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平成22年度
当初予算案のポイント

～県民の生命とくらしを守り、
次世代を育成～

滋賀県
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予算編成方針

■「県民の生命(いのち)とくらしを守る」ために、施策の一層
の重点化を図り、「次世代の育成」を目指す。
■財政構造改革プログラム等を着実に実行するとともに、
収支改善に向け、更に一層の見直しを行うことにより、
財源不足の縮減に取り組む。

■「県民の生命(いのち)とくらしを守る」ために、施策の一層
の重点化を図り、「次世代の育成」を目指す。
■財政構造改革プログラム等を着実に実行するとともに、
収支改善に向け、更に一層の見直しを行うことにより、
財源不足の縮減に取り組む。

●財政の健全化の推進
◇収支改善の取組

●優先順位を見極めた施策構築
◇「滋賀県基本構想」の実現に向けた戦略的な取組

～５つの重点テーマ・８つの柱～
◇協働型県政への転換
◇ゼロ予算事業の取組

～知恵だし汗かきプロジェクト！～

●財政の健全化の推進
◇収支改善の取組

●優先順位を見極めた施策構築
◇「滋賀県基本構想」の実現に向けた戦略的な取組

～５つの重点テーマ・８つの柱～
◇協働型県政への転換
◇ゼロ予算事業の取組

～知恵だし汗かきプロジェクト！～

基本方針
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当初予算の規模

対前年度当初予算比

△ ０.８％△ ３億円３２８億円企業会計

△ ７.０％△１３９億円１,８４１億円特別会計

＋ １.９％＋ ９４億円４,９４６億円一般会計

比率金額
予算額

※企業会計は、収益的支出および資本的支出の合計を示しています。

●国の経済危機対策への対応により３年ぶりに対前年度比増

国の経済危機対策に対応した基金関連事業 １７３億円

詳細は資料１へ
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財源不足への対応
詳細は資料１へ



5



6

未来を拓く共生社会の実現
～５つの重点テーマ・８つの柱～

１．県民の「生命(いのち)」を守り、「不安」を「安心」に変える１．県民の「生命(いのち)」を守り、「不安」を「安心」に変える

２．社会で子育て、子育ちを支える２．社会で子育て、子育ちを支える

３．琵琶湖を守り、地球を守る３．琵琶湖を守り、地球を守る

４．未来につながる、ブランド力を生かした元気な産業を育てる４．未来につながる、ブランド力を生かした元気な産業を育てる

５．誇りと生きがいの生まれる雇用を創る５．誇りと生きがいの生まれる雇用を創る

①保健医療・福祉提供体制の整備
②人を守る、地域を守る災害に強い安全な地域づくり

③地域が関わる子育て、子育ちの環境づくり

④琵琶湖の水環境および生態系の保全と再生に向けた取組の推進
⑤地球温暖化対策の推進

⑥環境関連産業をはじめとする地域に根ざした産業の創出・育成・集積
⑦滋賀の特性を活かした観光の推進

⑧人と人がつながる事業、成長が見込まれるサービス産業、水と緑の雇用事業の推進

詳細は資料２へ
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１．県民の「生命」を守り、
「不安」を「安心」に変える

