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単位：千円［地域振興局］

事 業 名 当初予算見積額 説 明
(前年度予算額)

【湖南地域振興局】

地域振興事業費 18,124 １ こなんチョボラ・スチューデント支援事業 650
(21,323)

都市化が急速に進む中で、より地域の実情にあった青少年犯罪
・非行防止等の取組が進められるよう、学生ボランティアによる

諸 675 巡回パトロールを支援するとともに、実践的な研修会等を開催す
る。

17,449 ２ こなんSOHO事業者等コラボレーション事業 800○一

SOHO事業者やベンチャー企業が行政や地域経済関係者との連携
を深め、地域に定着した事業活動の展開を図り、もって地域経済
の活性化を図ることを目的として、SOHO事業者の事業活動発表等
のフォーラムを開催する。

３ こなんビジネス交流促進事業 4,496○新

既存の企業をはじめ、新規創業や第二創業を目指す人々がビジ
ネスチャンスを広げるために、これらの人々が出会い自由に交流
できる場などの新たな交流手法について検討を行う。

こなん障害者歯科にこにこ事業 1,404４

授産施設、共同作業所等通所施設利用者への歯科健診および歯
科保健指導を通じて、歯科医療関係者と障害者とがお互いに理解
を深め、にこにこマーク標示歯科医療機関を推進するともに、障
害者の歯科保健意識の向上を図る。

５ こなん体験ミュージアムの整備事業 5,690

都市化の進行により、人と自然の様々なつながり（循環）が希
薄となってきていることから、住民・ＮＰＯが自らが生活する地
域の文化、個性、身近な自然等を再発見し、磨き育てるとともに
次世代を担う子ども達に体験を通じてこれらを引き継ぎ、地域自
立型の循環型社会を形成することに資する。
(1) 体験学習ルートの開発
(2) 水文化の再発見
(3) 里地学校の開設

６ 新幹線びわこ栗東駅周辺の交通情報発信システムの検討 5,084

（仮称）新幹線びわこ栗東駅周辺の円滑な人の流れや交通渋滞
緩和を目指し、交通情報の発信システムの検討を行う。
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単位：千円

事 業 名 当初予算見積額 説 明
(前年度予算額)

【甲賀地域振興局】

地域振興事業費 14,755 １ みらいの甲賀地域創造事業 6,226
( 21,672)

滋賀県南部の新しい玄関口として発展の可能性を持つ甲賀地域
の特性を活かし、市町村、住民およびＮＰＯ等との協働によるま

○ 14,755 ちづくりを進めるとともに、三重県伊賀県民局と連携した事業を一

実施し、両地域の魅力を発信して観光入り込み客の増加を図る。
(1) 「（仮称）みらいの鹿深創造ネットワーク」の推進
(2) 「ふるさと鹿深学 地域づくり講座」の開催
(3) 「甲賀広域レール＆ウォーク」事業の推進
(4) 甲・伊一国大作戦

２ 郷土種による道路法面の生態系保護緑化事業 1,000

郷土種（地域に自生する在来の樹木・草）を利用した道路法面
の緑化を地域住民やＮＰＯ等と協働で行い、在来植生の復元と環
境保全を図る。

３ 思いを活かす「水源の里・甲賀」の川づくり事業 1,700

水の美しさや豊かな里川風景など、甲賀の川の良さを見つめ直
して愛着を共有し、地域での生活に密着した身近な川づくりを進
める。

４ 鹿深エコ交通推進事業 1,600

車中心の交通や観光から、自然や人にやさしい公共交通機関と
自転車を組み合わせた交通への転換を促進するため、信楽高原鐵
道においてサイクルトレインを実施する。

○５ 新市を支援するＪＲ草津線街路立体化に向けた道づくり事業新

2,000

ＪＲ草津線、杣川、佐治川等で南北に分断された県道小佐治甲
南線について、地域住民による「道づくりを考える会」を立ち上
げ、道路計画に関する意見交換、検討を行う。

○６ 小児糖尿病支援対策事業 1,307新

疾病により長期療養を必要とし、生活のしづらさをもつ小児慢
性疾患児とその家族に対して、医療・保健・福祉・教育の緊密な
連携による社会的サポート体制の整備を図る。
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単位：千円

