
○平成１７年度ＮＰＯとの協働事業関連予算額調査

（単位：千円）

1 政策研修センター ＮＰＯ協働研修 1,987

県および市町村の職員が、ＮＰＯの活動を実際に体験することなどを通して、ＮＰＯの現状、
課題、理念、意義、社会的役割等について認識を深めるとともに、自治体とＮＰＯのパート
ナーシップのあり方や協働型の政策等についてＮＰＯスタッフ等とともに議論・検討すること
により、協働による政策立案や事業実施に必要な能力を養成する。

委託
⑮雇用機会の拡
充

2 企画調整課 湖国まるごとエコ・ミュージアム推進事業 6,224
「湖国まるごとエコ・ミュージアム」の実現に向けて、４つのプロジェクトからなる「湖国まるご
とエコ・ミュージアム協賛事業」に取り組む。各プロジェクトの企画・運営にあたっては、活動
を実践または支援するNPOとの関わりも持ちながら進めていく。

情報交換・ｺｰ
ﾃﾞｨﾈｰﾄ

企画立案への
参加

③まちづくり

3 青少年室 しが５つの教科書集中化推進事業 2,720

子ども向け体験事業等の総合案内冊子および事業実施者向け啓発パンフレット作成、プロ
グラム実施者のスキルアップ講座の実施等により、「地域が学校、住民が先生」という考え
方（＝しが５つの教科書）の周知促進、および体験事業の実施者の裾野拡大、子どもの体験
機会の提供充実を図る。

情報交換・
コーディネート

⑪子ども

4 青少年室
「心と身体で世界を感じ、自分の生き方を見つめよ
う」事業 693

自分の身の回りにある課題への気づきとその解決に向けての青少年の主体的な社会参加
を促すため、国際理解のワークショップやテーマ毎の実地研修を開催する。

委託 ⑪子ども

5
湖南地域振興局
地域振興課

こなんチョボラ・スチューデント支援事業 250
都市化が急速に進む湖南地域の実情に応じ、青少年犯罪・非行防止のため、学生が自主
的に組織したボランティアグループが行う地域の巡回パトロール等の活動への支援を行う。

補助・助成 ⑦地域安全活動

6
湖南地域振興局
環境森林整備課

こなん体験ミュージアムの整備事業（体験学習ルー
トの開発） 2,700

栗東市２地区、草津市２地区で住民が主体となったワークショップを開催し、ルート整備のた
めの文化、個性、資源を調査する。

委託
③まちづくり
⑤環境の保全

7
湖南地域振興局
環境森林整備課

こなん体験ミュージアムの整備事業（水文化の再発
見） 222

水を通して地域環境を保全し、環境意識の高揚を図るため、ＮＰＯ、市民団体とともに河川
環境学習を実施する。

共催
③まちづくり
⑤環境の保全

8
甲賀地域振興局
地域振興課

みらいの甲賀地域創造事業　　　　　　       　　　（「ふ
るさと鹿深学　地域づくり講座」の開催） 1,700

地域住民等が地域資源を再認識するための地元学を実践するため、地域づくり講座を開催
し、地域への愛着、関心を高めてもらうとともに、まちづくりのリーダーやサポーターを育てて
いく。

委託
③まちづくりの推
進を図る活動

9
甲賀地域振興局
地域振興課

みらいの甲賀地域創造事業
（「みらいの鹿深創造ネットワーク」の推進） 900

甲賀地域で活動する地域づくりの多様な主体が、情報発信・意見交換を行い、互いにその
活動を認識し、自己研鑽しながら連携していくための場を設け、「みらいの甲賀地域創造プ
ラン」を実践するための具体的な提案や呼びかけを行い、協働による地域づくりをめざす。

補助・助成
⑰連絡、助言又
は援助

10
甲賀地域振興局
地域振興課

甲賀広域レール＆ウォーク事業 1,600
　「みらいの甲賀創造プラン」で提言された、甲賀地域が有する豊かな自然や文化財などの
地域資源を活かす４つのエコミュージアムの展開を図りつつ、交通機関の利用促進につな
げるため、駅を起点としたウォークを実施する。

