青少年局

「しが学校支援センター」に学校支援ディレクターを配
置し、豊富な知識や経験を持つ地域の人々や企業・団体・
「地域の力を学校へ」推進
ＮＰＯ等の力を子どもの教育に生かす仕組みづくりを推進
事業
する。
［連携授業コーディネート校数 50校(H26年度)］

3,408 生涯学習課

高校生読書率向上プロジェ
高校生による「ビブリオバトル」(書評合戦)の普及・啓
クト
発を行い、高校生の読書率の向上を図る。

109 生涯学習課

県政に対する意見等の表明の場として「子ども県議会」
「子ども県議会」開催事業 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。

1,250 子ども・青少年局

学校支援地域本部事業の制度を活用し、いじめ対応の視点
地域住民と連携したいじめ
をもって、地域住民と学校との連携を行う市町に対して支
対応支援事業
援する。

8,707 生涯学習課

子どもたちの内面の問題解決に文化芸術の力を活かし、
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、
「文化芸術の力を教育に」
芸術表現体験活動を取り入れたワークショップ型のプログ
推進モデル事業
ラムを検討し、実施する。
［実施学校数 ３校(H25年度)→
述べ６校(H26年度)］

1,100 文化振興課

話合い活動と体験活動の充実をとおして望ましい人間関
学校いきいき体験活動プロ 係を築く実践研究を行い、その成果をいじめの未然防止に
ジェクト
生かすとともに、学力の向上、自己有用感の育成につなげ
る。

548 学校教育課

特色ある学科を設置するなど魅力と活力ある県立学校づくりを進めます。
（［

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

予算額
（千円）

課(局・室)名

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。
［支援する意欲的な提案数 15校(H26年度)］

15,000 学校教育課

小中学校児童生徒の学力向上を図るため、言語活動の充
子どもの学び改善プロジェ 実を通して基礎学力の定着に取り組む実践研究、放課後を
クト
活用した補充学習の体制づくりの支援、評価問題の活用に
よる記述する力の育成を推進する。

6,616 学校教育課

小学生の体力向上に向けて、各市町に拠点となる小学校
子どもの体力向上に向けた
を設定し、先進県での取組を参考に10分間運動の導入等、
実践的取組事業
体力向上に向けた実践的な取組を行う。

1,917 スポーツ健康課

確かな自己実現支援事業

新

16,878 文化振興課

6,700 モノづくり振興課

事業名

新

課(局・室)名

県内の作家・ボランティア等との協働により、子どもや
世界にひとつの宝物づくり 障がい者が土とふれあい、ものづくりの喜び・感動や本物
事業(つちっこプログラム) の芸術を体感できるプログラムを提供することにより、陶
芸に理解のある次世代の人材育成を図る。

施策１－３

新

予算額
（千円）

障害のある子とない子がともに学ぶモデル事業や、望ま
「ともに学び、ともにめざ しい就学指導を進める研究会議、県民等を対象とした全体
す」滋賀の特別支援教育推 フォーラムを開催するとともに、インクルーシブ教育シス
進事業
テムの構築をめざした滋賀のめざす特別支援教育のあり方
について検討する。

5,289 学校支援課

事業名

（［

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

予算額
（千円）

課(局・室)名

スクールカウンセラーの派遣
・中学校：100校
・県立学校：重点校10校、その他35校
［いじめから子どもを守るための相談活動推進事業と合わ
せて１校訪問回数月1.5～8.9回(H26年度)］

69,934 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追加派遣する。 また、モデ
いじめから子どもを守るた ル校を選定し、スクールカウンセラーを常駐化し、成果を
めの相談活動推進事業
検証する。
［スクールカウンセラー等活用事業と合わせて、１校訪問
回数月1.5～8.9回(H26年度)］

62,941 学校教育課

生徒指導緊急特別対応事業

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。
［県内配置 ４チーム(H26年度)］

18,278 学校教育課

スクールソーシャルワー
カー活用事業

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
るとともに、教職員に福祉的な視点を定着させる。
［ 11市 11小学校に配置(H26年度)］

20,877 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、弁護士等
の専門家が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
生徒指導緊急サポート事業
施する。
［いじめで悩む子ども支援事業との合同ケース会議 月２
回実施(H26年度)］

4,113 学校教育課

「相談支援員」を各地域に配置し、子どもや保護者から
の相談対応を行うとともに、解決に向けての支援を図る。
いじめで悩む子ども支援事
また、市町との連携が必要な場合には「相談調整員」が
業
連携を図るとともに、定期的な情報交換を行う。
［本部に県立学校・地域統括担当 ３名、県内４地域に地
域担当各３名、合計１５名の相談員を配置(H26年度)］

41,800 学校教育課

新

いじめ防止対策推進法の規定に基づき、県の関係部局と
滋賀県いじめ問題対策連絡 関係機関・団体が連携していじめから子どもを守るための
協議会
対策を推進するために、「滋賀県いじめ問題対策連絡協議
会」を設置する。

404 学校教育課

新

いじめ防止対策推進法の規定に基づき、県立学校におけ
る重大事態等に関し、その対処や再発防止に資するための
滋賀県立学校いじめ問題対
調査を公平・中立かつ専門的な視点から行うため、教育委
策委員会
員会の附属機関として、「滋賀県立学校いじめ問題調査委
員会」を設置し、その運営を行う。

6,593 学校教育課

新

いじめ防止対策推進法に規定するいじめによる重大事態
滋賀県いじめ再調査委員会 の再調査を行うため、いじめ再調査委員会を設置し、その
運営を行う。

7,550 総務課

新

いじめ問題の対応として、児童生徒が生徒会活動等によ
滋賀県「絆をつむぐ学校づ り「自己有用感」や絆を感じることができる学校づくりを
くり」研究事業
推進するとともに、校内組織の役割分担や連携について具
体的なモデルを開発し、その成果の普及を図る。

260 学校教育課

各県立高等学校で、生徒会や部活動等の諸活動において
ハイスクールカンファレン
中心となって活躍している生徒が一堂に会し、各校での生
スしが
徒の自主的な取組み等について討議を行う。

20 学校教育課

いじめ対策等生徒指導推進
いじめ問題をはじめとする生徒指導上の課題への対応策
事業
について調査研究し、その有効性を検証する。

8,017 学校教育課

人権尊重の視点に立った「授業づくり」「環境づくり」
いじめや差別を許さない学 「仲間づくり」について、実践・研究を重ね、子ども一人
校づくり推進事業
ひとりが大切にされ、安心して生活できる人権教育を基盤
とした学校づくりを推進する。

487 人権教育課

スクールカウンセラー等活
用事業

２ 働く場への橋架けプロジェクト
目指す方向

目

標

施策の展開

○人のつながりや地域のつながりを強化することなどにより、若者、女性、障害のある人、高齢者、外
国人など、誰もが多様な働く場に参加でき、力を発揮できる環境を整備し、地域社会での安定した生
活の糧を確保します。
○子どもたちの勤労観・職業観が育まれていること。
○男女を問わず、若者が能力と適性にあった職業を選択し、職業人として自立できていること。
○失業や転職による離職者を働く場につないでいく職業訓練や職業紹介の環境が整備されていること。
○子どもを生み育てながら働く場とつながりを続けるための環境が整備されていること。
○高齢者や障害のある人が自らの力に応じて働き、自立した生活を続けることができる環境が整備さ
れ
○施策２－１
○施策２－２
業
○施策２－３

地域や企業など現場の人による子どもの多様な職業教育を進めます。
高等学校・大学・企業などとの連携による若者の就職支援と、失業者や離職者への職
訓練を充実します。
女性の就職や社会活動の継続・復帰を応援します。

施策体系

家族・地域の橋
施策２－３
女性の就職や社会活動の継続・復帰を応援
女性の活躍の場拡大応援事業
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）
滋賀の女性経営者フォーラム開催事業
女性のチャレンジ支援事業
ワーク・ライフ・バランス企業応援事業
中小企業ワーク・ライフ・バランス対応経営推
進事業
子育て支援環境緊急整備事業費補助（保育所整
３歳児保育特別配置事業費補助
家庭的保育推進事業
保育士確保対策事業

ハンディのある方の橋

放課後児童指導員等資質向上事業
放課後児童健全育成事業費補助

教育の橋

放課後児童クラブ施設整備費補助
男性の育児休業取得奨励金支給事業

施策２－１
子どもの多様な職業
教育を推進
おうみしごと体験事業
中学生チャレンジウィーク事業
県立高等学校キャリア形成支
援事業

施策２－４
障害のある人の働く
場や地域生活の場を
障害者就業・生活支援センター事
働き・暮らし応援センター事
企業との連携によるトライＷＯＲ
Ｋ推進事業

安定的な働く場
若者、女性、障害者、高齢者など
だれもが多様な働く場に参加

職の担い手育成事業

チャレンジドＷＯＲＫ運動推進事
業
介護の場における知的障害者就労
促進検討事業
就労移行支援促進事業

企業の知見を生かした就労支
援強化事業

障害者芸術・文化活動推進事業

施策２－２
若者の就職支援と失業者や離職者への
職業訓練を充実
求職者総合支援センター事業
おうみ若者未来サポートセンター運営事業
滋賀の“三方よし”人づくり事業
地域若者サポートステーション支援事業
離転職者等職業能力開発事業
生活困窮者自立支援事業

失業者の橋

障害児者施設等整備事業
重度障害者地域包括支援事業
県立学校における障害者雇用
推進事業

【重点テーマ関連事業(主なもの)】

重点テーマ２

働く場への橋架け
総合政策部、健康福祉部、商工観光労働部、教育委員会

施策２－１

地域や企業など現場の人による子どもの多様な職業教育を進めます。

事業名

おうみしごと体験事業

新

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

小学生から中学１年生の児童・生徒を対象に、様々な職
業を紹介し、実際のしごとを体験する場として「おうみし
ごと体験フェスタ」を開催し、職業観や勤労観を育むきっ
かけ作りを行う。
[参加者 4,000人（H26年度）］

予算額
（千円）

課(局・室)名

3,000 労働雇用政策課

子どもたちの勤労観・職業観をはぐくみ、自らの将来の
中学生チャレンジウィーク
生き方を見い出していく力を養うため、中学２年生に対し
事業
５日間以上の職場体験を実施する。

936 学校教育課

社会人基礎力の育成や就業体験を効果的に活用しながら
県立高等学校キャリア形成
キャリア教育の実践研究に取り組み、社会的・職業的自立
支援事業
を目指す効果的なカリキュラムの研究・開発を行う。

3,700 学校教育課

職の担い手育成推進校を指定し、地域産業と連携した実
践的な職業教育をより一層推進し、望ましい勤労観・職業
観を醸成する。
［職の担い手育成推進校 9校(工業高校3校、農業高校3
校、商業高校2校、その他の高校1校)(H26年度)］

2,325 学校教育課

企業就労を進めるため、企業の知見を生かした作業学習
企業の知見を生かした就労 の見直しと授業改善を行うとともに、働くことに必要な基
支援強化事業
礎的な態度や技能を身につけるための新たな仕組みづくり
を進める。

4,600 学校支援課

職の担い手育成事業

新

（［

施策２－２ 高等学校・大学・企業などとの連携による若者の就職支援と、失業者や離職者への職業訓練
を充実します。
事業名

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

予算額
（千円）

課(局・室)名

離職を余儀なくされた中高年齢者等求職者の生活の安定
求職者総合支援センター事 および再就職を促進するため、生活・就労に関する総合的
業
な相談支援を実施するほか、本県に多い外国人住民の相談
支援を併せて実施する。

18,554 労働雇用政策課

ヤングジョブセンター滋賀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、
おうみ若者未来サポートセ
相談から就職までの一貫した支援をワンストップ体制で行
ンター運営事業
う。
［就職者数 1,672人(H21年度)→1,600人(H26年度)］

3,923 労働雇用政策課

県内企業への就職を希望する若年求職者に対して、県内
企業のニーズに応じた人材育成を行うことにより、両者の
滋賀の“三方よし”人づく マッチングを促進し、正規雇用につなげるとともに、企業
り事業
情報ホームページ「WORK滋賀」をリニューアルし、県内中
小企業の魅力を発信することにより、地元就職を支援す
る。

211,100 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。

2,136 労働雇用政策課

離転職者に対して、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とともに、就職支援アドバイザー等
離転職者等職業能力開発事
を設置することにより、再就職の支援を図る。
業
［職業訓練受講者の就職率 65%（H21年度)→ 70％(H26
年度)］

399,146 労働雇用政策課

平成27年度から施行予定の生活困窮者自立支援制度を円
滑に開始できるようモデル事業を実施するとともに、市町
における相談支援事業等の立ち上げ支援を行う。

31,510 健康福祉政策課

地域若者サポートステー
ション支援事業

新

（［

生活困窮者自立支援事業

施策２－３

女性の就職や社会活動の継続・復帰を応援します。

事業名

（［

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

女性の活躍推進に向けた気運醸成を図るため、女性活躍
推進フォーラムの開催などの普及啓発を行うとともに、若
年者が将来のキャリアビジョンを描けるよう、大学生など
が若年者に対して様々な情報発信や普及啓発を行う事業を
女性の活躍の場拡大応援事 実施する。
業
また、女性のライフスタイルに応じた働き方や社会参画
を応援するため、女性の社会参画に取り組んでいる事業型
ＮＰＯ等を対象としたニーズ調査やＮＰＯ活動の好事例等
を発信することで、女性の社会参画事業を展開しているＮ
ＰＯ等や、新たにＮＰＯを立ち上げる女性を支援する。

予算額
（千円）

6,773

課(局・室)名

県民活動生活課
男女共同参画課

出産や子育てによる離職後の再就職を希望する女性等に
対して就労支援をワンストップで実施する滋賀マザーズ
ジョブステーションを運営するとともに、新たに南部地域
に窓口を開設することにより支援の拡充を図る。
また、県内企業で中堅職員として働く女性を対象に、
リーダーに向けての資質向上、意欲高揚を図るとともに、
ロールモデルとの交流によるキャリアパス（将来の目標・
女性の就労トータルサポー 昇進プラン）設定およびネットワークづくりを目的に県内
ト事業
１地域で開催していたセミナーを県内３地域で開催する。
さらに、企業における女性の活躍を促進するため、男女
雇用機会均等法の趣旨についての啓発セミナーの開催、
「女性の活躍状況の見える化」についての研究、各職場に
おいてロールモデルとなる人材の育成、ネットワークづく
りを目的とした講座の開催を行う。
［マザーズジョブステーションを通じた就職件数
年間 251件(H24年度)→
400件（H26年度）］

男女共同参画課
56,412 子ども・青少年局
労働雇用政策課

県内の各分野で活動している女性経営者等が一堂に会し
滋賀の女性経営者フォーラ
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
ム開催事業
進と地域経済の活性化を図る。

1,000 中小企業支援課

起業したい、コミュニティビジネスに取り組みたいとい
うチャレンジ意欲のある女性の活躍を支援するため、講座
の開催や交流の場の提供とともに、入口としての相談から
社会参画に結びつくまでの継続したサポートを行う。
女性のチャレンジ支援事業
また、活動への一歩を踏み出した女性を対象に、フォ
ローアップも含め総合的に応援する場づくりを行う。
［男女共同参画センターの支援を受けて活躍する女性の数
累計88人(H24年度)→ 100人(H26年度)］

1,775 男女共同参画課

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）に取り
組む企業をワーク・ライフ・バランス推進企業として登録
ワーク・ライフ・バランス し、登録企業の取組を県のホームページで公表するととも
企業応援事業
に、取組を促進するための啓発資材を作成する。
[ワーク・ライフ・バランス推進企業登録数(累計) 480社
(H21年度)→ 730社(H26年度)]

870 労働雇用政策課

ワーク・ライフ・バランスの普及啓発および実践支援を
行う中小企業ワーク・ライフ・バランス対応経営推進員を
設置し、中小企業関係団体と協働でセミナーの開催や企業
中小企業ワーク・ライフ・
訪問指導によるモデル事例の発信を行い、中小企業関係団
バランス対応経営推進事業
体の主体的な取組を促進する。
[ワーク・ライフ・バランス推進企業登録数(累計) 480社
(H21年度)→ 730社(H26年度)]

2,699 労働雇用政策課

子育て支援環境緊急整備事
市町が行う民間保育所等の施設整備などに対して補助す
業費補助
ることにより、待機児童解消のための取組を支援する。

1,830,222 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
３歳児保育特別配置事業費 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
補助
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。

30,000 子ども・青少年局

事業名

新

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

予算額
（千円）

課(局・室)名

家庭的保育推進事業

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 子ども・青少年局

保育士確保対策事業

保育人材バンクによる潜在保育士の再就職支援、保育士
養成校新卒者の県内保育所への就職促進、現任保育士の就
労継続支援等を行う「保育士・保育所支援センター」を運
営するとともに、保育士資格取得に必要な修学資金の貸付
けを行う。また、保育士の処遇の改善を図る。さらに保育
士への感謝のメッセージを募集・発信することにより、保
育士を応援する気運を醸成する。

309,266 子ども・青少年局

放課後児童クラブ指導員の資質・スキルの向上のため
放課後児童指導員等資質向 に、基礎から専門まで学習できる研修を実施し、放課後児
上事業
童クラブの質の確保および放課後児童健全育成事業の円滑
な実施を図る。

880 子ども・青少年局

放課後児童健全育成事業費
放課後児童クラブを実施する市町に対して運営費補助を
補助
行い、クラブの安定的な運営を図る。

653,355 子ども・青少年局

放課後児童クラブ施設整備
市町が行う放課後児童クラブの整備に対して、補助する
費補助
ことにより、クラブの設置を支援する。

85,678 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
男性の育児休業取得奨励金
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
支給事業
児休業取得を促進する。

3,000 子ども・青少年局

施策２－４

障害のある人が働く場や自立を目指した地域生活の場を充実します。

事業名

新

（［

（［

事業概要
］内は、当該事業に係る平成２５年度目標）

予算額
（千円）

課(局・室)名

障害者の就労ニーズと企業の雇用ニーズとのマッチン
障害者就業・生活支援セン グ、職場定着等を一体的に行う「働き・暮らし応援セン
ター事業
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。

47,726 障害福祉課

障害のある人の就労を促進するため、「働く」ことと
「暮らす」ことを一体的にサポートする働き・暮らし応援
働き・暮らし応援センター
センターの体制充実を図る。
事業
［働き・暮らし応援センターを利用して就業する人の数
369人(H22年度)→ 500人(H26年度)］