①保健医療・福祉提供体制の整備

◆保健医療連携体制の整備
○在宅医療推進体制総合調整事業

【12百万円】

地域の医療福祉資源のネットワーク化

○歯科在宅医療充実強化事業【37百万円】

糖尿病治療での歯科・医科連携推進
モデル 等

○在宅ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援事業費補助【35百万円】

市町が行う在宅ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援事業に
対して補助

○救急医療確保支援事業【26百万円】

救急告示病院への支援により、救急患者
の受け入れ体制を充実

○災害拠点病院等耐震化整備事業
【463百万円】

災害拠点病院等の耐震化整備への支援

◆保健医療連携体制の整備
○在宅医療推進体制総合調整事業

【12百万円】

地域の医療福祉資源のネットワーク化

○歯科在宅医療充実強化事業【37百万円】

糖尿病治療での歯科・医科連携推進
モデル 等

○在宅ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援事業費補助【35百万円】

市町が行う在宅ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援事業に
対して補助

○救急医療確保支援事業【26百万円】

救急告示病院への支援により、救急患者
の受け入れ体制を充実

○災害拠点病院等耐震化整備事業
【463百万円】

災害拠点病院等の耐震化整備への支援

主な施策主な施策

◆医師等の人材確保
○寄附講座の設置【193百万円】

大学と連携した医師確保システム
の構築

○看護師確保啓発事業【9百万円】

看護職の魅力啓発による就業志望

者の創出

○福祉人材確保緊急対策事業
【106百万円】

関係機関等が行う再就職支援研

修等に対し支援
○介護職員等の処遇改善【2,185百万円】

福祉・介護職員の処遇改善に取り
組む事業者に対しその費用を交付

◆医師等の人材確保
○寄附講座の設置【193百万円】

大学と連携した医師確保システム
の構築

○看護師確保啓発事業【9百万円】

看護職の魅力啓発による就業志望

者の創出

○福祉人材確保緊急対策事業
【106百万円】

関係機関等が行う再就職支援研

修等に対し支援
○介護職員等の処遇改善【2,185百万円】

福祉・介護職員の処遇改善に取り
組む事業者に対しその費用を交付

3,474百万円3,474百万円
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病院での死亡者数
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※1 「日本将来推計人口」（H18.12 国立社会保障・人口問題研究所）による本県推計人口
※2 「日本将来推計人口」（H18.12 国立社会保障・人口問題研究所）による本県生残率により
５年間の死亡者数を推計し、１年当たりの平均値から算出している。

H20
(2008)

病院以外での看取り
が必要 約7,800人自宅死等

(H20）
2,332人
うち
自宅死
1,713人

（人口） （死亡者数）
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１．県民の「生命」を守り、
「不安」を「安心」に変える