補助・助成
③まちづくりの推
進を図る活動

11
甲賀地域振興局
建設管理部道路
計画課

郷土種による道路法面の生態系保護緑化事業 1,000

現在、道路法面は外国産芝草類などの侵略種によって固有の自然や景観が失われつつあ
ることから、自然豊かな甲賀地域としては、可能なかぎり緑化場所周辺に自生する郷土の樹
木や草から採取した種子を利用する。　　Ｈ１７年度は、道路法面
郷土種緑化ワーキング（既存資料分析、郷土種調査調査分析（導入樹種選定）、法面緑化
工法（表層土、木材利用）の技術的検討を行う。

企画立案への
参画

⑤環境の保全

12
甲賀地域振興局
建設管理部河川
砂防課

思いを活かす「水源の里・甲賀」の川づくり事業 1,700

新たに進めていく身近な河川・砂防事業の対象河川について、住民意見を反映する観点か
ら、対象事業毎に「水源の里・甲賀交流ひろば」を開催し地域との協働を基に川づくり計画を
まとめ実施していく。Ｈ１７年度は、広野川で、治水上課題となっている屈曲した河川の改修
をともに進める。山門川では、「身近な環境を考える会」と協働して河川にホタルを呼び戻す
活動に対し、治水、利水、親水利用、河川環境の視点も加えた川づくりを行う。計画策定後、
地元と共同実施する。

共催
企画立案への

参加

⑤環境の保全
⑪子どもの健全
育成

13
東近江地域振興
局　地域振興課

西の湖美術館構想検討事業 1,000
地域住民主導で検討を進めようとしている西の湖とその周辺の自然そのものを美術館と見
立てる「西の湖美術館構想」の調査・研究等の取組に対して支援する。

補助・助成
③まちづくり
⑤環境の保全

協働の形態 分野課室名 事業名等（取り組み事項等） 事　業　内　容平成1７年度　予算額

１／３０　しが協働推進ボード



協働の形態 分野課室名 事業名等（取り組み事項等） 事　業　内　容平成1７年度　予算額

14
東近江地域振興
局　地域振興課

東近江ＮＰＯ協働発信事業 1,394
地域住民に身近な草の根の情報やＮＰＯ等の活動情報を提供し、東近江の魅力ある地域づ
くりを進めるため、ＮＰＯとの協働による広報・広聴活動を展開する。

委託
③まちづくり
⑰助言

15
東近江地域振興
局　地域振興課

東近江エコ・サイクルコース整備事業 15,403
自然・歴史・文化的資源を結ぶサイクルコースやサイクルマップを整備することにより、健
康・環境・観光の各方面から懐の深い「東近江」を発信し、車と自転車と人が共存する心安ら
ぐまちづくりを推進する。

企画立案への
参画

③まちづくり

16
東近江地域振興
局地域健康福祉
部

「健康づくり応援団」によるまちづくり事業 1,099
東近江「健康いきいき２１」推進会議およびシンポジウムの開催や、健康づくり応援団啓発事
業を実施する。

委託 ③まちづくり

17
東近江地域振興
局地域健康福祉
部

東近江地域福祉起業支援事業 520
福祉関係サービスの起業を志す者に対して、意識の啓発、事業の立ち上げに必要な知識、
運営の方法等について講習を行い、地域において痴呆を含む高齢者の受け皿となる施設の
設置主体として活躍できる素地をつくる。

委託
①保健、医療ま

たは福祉

18
東近江地域振興
局建設管理部　計
画調整課

クラベス河川浄化事業 1,123
竹炭による河川浄化施設について、八幡川等の河川清掃活動に取り組む団体に清掃作業
を委託し、同施設を良好に維持するとともに、河川環境保全の啓発に努める。