事 業 名 当初予算見積額 説 明
(前年度予算額)

【東近江地域振興局】

地域振興事業費 27,354 １ 東近江エコ・サイクルコース整備事業 15,403
( 36,719)

蒲生町・日野町エリアで、自然や歴史・文化資源を結ぶエコ・
サイクルコースを整備することにより、健康・環境を考慮した体

諸 1,800 験型観光を推進する。

２ 西の湖美術館構想検討事業 1,000
25,554○一

西の湖とその周辺の自然そのものを美術館と見立て、景観や水
環境の保全等を住民主体で検討する「西の湖美術館構想」の調査
・研究に対して地元市町とともに支援する。

３ 「健康づくり応援団」によるまちづくり事業 1,104

「健康いきいき２１－健康しが推進プラン－」を推進するため
福祉保健分野だけでなく商工観光等との幅広い分野と連携を図り
住民の健康づくりを支援する「健康づくり応援団」の設置を促進
し、地域が一体となった「健康なまちづくり」の展開を図る。

○４ 「東近江あったかふれあいタウン」推進事業 2,000新

住民の主体的な参加による福祉のまちづくりを推進するため
「地域」単位で健康福祉力の「我がまち診断」ができるツール開
発と、そのツールを活用しながら、共助による新しいまちづくり
を促進するための啓発を管内各市町との連携により行う。
(1) 住民意識調査の実施
(2) 検討委員会の開催および啓発パンフレットの作成
(3) シンポジウムの開催

○５ 東近江環境こだわり農産物ブランド確立事業 3,000新

県内外の流通関係者や消費者等に対して、「環境こだわり農産
物の良さ」や「恵まれた自然」をＰＲすることにより、環境こだ
わり農業、特にその中心をなす「こだわり米」のさらなる普及・
定着を図り、その生産基盤を確立する。
(1) 環境こだわり米のミニ商談会および農作業体験等の実施
(2) 救援米活動の実施
(3) 「東近江環境こだわり米ＰＲ誌」の作成
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単位：千円

事 業 名 当初予算見積額 説 明
(前年度予算額)

【湖東地域振興局】

地域振興事業費 14,655 １ 宇曽川水系農業濁水対策事業 2,836
( 20,387)

宇曽川水系の渕川流域において、農業者との連携のもと、田植
え時に落水しない運動に加えて、ほ場の均平化による浅水代かき

○ 14,655 や田越灌漑などの体系的な営農技術の実践、さらには集団的な水一

利用活動などに取り組む。

２ 新エネルギー木質バイオマス利活用推進事業 3,781

湖東地域での森林資源の整備から生じる木質バイオマス資源を
循環利用することを目的に、木質バイオマスエネルギーの普及啓
発を図るとともに、家庭で使用可能な滋賀県版ペレットストーブ
の開発に引き続き取り組む。
(1) ペレットストーブの試作機の検討
(2) 木質バイオマスエネルギーの普及・啓発と利活用の検討

３ 湖東地域高齢者地域支え合いシステム構築事業 1,000○新

高齢者が住み慣れた地域の中で健康でいきいきとした生活が
送れるよう、介護予防に重点を置いた生活圏域・市町域・湖東圏
域での重層的な地域支え合いシステムを構築する。
(1) 検討会議の設置
(2) 実務者によるワーキンググループの開催
(3) 社会資源実態調査とシステムの構築