19,342

障害福祉課
労働雇用政策課

障害者に対して10日間の就労体験の機会を提供すること
企業との連携によるトライ
で、障害者の就労意欲の向上を図るとともに、事業所の障
ＷＯＲＫ推進事業
害者雇用に対する理解を深め、障害者の就労を促進する。

3,907 労働雇用政策課

チャレンジドＷＯＲＫ運動
障害者の就労について、事業所や県民の関心を高めるた
推進事業
めの事業を実施し、企業の障害者雇用を促進する。

1,430 労働雇用政策課

知的障害者の介護の場への就労を促進するため、知的障
害者を対象とした介護職員養成研修、スキルアップ研修お
介護の場における知的障害 よび知的障害者を雇用する介護事業所の職員を対象とした
者就労促進検討事業
研修のプログラムの開発を行う。また、県内の介護事業所
において当該研修を修了した知的障害者の雇用拡大を図っ
ていくための方策について検討する。

2,500 障害福祉課

事業名

新

（［

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

予算額
（千円）

課(局・室)名

一般企業等への就職を希望する障害者に就労に必要な知
識および能力の向上のための訓練を行う就労移行支援事業
所職員に対し、企業の協力を得て企業ニーズをふまえた実
習を行い、就労移行をより促進するとともに、制度改正に
対応した「就労アセスメント手法に関する研修」を実施
し、障害者一人ひとりに応じたきめ細やかな就労アセスメ
ント体制を構築し、一般就労する障害者の拡大に資する。
[福祉施設から一般就労への人数 72人（H24年度）→121
人（H26年度）]

2,800 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。また、、障害のある人の表現の魅力と可能性を伝える
とともに、障害のある人の社会参加の促進と地域生活の場
障害者芸術・文化活動推進
を充実を図るため、合唱・ダンスなどの表現活動に取り組
事業
む新たな参加者を県内に広げ、表現活動の場を地域に定
着・充実していく。
[障害者アート公募展への応募者数 330人（H26年度）]
[表現活動ワークショップへの参加者数 210人（H26年
度）]

34,000 障害福祉課

障害者の地域での生活を支援するため、社会福祉法人等
障害児者施設等整備助成事
が行う障害者施設の耐震化整備や、グループホーム等のス
業
プリンクラー整備に対し助成する。

100,942 障害福祉課

重度障害者の入所支援および通所支援を一体的に実施す
重度障害者地域包括支援事
ることにより、重度障害者が地域生活を継続できる地域基
業
盤の充実を図る。

162,617 障害福祉課

県立学校における農場の施設管理等のため、障害者を雇
県立学校における障害者雇 用し、農業に関する知識・技術の取得を通じて就労の機会
用推進事業
の拡大につなげる。
［雇用予定者数 11名(H26年度)］

20,800 教職員課

就労移行支援促進事業

３ 地域を支える医療福祉・在宅看取りプロジェクト
目指す方向

目

標

施策の展開

○若い頃からの健康づくりを推進しながら医療を充実させるとともに、人のつながりや地域のつながり
を強くすることにより、医療や介護の不安を安心に変え、幸せな最期を迎えることができる“終の住
み処”づくりを進めます。
○県民が予防の重要性を理解し、健康的な生活習慣を身につけていること。
○どこでも誰でも納得のいく医療や介護を享受でき、地域で安心して生活のできる在宅介護・在宅看取りの
体制が整備されていること。
○医療・福祉・情報ネットワークでの経済的な成長を同時に図ること。
○施策３－１ 地域医療を担う医師・医療専門職等を育成します。
○施策３－２ 県民の健康づくりや疾病の早期発見・早期治療を支援します。
○施策３－３ 医療と福祉が連携し、在宅で療養できる体制の整備や地域でのかかりつけ医を確保
します。また、地域ぐるみで高齢者を見守る仕組みづくりを進めます。

施策体系
「滋賀の医療福祉を守り育てる」推進事業

医療福祉の
総合的な推進
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施策３－３
在宅療養・
在宅看取り
体制整備、
地域における
かかりつけ医の
確保

地域完結型在宅医療福祉推進事業
県民共生会議（仮称）あり方検討事業
在宅医療等の推進
在宅医療推進地域モデル事業

在宅医療等の推進

難病医療連携推進事業
医療と介護をつなぐ看取り介護研修
認知症疾患医療センター医療相談支援事業
若年認知症地域ケアモデル事業

在宅介護・福祉
の推進

災害時要援護者支援体制整備事業
リハビリテーション推進計画策定事業
しがの魅力ある介護事業所づくり応援事業
障害者医療福祉相談推進事業
医師確保のための総合対策

医師等確保対策

滋賀県医師キャリアサポートセンター運営事業
地域を支えつなぐ医療専門職育成事業

施策３－１
地域医療を担う
医師・医療専門
職等の育成

地域リハビリテーション人材養成事業

看護職員確保対策

在宅医療福祉を担う看護職員養成事業
看護職員確保等対策事業
在宅医療福祉を担う人材養成事業

福祉・介護人材
確保対策

福祉人材バンク運営事業
障害者介護職員養成事業
認知症対策推進研修事業
健康情報提供事業
糖尿病医療連携体制整備事業

健康づくり

自殺予防情報センター運営費
ＩＣＴ活用遠隔集中リハビリテーション推進事業
健康寿命をのばそう！プロジェクト

施策３－２
県民の健康
づくり、疾病の
早期発見・早期
治療の支援

がん計画推進事業

疾病の早期発見
早期治療

がん対策推進基金事業
遠隔病理診断体制整備事業
滋賀県放射線治療推進事業
県民主導介護予防地域づくり促進事業
介護予防推進交付金事業

介護予防

民間主導要介護度改善プロジェクト事業
老人クラブ介護予防活動支援事業

【重点テーマ関連事業(主なもの)】

重点テーマ３

地域を支える医療福祉・在宅看取り
健康福祉部、病院事業庁

施策３－１

地域医療を担う医師・医療専門職を育成します。

事業名

（［

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

魅力ある病院づくり、女性医師の働きやすい環境づ
くりなど、医師確保のための対策を総合的に行う。
寄附講座の設置、臨床研修医確保・定着プログラム
等支援、医師養成奨学金の貸与などにより、医学生・
臨床研修医等の県内定着を促進する。
医師確保のための総合対
地域医療の担い手育成を目的として滋賀医科大学や
策
地域医療に従事する医師、地域住民などが一体となっ
て実施する取組を支援する。
［県内定着を条件とした医学生修学資金、滋賀医科大
学奨学金の新規貸与者数 48人(H19～23年度の累計)→
96人(H26年度までの累計)］
「滋賀県医師キャリアサポートセンター」を設置し、
滋賀県医師キャリアサ
医師養成奨学金貸与者のキャリア形成や女性医師の就
ポートセンター運営事業
労支援などを行い、県内医師の確保・定着を図る。
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
地域を支えつなぐ医療専 う、臨床能力の高い医療専門職の育成を図る。
門職育成事業
［医療専門職育成のための研修修了者数 20名（H26年
度)］
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
地域リハビリテーション 血管病（脳梗塞、心筋梗塞）、認知症になっても地域
人材養成事業
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・言語聴覚士を
養成するための仕組みづくりに取り組む。

新

在宅医療福祉を担う看護
職員養成事業

予算額
（千円）

188,920

30,500 病院事業庁

2,795 医務薬務課

15,250

看護職員を増やすとともに、地域医療を担う高度な
専門的知識と技能を有する看護職員を確保するため、
看護職員の養成、確保定着、潜在看護力の活用、資質
看護職員確保等対策事業
向上を柱として総合的な対策を実施する。
［看護職員数（常勤換算）
12,249人(H20年)→ 13,744人(H26年)］
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
在宅医療福祉を担う人材 に、在宅医療に携わる医師を増やすためのセミナーを
養成事業
実施し、各地域での在宅医を中心としたチーム医療の
充実強化を行う。
[在宅医療に取り組む医師の増加数

14人（H26年度）]

医務薬務課
障害福祉課

26,634 医務薬務課

【訪問看護従事者確保・資質向上事業】
訪問看護ステーション実習を通して、看護学生に訪問
看護の意義や魅力を重点的に啓発し、訪問看護師を志
す人材を養成に取り組む訪問看護ステーションを支援
する。また、専門性の高い訪問看護認定看護師を各圏
域に配置できるよう資格取得への支援を行う。
[実習指導したグループ数 240グループ（H26年度）]
【在宅医療福祉施設・医療機関の看護職員相互研修事
業】
在宅医療推進にあたり、必要な知識等の習得や連携の
強化を目的として、在宅医療福祉施設および医療機関
の看護職員が情報や課題を共有できる研修を実施す
る。
[研修参加者数 20人(H26年度)］

課(局・室)名

医療福祉推進課
医務薬務課

573,754 医務薬務課

3,056 医療福祉推進課

事業名

新

新

（［

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

予算額
（千円）

県北部では福祉の人材不足がさらに深刻な状況にあ
ることから、地域ニーズに応じたきめ細かな相談助言
福祉人材バンク運営事業
等を行うため、福祉人材センターの支所（福祉人材バ
ンク）を設置し、人材確保対策を推進する。

10,000 健康福祉政策課

介護分野で就労を希望する障害者に対して、介護職
員初任者研修等を実施するとともに、就職に向けた支
障害者介護職員養成研修
援を行う。
事業
[障害者介護職員養成数

6,346 医療福祉推進課

20人（H26年度）]

認知症に関わる保健・医療・福祉の関係者が認知症
について理解を深め、認知症の人が安心して地域で生
活できるよう人材の育成を図るため、研修を拡充し、
認知症対策推進研修事業
認知症にかかる医療と福祉の推進を支援する。
[認知症相談医の認定数

施策３－２

4,156 医療福祉推進課

321人（H26年度）]

県民の健康づくりや疾病の早期発見・早期治療を支援します。

事業名

健康情報提供事業

新

課(局・室)名

（［

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

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、県民がいきいきと健康的な生活を
送ることができるよう支援を行う。
［県民がＩＴ等を活用してアクセスできる健康情報の
コンテンツ数 1シリーズ(H26年度)］

予算額
（千円）

課(局・室)名

7,433 病院事業庁

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、
糖尿病医療連携体制整備
医療連携体制の構築を図るとともに、一般診療所にお
事業
いて適切に生活指導が行えるよう体制の整備を行う。
［糖尿病地域連携体制が機能している二次医療圏 6圏
域(H26年度)］

2,737 健康長寿課

精神保健福祉センター内に、「滋賀県自殺予防情報
センター」を設置し、自殺対策緊急強化基金を活用
自殺予防情報センター運 し、コーディネーターの配置、啓発、研修、調査、情
営費
報発信等を実施する。また、若年層、自殺未遂者や自
死遺族、地域の実情に応じた対策を充実することで、
更なる自殺者の減少を図る。

17,895 障害福祉課

超高齢社会に適切に対応し、急性期から生活期に至
る生活状況に呼応したリハビリテーションの普及・拡
ＩＣＴ活用遠隔集中リハ
大を図り、日常生活の自立、健康の維持・向上を図る
ビリテーション推進事業
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。

1,700 病院事業庁

県の重点課題である、運動・食生活・禁煙・介護予
防の４つの視点から、健康情報の分析と企業等への提
健康寿命をのばそう！プ 供を行うとともに、地域で健康づくりを実践する企
ロジェクト
業、ＮＰＯ等の発掘と活動紹介、さらには取り組みの
評価と表彰を行い、企業等の民間活力を活用した「健
康なまちづくり」を推進する。

4,331 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
患者の長期的支援を行う。また、地域医療再生計画に
基づき、がん診療に携わる人材を育成し、がん医療の
充実を図る。
［がん検診受診率 50%(H26年度) ］

162,467 健康長寿課

がん計画推進事業

事業名

新

新

（［

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

予算額
（千円）

課(局・室)名

「滋賀県がん対策の推進に関する条例」の施行に伴
い、条例の趣旨を踏まえ、既存の一般施策では十分に
対応できていない部分について、重点的かつきめ細や
かに取り組みを進めるため基金の積み立てを行う。平
成26年度は、がん医療情報などを効果的に県民にわか
りやすく情報発信していくこと、がん医療の相談支援
機能の充実強化のための支援、また、就労支援などを
行う。

120,216 健康長寿課

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
遠隔病理診断体制整備事
断体制を整備する。
業
［病理遠隔診断ネットワークへの参加病院数の拡大
12病院（累計）（H26年度)］

3,587 病院事業庁

県内で放射線治療に従事している放射線技師等の技
術向上のための教育・研修等を実施し、滋賀県におけ
滋賀県放射線治療推進事
る放射線治療の質の向上を図り、県民に安全な放射線
業
治療を提供する。
〔派遣先 5病院(H26年度）〕

1,846 病院事業庁

県民の介護予防意識の醸成、介護予防に携わる人材
県民主導介護予防地域づ
の育成、介護予防を地域全体で取り組むための仕組み
くり促進事業
づくりを進める。

41,597 健康長寿課

介護予防基盤強化基金を活用し、概ね60歳以上の高
介護予防推進交付金事業 齢者を対象に、要介護度の改善を図るため、市町や団
体が行う効果的な介護予防の取組を支援する。

23,386 健康長寿課

介護予防基盤強化基金を活用し、要介護高齢者の重
民間主導要介護度改善プ
度化を防ぐため、利用者の要介護度の改善に取り組む
ロジェクト事業
通所介護事業所等に対して交付金を交付する。

49,310 健康長寿課

介護予防基盤強化基金を活用し、高齢者の健康づく
りと介護予防活動の普及を図るため、介護予防サポー
老人クラブ介護予防活動
ターを養成するとともに介護予防の実践を支援する。
支援事業
［介護予防サポーターの養成人数 100人（H26年
度）］

11,844 健康長寿課

がん対策推進基金事業

施策３－３ 医療と福祉が連携し、在宅で療養できる体制の整備や地域でのかかりつけ医を確保しま
す。また、地域ぐるみで高齢者を見守る仕組みづくりを進めます。
事業名

新

新

（［

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

予算額
（千円）

課(局・室)名

「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、
「滋賀の医療福祉を守り 幸せな最期を迎えることができる在宅療養・在宅看取
育てる」推進事業
りの体制づくり実現を目指す。併せて、地域での地道
な医療福祉関係者の取り組みについて、電波媒体等を
活用して情報発信することにより、県民の医療福祉を
守り育てる気運の醸成を図る。

8,700 医療福祉推進課

高齢化の進行状況や医療需要ピークは医療圏ごとに
異なることから、2025年を見据えた地域特性を客観的
地域完結型在宅医療福祉
なデータに基づき分析し、それを踏まえて二次圏域で
推進事業
の医療福祉ビジョンの評価等を行い、地域完結型の地
域包括ケアシステムの構築を目指す。

11,355 医療福祉推進課

障害の有無にかかわりなく安心して暮らせる「共生
社会」の実現に向けた地域づくりの先駆的な取り組み
県民共生会議（仮称）あ を支援するとともに、「県民共生会議（仮称）を考え
り方検討事業
る委員会」を設置し、検討を進める。
[先進的な取り組みを実践する地域の数 ３箇所（H26
年度）]

1,909 障害福祉課

事業名

（［

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

予算額
（千円）

課(局・室)名

住み慣れた地域で最期までその人らしい生活がおく
れるよう、病院から在宅まで切れ目のない医療を提供
する仕組みをつくるとともに、医療福祉関係者の情報
共有と連携機能を備えた拠点を整備する。
在宅医療等の推進

147,537 医療福祉推進課

［地域連携クリティカルパスに取り組んでいる病院数
（がん、脳卒中、糖尿病、心筋梗塞ごとに合計した
数）
71件(H24年度)→90件(H26年度)］
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
在宅医療推進地域モデル
積極的に取り組む市町を支援する。
事業
［在宅医療推進地域モデル事業実施市町数
年度)］

難病医療連携推進事業

新

新

9,000 医療福祉推進課

3市町(H26

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。
［県内病院におけるレスパイト入院受入病院数
18病院(H21年度)→34病院(H26年度)］

12,402 健康長寿課

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
医療と介護をつなぐ看取 を共有する。
り介護研修
[医療と介護をつなぐ看取り研修の参加者数 250人
（H26年度）]

600 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
う拠点である認知症疾患医療センター（４カ所）の機
認知症疾患医療センター
能の強化を図るとともに、目標である６カ所整備に向
医療相談支援事業
け、滋賀県認知症対策推進会議（仮称）を設置し検討
を進める。

12,500 医療福祉推進課

若年認知症の人と家族を身近な地域で支えられるよ
若年認知症地域ケアモデ う、若年認知症就労継続支援を中心としたモデル事業
ル事業
を実施し、若年認知症ケアの取組の方向性の明らかに
する。

4,600 医療福祉推進課

市町域を超えた広域での要援護者の支援体制を検討
災害時要援護者支援体制 し、各福祉圏域での広域福祉避難計画の策定や支援者
整備事業
育成を行い、大規模災害時に対応できる仕組みづくり
を進める。

3,066 健康福祉政策課

２０２５年問題を見据え、地域リハビリテーション
や、病態や疾患による専門的リハビリテーションにつ
リハビリテーション推進
いて具体的ニーズの調査を行うとともに施策の方向と
計画策定事業
政策目標(数値目標)を明らかにした推進計画を策定す
る。

900 健康長寿課

介護職員の人材確保・定着を図るため、関係者によ
る連絡協議会の設置、合同入職式の開催、職場の環境
改善を図るためのアドバイザー派遣を行う。また、優
しがの魅力ある介護事業
良事例の取り組みを広報し介護事業所のイメージアッ
所づくり応援事業
プを図る。
[職場関係改善アドバイザー派遣件数 研修体系50法
人、労務改善40法人（H26年度）]

15,000 医療福祉推進課

複雑困難な相談に、高い専門性で一貫した対応を行
障害者医療福祉相談推進 うため、専門相談機関が集まる障害者医療福祉相談
事業
モールの機能を充実するとともに、地域の相談体制の
強化を図る。

94,165 障害福祉課

４ 低炭素社会実現プロジェクト
目指す方向

目

標

○化石燃料にできるだけ依存しない社会構造、産業構造への転換を図り、持続可能な低炭素社会を築くととも
に
地球温暖化防止関連ビジネスの集積や技術革新を通して経済成長を図ります。
○低炭素型の交通体系が整備されていること。
○家庭での地球温暖化防止が進んでいること。
○事業活動の低炭素化が進んでいること。
○施策４－１