情報交換・ｺｰ
ﾃﾞｨﾈｰﾄ
委託

⑤環境の保全

19
湖東地域振興局
地域振興課

近江中山道ミュージアム推進事業 156

　　湖東地域における近江中山道という新たな「観光魅力の創出」と「ＮＰＯ組織の育成」を図
るべく、県内の中山道関係団体・グループ等との交流・連携強化およびをＮＰＯ組織の自立
への道筋をつけるため、その契機となる機会の提供として近江中山道関係者によるサミット
を開催する。

情報交換・
コーディネート

③まちづくり
⑭経済活性化

20
湖北地域振興局
地域振興課

湖北エコミュージアム創造事業 3,700
地域資源の保存、活用、研究などを行う住民活動団体を組織化し、活動の活性化や地域づ
くり推進のための取り組みを行う湖北エコミュージアム推進協議会（仮称）に対する支援を行
う。

補助・助成
⑰連絡、助言ま
たは援助

21
湖北地域振興局
長浜建設管理部

魅力ある長浜港の創造事業 200 快適な長浜港を創造するため、ホームページ運営を行う。
企画立案への

参画
③まちづくり

22
湖西地域振興局
地域振興課

湖西・心のふるさと構想推進事業
（ふるさと湖西再発見調査研究） 1,500

　湖西地域の人づくり、地域づくりの基本となる「湖西・心のふるさと構想」の一環として、住
民自らが自分たちの住む地域の良さを見直し、郷土への愛着を深めるとともに、コミュニティ
の活性化を図ることを目的に、住民とともにふるさとの印象を絵図に表す。

委託 ③まちづくり

23
湖西地域振興局
森林整備課

湖西山里づくり事業 400
　朽木村針畑地区において、山村の活性化や自然環境の保全を図るため、地域住民やＮＰ
Ｏが行う調査やプランの策定等の活動を支援する。

補助・助成 ⑤環境の保全

24
湖西地域振興局
建設管理部計画
調整課

湖西・くらしの交通システム検討事業
（くらしの道再生の検討） 120

県道新旭高島線（旧国道１６１号）を沿線住民の暮らしにやさしい道路として再生するため、
地域住民や高島郡交通安全協会員による地域協議会を設置し、再生方法等の検討を行う。

企画立案への
参画

③まちづくり

25
湖西地域振興局
建設管理部計画
調整課

竹から生まれるかぐや姫の川づくり
（「かぐや姫の川づくりクラブ」設置：仮称） 200

安曇川河川敷の放置された竹林を、本来の竹林に取り戻すために、竹林のあり方や管理方
法、子供たちの学習の場として、また、不法投棄対策などについて、住民の声を反映させ、
住民自ら参加してもらえる取り組みを目指す。

補助・助成 ③まちづくり

26 男女共同参画課 男女共同参画県民提案事業 2,226
男女共同参画社会づくりのためのフォーラムや講座等の事業をＮＰＯ等との団体から公募
し、事業運営を委託する。

委託 ⑩男女共同

27 県民生活課
「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例に係る自主
活動団体への補助事業 10,000

地域の安全なまちづくりの実現を目指し、小学校区または概ね小学校区と同等と認められ
る地域において安全なまちづくりに資する活動（防犯活動）に取り組んでいる自主活動団体
へ市町村が補助を行う場合に、その補助額の２分の１以内で５０万円を上限に補助する。

補助 ⑦地域安全活動

28 県民文化課 湖国アーツバザール開催事業 6,460

公募による実行委員会を組織し、来場者が芸術文化を実際に体験することが可能な体験型
見本市を開催。参加団体の取り組みの発表の場であるだけでなく、参加団体同士の交流を
促進し、活動の活性化を図るとともに、来場者には、実際に「歌う」「踊る」「演ずる」「描く」な
どを体験してもらい、見るだけではわからなかった芸術文化の魅力を発見してもらう。また、
併せて、青少年向けの芸術体験ワークショップを開催する。