歩行者音声案内システムの社会実験事業 4,300４

県立盲学校をはじめ福祉・公共施設が多く立地しバリアフリー
の重点整備地区である南彦根駅周辺ゾーンを対象に、視覚障害者
等が安全で快適に移動でき自立した日常生活を送ることができる
社会環境の整備を検討するため、道路、交差点、施設等を機能的
に連携した総合的な歩行者音声案内システムの社会実験を行う。
(1) 実験における課題の整理と検証実験の実施
(2) 社会実験成果のとりまとめ
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単位：千円

事 業 名 当初予算見積額 説 明
(前年度予算額)

【湖北地域振興局】

地域振興事業費 20,188 １ 琵琶湖環状線を生かしたまちづくり推進事業 9,448
( 29,777)

平成１８年秋の琵琶湖環状線（長浜駅～近江塩津駅～永原駅間
の直流化）の開業に向け、１５年度に策定した「琵琶湖環状線を

○ 20,188 生かしたまちづくり推進指針」に基づき、積極的な鉄道利用促進一

に取り組むと共に、平成１８年１月からＮＨＫ大河ドラマ「功名
が辻」の放映にあわせて観光とまちづくり事業を推進する。
(1) まちづくり推進会議
(2) チャレンジ支援事業
(3) 県外利用者ＰＲ事業
(4) 琵琶湖環状列車の運行
(5)「功名が辻」放映関連事業

２ 深雪スギ供給販売体制整備事業 3,000

湖北地域材のシンボルである「スギの美しい赤身材（深雪ス
ギ）」を主体にした木造住宅の普及と地域材の需要拡大を図る
ため、森林組合を中心とする木材供給販売体制の整備支援を行
う。
(1) 森林所有者意向調査
(2) 素材生産量調査
(3) 生産情報整備

３ 天野川流域河川環境リーダー養成事業 1,000

天野川をフィールドに観察会や研修会を実施して、川や流域に
関する地域の魅力について情報を発信し、地域に根ざした取り組
みが継続可能となるよう地域リーダーを養成する組織の発足支援
を行う。
(1) 「あまのがわ塾（仮称）」立ち上げの準備
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単位：千円

事 業 名 当初予算見積額 説 明
(前年度予算額)

【湖西地域振興局】

地域振興事業費 20,047 １ 「湖西・森と里と湖のミュージアム」構想推進事業 5,587
(27,949)

湖西地域全域を様々な生き物や自然環境を学び体験する屋外の
ミュージアムとして情報発信し、併せて地域の貴重な自然環境を

20,047 保全しつつ地域の活性化を図ることを目的に、「湖西・森と里と○一
湖のミュージアム」構想を推進する。
(1) ミュージアム企画運営推進事業
(2) 住民参画型情報受発信システム検討事業
(3) 湖西地元学推進事業

２ 琵琶湖環状線｢湖西ふるさと探訪」事業 2,500○新

湖西地域の豊かな資源を活かし、湖北地域との連携を図りなが
ら「琵琶湖環状線」とタイアップした観光振興、特に自然や農林
漁業等の体験、観光資源の活用など、湖西地域独自のテ－マを持
った観光戦略プログラムをモデルツアーで検証しながら策定する
事業を支援する。

湖西なごみの里づくり推進事業 3,731３

耕作放棄田等にキャトルトープ（動物のいる空間）や四季花を
配置し、障害者が地域の人々や子どもたちと交流し、楽しむこと
のできる場を創造する。また、障害者に農の学習、技術の習得を
通じて農に従事する喜びを体験できる場を提供し、地域の支え合
いの中でＱＯＬ（生活の質）の向上を目指すとともに、自立のた
めの就労意欲の喚起、就労促進を図る。

４ 湖西・くらしの交通システム検討事業 3,500

湖西地域にふさわしい交通体系として策定した「湖西地域総合
交通体系整備構想」に基づく具体的取組のひとつとして、人や自
然にやさしいスローな交通の実現を目指して、通過交通量の多い
道路の「くらしの道」への再生や、高齢運転者に配慮した道路施
設への改善等について、地区協議会や社会実験等を通じ地域住民
と協働で取り組む。