施策の展開

○施策４－２
○施策４－３

鉄道等の公共交通機関や自転車によるエコ交通の促進と、電気自動車等のエコカーへの転換を
進めます。
住宅への自然エネルギー導入や省エネ住宅への改修など、低炭素社会を実現するまちづくりを
促進します。
経済界と協働して行う温暖化対策や中小企業のＣＯ２排出削減への支援などを行います。

施策体系

低

施策４－１
低炭素型の交通体系の整備

エコ交通の促進・エコカー
への転換
滋賀交通ビジョン推進事業
①エコ交通推進啓発事業
②新たな高速鉄道を見据えた北
びわこエリアの地域交通活性化
検討事業
③新交通システム推進事業

電気自動車普及促進事業

炭

素

社

会

の

実

施策４－２
家庭・地域での
地球温暖化防止
家庭・地域での再生可能エネ
ルギーの導入・省エネ促進
個人用住宅太陽光発電・コー
ジェネ普及促進事業
個人用既築住宅太陽光発電シス
テム設置推進事業
公共的施設等再生可能エネルギー
導入推進事業

現

施策４－３
事業活動の低炭素化

再生可能エネルギーの振興
再生可能エネルギー普及啓発・人材
育成事業
事業用再生可能エネルギー等導入促
進事業
グリーン・イノベーション推進事業
（再掲）

低炭素社会づくり先端的取組普及
事業
地球温暖化対策推進事業
県営農村地域再生可能エネルギー
施設整備事業
農村の「近いエネルギー」活用推進
事業
地域主導型再生可能エネルギー事
業化支援事業
水利用の合理化に向けた農業水利
システム検討事業

中小企業等のＣＯ２削減への支援

低炭素社会実現に貢献する事業者評
価推進事業
民間事業者節電・省エネ推進事業
低炭素化技術開発・実証化補助事業
滋賀エコ・エコノミープロジェクト
推進事業
県庁舎電灯省電力化改修事業

【重点テーマ関連事業(主なもの)】

重点テーマ４ 低炭素社会実現
総務部、琵琶湖環境部、商工観光労働部、農政水産部、土木交通部
施策４－１ 鉄道等の公共交通機関や自転車によるエコ交通の促進と、電気自動車等のエコカーへの転換
を進めます。
事業名

予算額
（千円）

課(局・室)名

鉄道やバスなどの公共交通機関と自転車や徒歩等を組み
合わせた人と環境にやさしい魅力と利便性の高い「エコ交
通」を推進する第一歩として、県庁職員自らがエコ通勤に
取り組む。

－ 交通政策課

滋賀交通ビジョン推進事業
今後10年間を見据えた北びわこエリアの公共交通利用拡
(新たな高速鉄道を見据えた 大に向けて検討を行うとともに、東海道新幹線米原駅開業
北びわこエリアの地域交通 50周年や湖西線開業40周年等の周年記念を通じて、公共交
活性化検討事業)
通利用拡大の気運醸成を図る。

3,000 交通政策課

滋賀交通ビジョン推進事業
(新交通システム推進事業)

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。

2,000 交通政策課

滋賀交通ビジョン推進事業
(自転車利用促進事業)

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
する情報発信等により、自転車利用への転換を図る。

1,900 交通政策課

電気自動車普及促進事業

関係者との意見交換を実施するなど、走行時に二酸化炭
素の排出のない電気自動車の普及啓発を行う。

新 滋賀交通ビジョン推進事業
(エコ交通推進啓発事業)

新

事業概要
（［ ］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

790 温暖化対策課

施策４－２ 住宅への自然エネルギー導入や省エネ住宅への改修など、低炭素社会を実現するまちづくり
を促進します。
事業名

新

新

事業概要
（［ ］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

予算額
（千円）

課(局・室)名

個人用住宅太陽光発電・
コージェネ普及促進事業

家庭部門でのエネルギー効率を向上するため、個人用住
宅への太陽光発電システムの設置と併せて、コージェネシ
ステムを設置する者に対して支援する。
[支援件数 140件（H26年度）]

15,328 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

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システムを設置する者に対して支援
する。
[支援件数 900件（H26年度）]

50,310 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

再生可能エネルギー等の地域資源を活用した環境先進地
域の構築のため、市町や民間事業者等が実施する防災拠点
等への再生可能エネルギー等の導入を支援する。
[導入件数 20件（H26年度）]

361,947 温暖化対策課

低炭素社会づくり先端的取
組普及事業

滋賀県低炭素社会づくり推進計画の「まちと建物」分野
等における県内の先端的な取組事例を収集・広報する。

2,391 温暖化対策課

地球温暖化対策推進事業

市町等と連携した節電・省エネ提案会の実施や、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。

12,895 温暖化対策課

事業名

新

新

予算額
（千円）

課(局・室)名

県営農村地域再生可能エネ
ルギー施設整備事業

農業水利施設を活用した小水力や太陽光発電施設の設
計・整備を実施し、施設の維持管理費の軽減や農村地域の
活性化を図る。
[実施地区数 ９地区（H26年度）]

352,400 耕地課

農村の「近いエネルギー」
活用推進事業

地域住民が主体となった小水力発電によるエネルギーの
地産地消の取組を支援し、農村地域の活性化を図る。
[支援件数 ６件（H26年度）]

865 耕地課

地域主導型再生可能エネル
ギー事業化支援事業

地域資源を活かした再生可能エネルギーの導入を図るた
め、地域の様々な主体で構成する協議会等による再生可能
エネルギーの事業化の検討を支援する。

2,563

水利用の合理化に向けた農
業水利システム検討事業

琵琶湖からの逆水と河川、ため池を用水源とする土地改
良区を対象として、水利用の合理化に向けた農業水利シス
テムを検討・提案し、土地改良区運営の軽減を図るととも
に、省エネ型水利用を定着させることにより、低炭素化社
会の構築を目指す。

7,500 耕地課

施策４－３
す。

地域エネルギー
振興室

経済界と協働して行う地球温暖化対策や中小企業のＣＯ2排出削減への支援などを行いま

事業名

新

事業概要
（［ ］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

事業概要
（［ ］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

予算額
（千円）

課(局・室)名

再生可能エネルギー普及啓
発・人材育成事業

再生可能エネルギーの導入促進に向けた取組等を喚起す
るため、国内外の先進事例等について情報提供を行うセミ
ナーや、事業化を通じて地域に貢献する人材を育成するた
めの講座を開催する。

1,540

地域エネルギー
振興室

事業用再生可能エネルギー
等導入促進事業

事業所レベルでの再生可能エネルギー導入を促進するた
め、中小企業等による再生可能エネルギー等の設備導入を
支援する。
[設備導入団体数 10団体（H26年度）]

10,000

地域エネルギー
振興室

低炭素社会実現に貢献する
事業者評価推進事業

条例に基づく計画書制度に位置付けている、創エネ・省
エネ製品の生産等を通じて温室効果ガス排出削減に貢献す
る事業活動の支援や、事業者の事業活動における自社の温
室効果ガス排出削減の推進を図る。

民間事業者節電・省エネ推
進事業

中小企業等の節電・省エネ行動を促進するため、省エネ
診断や省エネ設備整備に対し助成する。
[設備整備団体数 20団体（H26年度）]

24,100

地域エネルギー
振興室

低炭素化技術開発・実証化
補助事業

中小企業者等が主体となって実施する、低炭素化社会の
実現につながる新製品開発や新技術開発、また新たに開発
された技術の実証化実験について、必要となる経費の一部
を助成する。
[補助件数 3件（H26年度）]

25,000

モノづくり振興
課

滋賀エコ・エコノミープロ
ジェクト推進事業

経済界や淡海環境保全財団と連携して、環境保全と経済
成長の両立する取組を推進するため、情報提供・発信等の
エコ・エコノミー推進事業を展開する。

県庁舎電灯省電力化改修事
業

県庁本庁舎および大津合同庁舎の電灯設備の省電力化を
推進し、県の事業活動に伴う電気使用量の削減を図ること
により、事業者としての県のＣＯ２排出量の削減に取り組
む。

6,750 温暖化対策課

2,797 温暖化対策課

177,373 総務課

５ 琵琶湖の再生プロジェクト
目指す方向

目

標

施策の展開

○森林からつながる集水域も含めた琵琶湖環境の再生に向けた取組を、国や下流府県等と連携して進めると
ともに、琵琶湖淀川流域での広域的課題に対応し、水質、生態、文化を含めて、総体として健全な琵琶湖
を次世代に引き継ぎます。
○また、これらの取組により環境関連産業などを振興させ、経済成長を図るとともに、琵琶湖を地域の誇り
としてよみがえらせます。
○健全な生態系と安全・安心な水環境が確保されていること。
○琵琶湖が保全・再生され、遊・食・住などの人の暮らしと琵琶湖の関わりが再生し、県民の誇りとなって
いること。
○統合的な視点から琵琶湖淀川流域の管理を行う流域自治の仕組みが構築され、関西圏での琵琶湖の存在感
が高まっていること。
○施策５－１
○施策５－２
○施策５－３
○施策５－４

琵琶湖の在来魚を増やし、漁獲量を拡大します。
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・再生を進めます。
環境保全活動を支援し、人の暮らしと琵琶湖の関わりの再生を進めます。
琵琶湖淀川流域の関係者の参画と連携による流域自治を進め、上下流の枠組みを超えた流域
全体の統合的な管理を図ります。

施策体系

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

施策５－２
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
政策課題に即応した調
査・研究の推進
（仮称）琵琶湖環境研究推進
機構の運営
試験研究機関連携事業
水系・生物の「つながり」
の再生に関する研究

琵琶湖水質・生態系の管
理・評価手法の構築
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
早崎内湖再生事業
内湖の在来魚生産機能の回
復・向上試験事業

水草・外来水生植物対策
水草対策事業・水草刈取事業
総合流域防災事業(河川再生)

琵琶湖と人の暮らしとの
関わりの再生

施策５－１
琵琶湖の在来魚を
増やし、漁獲量を
拡大
在来魚の生息環境の改
善
水産基盤整備事業
セタシジミ種苗放流事業
琵琶湖固有種ワタカで学ぶ
南湖再生事業

在来魚貝の漁獲量拡大
南湖中央部水草除去事業
南湖のホンモロコにぎわい
復活事業
セタシジミ資源の回復・向
上試験事業
セタシジミ親貝放流技術開
発事業
赤野井湾の在来魚復活事業
試験研究機関連携事業
水系・生物の「つながり」
の再生に関する研究(再掲)

赤野井湾水質改善事業
侵略的外来水生植物徹底駆除事業 外来魚の除去と活用

水源林保全・鳥獣対策
水源林保全等検討事業
カワウ対策事業
①琵琶湖北部カワウ等対
策事業
②新規コロニー等拡大防
止カワウ対策事業
カワウ漁業被害防止対策事業
ニホンジカ森林土壌保全対策
指針策定事業
鈴鹿生態系維持回復事業

有害外来魚ゼロ作戦事業
オオクチバス稚魚発生抑
制事業

施策５－３
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

統合的な視点からの
琵琶湖淀川流域の管理

施策５－４
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

琵琶湖との関わりの促進
マザーレイクフォーラム
推進事業
取り戻せ！つながり再生
モデル構築事業
新琵琶湖博物館の創造
展示交流空間再構築事業
琵琶湖再発見!交流促進事業
地域再発見！参加型移動
博物館事業
琵琶湖岸漂着物対策支援
事業

人材育成、国際協力、
技術開発支援
滋賀の環境人育て推進事業
ラムサールびわっこ大使
事業
湖沼に関する国際協力と
情報発信事業
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
淡海環境プラザ事業

琵琶湖淀川流域での
関わりの促進
びわ湖フローティング
スクール事業
水源林保全等検討事業
（再掲）
地域再発見!参加型移
動博物館事業（再掲）

流域自治の推進
琵琶湖の治水機能や生
態系に配慮した弾力的
な琵琶湖水位操作方法
の検討

【重点テーマ関連事業(主なもの)】

重点テーマ５

琵琶湖の再生
琵琶湖環境部、農政水産部、土木交通部、教育委員会

施策５－１

琵琶湖の在来魚を増やし、漁獲量を拡大します。

事業名

（［

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

水産基盤整備事業

380,250 水産課

セタシジミ種苗放流事業

セタシジミ資源の早期回復を図るため、セタシジミ種苗の
生産・放流を行うとともに、放流効果を検証する。
［セタシジミ稚貝の放流量
稚貝 1,200万個(H25年度)→稚貝 1,200万個(H26年度)］

3,000 水産課

水草を食べるワタカと植物プランクトンを食べるゲンゴロ
ウブナを南湖へ放流し、漁場の改善を図るとともに、県民参
琵琶湖固有種ワタカで学ぶ
加型の環境学習と放流体験事業を行う。
南湖再生事業
［ワタカ種苗の放流量
45万尾(H25年度)→ 35万尾(H26年度)］

4,700 水産課

ホンモロコが南湖東岸の産卵繁殖場から北湖まで移動でき
るよう南湖中央部で水草を根こそぎ除去し、ホンモロコのに
ぎわいを取り戻す。
［対象面積 南湖中央部 85ha (H26年度)］

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
南湖のホンモロコにぎわい
ロコ資源の増産を図る。
復活事業
［水草刈り取り150ha、ホンモロコ種苗の放流100万尾(H26年
度)］

新

新

課(局・室)名

在来魚貝類の産卵繁殖場を回復させるため、ヨシ帯および
砂地の造成を行い、水産資源の増大を図る。
［累積ヨシ帯造成面積
27.9ha(H25年度)→ 30.2ha(H26年度)］
［累積砂地造成面積
40.3ha(H25年度)→ 45.8ha(H26年度)］

南湖中央部水草除去事業

新

予算額
（千円）

琵琶湖の北湖漁場に設置や撤去が容易なポールなどの構造
物を設置し、湖底の流れに変化を生じさせて、稚貝の生残や
セタシジミ資源の回復・向
成長に好適な環境を作り出す技術を開発する。
上試験事業
［構造物周辺の生息環境と稚貝生息状況の把握(H26年度)］
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
セタシジミ親貝放流技術開 発する。
発事業
［親貝の肥育状況と産卵状況の把握(H26年度)］

10,000 琵琶湖政策課

15,700 水産課

3,500 水産課

2,300 水産課

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
赤野井湾の在来魚復活事業 する。
［種苗(稚魚)の放流
ニゴロブナ80万尾、ホンモロコ60万尾(H26年度)］

6,900 水産課

外来魚ゼロを目指し、捕獲駆除や繁殖抑制を中心に、総合
的な事業を展開する。
［駆除量 315トン(H26年度)］

56,265 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
オオクチバス稚魚発生抑制
ボートや刺し網により重点的に捕獲する。
事業
［オオクチバスに特化した効果的な駆除手法の研究（H26年
度）］

13,830 水産課

有害外来魚ゼロ作戦事業

施策５－２

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・再生を進めます。

事業名

（［

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

予算額
（千円）

課(局・室)名

琵琶湖環境に係る横断的課題に対する連携強化や共同研究
新 （仮称）琵琶湖環境研究推 を促進するため、関係部局と関係試験研究機関で構成する
進機構の運営
（仮称）琵琶湖環境研究推進機構を創設する。

環境政策課
－ 琵琶湖環境科学
研究センター

琵琶湖流域における喫緊の課題である「在来魚介類の減
試験研究機関連携事業 水
新 系・生物の「つながり」の 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
再生に関する研究
活に向けた政策提案を行う。

琵琶湖環境科学
研究センター、
琵琶湖博物館、
26,591 森林センター、
水産試験場、農
業技術振興セン
ター

新

近年、琵琶湖において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
琵琶湖の総合保全に向けて 構築を目的とした調査を進め、対策につなげる。
の総合的・学際的な調査検
また、平成19年度から進めてきた水質汚濁メカニズム解明
討
調査の成果を活かし、環境審議会等の議論を通じ、琵琶湖の
有機物に関する新たな水質管理手法を確立させ、湖沼水質保
全計画等各種計画に反映させる。

9,059 琵琶湖政策課

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
ポンプ実施設計等を実施する。

97,413 琵琶湖政策課

早崎内湖再生事業

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
内湖の在来魚生産機能の回 総合的に実施して、内湖の水産資源増殖効果を評価する。
復・向上試験事業
［西の湖の在来魚増殖機能と琵琶湖で漁獲されたニゴロブナ
等に占める西の湖生まれの割合の把握(H26年度)］

6,200 水産課

水草対策事業

水草の異常繁茂による湖流の停滞、湖底の泥化など自然環
境や生態系への悪影響を改善するため、南北方向に根こそぎ
除去を実施する。
［対象面積 南湖西岸部 800ha(H26年度)］

114,000 琵琶湖政策課

水草刈取事業

夏季の水草異常繁茂による航行障害や悪臭などの生活環境
への悪影響を軽減するため、緊急性や公共性の高いところか
ら重点的に表層部の刈取りを実施する。
［刈取量 1,200トン(H26年度)］

41,000 琵琶湖政策課

南湖の湖流改善、健全な生物生息空間の再生を図るため、
総合流域防災事業（河川再
南湖に異常繁茂している水草の根こそぎ除去を行う。
生）
［南湖沖合部での根こそぎ除去40ha（H26年度）］

流域政策局
14,700 （河川・港湾
室）

赤野井湾で拡大しているハス群落を根こそぎ除去し、停滞
している湖水の流れを回復し水質を改善する。
［対象面積 1.5ha (H26年度)］

19,000 琵琶湖政策課

赤野井湾水質改善事業

事業名

新

（［

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

予算額
（千円）

「オオバナミズキンバイ」等の外来水生植物は、琵琶湖の
侵略的外来水生植物徹底駆 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
除事業
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。

10,000 自然環境保全課

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。

1,281 森林政策課

琵琶湖北部地域でのカワウ等による被害対策として個体数
琵琶湖北部カワウ等対策事 調整、営巣妨害等を実施する。
業
(H25年度捕獲実績3,293羽)→(H26年度捕獲目標3,000羽)］
水産課と合わせてH25実績10,218羽→H26目標9,200羽