②人を守る、地域を守る災害に
強い安全な地域づくり

◆地震災害への対策
○安全・安心地域づくり広報啓発事業

【29百万円】

テレビ番組の放映による啓発等

○個人木造住宅への耐震シェルター
等の普及事業 【10百万円】

耐震シェルターや防災ベッドの設置費
用の一部助成

○木造住宅耐震化促進事業【18百万円】
H56.5以前着工の木造住宅の耐 震化

○道路の耐震対策の推進 【220百万円】

跨道橋、跨線橋および緊急輸送道路
の橋梁を対象とした耐震対策を推進

○高等学校建設費（耐震対策）【787百万円】
新耐震基準以前に設計された高等学
校について、補強工事を実施

◆地震災害への対策
○安全・安心地域づくり広報啓発事業

【29百万円】

テレビ番組の放映による啓発等

○個人木造住宅への耐震シェルター
等の普及事業 【10百万円】

耐震シェルターや防災ベッドの設置費
用の一部助成

○木造住宅耐震化促進事業【18百万円】
H56.5以前着工の木造住宅の耐 震化

○道路の耐震対策の推進 【220百万円】

跨道橋、跨線橋および緊急輸送道路
の橋梁を対象とした耐震対策を推進

○高等学校建設費（耐震対策）【787百万円】
新耐震基準以前に設計された高等学
校について、補強工事を実施

主な施策主な施策
◆水害・土砂災害への対策
○ハザードマップ活用支援事業

【15百万円】

○水害に強い地域づくり事業【22百万円】

○単独河川改良事業
（堤防強化） 【230百万円】
Tランク河川の対策工の設計・施工
（ダム関連対策） 【400百万円】

大戸川、芹川の治水対策の実施

○みずべみらい再生
（ふるさとの川づくり協働事業） 【132百万円】
地域住民との協働による河川の維持管理

◆水害・土砂災害への対策
○ハザードマップ活用支援事業

【15百万円】

○水害に強い地域づくり事業【22百万円】

○単独河川改良事業
（堤防強化） 【230百万円】
Tランク河川の対策工の設計・施工
（ダム関連対策） 【400百万円】

大戸川、芹川の治水対策の実施

○みずべみらい再生
（ふるさとの川づくり協働事業） 【132百万円】
地域住民との協働による河川の維持管理

◆防災体制の整備
○防災ヘリコプター更新事業【1,160百万円】

老朽化した現機を更新

○減災協働コミュニティ滋賀モデル構築事業
【1百万円】

地域ｺﾐｭﾆﾃｨによる減災の仕組みづくり

◆防災体制の整備
○防災ヘリコプター更新事業【1,160百万円】

老朽化した現機を更新

○減災協働コミュニティ滋賀モデル構築事業
【1百万円】

地域ｺﾐｭﾆﾃｨによる減災の仕組みづくり

11,550百万円11,550百万円



10

水害
防備林

霞堤
二線堤

輪中堤
嵩上げ

土地利用誘導

家の敷地を高くしたり、
周りを囲んだり、
すまい方の工夫

家の敷地を高くしたり、
周りを囲んだり、
すまい方の工夫

道路を少し高くするなど、
あふれた水が住宅地に流れ
込まないようにする工夫

道路を少し高くするなど、
あふれた水が住宅地に流れ
込まないようにする工夫

川からあふれ出す
流れを弱める工夫

川からあふれ出す
流れを弱める工夫

水がたまりやすい場所に、
危険を知らないままで人が
住まないようにする工夫

水がたまりやすい場所に、
危険を知らないままで人が
住まないようにする工夫

破堤を極力回避
する工夫

破堤を極力回避
する工夫

樹木伐採など適
切な維持管理

樹木伐採など適
切な維持管理

しがの流域治水対策～河川管理と氾濫原管理～

地区別避難計画
の策定など地域
防災力の向上

地区別避難計画
の策定など地域
防災力の向上

はん濫しても
人命を守り、被害を減らす施策

～川の外の対策～

はん濫を出来るだけ
起こさせない施策
～川の中の対策～

土地利用誘導

超過洪水
対応

客観的指標から整備優先度決定
→選択と集中投資

自助、公助、共助の連携

維持管理・河川整備
（改修・放水路・洪水調節施設など）

堤防
強化
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２．社会で子育て、子育ちを支える
③地域が関わる子育て、子育ちの環境づくり

◆子育てを支えるしくみづくり
○「子育て三方よしコミュニティ」推進
事業 【42百万円】

地域における子育て共助の仕組み
づくりや情報発信

○保育人材確保構築事業【4百万円】
研修や就業支援等による保育人材
確保のための仕組みづくり

○子育て支援環境緊急整備事業費
補助 【1,907百万円】

市町が行う民間保育所等の施設整
備や地域での子育て支援事業等に
対し補助

◆子育てを支えるしくみづくり
○「子育て三方よしコミュニティ」推進
事業 【42百万円】

地域における子育て共助の仕組み
づくりや情報発信

○保育人材確保構築事業【4百万円】
研修や就業支援等による保育人材
確保のための仕組みづくり

○子育て支援環境緊急整備事業費
補助 【1,907百万円】

市町が行う民間保育所等の施設整
備や地域での子育て支援事業等に
対し補助

主な施策主な施策
◆放課後児童の居場所づくり
○放課後児童クラブ施設整備費補助

【197百万円】

放課後児童クラブの整備を行う市町に
対して補助

○放課後子ども教室推進事業【9百万円】
安心・安全な子どもの活動拠点（居場
所）の設置等

◆放課後児童の居場所づくり
○放課後児童クラブ施設整備費補助

【197百万円】

放課後児童クラブの整備を行う市町に
対して補助

○放課後子ども教室推進事業【9百万円】
安心・安全な子どもの活動拠点（居場
所）の設置等

◆要保護児童への対応の強化
○児童虐待防止等対策事業【39百万円】

児童虐待防止対策の総合的な推進

◆要保護児童への対応の強化
○児童虐待防止等対策事業【39百万円】

児童虐待防止対策の総合的な推進

◆青少年の育成支援
○出会い発見！青少年応援事業

【3百万円】

NPO、職業人等との出会いの場をコー
ディネートする体制の充実

○非行少年等立ち直り支援事業
【59百万円】

「青少年支援センター（あすくる）」の運
営補助

◆青少年の育成支援
○出会い発見！青少年応援事業

【3百万円】

NPO、職業人等との出会いの場をコー
ディネートする体制の充実

○非行少年等立ち直り支援事業
【59百万円】

「青少年支援センター（あすくる）」の運
営補助

6,190百万円6,190百万円
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子育て三方よし ～子どもが輝く未来のために～

■子どもが自ら育つ力をはぐくみ
幸せになるために

◇確かな学力をはぐくむ教育の推進
◇子どもの体験の場づくり
◇個性を伸ばす取組と、異文化理解の促進
◇青少年の自立支援
◇困難を抱える子どもへの支援
◇子どもに安全・安心なまちづくり
◇食育事業の推進

■子どもが自ら育つ力をはぐくみ
幸せになるために

◇確かな学力をはぐくむ教育の推進
◇子どもの体験の場づくり
◇個性を伸ばす取組と、異文化理解の促進
◇青少年の自立支援
◇困難を抱える子どもへの支援
◇子どもに安全・安心なまちづくり
◇食育事業の推進