委託
④文化芸術ス
ポーツ

１／３０　しが協働推進ボード



協働の形態 分野課室名 事業名等（取り組み事項等） 事　業　内　容平成1７年度　予算額

29 県民文化課 県民文化活動チャレンジ企画補助金 8,000
地域文化に配慮し、通常の文化活動の枠にとらわれず、滋賀県の文化の活性化と向上に
貢献すると思われる独創的で斬新な事業を補助することにより文化団体の企画力の向上と
県内の文化活動の活性化を図ります。

補助
④文化芸術ス
ポーツ

30 県民文化課 ボランティア・ＮＰＯファーストステップセミナー 1,934
県民がボランティアやＮＰＯに対して理解を深めるとともに、参加のきっかけとなるセミナーを
県内４カ所で開催する。（企画案公募後、提案したＮＰＯへ委託予定）

委託
⑰連絡、助言ま
たは援助

31 県民文化課 しがＮＰＯ協働プロジェクト（協働ルームしがの開設） 322
ＮＰＯと行政の協働事業を進めるためには、お互いがより理解を深め対等の立場で議論を
進めることが必要であり、随時、協議・意見交換の場や相談窓口を設ける。

情報交換・
コーディネート

⑰連絡、助言ま
たは援助

32 県民文化課 しがＮＰＯ協働プロジェクト（協働部活プロジェクト） 224
地域で様々な課題に取り組んでいるＮＰＯと意欲やチャレンジ精神に富んだ職員が、部局横
断的に関係所属と共に、協働で課題解決に向けての方策の検討を行う。

企画立案への
参画

⑰連絡、助言ま
たは援助

33 県民文化課 しがＮＰＯ協働プロジェクト（協働推進ボード） 391
協働事業を実施する段階で生じる様々な課題や問題点について検証ならびに助言等を行う
とともに、協働事業の選定や評価を行い、よりよい協働が進むよう協働推進ボードを設置す
る。

企画立案への
参画

⑰連絡、助言ま
たは援助

34 県民文化課
しがＮＰＯ協働プロジェクト（しがＮＰＯ協働推進自治
体シンポ） 740

滋賀県内の自治体職員が滋賀における行政とＮＰＯとの協働についての情報交換を行い、
議論・研鑽を積む。

情報交換・
コーディネート

⑰連絡、助言ま
たは援助

35 県民文化課 協働ネットしが運営管理事業 1,885
平成１５年度に構築した滋賀県ＮＰＯ情報ネットワーク（協働ネットしが）により、ＮＰＯと行政
のお互いの情報交換を行うとともに、協働事業やしがＮＰＯ協働プロジェクトの事業内容等を
公開し、よりよい協働の情報ツールとして利用する。

情報交換・
コーディネート

⑰連絡、助言ま
たは援助

36 水政課 流域アジェンダ策定・推進事業 890
琵琶湖の総合保全の推進を目的に、流域協議会を核とした、環境団体、企業、行政、個人
等による流域を越えたネットワークである「琵琶湖流域ネットワーク委員会」の運営や取り組
みに対して支援を行う。