3,610 森林政策課

新たに発生したコロニー（営巣地）等について営巣および
新規コロニー等拡大防止カ
繁殖を抑制するための捕獲を実施する。
ワウ対策事業

1,000 森林政策課

新 水源林保全等検討事業

漁業被害軽減のため、カワウ営巣地でエアライフルによる
銃器駆除を行うとともに、漁場やアユ産卵場において防鳥糸
カワウ漁業被害防止対策事
の設置や花火、銃器による追い払いを行う。
業
［カワウ捕獲数 6,200羽
琵琶湖環境部と合わせて県全体で9,200羽(H26年度)］

20,490 水産課

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
ニホンジカ森林土壌保全対 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手法を体系化することにより、森林
新 策指針策定事業
の公益的機能の確保や琵琶湖への負荷低減を図る。

新

課(局・室)名

鈴鹿生態系維持回復事業

施策５－３

9,500 森林保全課

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。
［貴重な植物群落の保全面積 １ha(H26年度)］

10,000 自然環境保全課

環境保全活動を支援し、人の暮らしと琵琶湖の関わりの再生を進めます。

事業名

（［

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

予算額
（千円）

課(局・室)名

多様な主体が思いと課題を共有し、団体・地域・分野を超
マザーレイクフォーラム推 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
進事業
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。

2,000 琵琶湖政策課

マザーレイクフォーラムびわコミ会議において示された
〈森・川～琵琶湖〉〈水田・内湖～琵琶湖〉のつながりの再
取り戻せ！つながり再生モ
生の必要性を受け、具体的な地域において、人と生きもの、
デル構築事業
人と人とのつながりの視点も含め、つながりの再生に向けた
取組のモデルを構築する。

2,180 琵琶湖政策課

事業名

新

新

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

予算額
（千円）

課(局・室)名

新琵琶湖博物館創造基本計画に基づき、第1期分としてＣ
展示室および水族展示のリニューアルにかかる展示・建築設
計業務等を行う。

環境政策課
57,699 （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
琵琶湖再発見！交流促進事 んなで琵琶湖のことを感じ考える交流機会を提供し、住民各
業
層と琵琶湖との各種交流イベントなどを実施する。
［新規来館者数 2,000人(H26年度)］

環境政策課
5,100 （琵琶湖博物
館）

移動博物館展示キットを活用し、県内はもとより琵琶湖淀
川流域や東海地方で展示やワークショップを実施することに
地域再発見！参加型移動博
より、琵琶湖の総合的な理解や琵琶湖博物館への誘客を図
物館事業
る。
［展示箇所 10箇所以上(H26年度)］

環境政策課
3,800 （琵琶湖博物
館）

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
琵琶湖岸漂着物対策支援事
を行うとともに、ボランティア団体等が美化清掃活動をでき
業
る仕組みづくりやネットワーク化を検討する。

1,980 循環社会推進課

「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
滋賀の環境人育て推進事業
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。

1,000 環境政策課

県内小学生の中から「ラムサールびわっこ大使」を募集
ラムサールびわっこ大使事 し、環境に関する国際会議において発表の機会を経験させる
業
ことにより、環境保全活動の核となる次世代のリーダーを育
成する。

1,556 自然環境保全課

「世界湖沼会議」や「世界水フォーラム」などの水に関する
国際会議（平成26年度は第15回世界湖沼会議）の場を活用
湖沼に関する国際協力と情 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
報発信事業
見を発信し、途上国等への国際貢献を行うとともに、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。

4,697 琵琶湖政策課

滋賀県・湖南省汚水処理分
湖南省への汚水処理技術援助を内容とする｢JICA草の根技
野における技術協力プロ
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
ジェクト
国内外への情報発信等を行う。

2,800 下水道課

新琵琶湖博物館の創造
展示交流空間再構築事業

新

（［

淡海環境プラザ事業

矢橋帰帆島の淡海環境プラザにおいて、技術の研究開発や
普及促進支援、下水道管理技術支援、下水道の普及啓発等を
行う。

58,750 下水道課

施策５－４ 琵琶湖淀川流域の関係者の参画と連携による流域自治を進め、上下流の枠組みを超えた流域全
体の統合的な管理を図ります。
事業名

びわ湖フローティングス
クール事業

（［

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

予算額
（千円）

課(局・室)名

琵琶湖淀川流域上下流の子どもたちの交流を図るため、小
びわ湖フロー
（フローティングス
学生の交流航海を実施する。
クール予算の内数） ティングスクー
［実施航海数 6航海(H26年度)］
ル

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
琵琶湖の治水機能や生態系 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
に配慮した弾力的な琵琶湖 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
水位操作方法の検討
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。

流域政策局
5,200 （広域河川政策
室）

６ 滋賀の未来成長産業プロジェクト

目指す方向

目

標

○琵琶湖を有する本県で培われてきた環境への取組を活かし、技術革新を推し進めることにより、国際的な潮流
も視野に入れながら、環境分野での滋賀らしい持続可能な産業振興を目指します。
○医療ニーズや健康増進ニーズに応える技術の研究開発やサービスの発展・向上により、介護分野を含む医療・
健康分野における産業振興を目指します。
○これまでモノづくり県として築いてきた県内製造業の競争力の更なる強化を図るため、県内で育まれた技術や
技能を継承・発展させながら、付加価値の高いモノづくり基盤技術の振興を目指します。
○高付加価値型企業の県内立地を誘導するとともに、県内の既存産業との強固な結びつきを図り、併せて地域や
暮らしに直結した産業を掘り起こします。また、新規成長産業の創造や新たな事業活動への挑戦を支援し、
景気に左右されにくい足腰の強い経済を作り上げます。
○“環境”に貢献する多様なビジネスや医療・健康などの分野のビジネス、付加価値の高いモノづくりなど、
新たな需要や雇用が生み出される産業が振興していること。
○県内の大学や試験研究機関と企業との連携による新事業の創出や新商品開発が進むなど、産学官金民連携や
地域間連携、企業間連携による取組が増加していること。
○滋賀の製品やサービスが海を渡り、アジアをはじめ世界での評価が高まるとともに、近隣府県も含めた産業
集積や社会資本を活かし、国際競争力の強化と産業活性化が進んでいること。
○施策６－１

施策の展開

○施策６－２
○施策６－３

環境、医療・健康、モノづくり基盤技術の分野で、新たな分野への挑戦を進めるとともに、
アジアをはじめとした海外展開の推進など、県内企業のグローバル化を支援します。
医療、福祉・介護、子育ての分野でのサービス拡大や創業を支援します。
産学官金民連携や地域間連携を進めるとともに、地の利や知の集積を活かし、広域的な視野を
もって成長戦略の拠点を形成します。
水環境ビジネス推進事業

施策体系

滋賀のクリエイティブ産業振興事業
滋賀の感性を伝える「ココクール」事業
グリーン・イノベーション推進事業
中小企業活性化推進事業
農商工連携スタートアップ事業
小規模事業者支援強化月間事業
商店街等空き店舗活用マッチング支援事業

環境、医療・健康、
モノづくり基盤技術
などの産業振興

足
腰
の
強
い
経
済
の
確
立

施策６－１
本県の強みを活かし
た新たな分野への挑
戦とグローバル化対
応の
支援

商店街創業支援事業
電池産業支援拠点形成事業
ものづくり小規模事業者等成長支援事業
中小企業人材育成支援事業
建設産業の活性化推進検討事業
建設産業魅力発信事業
建設産業適正化推進事業
構造改革指導事務委託
海外展開支援事業
びわ湖環境ビジネスメッセin海外開催事業

産学官金民連携や
地域間連携、企業
間連携の推進

マイヤーガーデン滋賀プロジェクト事業
地と知をつむぐビジネスデザイン構築事業
地域活性化のための担い手自立促進事

施策６－２
医療、福祉・介護、
子育ての分野での
サービス拡大、創業
国際競争力の強化と
産業活性化

施策６－３
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

聴覚・コミュニケーション医療センター構想
推進事業
障害福祉サービス事業所の仕事おこし支援

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
・地の利を活かした広域行政推進事
・県庁周辺県有地活用促進事業
企業誘致対象企業調査事業
健康創生産業創出推進事業
滋賀でモノづくり企業応援助成金
新技術創出イノベーション活性化推進事業
スマートＩＣ整備事業

【重点テーマ関連事業(主なもの)】

重点テーマ６

滋賀の未来成長産業

総合政策部、琵琶湖環境部、健康福祉部、商工観光労働部、土木交通部、病院事業庁
施策６－１ 環境、医療・健康、モノづくり基盤技術の分野で、新たな分野への挑戦を進めるとともに、
アジアをはじめとした海外展開の推進など、県内企業のグローバル化を支援します。
事業名

新

新

予算額
（千円）

課(局・室)名

商工政策課
環境政策課
11,580
下水道課
観光交流局

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
滋賀のクリエイティブ産業
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
振興事業
開催、事業所の設置・販路開拓に対する助成等を行う。
[クリエイター等制作件数2件（H26年度）]

5,743 商工政策課

滋賀らしい魅力をもつ商品やサービスの開発と販路開拓を
滋賀の感性を伝える「ココ 促進するとともに、滋賀のブランド価値の向上を図るた
クール」事業
め、「ココクール マザーレイク・セレクション」の選定
と、その広報を行う。

4,465 商工政策課

グリーン・イノベーションの誘発に向けて、電力・熱・
グリーン・イノベーション 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
推進事業
する推進組織で調査・検討し、エネルギー分野の観点から
産業振興を図る。

7,500

地域エネルギー振興
室

「滋賀県中小企業の活性化の推進に関する条例」の普及
啓発、中小企業者等の意見の反映の推進と中小企業活性化
施策の分かりやすい周知を図るため、意見交換会や企業訪
問等を実施するとともに、分かりやすい実施計画の説明資
料を作成する。

500 中小企業支援課

中小企業者が農林水産業者と連携して行う新商品の開発
農商工連携スタートアップ や事業化を促進するため、研修会の開催、個別のマッチン
事業
グの支援等を行う。
［マッチング成立２件（H26年度）］

1,000 中小企業支援課

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
小規模事業者支援強化月間
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
事業
て施策説明会等を開催する。

1,500 中小企業支援課

商店街等空き店舗情報提供ウェブサイトによるマッチン
グの運用と周知を図るとともに、登録した店舗について、
商店街等空き店舗活用マッ
商店街・地域のニーズに合った借り手とマッチングさせる
チング支援事業
モデル事業を展開することにより、システムの更なる有効
活用と空き店舗での創業を促進する。

1,960 中小企業支援課

商店街創業支援事業

商店街での創業に意欲のある者を募集し、実践的な講座を開
催することにより、新たな人材を発掘・育成し、商店街における
創業につなげていく。

975 中小企業支援課

電池産業支援拠点形成事業

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、県内企業と共同
で電池関連素材・部材の評価手段の検討や改良研究を進め
ることにより、県内企業の競争力、開発力を強化する。

1,490 モノづくり振興課

小規模事業者等に対し、県施策情報発信・企業情報シー
ものづくり小規模事業者等 トの作成、受注体制の確立、販路開拓・調達情報の分析の
成長支援事業
ための支援を行うことで、ものづくり小規模事業者等の下
請構造からの脱却と競争力向上を目指す。

9,200 モノづくり振興課

中小企業活性化推進事業

新

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

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
調整等を行う。
［県内企業の参画によるプロジェクト 1件（H26年度）］

水環境ビジネス推進事業

新

（［

事業名

中小企業人材育成支援事業

新

中小企業人材育成プランナーを配置し、研修会の講師等
の人材バンクの運用、人材育成に関する相談、研修会の企
画等を実施することにより中小企業の人材育成を支援す
る。

予算額
（千円）

課(局・室)名

4,021 労働雇用政策課

667 監理課

建設産業魅力発信事業

建設産業の担い手の確保・育成を図るため、「滋賀県建
設産業活性化推進検討会」の中間まとめを踏まえ、若い世
代などに建設産業の魅力等を発信等を行う。
[29歳以下の構成割合11.1％(H22)→20％(H35)、女性技術
者の割合7％(H25)→10％(H35)]

1,663 監理課

建設産業適正化推進事業

技術と経営に優れた企業が伸びられる環境を整備するた
め、「滋賀県建設産業活性化推進検討会」の中間まとめを
踏まえ、建設業取引の適正化・関係法令遵守の徹底を図
る。[年間の訪問指導件数70事業者]

2,730 監理課

構造改革指導事務委託

「滋賀県建設産業活性化推進検討会」の中間まとめを踏
まえ、建設産業の担い手の確保・育成等を目的として、現
場見学等を委託する。
[29歳以下の構成割合11.1％(H22)→20％(H35)、女性技術
者の割合7％(H25)→10％(H35)]

1,800 監理課

海外展開支援事業

（公財）滋賀県産業支援プラザ内に貿易や海外投資等に
関する相談窓口を設置するほか、アジア地域において政府
機関や現地進出企業等との関係を構築するなど、中小企業
の海外に向けた事業展開を支援する。

15,960 観光交流局

びわ湖環境ビジネスメッセ
海外で開催される環境関連見本市に県内企業の参加を得
in海外開催事業
て、びわ湖環境ビジネスメッセコーナーを出展する。

5,000 モノづくり振興課

米国ミシガン州のマイヤーガーデン（美術庭園）にて開
マイヤーガーデン滋賀プロ
催される滋賀特別展に合わせ、現地で滋賀の物産等の紹介
ジェクト事業
や情報発信などを行う。

3,500 観光交流局

創業まもない小規模な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、入居者に対す
る相談・指導等、起業家の発掘から育成までを一体的に推
進する。
[事業拡大企業数６２件 （Ｈ１４～Ｈ２６年度累計）]

39,001 中小企業支援課

「新しい公共」支援事業の終了を受けて、これからの地
地域活性化のための担い手 域の担い手として期待されるＮＰＯ等の活動基盤の強化を
自立促進事業
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。

1,102 県民活動生活課

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）

施策６－２

医療、福祉・介護、子育ての分野でのサービス拡大や創業を支援します。

事業名

新

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

平成２５年５月に立ち上げた「滋賀県建設産業活性化推
建設産業の活性化推進検討
進検討会」において、本県の建設産業の活性化推進方策の
事業
検討を行う。

新

新

（［

（［

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

予算額
（千円）

課(局・室)名

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
聴覚・コミュニケーション
可欠な聴力の回復を目的に、「聴覚・コミュニケーション
医療センター構想推進事業
医療」の確立を図るための取組を行う。

820 病院事業庁

障害福祉サービス事業所で働く障害者の就労収入の向上を
図るため、経営コンサルタント派遣による事業所の経営改善指
導や事業所と企業・自治体との商談機会の提供等、事業所の
仕事おこしを支援する。
［障害者就労支援事業所における平均工賃(賃金）
20,791円(H23年度) → 27,250円(H26年度)］

32,003 障害福祉課

障害福祉サービス事業所の
仕事おこし支援事業

施策６－３ 産学官金民連携や地域間連携を進めるとともに、地の利や知の集積を活かし、広域的な視野
をもって成長戦略の拠点を形成します。
事業名

未来成長拠点形成事業

（［

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

○地の利を活かした広域行政推進事業
近畿圏、中部圏、北陸圏の結節点に位置する本県の地の
利を活かした振興を図るため、中長期的な視野に立って広
域連携施策を調査・検討する。
○びわこ文化公園都市連携促進事業
「びわこ文化公園都市将来ビジョン」の実現に向けて、
シンボルマークなどの活用による統一的な地域のＰＲや３
大学の知的資源を活かした知の連携プロジェクトを実施す
る。
○県庁周辺県有地活用促進事業
旧滋賀会館の解体工事と旧体育文化館および県庁別館・
第二別館についての事業者募集を実施する。

予算額
（千円）

課(局・室)名

448,142 企画調整課

本県に立地誘導できる可能性の高い企業を探し出し、誘
企業誘致対象企業調査事業 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。

4,000 企業誘致推進室

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
健康創生産業創出推進事業 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
を行う。

6,000 モノづくり振興課

県内への投資促進とモノづくり基盤の強化を図り、新規
滋賀でモノづくり企業応援 雇用を確保するため、高付加価値型企業や内需型企業の新
助成金
規立地または県内工場の増設に対して、その費用の一部を
助成する。
大学シーズの発掘および企業の開発ニーズの収集を行
新技術創出イノベーション 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
活性化推進事業
とで、外部競争的資金を活用した研究開発を推進し、新技
術の創出を図る。

スマートＩＣ整備事業

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

536,952 企業誘致推進室

5,000 モノづくり振興課

198,952 道路課

７

地域の魅力まるごと産業化プロジェクト

目指す方向

目

○琵琶湖と共存する環境こだわり農業や安全・安心で高品質な食材、豊かな自然、歴史・文化など、個性や魅力に
あふれた滋賀の地域資源について、ブランドとしての価値を高めます。
○滋賀の特性を活かした魅力ある商品やサービスを生み出す産業を一層振興することにより、地域を活性化し、
経済成長を図ります。
○安全で個性的、魅力的な食や商品が提供される元気な農業が展開していること。
○自然や歴史・文化など地域資源の価値や魅力が観光資源として国内外に発信されていること。

標

施策の展開

○施策７－１ 消費者に支持される滋賀の農業の確立により、「環境こだわり農産物」や近江米、近江牛、近江の茶、
湖魚など滋賀の食のブランド力を向上させるとともに、地産地消を進め、消費拡大を図ります。
○施策７－２ 多様化する観光客のニーズに合わせて、滋賀の自然や歴史・文化の魅力を発信し、滋賀ならではの
特性を活かしたテーマ性やストーリー性のあるツーリズムを推進するとともに、訪れる観光客を
おもてなしの心で迎えることにより、滞在型をはじめとした魅力ある観光を展開します。