■子どもを生み・育てる人を
社会的・経済的に支援するために

◇地域における子育て支援
◇家庭における子育て支援
◇仕事と家庭の両立支援

～企業における子育て支援～
◇子育て世帯の経済的負担の軽減

■子どもを生み・育てる人を
社会的・経済的に支援するために

◇地域における子育て支援
◇家庭における子育て支援
◇仕事と家庭の両立支援

～企業における子育て支援～
◇子育て世帯の経済的負担の軽減

■社会の担い手が健やかに育ち、活力ある社会を築く
■子どもを生み育てることに喜びを感じることのできる社会を築く

■社会の担い手が健やかに育ち、活力ある社会を築く
■子どもを生み育てることに喜びを感じることのできる社会を築く

めざす社会へ

子によし子によし
親によし親によし

世間によし世間によし
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３．琵琶湖を守り、地球を守る
④琵琶湖の水環境および生態系の保全と
再生に向けた取組の推進

◆水環境、生態系の保全と再生
○琵琶湖の総合保全に向けての総
合的・学際的な調査検討【26百万円】

琵琶湖総合保全整備計画の見直し

○内湖再生検討事業 【52百万円】

「早崎内湖再生計画(案)」をもとに測
量および自然再生実施計画の作成

○生き物のにぎわうふるさとづくり
推進事業 【5百万円】

COP10関連事業として、各種取組

の発信等を実施

○琵琶湖固有種ワタカで学ぶ南湖
再生事業 【3百万円】

水草を食べるワタカの放流等

◆水環境、生態系の保全と再生
○琵琶湖の総合保全に向けての総
合的・学際的な調査検討【26百万円】

琵琶湖総合保全整備計画の見直し

○内湖再生検討事業 【52百万円】

「早崎内湖再生計画(案)」をもとに測
量および自然再生実施計画の作成

○生き物のにぎわうふるさとづくり
推進事業 【5百万円】

COP10関連事業として、各種取組

の発信等を実施

○琵琶湖固有種ワタカで学ぶ南湖
再生事業 【3百万円】

水草を食べるワタカの放流等

主な施策主な施策

◆外来魚、カワウ等対策
○外来水生植物駆除事業【13百万円】

琵琶湖岸等の特定外来生物の駆除
を実施

○有害外来魚ゼロ作戦事業【83百万円】

外来魚の捕獲駆除、繁殖抑制を中心
に、総合的な事業を展開

○カワウ総合対策推進事業【14百万円】

カワウの個体数削減、営巣妨害、繁
殖抑制を行う事業に助成等

○湖国の森林と自然を守るニホンジ
カ特別対策事業 【53百万円】

追加対策として、ニホンジカを期間限
定で捕獲

◆外来魚、カワウ等対策
○外来水生植物駆除事業【13百万円】

琵琶湖岸等の特定外来生物の駆除
を実施

○有害外来魚ゼロ作戦事業【83百万円】

外来魚の捕獲駆除、繁殖抑制を中心
に、総合的な事業を展開

○カワウ総合対策推進事業【14百万円】

カワウの個体数削減、営巣妨害、繁
殖抑制を行う事業に助成等

○湖国の森林と自然を守るニホンジ
カ特別対策事業 【53百万円】

追加対策として、ニホンジカを期間限
定で捕獲

881百万円881百万円
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琵琶湖と暮らしの関わり
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３．琵琶湖を守り、地球を守る
⑤地球温暖化対策の推進

◆実現に向けた着実な推進
○低炭素社会実現に向けた工程表の
作成 【5百万円】

持続可能な滋賀社会の実現に向けた

工程表の作成

○（仮称）滋賀県地球温暖化対策推進
条例の制定 【1百万円】

新たな条例の検討・制定

◆実現に向けた着実な推進
○低炭素社会実現に向けた工程表の
作成 【5百万円】

持続可能な滋賀社会の実現に向けた

工程表の作成

○（仮称）滋賀県地球温暖化対策推進
条例の制定 【1百万円】

新たな条例の検討・制定

主な施策主な施策

◆自動車・交通分野における取組
の推進
○電気自動車普及促進事業【2百万円】

試験的に電気自動車の充電設備を整
備

○エコ交通推進事業【4百万円】
人と環境にやさしく、利便性が高い交
通体系の構築を図る取組を支援

◆自動車・交通分野における取組
の推進
○電気自動車普及促進事業【2百万円】

試験的に電気自動車の充電設備を整
備

○エコ交通推進事業【4百万円】
人と環境にやさしく、利便性が高い交
通体系の構築を図る取組を支援

◆家庭やくらしにおける取組の推進
○個人住宅用太陽光発電導入・省エ
ネグリーン化推進事業【120百万円】

太陽光発電設備導入等を行う個人住

宅に対し支援

◆家庭やくらしにおける取組の推進
○個人住宅用太陽光発電導入・省エ
ネグリーン化推進事業【120百万円】

太陽光発電設備導入等を行う個人住

宅に対し支援

◆低炭素社会に向けたまちづくり
○地域グリーンニューディール基金事
業市町補助 【337百万円】
市町が実施する地球温暖化対策などを
支援

◆低炭素社会に向けたまちづくり
○地域グリーンニューディール基金事
業市町補助 【337百万円】
市町が実施する地球温暖化対策などを
支援

2,738百万円2,738百万円
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⑤地球温暖化対策の推進（つづき）