補助・助成 ⑤環境の保全

37 水政課
流域アジェンダ実践促進事業（大津志賀流域におけ
る流域アジェンダ実践促進事業） 656

大津志賀流域において、琵琶湖の総合保全の推進を目的に、流域協議会が策定した「流域
アジェンダ」に基づく実践活動に対して支援を行う。

補助・助成 ⑤環境の保全

38
湖南地域振興局
環境森林整備課

流域アジェンダ実践促進事業（湖南流域における流
域アジェンダ実践促進事業） 698

湖南流域において、琵琶湖の総合保全の推進を目的に、流域協議会が策定した「流域ア
ジェンダ」に基づく実践活動に対して支援を行う。

補助・助成 ⑤環境の保全

39
甲賀地域振興局
環境課

流域アジェンダ実践促進事業（甲賀流域における流
域アジェンダ実践促進事業） 696

甲賀流域において、琵琶湖の総合保全の推進を目的に、流域協議会が策定した「流域ア
ジェンダ」に基づく実践活動に対して支援を行う。

補助・助成 ⑤環境の保全

40
東近江地域振興
局　環境課

流域アジェンダ実践促進事業（東近江流域における
流域アジェンダ実践促進事業） 701

東近江において、琵琶湖の総合保全の推進を目的に、流域協議会が策定した「流域アジェ
ンダ」に基づく実践活動に対して支援を行う。

補助・助成 ⑤環境の保全

41
湖東地域振興局
環境課

流域アジェンダ実践促進事業（湖東流域における流
域アジェンダ実践促進事業） 700

湖東流域において、琵琶湖の総合保全の推進を目的に、流域協議会が策定した「流域ア
ジェンダ」に基づく実践活動に対して支援を行う。

補助・助成 ⑤環境の保全

42
湖北地域振興局
環境課

流域アジェンダ実践促進事業（湖北流域における流
域アジェンダ実践促進事業） 700

湖北流域において、琵琶湖の総合保全の推進を目的に、各流域協議会が策定した「流域ア
ジェンダ」に基づく実践活動に対して支援を行う。

共催 ⑤環境の保全

43
湖西地域振興局
環境課

流域アジェンダ実践促進事業（湖西流域における流
域アジェンダ実践促進事業） 700

湖西流域において、琵琶湖の総合保全の推進を目的に、各流域協議会が策定した「流域ア
ジェンダ」に基づく実践活動に対して支援を行う。

補助・助成 ⑤環境の保全

44
ｴｺﾗｲﾌ推進課新ｴ
ﾈﾙｷﾞｰ推進室

県民協働による「しが新エネルギー戦略プラン」推進
事業 885

県民、ＮＰＯ、事業者、識者、行政からなるプロジェクトを設置し、プランの具体化および着実
な推進を目指す。

企画立案への
参画

⑤環境の保全

45
ｴｺﾗｲﾌ推進課新ｴ
ﾈﾙｷﾞｰ推進室

県民協働発電施設設置事業 5,800
ＮＰＯ等が広く県民から資金提供を得ながら太陽光発電施設を設置する場合等に補助を行
う。

補助・助成 ⑤環境の保全

46 廃棄物対策課 淡海エコフォスター事業 15,120

公共的場所の美化および保全のため、県民、事業者等が当該場所を愛情と責任を持ってボ
ランティアで美化清掃し、環境美化に対する県民等の意識の高揚を図るとともに、ごみの散
乱を防止するため、県知事または市町村長と合意書を交わし、定期的・継続的に一定の場
所で美化清掃活動を行っていただき、その活動経費に対して支援を行っている。

補助・助成 ⑤環境の保全

１／３０　しが協働推進ボード



協働の形態 分野課室名 事業名等（取り組み事項等） 事　業　内　容平成1７年度　予算額

47 下水道計画課 下水道住民協働普及啓発事業 1,001
下水道事業に関する理解を深めるための情報発信、普及啓発の方策の検討と実施につい
てＮＰＯ等を対象に公募し、これと連携したＰＲ活動を展開する。また、県立水環境科学館の
啓発事業に関する提案についても検討を行う。

委託
②社会教育の推
進            ⑤環
境の保全

48 林務緑政課
協働の森づくり推進事業
（森林ボランティア活動支援） 392

森林ボランティア団体の活動を支援し、より多くの県民が参加できる機会を創出することによ
り、県民協働による滋賀の森林づくりを推進する。

共催 ⑤環境保全

49 自然環境保全課 ネイチャーサポート活動支援事業 600 自然公園施設の管理の一部を県民のボランティアにより実施する。 補助・助成 ⑤環境保全

50 健康福祉政策課
「あったかほーむ」づくり事業
（施設整備・人員配置補助） 17,862

身近な地域で、高齢者、障害者、子どもなど様々な福祉サービスのニーズをもった人たちが
自然に集い、憩い、ふれあい、「地域家族」ともいえるような関係を保ちながら暮らしつづけら
れるよう、その拠点となる「あったかほーむ」を設置・運営しようとするＮＰＯ法人等住民主体
の取り組みを支援するため、施設改修費やｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置費に対して、市町と協力して補
助をする。