施策体系

県産農畜水産物による滋賀の地域ブランド力の向上
ブランド力を高める取組への支

ー

滋
賀
の
特
性
を
活
か
し
た
魅
力
あ
る
商
品
サ
ビ
ス
を
生
み
出
す
産
業
の
振
興

安全で個性的、
魅力的な商品が
提供される
元気な農業の展開

ビジネスチャンスの創出

「みずかがみ」産地化スタートダッシュ事業

県産農畜水産物輸出促進事業

環境こだわり農業支援事業
環境こだわり農産物「流域まるごと」消費
拡大事業

農村女性活躍支援事業

「滋賀のおいしさ」県外流通促進事業
未来指向の「近江牛」ブランド化事業
「近江牛」ブランド力向上支援事業

６次産業化ネットワーク活動事業

総合的なＰＲの推進
美味しい「食」の情報発信総合事業

広めようおいしいビワマス作戦事業

「環境こだわり農産
物」や近江米、近江
牛、近江の茶、湖魚
など滋賀の食のブラ
ンド力を向上させる
とともに、地産地消
を進め、消費拡大を
図る。

地産地消を拡大する取組の促進
多様な主体との協働による消費の拡

安定的かつ効率的な生産流通の拡大

「おいしが うれしが」キャンペーン
県民実感促進事業

しがの水田野菜生産拡大推進事業
新技術で実る「しがの園芸」育成事業

「農業・水産業からの食育」の推

林業・木材産業流通コーディネーター設置事業

「食べることで、びわ湖を守る。」推進事業
しがの農林漁業者等による食育活動支援
事業

滋賀ならではの観光ブランドの創造・発信、滋賀の観光情報の発信強化および
ネットワーク化の推進
観光素材の発掘・魅力の創

地域資源の価値、魅力
を観光資源として
国内外に発信

「美の滋賀」推進プロジェクト事業

「黒田官兵衛 ・戦国の舞台近江」誘客促進事業

滋賀のアート発見事業

近江水と大地の遺産魅力発信事業

アール・ブリュットの魅力発信事業

第56回近畿・東海・北陸ブロック
民俗芸能大会滋賀県大会

アール・ブリュット振興事業

滋賀の地域ブランドの発
滋賀県まるごとブランド化計画
ターゲットを意識した情報発信の継続的

滋賀の自然や歴史・
文化の魅力を発信し、
滋賀ならではの特性
を活かしたツーリズ
ムを推進するととも
に、滞在型をはじめ
とした魅力ある観光
を展開する。

「美の滋賀」づくりの推進

観光ブランド「ビワイチ」推進事業

滋賀の魅力発信事業
観光物産情報発信事業

新生美術館整備事業
明日の美術館をつくろうプロジェクト事業
近代美術館開館30周年記念事業
近代美術館から滋賀の「美」発信事業
新生美術館への琵琶湖文化館機能移転準備事業
滋賀県文化財保存基金積立事業

ターゲットを意識した観光情報発信事業
地域観光活性化支援事業

「千年の美つたえびと」づくり事業

コンベンション招致事業

近江の仏教美術等魅力発信・再生支援事業

近江の神と仏の「美」発信展覧会開催事業

滋賀の優位性を活かした国際観光の展開
国際観光誘致活動の取組の推進
国際観光推進事業

訪日教育旅行誘致事業

滋賀の素材を活かしたツーリズムの展開、受け入れる人々の「おもてなし」の向上
と居心地のよい「まちづくり」の推進
生活文化・自然体験型観光の推進
観光イベント推進事業
宿泊滞在型観光推進事業
都市農村交流体制整備推進事業

「おもてなし」や「まちづくり」を担う人材の育成
「ウェルカム滋賀」推進事業
地域への愛着と誇りの持てるまちづくりの推進
びわ湖を中心とした広域的景観形成事業
学生・地域住民と連携した観光振興
学生・地域住民と連携した「観光交流」推進事業

【重点テーマ関連事業(主なもの)】

重点テーマ７

地域の魅力まるごと産業化

知事直轄組織、総合政策部、琵琶湖環境部、商工観光労働部、農政水産部、土木交通部、教育委員会

施策７－１ 消費者に支持される滋賀の農業の確立により、「環境こだわり農産物」や近江米、近江牛、
近江茶、湖魚など滋賀の食のブランド力を向上させるとともに、地産地消を進め、消費拡大を図ります。
事業名

（［

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

予算額
（千円）

課(局・室)名

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、県が育成した温暖化対
「みずかがみ」産地化スター 応の新品種「みずかがみ」の作付を推進することと
トダッシュ事業
し、その安定生産技術の普及と加速的な作付拡大およ
び流通販売を促進する。
［みずかがみ作付面積 1000ha(H26年度)］

42,543

食のブランド推進
課・農業経営課

環境こだわり農業の実践に加え、地球温暖化防止や
生物多様性保全等に効果の高い営農活動に取り組む場
合に、国、市町とともに支援を行う。
［水稲における環境こだわり農産物栽培面積の割合
36％(H22年度)→45％(H26年度)］

250,591

食のブランド推進
課

環境こだわり農産物を、滋賀の地域ブランドとして
環境こだわり農産物「流域ま
定着させるため、琵琶湖淀川流域の消費者に、環境こ
新 るごと」消費拡大事業
だわり農業の理解促進を図る。

5,892

食のブランド推進
課

滋賀の食材の地域ブランド力向上、県外販路・消費
の拡大を図るため、伝統野菜等の認知度向上キャン
新 「滋賀のおいしさ」県外流通 ペーンの実施、生産者団体等の販路拡大活動支援およ
促進事業
び県外展示商談会での県産食材のＰＲ・発信を行う。
[販売促進のための県外キャンペーン等協力店舗数
450店舗(H26年度)]

11,660

食のブランド推進
課

環境こだわり農業支援事業

繁殖肥育一貫経営の推進を図ることで、生産コスト
を低減し、子牛生産地域に影響を受けない「近江牛」
未来指向の「近江牛」ブラン
生産を推進する。
ド化事業
［和牛の繁殖牛頭数
1,140頭（H23年度）→1,215頭（H26年度)］

8,000 畜産課

「近江牛」の飼育情報、販売動向、肉質情報のデー
「近江牛」ブランド力向上支 タを収集・解析することにより、新たな「近江牛」の
新 援事業
セールスポイントを発見し、ブランド力の向上を目指
す。

7,558 畜産課

ビワマス三倍体など養殖ビワマスの市場での評価を
広めようおいしいビワマス作
高めるため、その飼育管理方法や品質基準を策定する
戦事業
取組に対して支援する。

400 水産課

近江米、近江牛、近江の茶、湖魚など県産農畜水産
物等の輸出を促進するため、セミナーの開催や商品開
新 県産農畜水産物輸出促進事業 発アドバイスを通じて、輸出に意欲的に取り組む事業
者の育成と商品力の強化を図る。

670

食のブランド推進
課

６次産業化を推進する体制を整備するとともに、多
６次産業化ネットワーク活動
様な事業者と連携したネットワークの構築を促進し、
事業
新たな商品開発や販路開拓等の取組を支援する。

27,638 農業経営課

地域農業の発展に資する取組にチャレンジする若手
農村女性を創出するため、研究活動や人的ネットワー
ク構築等の一助となる講座を提供する。

3,900 農業経営課

新 農村女性活躍支援事業

滋賀の食材のブランドイメージの向上と地産地消の
進展を図るため、滋賀の「食材」の魅力・特長や「購
美味しい「食」の情報発信総
入できる場所」等の情報についてインターネットでタ
合事業
イムリーに発信する。
[アクセス数 500,000件（H26年度）]

5,000

食のブランド推進
課

地産地消を推進するため「おいしが うれしが」
キャンペーン推進店と連携して、スマートフォン等を
新 「おいしが うれしが」キャ 活用した消費者参加型の企画を実施することにより、
ンペーン県民実感促進事業 県民が県産農畜水産物の魅力を実感して購入する機会
を創出する。
[ラリー参加店舗数 250店舗（H26年度）]

4,864

食のブランド推進
課

事業名

（［

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

予算額
（千円）

課(局・室)名

小さい頃から環境と調和する滋賀の農業・水産業に
親しみをもつ食育を展開し、次代を担う子ども達が、
「食べることで、びわ湖を守
将来にわたり、滋賀の農業・水産業を理解し、支える
る。」推進事業
人として育つ基礎をつくる。
［食育農園の設置面積 2,000a(H26年度)］

7,940

食のブランド推進
課

農林漁業者等が、農作業等を体験する機会を提供す
しがの農林漁業者等による食
る「教育ファーム」を支援することにより、県民の食
育活動支援事業
への関心を高め、農林漁業への理解促進を図る。

2,000

食のブランド推進
課

野菜を本県の水田農業における戦略作物として位置
しがの水田野菜生産拡大推進 づけ、水田における生産拡大を推進する。
事業
［販売用水田野菜生産面積
1,016ha(H21年度)→1,400ha(H26年度)]

32,000 農業経営課

農業技術振興センターが開発・確立した技術等の組
新技術で実る「しがの園芸」
織的な導入を加速化することで、果樹・花き等園芸生
育成事業
産の面的な拡大を図る。

4,000 農業経営課

県土の約半分の森林から生産される県産材の地産地
消を促進するため、生産から加工、利用をつなぐ流通
林業・木材産業流通コーディ
コーディネート機能の強化を支援する。
ネーター設置事業
[県産材の素材生産量
42,000㎥(H21年度)→59,000㎥(H26年度)]

4,000 森林政策課

施策７－２ 多様化する観光客のニーズに合わせて、滋賀の自然や歴史・文化の魅力を発信し、滋賀なら
ではの特性を活かしたテーマ性やストーリー性のあるツーリズムを推進するとともに、訪れる観光客をお
もてなしの心で迎えることにより、滞在型をはじめとした魅力ある観光を展開します。
事業名

（［

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

予算額
（千円）

課(局・室)名

本県の観光地としての認知度と評価の向上を目指
し、滋賀を周遊することを象徴的に表現する「ビワイ
観光ブランド「ビワイチ」推
チ」（びわ湖一周）というフレーズを用いた旅のブラ
進事業
ンドづくりを行う。
[観光プログラムの個別計画数 10件(H26年度)]

13,900 観光交流局

大河ドラマ「軍師官兵衛」の放映を契機として、旅
「黒田官兵衛・戦国の舞台近
行会社やマスコミ等が集中する首都圏において、戦国
新 江」誘客促進事業
の舞台となった本県の積極的なＰＲを展開する。

6,000 観光交流局

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
近江水と大地の遺産魅力発信
よう講座や探訪などを行う。
事業
［講座・探訪ツアー・展示等への参加者数
2,000人(H26年度)］

2,000 文化財保護課

第56回近畿・東海・北陸ブ
ブロック内で伝承されている優れた民俗芸能を招聘
ロック民俗芸能大会 滋賀県 し、公開することで、民俗文化財の魅力に触れてもら
大会
うとともに、滋賀県の民俗文化を発信する。

5,000 文化財保護課

ブランディングデザイナーによる総合プロデュース
のもと、既存の施策、イベントや活動などを巻き込
滋賀県まるごとブランド化計
み、多くの関係者が連携しつつ強力に滋賀県のブラン
画
ドを発信する手法を構築し、具体的な発信を展開す
る。

22,053 企画調整課

滋賀の魅力発信事業

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、広報冊子と
して活用する。

観光物産情報発信事業

ホームページやメディアを活用した情報発信、交通
機関と連携したキャンペ－ンの展開、首都圏等で開催
される観光展への出展などを通じ、多様な観光資源や
イベント等の情報を効果的に発信する。
[ホームページアクセス数 695万件(H26年度)]

30,600 観光交流局

観光物産情報ホームページのスマートフォン対応や
ターゲットを意識した観光情 ＳＮＳの活用により、多様なニーズに応じた効果的な
新 報発信事業
情報発信を展開するとともに、観光関連企業・施設の
情報発信を支援する。

9,800 観光交流局

3,456 広報課

事業名

（［

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

予算額
（千円）

課(局・室)名

地域観光活性化支援事業

ＪＲ等の駅を利用した交通２次アクセスの利便性の
向上および県内各地域観光振興協議会の行う観光活性
化のための事業を支援し、誘客を図る。

18,000 観光交流局

コンベンション招致事業

国内外の会議や大会等のコンベンションを本県に招
致するため、大学や会議主催者、旅行会社関係者等を
対象に、滋賀の魅力をＰＲする。

3,225 観光交流局

滋賀の豊富な美の資源を通じて地域づくりを進める
「美の滋賀」推進プロジェク
モデル事業を県内各地の活動団体に委託して実施する
ト事業
ほか、これらの事業の広報を行う。

16,812

「美の滋賀」発信
推進室

アール・ブリュット作品を展示し地域の魅力向上に
貢献する「美術旅館」の取組を推進する。

870

「美の滋賀」発信
推進室

作品の魅力を県内外に発信するため、県立施設での
作品展示や、ガイドブックの作成等を行う。
アール・ブリュットの魅力発 [ガイドブックの作成・配布
Vol.4 15,000冊]
信事業
（4種・55,000冊（H23～26累計））
［県立施設での作品展示
県内12箇所(H26年
度)］

6,180

「美の滋賀」発信
推進室

関係団体等が集い意見交換を行うとともに、広く情
報提供を行う全国ネットワークの活動を推進するほ
アール・ブリュット振興事業
か、新生美術館が発信拠点として機能するために必要
な準備等を行う。

3,302

「美の滋賀」発信
推進室

新生美術館基本計画に基づき、県立近代美術館を再整
備するため、建設工事設計者の選定を行い、基本設計
費に着手する。

33,183

「美の滋賀」発信
推進室

新生美術館の整備に当たり、県民等の理解や参画を
明日の美術館をつくろうプロ
促すための情報発信や近代美術館開館30周年に合わせ
新 ジェクト事業
た見本市（フェア）の開催等を行う。

4,659

「美の滋賀」発信
推進室

滋賀のアート発見事業

新 新生美術館整備事業

特別展として「遊亀と靫彦」展を開催するほか、世
代を超えて楽しめる「手塚治虫展」の開催と人々の関
近代美術館開館30周年記念事
心の高いイベントを実施する。また、30周年を記念し
新 業
て、開館以来の収集の精華を展示する展覧会や名品選
を作製するなど、所蔵品の魅力を発信していく。

51,467 文化振興課

滋賀の「美」の発信につながる取組として、県内３
近代美術館から滋賀の「美」 箇所で館の収蔵品を学芸員の解説付きで間近に鑑賞で
発信事業
きる機会を設けるとともに、近代美術館でアール・ブ
リュット作品のギャラリー展と講演会を開催する。

4,746 文化振興課

琵琶湖文化館が寄託等により保管している国宝・重
新生美術館への琵琶湖文化館 要文化財を含む約7,800点の収蔵品を、新生美術館に
新 機能移転準備事業
円滑に移転することができるよう収蔵品の整理調査等
を進める。
滋賀県文化財保存基金積立事 計画的に、適切な時期に保存修理等を実施するた
業
め、滋賀県文化財保存基金に積立を行う。

9,049 文化財保護課

100,238 文化財保護課

地域のリーダーとして文化財を守り、また県内の博
「千年の美つたえびと」づく 物館や美術館と地域を結び、来訪者に魅力を伝える人
り事業
材として、｢千年の美つたえびと｣を養成する。
［養成講座の受講者 200人(H26年度)］

1,252 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
近江の神と仏の「美」発信展 島根県立古代出雲歴史博物館で開催するとともに、滋
覧会開催事業
賀の文化の魅力をPRするための関連事業として写真パ
ネル展を実施する。

2,000 文化財保護課

事業名

（［

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

仏教美術をはじめとする近江の誇る社寺建築等の価
値や魅力を県内外に発信し、観光振興や地域活性化に
近江の仏教美術等魅力発信・
つなげるため、所有者等が実施する取組に対して支援
再生支援事業
する。
［再生活用事業 1事業(H26年度)］

課(局・室)名

500 文化財保護課

国際観光推進事業

海外からの観光客誘致を強化するため、訪日観光客
数上位である東アジアや伸びが大きい東南アジアに対
するプロモーション活動を実施するほか、パンフレッ
トの充実など、受入環境の向上を図る。

16,400 観光交流局

訪日教育旅行誘致事業

訪日教育旅行の実績が多く、今後の増加が見込まれ
る台湾と東南アジアを対象に、誘致プロモーションを
実施する。

2,000 観光交流局

観光イベント推進事業

観光客の積極的な誘致を図るため、一定の観光誘客
が見込める地域主催のイベントに対して助成する。

32,000 観光交流局

本県の魅力を深く体験でき、宿泊観光客の増加につ
ながるイベント開催等の支援を行い、経済波及効果が
高い宿泊・滞在型の観光を促進する。

3,000 観光交流局

体験交流型観光の受入体制整備を進めるとともに、
滋賀の魅力を向上させ来訪・宿泊者の増大と農村地域
都市農村交流体制整備推進事
の活性化を図るため、体験交流メニューのネットワー
業
ク化やおもてなしの向上に向けた研修会等を開催す
る。

1,850 農村振興課

観光ボランティアガイドの活動により、来訪者を温
「ウェルカム滋賀」推進事業 かく迎える「おもてなし」の向上を図り、地域の活性
化や観光振興につなげる。

250 観光交流局

湖国ならではの風景である「びわ湖辺のひろがりと
びわ湖を中心とした広域的景 つながりのある風景」を守り育て、湖国・びわ湖の価
観形成事業
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。

1,017 都市計画課

県内の大学と地域住民が連携した地域資源の発掘な
どの取組により、地域における「観光交流」を促進
し、観光客誘致や地域振興につなげる。

1,960 観光交流局

新 宿泊滞在型観光推進事業

新

予算額
（千円）

学生・地域住民と連携した
「観光交流」推進事業

８ みんなで命と暮らしを守る安全・安心プロジェクト
目指す方向

目

標

施策の展開

○自然災害や犯罪が増大する中で、みんなで命と暮らしを守るために、｢自助｣、｢共助｣、｢公助｣が重なり合う
社会的仕組みを強化するなど、暮らしの安心を確保し、滋賀の未来を支えます。
○地震災害や新型インフルエンザ等の様々な危機事案に備えた安全で安心なまちづくりが進んでいること。
○犯罪や交通事故に遭うことなく安全に安心して暮らせる社会づくりが進んでいること。
○河川流域の特性に応じた減災対策を組み合わせた住民の命と暮らしを守る｢地先の安全度｣に基づいた住民本
位の総合的な治水対策が進んでいること。
○施策8-1 県の危機管理機能の強化と、自助・共助による地域防災の組織力の向上を進めます。
○施策8-2 重層的な防犯ネットワークづくりや生活に密着した身近な道路を中心とした交通安全対策を進め
ます。
○施策8-3 適正な河川管理と市町との協働による流域治水を進めます。