◆事業活動への支援と協働
○省エネ設備整備事業【30百万円】

県内中小企業者の省エネ設備改修に
対し支援

○滋賀エコ・エコノミープロジェクト推
進事業 【3百万円】

県と経済界が協働して取り組むプロ

ジェクト推進事業に対して一部負担

○温暖化に対応し得る水稲・園芸作
物の栽培技術の確立 【5百万円】

温暖化による品質低下などの影響を

受けない水稲の品種改良や、水稲お
よび園芸作物の栽培技術の開発等

◆事業活動への支援と協働
○省エネ設備整備事業【30百万円】

県内中小企業者の省エネ設備改修に
対し支援

○滋賀エコ・エコノミープロジェクト推
進事業 【3百万円】

県と経済界が協働して取り組むプロ

ジェクト推進事業に対して一部負担

○温暖化に対応し得る水稲・園芸作
物の栽培技術の確立 【5百万円】

温暖化による品質低下などの影響を

受けない水稲の品種改良や、水稲お
よび園芸作物の栽培技術の開発等

◆新エネルギーの創出と利用拡大
○新エネルギー関連産業進出支援
事業 【4百万円】

新エネルギー分野に進出しようとする

中小企業への技術支援

◆新エネルギーの創出と利用拡大
○新エネルギー関連産業進出支援
事業 【4百万円】

新エネルギー分野に進出しようとする

中小企業への技術支援

◆温室効果ガス吸収源である森
林の保全
○森林吸収源確保対策事業

【48百万円】

森林の間伐を促進するため、森林所

有者に対して支援

◆温室効果ガス吸収源である森
林の保全
○森林吸収源確保対策事業

【48百万円】

森林の間伐を促進するため、森林所

有者に対して支援
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① 低炭素社会の実現
２０３０年における滋賀県の温室効
果ガス排出量50％削減（1990年比）

② 琵琶湖環境の再生
・健全な生態系と安全安心な水環境
の確保

・人の暮らしと琵琶湖の関わりの再生

２０３０年

滋賀の現状

持続可能な滋賀社会の実現

長期的な目標

第三次滋賀県環境総合計画
(２００９年度～２０１３年度)

長期的な目標
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４．未来につながる、ブランド力を生かした
元気な産業を育てる
⑥環境関連産業をはじめとする地域に
根ざした産業の創出・育成・集積