補助・助成
①保健医療福祉
③まちづくり

51 健康福祉政策課 くらし支え合いＮＰＯ支援事業 900

身近な地域で、高齢者、障害者、子どもなど様々な福祉サービスのニーズをもった人たちが
自然に集い、憩い、ふれあい、「地域家族」ともいえるような関係を保ちながら暮らしつづけら
れるよう、その拠点となる「あったかほーむ」を設置・運営しようとするＮＰＯ法人等住民主体
の取り組みを支援するため、助言や講座の開設を行う。

委託
①保健医療福祉
③まちづくり

52 健康対策課 精神障害者共同作業所設置運営費補助金 18,015
精神障害者の社会復帰の促進と福祉の向上を図る共同作業所の運営に要する経費に対し
て補助する。（１／２補助）

補助、助成 ①保健医療福祉

53 健康対策課 精神障害者小規模通所授産施設整備費補助金 28,458
精神障害者の社会復帰の促進と福祉の向上を図る小規模通所授産施設の整備に要する
経費に対して補助する。（３／４補助、特別加算１／４）

補助、助成 ①保健医療福祉

54 健康対策課 滋賀県難病連絡協議会補助金 765
難病対策を推進するため、協議会の実施する患者・家族からの相談対応や難病研修会の
開催などの事業に要する経費に対して補助する。（1/2補助）

補助、助成 ①保健医療福祉

55
レイカディア推進
課

介護サービス事業者運営資金貸付金 2,993
介護サービス事業を開始しようとするNPO法人に対して低利資金の貸付を行い、経営の健
全化と介護サービス事業への参入促進を図る。

その他 ①保健医療福祉

56
レイカディア推進
課

ふれあいグループホーム整備事業 5,000
民家や空き店舗等の既存施設を活用して地域に密着した形態でグループホームの整備事
業を行おうとするＮＰＯ法人等の取り組みを支援するため、必要となる施設改修費や初度設
備整備費に対して、市町村と協力して補助する。

補助・助成 ①保健医療福祉

57 児童家庭課 ＤＶ相談員専門研修 400 ＮＰＯ法人おうみ犯罪被害者支援センターに委託し、ＤＶ専門員研修を行う。 委託 ⑩男女共同

58 児童家庭課 民間シェルター運営費補助金 1,220
ＤＶの状況に応じた迅速かつ適切な保護を実施するため、民間団体がシェルターを運営す
る経費に対して補助する。

補助・助成 ⑩男女共同

59 児童家庭課 児童虐待防止民間活動支援事業補助金 280
児童虐待防止に積極的な役割を担う民間団体の円滑な組織化等を支援するため、その活
動に要する経費を補助する。

補助・助成 ⑪子ども

60
児童家庭課　少子
化対策推進室

２１世紀淡海子ども未来会議設置運営事業 400
次代の主人公である子どもたちの健全な育成を図るため、体験学習を通じて自ら考え、行
動する力を引き出すことを支援する。

委託 ⑪子ども

61
児童家庭課　少子
化対策推進室

子ども遊びサポーター養成事業 900
子どもの主体的な遊びや体験学習の現場において、その活動を支援・援助するおとなサ
ポーターの養成講座を実施。

委託 ⑪子ども

62 医務薬務課 救急医料研修協力促進費補助金 1,000
医師、看護師、救急救命士等の救急医療従事者に対する二次救命救急処置等の研修事業
に対し、助成を行う。

補助・助成 ①保健医療福祉

63 中小企業振興課 三方よし理念普及事業費補助金 636
NPO法人三方よし研究所に対して、「三方よし」の「県民への理念普及」のための事業（ｾﾐ
ﾅｰ開催、講師派遣、ﾊﾟﾈﾙ展示、情報誌発行）に係る経費の一部を助成する。