施策体系

危機管理センター整備事業
危機管理センター研修・交流事業
メディア連携総合防災訓練事業
警察救助部隊の高度化事業

県の危機管理機能
の強化

ドクターヘリ導入事業
特定道路沿道建築物調査事業
原子力防災対策強化事業

施策８-１
様々な危機事案に備えた
安全で安心なまちづくり

放射性物質拡散シミュレーションに
よる地域防災計画改定支援事業
原子力災害医療体制整備事業
東日本大震災被災者と県民との
交流事業

み
ん
な
で
命
と
暮
ら
し
を
守
る

災害からこどもを守る事業
地域で育む防災・防犯活動支援事業

自助・共助による地域
防災の組織力の向上

非常災害用井戸促進事業
県民の暮らし安全・安心情報提供事業
在住外国人のための命と暮らしを
守る情報発信事業
防災教育支援事業

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

重層的な防犯ネット
ワークづくりの推進

少年の立ち直り支援（社会参加型）
事業
サイバーボランティア活動支援事業

施策８-２
犯罪や交通事故に遭うこと
なく安心して暮らせる
社会づくり

「命の大切さを学ぶ教室」推進事業

生活に密着した身近
な道路を中心とした交
通安全対策の推進

施策８-３
住民本位の総合的な
治水対策

地域見守り活動促進事業

思いやりゾーン高齢者交通安全
対策事業
高齢者対象運転免許自主返納促進
事業
通学時における児童・生徒の交通
安全対策事業
新たな交通事故防止事業
事故多発時等の緊急メッセージ
事業
歩道・自歩道の交通安全対策事業

河川の治水機能を確
保

みずべ・みらい再生
浚渫、草木伐開、護岸補修
ふるさとの川づくり協働事業

市町との協働による
流域治水

どのような洪水からも命を守る
「流域治水推進事業」

【重点テーマ関連事業(主なもの)】

重点テーマ８

みんなで命と暮らしを守る安全・安心

知事直轄組織、総合政策部、琵琶湖環境部、健康福祉部、土木交通部、教育委員会、警察本部
施策８－１

県の危機管理機能の強化と、自助・共助による地域防災の組織力の向上を進めます。

事業名

危機管理センター整備事業

新

危機管理センター研修・交
流事業

事業概要
（［ ］内は、当該事業に係る平成26年度目標）
様々な危機事案に対し、迅速・的確に対応するとと
もに、自助・共助による地域防災力の向上を図るた
め、危機管理の拠点となる危機管理センターの建築工
事ならびに防災行政無線および防災情報システムの整
備を行う。
危機管理センターの供用開始に向けて、研修・交流
機能を具体化するため、研修・交流プログラムを作成
するとともに、先進的な自主防災活動を行っている人
を「地域防災アドバイザー」として登録する制度を設
け、自主防災組織の活動が円滑かつ効果的に行われる
ような仕組みを構築する。

予算額
（千円）

課(局・室)名

3,239,502 防災危機管理局

352 防災危機管理局

メディア連携総合防災訓練

発災時に災害現場の映像をリアルタイムで県民に提
供することができるよう、防災訓練に併せて、報道機
関と連携して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。

4,500 防災危機管理局

警察救助部隊の高度化事業

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。

1,578 警察本部

新

ドクターヘリ導入事業

京滋地域ドクターヘリの導入に向けて、基地病院に
必要な施設整備や搭乗する医師および看護師の人材の
育成を行うとともに、運航委員会を開催して関係機関
との調整を図る。

134,061 医務薬務課

新

特定道路沿道建築物調査事
業

建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正に基づ
き、地震被災時の通行確保が必要な道路の沿道建築物
に耐震診断を義務付けるため、対象となる予定の建築
物の調査を行う。[道路調査延長 552km（H26年度）]

原子力防災対策強化事業

原子力災害に対する県民の安全・安心を確保するた
め、専門家の助言を得ながら、リスクコミュニケー
ションの推進、実動訓練の継続的実施、環境放射線モ
ニタリングの多重化など、防護体制の整備・充実と実
践力の向上を図る。

放射性物質拡散シミュレー
ションによる地域防災計画
改定支援事業

シミュレーションモデルを用いて原子力発電所事故
発生時の放射性物質の動向を詳細に予測し、モニタリング
のあり方の検討やモニタリング計画の改定に寄与する。

防災危機管理局
環境政策課
6,950
琵琶湖環境科学研
究センター

原子力災害医療体制整備事
業

地域防災計画（原子力災害対策編）の緊急被ばく医
療計画に基づき緊急被ばく医療体制の検討や被ばく医
療に従事する人材の育成を行う。

1,020 医務薬務課

東日本大震災被災者と県民
との交流事業

県民の防災意識の向上と東日本大震災に伴う県内避
難者の生活再建を図るため、放射能の影響から屋外で
安心して遊べない子どもたちや今なお被災地から避難
するなど、不便な生活を強いられている避難者を対象
に、民間団体等が実施する県民との交流会等の活動を
支援する。

700 防災危機管理局

災害からこどもを守る事業

滋賀の将来を担う子どもの命を災害から守るため、
防災啓発アニメ（平成25年度制作）・防災紙芝居の制
作や防災啓発関係教材活用手引きの作成、防災教育に
関する研修会の開催を通じて、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。

1,053 防災危機管理局

地域で育む防災・防犯活動
支援事業

将来、防災・防犯活動の中核となる人材育成を図る
ため、小学校での学習支援を行うとともに、若者や女
性、企業への消防防災活動に関する理解の浸透を図る
ため、防災や防犯を体験する機会の提供として、消防
防災一日体験を実施する。

300 防災危機管理局

新

9,543 建築課

98,890 防災危機管理局

事業名

非常災害用井戸促進事業

新

県民の暮らし安全・安心情
報提供事業

新

在住外国人のための命と暮
らしを守る情報発信事業

防災教育支援事業

施策８－２
進めます。

（［

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

予算額
（千円）

市町が行う「非常災害用井戸認定制度」の導入を促
進するため、研修会の開催や登録井戸設置標識の作
成・配布などの支援を行う。
〔目標登録件数・H26年度(100件)→H29年度(400件)〕
昨年の台風18号被害を契機に県民の間に自然災害へ
の不安が広がったことから、毎朝、通勤・通学前の時
間帯に県民の暮らしの安全・安心につながる情報番組
を放送する。
県内在住外国人のために、ポルトガル語で「命と暮
らしを守る情報番組」を放送するとともに、番組を英
語に翻訳し、YouTubeにアップして24時間視聴できるよ
うにする。

課(局・室)名

900 生活衛生課

20,000 広報課

14,150 広報課

防災教育の推進体制整備に向け、教職員が防災の専
門的な知識や技術を習得するための取組を行う。

774 スポーツ健康課

重層的な防犯ネットワークづくりや生活に密着した身近な道路を中心とした交通安全対策を

事業名

（［

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

予算額
（千円）

課(局・室)名

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

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
および地域の絆を強化して犯罪の起きにくい社会づく
りを推進する。

4,419 警察本部

地域見守り活動促進事業

特定の犯罪等が発生した際に「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。特に26年度は多発している犯罪
に対して重点的な抑止対策を行うため、地域の実情に
即した効果的な防犯活動を住民参加のもと行う「地域
安全安心なまちづくりモデル計画」を策定し、その計
画を実施する市町に対して支援を行う。

2,642 県民活動生活課

新

少年の立ち直り支援（社会参
加型）事業

少年の健全育成に資する活動を地域ぐるみで活性化し、
非行少年を生まない社会づくりを推進するとともに、少年の
規範意識の向上と立ち直り支援を目的とした農業体験活
動、環境浄化活動等の社会参加型の活動を推進する。

1,100 警察本部

新

サイバーボランティア活動
支援事業

サイバー空間の浄化等を目的としたサイバーボラン
ティアによる多岐の活動を積極的に支援し、社会全体
でサイバー空間の脅威に立ち向かう気運を醸成すると
ともに、インターネット利用者等の規範意識向上を図
る。

900 警察本部

「命の大切さを学ぶ教室」
推進事業

将来の社会を担う中学・高校生を対象に、犯罪被害
者遺族等を講師とする「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。

1,219 警察本部

思いやりゾーン高齢者交通
安全対策事業

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」に設定し、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。

3,246 警察本部

高齢者対象運転免許自主返
納促進事業

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。

390 警察本部

通学時における児童・生徒
の交通安全対策事業

おうみ通学路交通アドバイザー制度を継続し、安全
で安心な通学路の環境を持続するとともに、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。

1,564 警察本部

新たな交通事故防止事業

事故総量の大幅な減少を目指し新たな交通安全施策
の検討を行う。

新

735 交通政策課

事業名

（［

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

事故多発時等の緊急メッ
セージ事業

悲惨な交通事故現場からのリポート形式による広
報・啓発を実施することにより、県民の意識に直接働
きかけ、交通事故の抑止を図る。

歩道・自歩道等の交通安全
対策事業

通学路等の歩道整備事業やカラー舗装等の交通安全
対策事業により児童等の交通安全を図る。

施策８－３

予算額
（千円）

課(局・室)名

3,933 警察本部

1,821,336 道路課

適正な河川管理と市町との協働による流域治水を進めます。

事業名

（［

事業概要
］内は、当該事業に係る平成26年度目標）

予算額
（千円）

課(局・室)名

みずべ・みらい再生事業
（浚渫、草木伐開、護岸補
修）

河川を適切に維持管理するため、土砂堆積や竹木の
繁茂が著しい箇所の浚渫、草木伐開、護岸の補修等を
実施し、本来の河川が持つ治水機能を確保する。

2,376,000

流域政策局
（河川・港湾室）

みずべ・みらい再生事業
（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する
ため、高齢者にも配慮した河川愛護活動の活性化のた
めの支援を行う。
［河川愛護活動による除草面積
947ha(H21年度)→994ha(H26年度)］

181,600

流域政策局
（河川・港湾室）

どのような洪水からも命を
守る「流域治水推進事業」

「滋賀県流域治水の推進に関する条例（案）」の効果的
な推進を図るため、安全な住まい方の誘導として緊急度の
高い浸水危険区域の指定により浸水対策を促進するととも
に、水害意識の向上を図るために、継続して水害情報の収
集や出前講座等の意識啓発事業を実施する。

流域政策局
8,563 （流域治水政策
室）

基本構想策定後に顕在化してきた
課題等への新たな展開

□滋賀の未来を担う子どもの命を守る
学校、行政、地域、家庭の連
携による取組
いじめ問題

地域
家庭

通学途中での事故

学校
行政
家庭における虐待

県、市町
県教委、市町教委
警察

・教員の子どもと向き合う時間の
確保、感性・力量アップ
・専門家等との連携によるいじめ
の早期発見、早期対応
・学校、行政、地域・家庭が一体
となったいじめから子どもを守る
環境づくり
・歩道の整備など通学路の改修
・地域住民、ボランティア等の意
見を取り入れた通学時の見守り
の強化

・虐待の未然防止
・虐待の早期発見・対応

いじめ対策
事業名

新

事業概要

スクールカウンセラーの派遣
・中学校：100校
・県立学校：重点校10校、その他35校
［いじめから子どもを守るための相談活動推進事業と合
わせて１校訪問回数月1.5～8.9回(H26年度)］
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追加派遣する。 また、モデ
いじめから子どもを守るため ル校を選定し、スクールカウンセラーを常駐化し、成果
の相談活動推進事業
を検証する。
［スクールカウンセラー等活用事業と合わせて、１校訪
問回数月1.5～8.9回(H26年度)］
スクールカウンセラー等活用
事業

掲載テーマ

重点テーマ１

62,941 学校教育課

重点テーマ１

18,278 学校教育課

重点テーマ１

20,877 学校教育課

重点テーマ１

4,113 学校教育課

重点テーマ１

41,800 学校教育課

重点テーマ１

いじめ防止対策推進法の規定に基づき、県の関係部局
滋賀県いじめ問題対策連絡協 と関係機関・団体が連携していじめから子どもを守るた
議会
めの対策を推進するために、「滋賀県いじめ問題対策連
絡協議会」を設置する。

404 学校教育課

重点テーマ１

いじめ防止対策推進法の規定に基づき、県立学校にお
ける重大事態等に関し、その対処や再発防止に資するた
滋賀県立学校いじめ問題調査
めの調査を公平・中立かつ専門的な視点から行うため、
委員会
教育委員会の附属機関として、「滋賀県立学校いじめ問
題調査委員会」を設置し、その運営を行う。

6,593 学校教育課

重点テーマ１

7,550 総務課

重点テーマ１

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。
［県内配置 ４チーム(H26年度)］

社会福祉等の専門的な知識を有するスクールソーシャ
スクールソーシャルワーカー 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
活用事業
置するとともに、教職員に福祉的な視点を定着させる。
［ 11市 11小学校に配置(H26年度)］
子どもの命に関わる重大事案が発生した場合、弁護士
等の専門家が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
生徒指導緊急サポート事業
応を実施する。
［いじめで悩む子ども支援事業との合同ケース会議 月
２回実施(H26年度)］
「相談支援員」を各地域に配置し、子どもや保護者か
らの相談対応を行うとともに、解決に向けての支援を図
る。
いじめで悩む子ども支援事業
また、市町との連携が必要な場合には「相談調整員」
が連携を図るとともに、定期的な情報交換を行う。
［本部に県立学校・地域統括担当 ３名、県内４地域に
地域担当各３名、合計１５名の相談員を配置(H26年度)］

新

課(局・室)名

69,934 学校教育課

生徒指導緊急特別対応事業

新

予算額
（千円）

いじめ再調査委員会事業

いじめ防止対策推進法に規定するいじめによる重大事
態の再調査を行うため、いじめ再調査委員会を設置し、
その運営を行う。

事業名

事業概要

課(局・室)名

掲載テーマ

いじめ問題の対応として、児童生徒が生徒会活動等に
滋賀県「絆をつむぐ学校づく より「自己有用感」や絆を感じることができる学校づく
り」研究事業
りを推進するとともに、校内組織の役割分担や連携につ
いて具体的なモデルを開発し、その成果の普及を図る。

260 学校教育課

重点テーマ１

各県立高等学校で、生徒会や部活動等の諸活動におい
ハイスクールカンファレンス
て中心となって活躍している生徒が一堂に会し、各校で
しが
の生徒の自主的な取組み等について討議を行う。

20 学校教育課

重点テーマ１

いじめ対策等生徒指導推進事
いじめ問題をはじめとする生徒指導上の課題への対応
業
策について調査研究し、その有効性を検証する。

8,017 学校教育課

重点テーマ１

人権尊重の視点に立った「授業づくり」「環境づく
いじめや差別を許さない学校 り」「仲間づくり」について、実践・研究を重ね、子ど
づくり推進事業
も一人ひとりが大切にされ、安心して生活できる人権教
育を基盤とした学校づくりを推進する。

487 人権教育課

重点テーマ１

子ども・子育て応援センター（こころんだいやる）の
子ども・子育て応援センター
電話回線数の増設および電話相談員の増員による機能強
強化事業
化を維持し、気軽に相談できる場の確保を図る。

7,315 子ども・青少年局 重点テーマ１

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。

363 子ども・青少年局 重点テーマ１

児童委員特別研修委託事業

学校支援地域本部事業の制度を活用し、いじめ対応の視
地域住民と連携したいじめ対
点をもって、地域住民と学校との連携を行う市町に対し
応支援事業
て支援する。

新

予算額
（千円）

子どもたちの内面の問題解決に文化芸術の力を活か
し、子どもたちのコミュニケーション能力の育成を図る
「文化芸術の力を教育に」推 ため、芸術表現体験活動を取り入れたワークショップ型
進モデル事業
のプログラムを検討し、実施する。
［実施学校数 ３校(H25年度)→
述べ６校(H26年
度)］
話合い活動と体験活動の充実をとおして望ましい人間
学校いきいき体験活動プロ
関係を築く実践研究を行い、その成果をいじめの未然防
ジェクト
止に生かすとともに、学力の向上、自己有用感の育成に
つなげる。

8,707 生涯学習課

重点テーマ１

1,100 文化振興課

重点テーマ１

548 学校教育課

重点テーマ１

児童虐待予防対策の充実
事業名

事業概要

予算額
（千円）

課(局・室)名

掲載テーマ

子ども・子育て応援センター（こころんだいやる）の
子ども・子育て応援センター
電話回線数の増設および電話相談員の増員による機能強
強化事業
化を維持し、気軽に相談できる場の確保を図る。

7,315 子ども・青少年局 重点テーマ１

里親支援強化事業

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。
［養育里親登録家庭数
家庭(H26年度)］

3,800 子ども・青少年局 重点テーマ１

児童委員特別研修委託事業

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。

363 子ども・青少年局 重点テーマ１

ほっと安心子育て支援事業

無料利用券の活用等による「一時預かり事業」の利用
促進を図る市町の取組を支援することにより、保護者の
孤立防止や育児負担の軽減を図る。
［一時預かり事業 年間延べ利用児童数
37,000人(H21年度)→66,000人(H26年度)]

23,900 子ども・青少年局 重点テーマ１

子育て・女性健康支援事業

ＳＢＳ(ゆさぶられ症候群)の予防、産後うつなどへ対応
のため啓発、研修、相談体制を充実し、妊娠期からの虐
待予防の促進を図る。
［子育て・女性健康支援センター相談件数
1,868件（平成23年度）→3,000件（平成26年度）］

6,961

健康長寿課
重点テーマ１
子ども・青少年局

安全・安心な通学路
事業名

事業概要

おうみ通学路交通アドバイザー制度を継続し、安全で
通学時における児童・生徒の 安心な通学路の環境を持続するとともに、社会全体で子
交通安全対策事業
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。
歩道・自歩道等の交通安全対
通学路等の歩道整備事業やカラー舗装等の交通安全対
策事業
策事業により児童等の交通安全を図る。

予算額
（千円）

課(局・室)名

1,564 警察本部

1,821,336 道路課

掲載テーマ

重点テーマ８

重点テーマ８

□不安を安心に変える災害への備え
大災害の発生懸念
地震・風水害

危機管理機能の強化
県の危機管理拠点の整備
原子力防災対策の強化

自助
共助

公助

危機事案対応能力の向上

地域防災力の強化
流域治水の推進

県の危機管理拠点整備
事業名

新

予算額
（千円）

課(局・室)名

掲載テーマ

様々な危機事案に対し、迅速・的確に対応するととも
に、自助・共助による地域防災力の向上を図るため、危
機管理の拠点となる危機管理センターの建築工事ならび
に防災行政無線および防災情報システムの整備を行う。

3,239,502 防災危機管理局

重点テーマ８

危機管理センターの供用開始に向けて、研修・交流機
能を具体化するため、研修・交流プログラムを作成する
危機管理センター研修・交流 とともに、先進的な自主防災活動を行っている人を「地
事業
域防災アドバイザー」として登録する制度を設け、自主
防災組織の活動が円滑かつ効果的に行われるような仕組
みを構築する。