◆産学官連携の推進
○産学官連携推進事業【5百万円】

コーディネーターによる企業ニーズ等
のマッチングや交流連携等を促進

○医工連携ものづくりプロジェクト創
出支援事業 【6百万円】

医療・健康分野における産学官連
携基盤の充実強化等

◆産学官連携の推進
○産学官連携推進事業【5百万円】

コーディネーターによる企業ニーズ等
のマッチングや交流連携等を促進

○医工連携ものづくりプロジェクト創
出支援事業 【6百万円】

医療・健康分野における産学官連
携基盤の充実強化等

◆滋賀ならではの産業の振興
○近江技術てんびん棒事業【1百万円】

県内企業の技術を売り込む展示商
談会を開催

○地と知をつむぐビジネスデザイン構
築事業 【40百万円】

SOHOビジネスオフィスの運営やビジ

ネスセミナーの開催等

○地域応援！「しが見聞録」魅力伝え
る事業 【11百万円】

「滋賀ならでは」の地域資源等の魅

力等をブログ形式で発信

○ミシガン州等を対象とする滋賀県
特産品販路開拓事業 【10百万円】

本県特産品の米国での販路開拓を図
るため、展示会やマーケティングを実
施

◆滋賀ならではの産業の振興
○近江技術てんびん棒事業【1百万円】

県内企業の技術を売り込む展示商
談会を開催

○地と知をつむぐビジネスデザイン構
築事業 【40百万円】

SOHOビジネスオフィスの運営やビジ

ネスセミナーの開催等

○地域応援！「しが見聞録」魅力伝え
る事業 【11百万円】

「滋賀ならでは」の地域資源等の魅

力等をブログ形式で発信

○ミシガン州等を対象とする滋賀県
特産品販路開拓事業 【10百万円】

本県特産品の米国での販路開拓を図
るため、展示会やマーケティングを実
施

◆環境関連産業の振興
○戦略的環境ビジネス育成事業
（グリーンテクノプロジェクト）【2百万円】
環境製品性能評価事業を本格実施し、

選定商品の市場化を支援

◆環境関連産業の振興
○戦略的環境ビジネス育成事業
（グリーンテクノプロジェクト）【2百万円】
環境製品性能評価事業を本格実施し、

選定商品の市場化を支援

730百万円730百万円

主な施策主な施策
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滋賀県滋賀県の新エネルギー企業群の新エネルギー企業群

出典：滋賀県商工観光労働部新産業振興課調査より（平成21年10月）

京セラ(株)…太陽電池

パナソニック(株)…燃料電池

三洋電機(株)…太陽電池

長 浜 市
太陽電池（シリコンウェ
ハー、バックシート）
リチウム電池（液面計）

彦 根 市
太陽電池
（モジュール）

湖 南 市
太陽電池
（製造設備、電極表
面処理、物流システ
ム）

甲 賀 市
太陽電池
（封止材、製造装備）

日 野 町
太陽電池
（電極材）

豊 郷 町
太陽電池
（設置治具）

大 津 市
太陽電池（研究拠点）
リチウム電池
（端子、電極）
マイクロ水力発電

草 津 市
太陽電池（セル、蓄電型シ
ステム、ソーラーキュービ
クル）
リチウム電池（検査装置）

守 山 市
太陽電池
（製造装置）
リチウム電池
（セパレータ）

栗 東 市
太陽電池
（セル、コントローラー、
電流変換装置）

野 洲 市
太陽電池（製造装置、検査技術）
リチウム電池（製造装置）
太陽熱システム

東近江市
リチウム電池
（アルミケース）

(株)リチウムエナジージャパン…リチウム電池
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４．未来につながる、ブランド力を生かした
元気な産業を育てる
⑦滋賀の特性を活かした観光の推進

○東アジアから滋賀へ誘客事業【7百万円】
中国の環境分野関係者および主要旅行会社を対象とする招請事業等を実施

○２０１０近江の文化財観光再発見事業【1百万円】
県内の文化財等の魅力を伝える「専門家」をガイドとするツアーに補助

○大河ドラマ「江」関連誘客促進事業【19百万円】

2011年の大河ドラマに合わせ、本県の認知度向上と観光客の誘客促進

○近江路・歴女ブロガー旅紀行による情報発信事業【2百万円】
旅行者を対象に応募を募り、「江」ゆかりの地などを各ブログを通じ情報発信

○おいでーな滋賀体験フェア事業【2百万円】
ふるさと観光大使のイベントに合わせ、滋賀ならではの観光をPR

○ニューツーリズム創出事業【1百万円】
滋賀ならではの体験型観光を推進

○東アジアから滋賀へ誘客事業【7百万円】
中国の環境分野関係者および主要旅行会社を対象とする招請事業等を実施

○２０１０近江の文化財観光再発見事業【1百万円】
県内の文化財等の魅力を伝える「専門家」をガイドとするツアーに補助

○大河ドラマ「江」関連誘客促進事業【19百万円】

2011年の大河ドラマに合わせ、本県の認知度向上と観光客の誘客促進

○近江路・歴女ブロガー旅紀行による情報発信事業【2百万円】
旅行者を対象に応募を募り、「江」ゆかりの地などを各ブログを通じ情報発信

○おいでーな滋賀体験フェア事業【2百万円】
ふるさと観光大使のイベントに合わせ、滋賀ならではの観光をPR

○ニューツーリズム創出事業【1百万円】
滋賀ならではの体験型観光を推進

主な施策主な施策
36百万円36百万円
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地域の潜在的な生活者力、価値に
誇りを持つ

今あるものを活かす感性で、住民
主体で、地域を元気に！

ないものねだりではなく、あるもの探し

地域には、素材がいっぱい！！
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５．誇りと生きがいの生まれる雇用を創る
⑧人と人がつながる事業、成長が見込まれる
サービス産業、水と緑の雇用事業の推進