補助・助成
⑭経済活動の活
性化を図る活動

64 新産業振興課 バイオシンポジウム開催事業 1,430
県民に広くバイオテクノロジーの重要性と必要性の知識および理解を深めるためのシンポジ
ウム開催にあたって、NPO法人近畿バイオインダストリー振興会議やNPO法人くらしとバイ
オプラザ21等からの後援を受ける。

後援
⑭経済活動の活
性化を図る活動

１／３０　しが協働推進ボード



協働の形態 分野課室名 事業名等（取り組み事項等） 事　業　内　容平成1７年度　予算額

65
滋賀県立陶芸の
森

普及啓発事業　小学校の生徒を対象にしたやきもの
に関する普及事業　本物と出合う-総合的学習プロ
グラム事業

170

陶芸の森の存在や陶芸の素晴らしさを伝えるために学校への出張授業と、学校から陶芸の
森に来園して行うプログラムを展開している。ＮＰＯ「子どもの美術教育をサポートする会」
は、学校と美術館の橋渡し役となり、学校側への情報提供や授業のアシスタント役、制作の
補助をする。

情報交換・
コーディネート

④学術、文化、
芸術、ｽﾎﾟｰﾂの
振興

66
環境こだわり農業
課

浜大津こだわり朝市 0 滋賀県産農産物・水産物等を生産者が直売する機会を設け、地産地消を進める 後援（予定）
⑭経済活動の活
性化を図る活動

67 農村整備課
魚のゆりかご水田推進プロジェクト
事業 24,700

平成１３年度から、琵琶湖とその生態系の回復を目的とし、水田が魚類繁殖の場であること
の確認調査と、琵琶湖から水田まで魚を登らせる、魚類遡上施設の開発に取り組みむ。 平
成１７年度からこの技術を普及するために「魚のゆりかご水田再生計画」を策定し、ＮＰＯ組
織などと協同し「ネットワーク組織」を整備する。

情報交換・
コーディネート

⑤環境保全、
⑪子ども

68 農村整備課 ため池里山人のにぎわい推進事業 7,400

山辺におけるため池や農地、集落、里山の田園景観や豊かな生態系は、本県が世界に誇
る財産であるとともに、この地域一帯は環境の推移帯（エコトーン）として極めて重要な役割
を果たしている。これらの保全・再生をNPO等多様な主体の参画・協働により推進することに
より農村地域の活性化を図る。

委託
③まちづくり、
⑤環境保全、
⑪子ども

69
大津土木事務所
河川砂防課

三田川子どもの水辺・水辺の楽校推進協議会 5,000

協議会を２回、ワークショップを５回開催し、三田川子どもの水辺の拠点づくりの企画立案、
および三田川の再生に関する計画を立案する。
また、平成１７年４月２３日～６月２６日に開催される「琵琶湖博物館ギャラリー展」に参加し、
取り組み状況を紹介する予定である。

企画立案への
参画

③まちづくり
⑤環境保全
⑪子ども

70 都市計画課 びわこ地球市民の森　森つくりサポーター 548 森づくりサポーターによる植栽木の管理
②社会教育推

進、⑤環境保全

71 管理課 滋賀グリーン購入ネットワーク参加負担金 100 滋賀グリーン購入ネットワークへの参加費
情報交換・
コーディネート

⑤環境保全

72
警察本部警察県
民センター

おうみ犯罪被害者支援フォーラムの開催 0

県民に広く被害者支援への理解と協力を求め、滋賀県における被害者支援の輪を広げるこ
とを目的として、講演、パネルディスカッション、コンサート等を内容とする「おうみ犯罪被害
者支援フォーラム」を共催により開催する。

 共催
⑧人権擁護、

平和

計 72 228,409

（参考） 協働ネットしが掲載事業（形態別） ７２事業

H17年度予算事業名ベース ６１事業

（４６所属）
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