352 防災危機管理局

重点テーマ８

危機管理センター整備事業

事業概要

原子力防災対策の強化
事業名

原子力防災対策強化事業

事業概要
原子力災害に対する県民の安全・安心を確保するた
め、専門家の助言を得ながら、リスクコミュニケーショ
ンの推進、実動訓練の継続的実施、環境放射線モニタリ
ングの多重化など、防護体制の整備・充実と実践力の向
上を図る。

予算額
（千円）

課(局・室)名

掲載テーマ

98,890 防災危機管理局

重点テーマ８

防災危機管理局
環境政策課
重点テーマ８
琵琶湖環境科学研
究センター

放射性物質拡散シミュレー
シミュレーションモデルを用いて原子力発電所事故発
ションによる地域防災計画改 生時の放射性物質の動向を詳細に予測し、モニタリングのあ
定支援事業
り方の検討やモニタリング計画の改定に寄与する。

6,950

地域防災計画（原子力災害対策編）の緊急被ばく医療
原子力災害医療体制整備事業 計画に基づき緊急被ばく医療体制の検討や被ばく医療に
従事する人材の育成を行う。

1,020 医務薬務課

重点テーマ８

危機事案対応能力の向上
事業名

予算額
（千円）

課(局・室)名

掲載テーマ

発災時に災害現場の映像をリアルタイムで県民に提供
することができるよう、防災訓練に併せて、報道機関と
連携して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。

4,500 防災危機管理局

重点テーマ８

市町域を超えた広域での要援護者の支援体制を検討し、
災害時要援護者支援体制整備 各福祉圏域での広域福祉避難計画の策定や支援者育成を
事業
行い、大規模災害時に対応できる仕組みづくりを進め
る。

3,066 健康福祉政策課

重点テーマ３

メディア連携総合防災訓練

事業概要

防災教育、地域防災力の強化
事業名

事業概要

予算額
（千円）

課(局・室)名

掲載テーマ

新

昨年の台風18号被害を契機に県民の間に自然災害への
県民の暮らし安全・安心情報 不安が広がったことから、毎朝、通勤・通学前の時間帯
提供事業
に県民の暮らしの安全・安心につながる情報番組を放送
する。

20,000 広報課

重点テーマ８

新

県内在住外国人のために、ポルトガル語で「命と暮ら
在住外国人のための命と暮ら しを守る情報番組」を放送するとともに、番組を英語に
しを守る情報発信事業
翻訳し、YouTubeにアップして24時間視聴できるようにす
る。

14,150 広報課

重点テーマ８

新

県民の防災意識の向上と東日本大震災に伴う県内避難
者の生活再建を図るため、放射能の影響から屋外で安心
東日本大震災被災者と県民と
して遊べない子どもたちや今なお被災地から避難するな
の交流事業
ど、不便な生活を強いられている避難者を対象に、民間
団体等が実施する県民との交流会等の活動を支援する。

700 防災危機管理局

重点テーマ８

滋賀の将来を担う子どもの命を災害から守るため、防
災啓発アニメ（平成25年度制作）・防災紙芝居の制作や
防災啓発関係教材活用手引きの作成、防災教育に関する
研修会の開催を通じて、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。

1,053 防災危機管理局

重点テーマ８

将来、防災・防犯活動の中核となる人材育成を図るた
め、小学校での学習支援を行うとともに、若者や女性、
地域で育む防災・防犯活動支
企業への消防防災活動に関する理解の浸透を図るため、
援事業
防災や防犯を体験する機会の提供として、消防防災一日
体験を実施する。

300 防災危機管理局

重点テーマ８

防災教育支援事業

防災教育の推進体制整備に向け、教職員が防災の専門
的な知識や技術を修得するための取組を行う。

774 スポーツ健康課

重点テーマ８

非常災害用井戸促進事業

市町が行う「非常災害用井戸認定制度」の導入を促進
するため、研修会の開催や登録井戸設置標識の作成・配
布などの支援を行う。
〔目標登録件数・H26年度(100件)→H29年度(400件)〕

900 生活衛生課

重点テーマ８

災害からこどもを守る事業

流域治水の推進
事業名
みずべ・みらい再生事業
（浚渫、草木伐開、護岸補
修）

事業概要

予算額
（千円）

課(局・室)名

掲載テーマ

河川を適切に維持管理するため、土砂堆積や竹木の繁
茂が著しい箇所の浚渫、草木伐開、護岸の補修等を実施
し、本来の河川が持つ治水機能を確保する。

2,376,000

流域政策局
重点テーマ８
（河川・港湾室）

地域住民との協働による河川の維持管理を推進するた
みずべ・みらい再生事業
め、高齢者にも配慮した河川愛護活動の活性化のための
（ふるさとの川づくり協働事 支援を行う。
業）
［河川愛護活動による除草面積
947ha(H21年度)→994ha(H26年度)］

181,600

流域政策局
重点テーマ８
（河川・港湾室）

「滋賀県流域治水の推進に関する条例（案）」の効果的な
推進を図るため、安全な住まい方の誘導として緊急度の高い
どのような洪水からも命を守
浸水危険区域の指定により浸水対策を促進するとともに、水
る「流域治水推進事業」
害意識の向上を図るために、継続して水害情報の収集や出
前講座等の意識啓発事業を実施する。

流域政策局
8,563 （流域治水政策
室）

重点テーマ８

県立学校の耐震化
事業名

事業概要

予算額
（千円）

課(局・室)名

耐震対策費

旧耐震基準により建築された学校施設について、耐震
診断調査結果に基づき、順次、耐震化工事を実施する。

3,285,667 教育総務課

天井等落下防止対策費

東日本大震災で甚大な天井等落下被害が発生し、つり
天井の危険性が認識されたことから、屋内運動場（体育
館）等の天井等の落下防止対策工事を実施する。

195,028 教育総務課

掲載テーマ

災害等危機事案発生時における警察機能の強化
事業名

事業概要

予算額
（千円）

課(局・室)名

大規模災害発生等有事の際における情報収集や指揮命
情報収集用公用携帯電話サー
令の機能を強化するため、公用携帯電話サーバシステム
バシステムの整備
の運用と維持を行う。

13,672

警察本部
警務課

交番・駐在所の情報ネット
ワーク機能の整備

大規模災害発生等有事の際に拠点となる交番・駐在所
の情報収集・集約・提供機能強化のための情報ネット
ワークの整備を図る。

21,800

警察本部
地域課

警察救助部隊の高度化事業

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。

警察本部
1,578 警備第二課
機動隊

老朽・狭隘著しく、耐震基準を満たしていない近江八
近江八幡警察署移転新築整備 幡警察署の移転新築整備に伴い、移転先用地を買収し、
平成27年度の事業完了に向けた建築工事を開始する。

585,827

警察本部
会計課

老朽・狭隘著しく、耐震基準を満たしていない甲賀警
察署の移転新築整備に伴い、移転先用地を買収するも
の。

663,472

警察本部
会計課

災害時の防災拠点として「特に重要な県有施設」と位
警察署等庁舎の耐震補強工事 置付けられた警察施設のうち、耐震化が未了の東近江警
察署・交通機動隊庁舎の耐震補強工事を行う。

179,850

警察本部
会計課

甲賀警察署移転新築整備

交番・駐在所の新築整備

地域防災の最前線基地となる県下全ての交番・駐在所
のうち耐震基準を満たさず、経年劣化による老朽化が著
しく、地震等の発生時に倒壊の危険性がある７施設を新
築整備する。

警察本部
232,588 会計課
地域課

掲載テーマ

重点テーマ８

□中小企業の活性化
■県内企業の99.8%が中小企業
■中小企業は地域の経済や社会の担い手とし

滋賀県中小企業の活性化の推進に関する条例

て重要な役割

（平成25年4月1日施行）

■滋賀の経済や社会が今後も持続的に発展し
ていくためには、その主役である中小企業の活
性化が不可欠

条例に基づき、意見交換会、企業訪問等で中小企業者や関係者の意見を聴き、施策へ反映

平成26年度の施策の方向性

Ⅰ 中小企業を地域の経済や社会の主役と捉え、関係者が連携して中小企業の活性化を支援する。
Ⅱ 小規模事業者に焦点を当て、条例や施策について、わかりやすい周知に努める。
Ⅰ 条例に定める施策の基本等に基づく施策の総合的な展開
①中小企業による自らの成長を目指す取組の円滑化
事業名

事業概要

予算額
（千円）

課(局・室)名

掲載テーマ

ア 将来において成長が期待される分野における参入および事業活動の促進
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
水環境ビジネス推進事業
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行う。
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
滋賀のクリエイティブ産業振
ティブ事業者のネットワーク化の推進、クリエイティ
興事業
ブ産業交流会の開催、事業所の設置や販路開拓に対す
る助成等を行う。

新

グリーン・イノベーションの誘発に向けて、電力・
グリーン・イノベーション推 熱・ビジネス等における新たな推進方策について産学
進事業
官で構成する推進組織で調査・検討し、エネルギー分
野の観点から産業振興を図る。

商工政策課
環境政策課
下水道課
観光交流局

重点テーマ６

5,743 商工政策課

重点テーマ６

11,580

7,500

地域エネルギー
重点テーマ６
推進室

4,864

食のブランド推
重点テーマ７
進課

イ 県民の安全および安心に配慮した事業活動の促進
新

小売店や飲食店等の地産地消の取組を通じて、県民
「おいしが うれしが」県民 が環境こだわり農産物をはじめとした県産農畜水産物
実感促進事業
の魅力を知り、消費拡大を図るため、スマートフォン
を活用したラリー企画を実施する。
ウ 海外における円滑な事業の展開の促進

海外展開支援事業

（公財）滋賀県産業支援プラザ内に貿易や海外投資
等に関する相談窓口を設置するほか、アジア地域にお
いて政府機関や現地進出企業等との関係を構築するな
ど、中小企業の海外に向けた事業展開を支援する。

海外で開催される環境関連見本市に県内企業の参加
びわ湖環境ビジネスメッセin
を得て、びわ湖環境ビジネスメッセコーナーを出展す
海外開催事業
る。

15,960 観光交流局

5,000

重点テーマ６

モノづくり振興
重点テーマ６
課

②中小企業の経営基盤の強化
事業名

事業概要

予算額
（千円）

課(局・室)名

掲載テーマ

ア 中小企業の事業活動を担う人材の確保および育成
県内企業への就職を希望する若年求職者に対して、
県内企業のニーズに応じた人材育成を行うことによ
滋賀の“三方よし”人づくり り、両者のマッチングを促進し、正規雇用につなげる
事業
とともに、企業情報ホームページ「WORK滋賀」をリ
ニューアルし、県内中小企業の魅力を発信することに
より、地元就職を支援する。

211,100 労働雇用政策課 重点テーマ２

ワーク・ライフ・バランスの普及啓発および実践を
支援する「中小企業ワーク・ライフ・バランス対応経
中小企業ワーク・ライフ・バ
営推進員」を設置し、中小企業関係団体と協働でセミ
ランス対応経営推進事業
ナーの開催や企業訪問指導によるモデル事例の発信を
行い、中小企業関係団体の主体的な取組を促進する。

2,699 労働雇用政策課 重点テーマ２

中小企業人材育成プランナーを配置し、研修会の講
師等の人材バンクの運用、人材育成に関する相談、研
修会の企画等を実施することにより中小企業の人材育
成を支援する

4,021 労働雇用政策課 重点テーマ６

中小企業人材育成支援事業

新

社会人基礎力の育成や就業体験を効果的に活用しな
県立高等学校キャリア形成支 がらキャリア教育の実践研究に取り組み、社会的・職
援事業
業的自立を目指す効果的なカリキュラムの研究・開発
を行う。

3,700 学校教育課

重点テーマ２

イ 中小企業の経営の安定および向上
中小企業振興資金貸付金

中小企業者の経営安定等を図るため、制度融資を実
施する。

17,370,000 中小企業支援課

信用保証協会基盤強化費

保証料引下げに伴う保証料収入減収分を補填するた
め、滋賀県信用保証協会に対し補助金を交付する

90,421 中小企業支援課

ウ 中小企業の創業および新たな事業の創出の促進
創業まもない小規模な事業者の活動支援とネット
地と知をつむぐビジネスデザ ワーク形成の促進を図るため、草津および米原に設置
イン構築事業（ＳＯＨＯ型ビ するＳＯＨＯビジネスオフィスの運営等を行うととも
ジネス支援事業）
に、入居者に対する相談・指導等、起業家の発掘から
育成までを一体的に推進する。

39,001 中小企業支援課 重点テーマ６

エ 中小企業者が供給する物品、役務等に対する需要の増進
滋賀県新商品パイオニア認定制度で認定した新商品
新商品パイオニア認定商品ト
を県がトライアル購入することにより、中小企業者に
ライアル購入事業
よる新商品開発の取組を支援する。
新

地域経済循環促進事業

地域における経済循環を促進するため、本県におけ
る経済循環構造の実態把握、その促進方策の検討等を
行う。

1,000 中小企業支援課

2,400 商工政策課

③産業分野の特性に応じた中小企業の事業機会の増大
事業名

事業概要

予算額
（千円）

課(局・室)名

掲載テーマ

ア ものづくり産業を担う中小企業の事業機会の増大
新

小規模事業者等に対し、県施策情報発信・企業情報
シートの作成、受注体制の確立、販路開拓・調達情報
ものづくり小規模事業者等成
の分析のための支援を行うことで、ものづくり小規模
長支援事業
事業者等の下請構造からの脱却と、競争力向上を目指
す。

9,200

モノづくり振興
重点テーマ６
課

新

高島クレープの国内外市場への拡大を目的に、ク
高島産地製品の高付加価値化
レープの快適性の根拠を明らかにし、これを基に快適
および新規需要開拓支援事業
性を高めた製品開発を行う。

2,000

モノづくり振興
課

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。

868

モノづくり振興
課

近江技術てんびん棒事業

イ 小売商業およびサービス業の振興を通じた中小企業の事業機会の増大
商店街振興組合等が行う、地域の特性を活かした商
店街の魅力向上や地域のふれあい創出、空き店舗対策
にぎわいのまちづくり総合支
などの取組により、地域社会が抱える課題の解決や商
援事業
店街等のにぎわいを創出しようとする事業を支援す
る。
商店街等空き店舗情報提供ウェブサイトによるマッ
チングの運用と周知を図るとともに、登録した店舗に
商店街等空き店舗活用マッチ ついて、商店街・地域のニーズに合った借り手とマッ
ング支援事業
チングさせるモデル事業を展開することにより、シス
テムの更なる有効活用と空き店舗での創業を促進す
る。
新

商店街創業支援事業

商店街での創業に意欲のある者を募集し、実践的な
講座を開催することにより、新たな人材を発掘・育成
し、商店街における創業につなげていく。

23,197 中小企業支援課

1,960 中小企業支援課 重点テーマ６

975 中小企業支援課 重点テーマ６

事業名

事業概要

予算額
（千円）

課(局・室)名

掲載テーマ

ウ 観光客の来訪および滞在の促進による中小企業の事業機会の増大

新

本県の観光地としての認知度と評価の向上を目指
観光ブランド「ビワイチ」推 し、滋賀を周遊することを象徴的に表現する「ビワイ
進事業
チ」（びわ湖一周）というフレーズを用いた旅のブラ
ンドづくりを行う。

13,900 観光交流局

重点テーマ７

観光物産情報ホームページのスマートフォン対応や
ターゲットを意識した観光情 ＳＮＳの活用により、多様なニーズに応じた効果的な
報発信事業
情報発信を展開するとともに、観光関連企業・施設の
情報発信を支援する。

9,800 観光交流局

重点テーマ７

エ その他の産業分野の特性に応じた中小企業の事業機会の増大
地場製薬企業の事業活動が活発に行われるようにす
滋賀のくすり振興対策費（地 るため、付加価値の高い医薬品の開発、品質の向上等
場製薬企業機器整備補助金） のための製造機器および試験検査機器の整備に対して
助成する。
平成２５年５月に立ち上げた「滋賀県建設産業活性
建設産業の活性化推進検討事
化推進検討会」において、本県の建設産業の活性化推
業
進方策の検討を行う。

新

建設産業魅力発信事業

新

建設産業適正化推進事業

構造改革指導事務委託

建設産業の担い手の確保・育成を図るため、「滋賀
県建設産業活性化推進検討会」の中間まとめを踏ま
え、若い世代などに建設産業の魅力等を発信等を行
う。
技術と経営に優れた企業が伸びられる環境を整備す
るため、「滋賀県建設産業活性化推進検討会」の中間
まとめを踏まえ、建設業取引の適正化・関係法令遵守
の徹底を図る。
「滋賀県建設産業活性化推進検討会」の中間まとめ
を踏まえ、建設産業の担い手の確保・育成等を目的と
して、現場見学等を委託する

4,000 医務薬務課

667 監理課

重点テーマ６

1,663 監理課

重点テーマ６

2,730 監理課

重点テーマ６

1,800 監理課

重点テーマ６

④中小企業者および関係団体等の有機的な連携の促進
事業名

事業概要

中小企業者が農林水産業者と連携して行う新商品の
農商工連携スタートアップ事
開発や事業化を促進するため、研修会の開催、個別の
業
マッチングの支援等を行う。
農山漁村の所得や雇用の増大、地域活力の向上を図
るため、農林漁業者と多様な事業者が連携して取り組
６次産業化ネットワーク活動
む新商品開発や販路開拓あるいは、農林水産物の加
事業
工・販売にかかる施設、機械等の整備について支援す
る。

予算額
（千円）

課(局・室)名

掲載テーマ

1,000 中小企業支援課 重点テーマ６

27,638 農業経営課

Ⅱ 小規模場事業者に焦点を当て、条例や施策について、わかりやすく周知
事業名

予算額
（千円）

課(局・室)名

掲載テーマ

「滋賀県中小企業の活性化の推進に関する条例」の
普及啓発、中小企業者等の意見の反映の推進と中小企
業活性化施策の分かりやすい周知を図るため、意見交
換会や企業訪問等を実施するとともに、分かりやすい
実施計画の説明資料を作成する。

500 中小企業支援課 重点テーマ６

小規模事業者向け施策について周知を図るため、新たに
小規模事業者支援強化月間事
小規模事業者を支援するための強化月間を設け、関係機
業
関と連携して施策説明会等を開催する。