◆人と人がつながる事業、
成長が見込まれるサービス産業
○「働きながら資格をとる」介護雇
用プログラム事業 【466百万円】

介護福祉の資格取得や現場研修

○障害のある人とともに働く応援
事業 【79百万円】

福祉職員としての人材育成

◆人と人がつながる事業、
成長が見込まれるサービス産業
○「働きながら資格をとる」介護雇
用プログラム事業 【466百万円】

介護福祉の資格取得や現場研修

○障害のある人とともに働く応援
事業 【79百万円】

福祉職員としての人材育成

主な施策主な施策

◆水と緑の雇用事業
○琵琶湖レジャー陸上監視・指導補助
員設置事業 【9百万円】

ボートのエンジンの転換指導・啓発

○ふるさと里山再生事業【133百万円】

高齢化の進む集落周辺の里山にて、
除間伐・枝打等を実施

◆水と緑の雇用事業
○琵琶湖レジャー陸上監視・指導補助
員設置事業 【9百万円】

ボートのエンジンの転換指導・啓発

○ふるさと里山再生事業【133百万円】

高齢化の進む集落周辺の里山にて、
除間伐・枝打等を実施

◆就労支援・職業訓練
○滋賀の「三方よし」人づくり事業

【154百万円】

企業の人材ニーズを踏まえた人材育
成プログラムの仕組みを構築

○若年者総合就業支援事業【25百万円】

ヤングジョブセンターの運営

○離転職者等職業能力開発事業
【329百万円】

民間機関等を活用した職業訓練

◆就労支援・職業訓練
○滋賀の「三方よし」人づくり事業

【154百万円】

企業の人材ニーズを踏まえた人材育
成プログラムの仕組みを構築

○若年者総合就業支援事業【25百万円】

ヤングジョブセンターの運営

○離転職者等職業能力開発事業
【329百万円】

民間機関等を活用した職業訓練

◆その他雇用事業
○商店街いきいき再生事業【29百万円】

空き店舗を活用したコミュニティ施設
や農産物販売所等に職員を配置

○観光統計調査事業【21百万円】

県内観光客の動向を高い精度で調査

○交通安全対策支援活動委託事業
【81百万円】

交通事故多発地帯での街頭広報等

◆その他雇用事業
○商店街いきいき再生事業【29百万円】

空き店舗を活用したコミュニティ施設
や農産物販売所等に職員を配置

○観光統計調査事業【21百万円】

県内観光客の動向を高い精度で調査

○交通安全対策支援活動委託事業
【81百万円】

交通事故多発地帯での街頭広報等

雇用創出 県 1,981人
市町 2,280人6,836百万円6,836百万円
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雇用の安定化
～所得保障から参加保障へ～