1,500 中小企業支援課 重点テーマ６

中小企業活性化推進事業

新

事業概要

□再生可能エネルギーの戦略的な振興
「滋賀県再生可能エネルギー振興戦略プラン」（Ｈ25.3月策定）
～ 地域主導による「地産地消型」「自立分散型」エネルギー社会の創造 ～
地域における様々な取組主体が、地域の資源を最大限活用しながら、生活や産業活動に必要なエネルギーを可能
な限り地域の中から生み出し、地域の中にエネルギー源を分散配置するとともに、省エネを推進することにより、
環境に配慮した、産業振興につながる、災害に強い社会を築きます。

振興戦略プランの着実な推進

【６つの戦略プロジェクト】

H29年度までの5年間で重点的に取り組むべき県の施策の展開方向

(1)家庭・事業所における「導入加速化」プロジェクト

事業所

(2)農山村の地域資源を活用したエネルギー創出プロジェクト
(3)災害に強く、スマート化した地域づくりプロジェクト

家庭

地域

(4)地域エネルギー創出支援プロジェクト
(5)関連産業振興プロジェクト

産業振興

(6)県庁率先プロジェクト

再生可能エネルギー振興戦略プランの総合的な推進
事業名
新
再生可能エネルギー普及啓発・人材育成事業

事業概要
再生可能エネルギーの導入促進に向けた取組等を喚起するため、国
内外の先進事例等について情報提供を行うセミナーや、事業化を通じ
て地域に貢献する人材を育成するための講座を開催する。

予算額
（千円）

1,540

課(局・室)名

地域エネルギー振
興室

掲載テーマ

重点テーマ4

再生可能エネルギーの導入促進
事業名

事業概要

予算額
（千円）

課(局・室)名

掲載テーマ

●事業所における導入促進
事業用再生可能エネルギー等導入促進事業

事業所レベルでの再生可能エネルギー導入を促進するため、中小企
業等による再生可能エネルギー等の設備導入を支援する。
[設備導入団体数 10団体（H26年度）]

10,000

地域エネルギー振
興室

重点テーマ4

民間事業者節電・省エネ推進事業

中小企業等の節電・省エネ行動を促進するため、省エネ診断や省エ
ネ設備整備に対し助成する。
[設備整備団体数 20団体（H26年度）]

24,100

地域エネルギー振
興室

重点テーマ4

省エネや再生可能エネルギーの導入等に取り組む中小企業者等に対
中小企業振興資金貸付金（省エネ・再生可能エネ
し、必要な資金を貸し付けることにより、節電・省エネ・再生可能エ
ルギー枠）
ネルギー導入を支援する。

湖西浄化センター下水汚泥燃料化事業

湖西浄化センターの汚泥処理に燃料化方式（下水汚泥から燃料化物
を製造）を採用し、汚泥燃料化施設の設計・建設を行う。

741,000 中小企業支援課

632,653 下水道課

●家庭における導入促進
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
太陽光発電システムを設置する者に対して支援する。

50,310 温暖化対策課

重点テーマ4

家庭部門でのエネルギー効率を向上するため、個人用住宅への太陽
個人用住宅太陽光発電・コージェネ普及促進事業 光発電システムの設置と併せて、コージェネシステムを設置する者に
対して支援する。

15,328 温暖化対策課

重点テーマ4

個人用既築住宅太陽光発電システム設置推進事業

新

●地域における導入促進
新

地域主導型再生可能エネルギー事業化支援事業

地域資源を活かした再生可能エネルギーの導入を図るため、地域の
様々な主体で構成する協議会等による再生可能エネルギーの事業化の
検討を支援する。

公共的施設等再生可能エネルギー導入推進事業

再生可能エネルギー等の地域資源を活用した環境先進地域の構築の
ため、市町や民間事業者等が実施する防災拠点等への再生可能エネル
ギー等の導入を支援する。

361,947 温暖化対策課

重点テーマ4

電気自動車普及促進事業

関係者との意見交換を実施するなど、走行時に二酸化炭素の排出の
ない電気自動車の普及啓発を行う。

790 温暖化対策課

重点テーマ4

県営農村地域再生可能エネルギー施設整備事業

土地改良施設の維持管理費軽減のため、農業水利施設を活用した小
水力や太陽光発電の設計や施設整備を実施する。

352,400 耕地課

農村の「近いエネルギー」活用推進事業

地域住民が主体となった小水力発電によるエネルギーの地産地消の
取組を支援し、農村地域の活性化を図る。

865 耕地課

高等学校建設費

施設改修

県立高等学校において太陽光発電、蓄電池の整備等を行う。

2,563

地域エネルギー振
興室

重点テーマ4

重点テーマ4

34,736 教育総務課

エネルギー関連産業の振興・研究開発
事業名

新

事業概要

予算額
（千円）

課(局・室)名

掲載テーマ

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で調査・
検討し、エネルギー分野の観点から産業振興を図る。

7,500

地域エネルギー振
興室

重点テーマ6

電池産業支援拠点形成事業

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、県内企業と共同で電池関連素材・部材
の評価手段の検討や改良研究を進めることにより、県内企業の競争
力、開発力を強化する。

1,490 モノづくり振興課

重点テーマ6

低炭素化技術開発・実証化補助事業

中小企業者等が主体となって実施する、低炭素化社会の実現につな
がる新製品開発や新技術開発、また新たに開発された技術の実証化実
験について、必要となる経費の一部を助成する。

25,000 モノづくり振興課

重点テーマ4

□女性の活躍推進
現状・課題

女性の活躍推進の意義

●生産年齢人口の減少

男女の希望の実現

●30歳代を中心に、女性の
労働力率が低下（一方、
多くの女性が就業を希望）

地域社会の活性化

●女性リーダーが少ない

経済的なリスクの低減

・女性が希望する働き方や生き方を選択できる
・女性が働きやすければ、男性もワーク・ライフ・
バランスを実現
・労働力の増加
・消費の拡大
・新たな価値の創造 ・生活の充実
・経済的なリスクへの対応

・多様性の向上
・経済の活性化

・生活基盤の安定

女性が活躍できる
仕組みづくり・風土づくり
カ

ラ

ッ

ト

CARAT滋賀・女性・元気プロジェクト
重点項目１

働く場への参画拡大
に向けた支援
重点項目２

意思決定過程への
参画拡大に向けた支援
重点項目３

様々な場面での能力発揮
に向けた支援

(1) 女性が継続して就労できるために
(2) 女性が再チャレンジできるために
(1) 企業において女性の管理職が増えるために
(2) 様々な分野で活躍する女性リーダー等が増えるために
(1) 女性が起業できるために
(2) 女性が能力を発揮できるために

【重点項目１】 働く場への参画拡大に向けた支援
（１）女性が継続して就労できるために
★ワーク・ライフ・バランスを進めます！
事業名

事業概要

予算額
（千円）

課(局・室)名

掲載テーマ

ワーク・ライフ・バランスの普及啓発および実践支援
を行う中小企業ワーク・ライフ・バランス対応経営推進
員を設置し、中小企業関係団体と協働でセミナーの開催
中小企業ワーク・ライフ・バ
や企業訪問指導によるモデル事例の発信を行い、中小企
ランス対応経営推進事業
業関係団体の主体的な取組を促進する。
[ワーク・ライフ・バランス推進企業登録数(累計) 480
社(H21年度)→ 730社(H26年度)]

2,699 労働雇用政策課

重点テーマ２

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

3,000 子ども・青少年局

重点テーマ２

★キャリア形成に向けた支援を進めます！
事業名

新

事業概要

社会人基礎力の育成や就業体験を効果的に活用しなが
県立高等学校キャリア形成支 らキャリア教育の実践研究に取り組み、社会的・職業的
援事業
自立を目指す効果的なカリキュラムの研究・開発を行
う。

予算額
（千円）

課(局・室)名

3,700 学校教育課

掲載テーマ

重点テーマ２

事業名

事業概要

予算額
（千円）

課(局・室)名

掲載テーマ

女性の活躍推進に向けた気運醸成を図るため、女性活
躍推進フォーラムの開催などの普及啓発を行うととも
女性の活躍の場拡大応援事業
に、若年者が将来のキャリアビジョンを描けるよう、大
（女性の活躍推進応援事業）
学生などが若年者に対して様々な情報発信や普及啓発を
行う事業を実施する。

3,573 男女共同参画課

重点テーマ２

小学生から中学１年生の児童・生徒を対象に、様々な
職業を紹介し、実際のしごとを体験する場として「おう
みしごと体験フェスタ」を開催し、職業観や勤労観を育
むきっかけ作りを行う。
[参加者 4,000人（H26年度）］

3,000 労働雇用政策課

重点テーマ２

おうみしごと体験事業

★仕事と子育ての両立への支援を進めます！
事業名

新

事業概要

予算額
（千円）

課(局・室)名

掲載テーマ

放課後児童クラブ指導員の資質・スキルの向上のため
放課後児童指導員等資質向上 に、基礎から専門まで学習できる研修を実施し、放課後
事業
児童クラブの質の確保および放課後児童健全育成事業の
円滑な実施を図る。

880 子ども・青少年局

重点テーマ２

市町が行う民間保育所等の施設整備などに対して補助
子育て支援環境緊急整備事業
することにより、待機児童解消のための取組を支援す
費補助
る。

1,830,222 子ども・青少年局

重点テーマ２

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 子ども・青少年局

重点テーマ２

30,000 子ども・青少年局

重点テーマ２

309,266 子ども・青少年局

重点テーマ２

家庭的保育推進事業

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
３歳児保育特別配置事業費補 ろを、15人に1人の配置を支援することにより、2歳未満
助
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。

保育士確保対策事業

保育人材バンクによる潜在保育士の再就職支援、保育
士養成校新卒者の県内保育所への就職促進、現任保育士
の就労継続支援等を行う「保育士・保育所支援セン
ター」を運営するとともに、保育士資格取得に必要な修
学資金の貸付けを行う。また、保育士の処遇の改善を図
る。さらに保育士への感謝のメッセージを募集・発信す
ることにより、保育士を応援する気運を醸成する。

（２）女性が再チャレンジできるために
★再チャレンジへの総合的支援を進めます！
事業名

事業概要

出産や子育てによる離職後の再就職を希望する女性等
に対して就労支援をワンストップで実施する滋賀マザー
女性の就労トータルサポート
ズジョブステーションを運営するとともに、新たに南部
事業（滋賀マザーズジョブス
地域に窓口を開設することにより支援の拡充を図る。
テーション事業）
［マザーズジョブステーションを通じた就職件数
年間 251件(H24年度)→
400件（H26年度）］

予算額
（千円）

課(局・室)名

男女共同参画課
55,112 子ども・青少年局
労働雇用政策課

掲載テーマ

重点テーマ２

【重点項目２】 意思決定過程への参画拡大に向けた支援
（１）企業において女性の管理職が増えるために
★キャリア・アップへの支援を進めます！
事業名

新

事業概要

【訪問看護従事者確保・資質向上事業】
訪問看護ステーション実習を通して、看護学生に訪問看
護の意義や魅力を重点的に啓発し、訪問看護師を志す人
材を養成に取り組む訪問看護ステーションを支援する。
また、専門性の高い訪問看護認定看護師を各圏域に配置
できるよう資格取得への支援を行う。
在宅医療福祉を担う看護職員 [実習指導したグループ数 240グループ（H26年度）]
養成事業
【在宅医療福祉施設・医療機関の看護職員相互研修事
業】
在宅医療推進にあたり、必要な知識等の習得や連携の強
化を目的として、在宅医療福祉施設および医療機関の看
護職員が情報や課題を共有できる研修を実施する。
[研修参加者数 20人(H26年度)］
県内企業で中堅職員として働く女性を対象に、リー
ダーに向けての資質向上、意欲高揚を図るとともに、
女性の就労トータルサポート
ロールモデルとの交流によるキャリアパス（将来の目
事業（女性のキャリアアップ
標・昇進プラン）設定およびネットワークづくりを目的
支援事業）
に県内１地域で開催していたセミナーを県内３地域で開
催する。

予算額
（千円）

課(局・室)名

掲載テーマ

医療福祉推進課
医務薬務課

重点テーマ３

610 労働雇用政策課

重点テーマ２

15,250

★女性活躍に向けた企業の取組を促進します！
事業名

事業概要

予算額
（千円）

課(局・室)名

掲載テーマ

女性の就労トータルサポート
企業における女性の活躍推進に向けた取組を促進する
事業（企業の女性活躍状況の ための手法である「女性の活躍状況の見える化」につい
見える化研究事業）
て、企業担当者、経済団体と研究を行う。

360 労働雇用政策課

重点テーマ２

企業における女性の活躍を促進するため、経営者を対
女性の就労トータルサポート
象に、男女雇用機会均等法の趣旨と積極的な取組（ポジ
事業（男女雇用機会均等推進
ティブ・アクション）の必要性について、啓発するため
事業）
のセミナーを開催する。

330 労働雇用政策課

重点テーマ２

（２）様々な分野で活躍する女性リーダー等が増えるために
★女性リーダー等の交流を進めます！
事業名

事業概要

予算額
（千円）

課(局・室)名

県内の各分野で活動している女性経営者等が一堂に会
滋賀の女性経営者フォーラム
し交流することにより、経営者としての女性の社会進出
開催事業
の促進と地域経済の活性化を図る。

1,000 中小企業支援課

女性医師を支援する組織をネットワーク化し、女性医
女性医師ネットワーク運営事
師同士が仕事と家庭の両立などについて、交流・情報交
業
換できる場を設ける。

1,500 医務薬務課

掲載テーマ

重点テーマ２

【重点項目３】 様々な場面での能力発揮に向けた支援
（１）女性が起業できるために
★起業を多面的にサポートします！
事業名

事業概要

新

中小企業振興資金貸付金「開
「ＣＡＲＡＴ滋賀・女性・元気プロジェクト」の重点
業資金（女性創業枠）」の創 項目に位置付けられている女性の起業を促進するため、
設
新たに開業資金に「女性創業枠」を設ける。

新

農村女性活躍支援事業

地域農業の発展に資する取組にチャレンジする若手農
村女性を創出するため、研究活動や人的ネットワーク構
築等の一助となる講座を提供する。

女性のライフスタイルに応じた働き方や社会参画を応
援するため、女性の社会参画に取り組んでいる事業型Ｎ
女性の活躍の場拡大応援事業
ＰＯ等を対象としたニーズ調査やＮＰＯ活動の好事例等
（女性のＮＰＯ活動等応援事
を発信することで、女性の社会参画事業を展開している
業）
ＮＰＯ等や、新たにＮＰＯを立ち上げる女性を支援す
る。

予算額
（千円）

課(局・室)名

掲載テーマ

34,286 中小企業支援課

3,900 農業経営課

重点テーマ７

3,200 県民活動生活課

重点テーマ２

（２）女性が能力を発揮できるために
★女性の多様なチャレンジを支援します！
事業名

事業概要

予算額
（千円）

課(局・室)名

掲載テーマ

起業したい、コミュニティビジネスに取り組みたいと
いうチャレンジ意欲のある女性の活躍を支援するため、
講座の開催や交流の場の提供とともに、入口としての相
談から社会参画に結びつくまでの継続したサポートを行
う。
また、活動への一歩を踏み出した女性を対象に、フォ
ローアップも含め総合的に応援する場づくりを行う。
［男女共同参画センターの支援を受けて活躍する女性の
数 累計88人(H24年度)→ 100人(H26年度)］

1,775 男女共同参画課

重点テーマ２

女性の活躍推進に向けた気運醸成を図るため、女性活
躍推進フォーラムの開催などの普及啓発を行うととも
女性の活躍の場拡大応援事業
に、若年者が将来のキャリアビジョンを描けるよう、大
（女性の活躍推進応援事業)
学生などが若年者に対して様々な情報発信や普及啓発を
行う事業を実施する。

3,573 男女共同参画課

重点テーマ２

女性のチャレンジ支援事業

□平成36年(2024年）の第79回国民体育大会に向けた取組

開催準備
事業名
新

事業概要

開催準備を円滑に進めるため、県、市町、県内の主要
第79回国民体育大会滋賀県開
な機関・団体等で構成する「第79回国民体育大会滋賀県
催準備委員会負担金
開催準備委員会」に対し、必要な負担金の拠出を行う。

予算額
（千円）

課(局・室)名

掲載テーマ

8,000 スポーツ健康課

施設整備
事業名

事業概要

予算額
（千円）

課(局・室)名

新

国体主会場整備事業

国体主会場の整備に向け、所要の調査や測量、公園基
本構想・基本計画の策定を行う。

70,000 スポーツ健康課

新

国体時の利用を見据え、県立社会体育施設の最適な管
県立社会体育施設の最適な管
理について検証し、今後必要となる施設整備の基礎資料
理についての調査研究委託
を作成する。

12,000 スポーツ健康課

掲載テーマ

競技力向上
事業名

事業概要

予算額
（千円）

課(局・室)名

本県を代表する選手が国体をはじめとした様々な舞台
で活躍できるよう、育成に必要な強化合宿費や県外遠征
費等の経費に対し補助を行う。

9,000 スポーツ健康課

新

将来活躍が期待できる「次世代アスリート」の創出に
次世代アスリート発掘育成プ
向け、県内の優れた資質を有する子どもたちを早期に見
ロジェクト
出し、各種育成プログラムを実施する。

4,232 スポーツ健康課

新

県のスポーツ界を担う女性の育成を図るため、女性ア
女性アスリート・指導者支援 スリート・指導者のネットワークづくりの支援や、女性
事業
スポーツ連続講座の開催、子育て期のアスリート託児支
援を実施する。

1,000 スポーツ健康課

新

国体開催を見据え、競技力向上についての中長期的な
競技力向上基本計画策定・推 基本計画を策定するとともに、その計画を全県的に推進
進体制構築事業
するため、「（仮称）滋賀県競技力向上対策本部」を設
置する。

700 スポーツ健康課

競技力向上対策費補助金

掲載テーマ

基金設置
事業名

新

事業概要

国体・全国障害者スポーツ大会の円滑な開催に資する
（仮称）国民体育大会・全国
とともに、これらの大会に向けたスポーツ施設の整備や
障害者スポーツ大会運営等基
競技水準の向上を図るため、現行のスポーツ施設整備基
金積立金
金を改め基金を設置し、新たな積立を行う。

予算額
（千円）

課(局・室)名

101,150 スポーツ健康課

掲載テーマ