●「働きながら資格をとる」介護雇用プログラム
事業
●女性の再チャレンジ支援能力開発事業

●若年者就業構造
等実態調査事業
●情報教育推進
サポーター設置
事業

●障害者委託訓練
事業
●生活・就業総合
支援事業
◇働き暮らし応援
センター
◇シルバー人材
センター

●若年者総合就業支援事業
●離転職者等職業能力開発事業

安定的雇用
★産業政策と連動した雇用創出

（人と人・水と緑）

人材
育成

就労
支援

ワークライフ
バランス

職業紹介
職業訓練

教育

家族・地域

障害者・高齢者
・外国人等

失業者
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国の政策変更への対応

□対象：０歳～中学校修了前
□支給：13,000円／月・人
□条件：所得制限なし

【予算：2,892百万円】
※H22は10ヶ月分のみ計上

□対象：０歳～中学校修了前
□支給：13,000円／月・人
□条件：所得制限なし

【予算：2,892百万円】
※H22は10ヶ月分のみ計上

□国：米戸別所得補償モデル事業
米の販売農家等に戸別補償を実施

水田利活用自給力向上事業
米の生産調整数量目標の達成にかかわ
らず、交付金を交付
戦略作物から野菜を除外

□県：しがの水田野菜生産拡大推進事業
野菜を県の水田農業における戦略作物とし
て位置づけ、水田における生産拡大の取組
に対して助成

【予算：51百万円】

□国：米戸別所得補償モデル事業
米の販売農家等に戸別補償を実施

水田利活用自給力向上事業
米の生産調整数量目標の達成にかかわ
らず、交付金を交付
戦略作物から野菜を除外

□県：しがの水田野菜生産拡大推進事業
野菜を県の水田農業における戦略作物とし
て位置づけ、水田における生産拡大の取組
に対して助成

【予算：51百万円】

□家庭の状況にかかわらず、公立高校
の授業料無償化
※全日制において３年を超えて在籍している生徒等
からは、引き続き授業料を徴収

【予算：3,449百万円】

□家庭の状況にかかわらず、公立高校
の授業料無償化
※全日制において３年を超えて在籍している生徒等
からは、引き続き授業料を徴収

【予算：3,449百万円】

□高等学校等就学支援金として、
授業料の一定額を助成
□県独自の取組として、低所得世
帯には、私立高等学校特別修学
補助金による負担軽減措置

【予算：1,074百万円】

□高等学校等就学支援金として、
授業料の一定額を助成
□県独自の取組として、低所得世
帯には、私立高等学校特別修学
補助金による負担軽減措置

【予算：1,074百万円】

子ども手当の創設

野菜の生産拡大への支援

公立高校の授業料無償化

私立高校の保護者負担の軽減

詳細は資料１へ
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協働型県政への転換

防災
●子育て家族防災トレーニング
事業【500千円】
子育て世代向けのトレーニング
プログラムを検討・作成

防災
●子育て家族防災トレーニング
事業【500千円】
子育て世代向けのトレーニング
プログラムを検討・作成

男女共同参画
●研修講座企画運営業務委託
事業【450千円】
地域の課題やニーズに対応できる
人材を育成する講演会等の開催

男女共同参画
●研修講座企画運営業務委託
事業【450千円】
地域の課題やニーズに対応できる
人材を育成する講演会等の開催

福祉
●知的障害者の働きを軸とした
地域づくりモデル事業【4,416千円】
知的障害者の福祉職域の拡大等の
ための課題整理、検討およびモデル
雇用

福祉
●知的障害者の働きを軸とした
地域づくりモデル事業【4,416千円】
知的障害者の福祉職域の拡大等の
ための課題整理、検討およびモデル
雇用

環境
●｢協働の森づくりの啓発｣琵琶湖
森林づくりｻﾎﾟｰﾄ事業【1,400千円】
森づくり団体の情報収集、ＨＰ作成、
情報交換会の開催等

環境
●｢協働の森づくりの啓発｣琵琶湖
森林づくりｻﾎﾟｰﾄ事業【1,400千円】
森づくり団体の情報収集、ＨＰ作成、
情報交換会の開催等

協働提案制度による協働事業（主な選考事業）【15,198千円】

マザーレイク滋賀応援寄附
充当事業【7,700千円】

■生き物のにぎわうふるさとづくり推進事業 【3,400千円】
■滋賀県こども環境特派員事業 【1,300千円】
■琵琶湖固有種ワタカで学ぶ南湖再生事業【3,000千円】

詳細は資料２ー１へ
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ゼロ予算事業の取組
～知恵だし汗かきプロジェクト！～

特別な予算を伴うことなく、職員一人ひとりが知恵と汗を出すことにより、
政策課題の解決や、きめ細かな県民サービスの向上を目指す取組として、
新たに「知恵だし汗かきプロジェクト」として１２０件の事業に取り組みます。

特別な予算を伴うことなく、職員一人ひとりが知恵と汗を出すことにより、
政策課題の解決や、きめ細かな県民サービスの向上を目指す取組として、
新たに「知恵だし汗かきプロジェクト」として１２０件の事業に取り組みます。

◇県民向け行政サービスの拡大
45事業

◇県民等との協働・連携 31事業
◇市町との連携・支援 12事業
◇県有施設等の維持管理 1事業
◇各種行政情報の提供 11事業
◇行政資源の有効活用 10事業
◇その他 10事業

計 120事業

◇県民向け行政サービスの拡大
45事業

◇県民等との協働・連携 31事業
◇市町との連携・支援 12事業
◇県有施設等の維持管理 1事業
◇各種行政情報の提供 11事業
◇行政資源の有効活用 10事業
◇その他 10事業

計 120事業

□地震防災出前講座
□農の就業相談会の開催
□「うみのこ」見学会
□各種講演会等の実施
□ひろげよう みんなのあんまちネットワーク
□滋賀の医療福祉を考える出前講座
□出前講座「しが統計キッズ・クイズ」
□緑のダムづくり啓発活動(フクロウ先生の森・守熟)

□地震防災出前講座
□農の就業相談会の開催
□「うみのこ」見学会
□各種講演会等の実施
□ひろげよう みんなのあんまちネットワーク
□滋賀の医療福祉を考える出前講座
□出前講座「しが統計キッズ・クイズ」
□緑のダムづくり啓発活動(フクロウ先生の森・守熟)

取組の視点取組の視点
主な取組事例主な取組事例

詳細は資料２ー２へ


