
■産卵繁殖場から北湖まで連続した水草刈取りと種苗放流により、ホンモロコ

のにぎわいを取り戻す。

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

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

１①漁場環境保全

２③放流

１②水草除去

成長した稚魚
は湖流を遡っ
て北湖へ移動

産卵のため
南湖へ

親魚が帰っ
てきて産卵

３④移動調査

３④再生産調査

１①漁場環境保全

２③放流

１②水草除去

成長した稚魚
は湖流を遡っ
て北湖へ移動

産卵のため
南湖へ

親魚が帰っ
てきて産卵

３④移動調査

３④再生産調査

南湖のホンモロコにぎわい復活事業
目 的

事業概要

１．水草刈取り

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

②南湖中央部水草除去事業
・南湖西岸から東岸への湖流を改善し、下笠ヨシ帯周辺で成育したホンモロ
コ稚魚の北湖への移動経路を確保

２．種苗放流

①ホンモロコの増産
・標識種苗の放流

３．効果調査

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

琵琶湖の
総合保全

琵琶湖淀川
流域の適切
な管理

滋賀県

琵琶湖水政対策本部

流域関係者

参画・

連携が
必要

マザーレイク21計画

の策定

（琵琶湖総合保全推進部会）

琵琶湖淀川の

流域管理の検討
（琵琶湖淀川流域自治推進部会）

琵琶湖淀川流域は一体
・水資源供給、水質・生態系のつながりなど。

・共通の課題（外来種、森林整備遅れ・・・）

・関連する・相反する課題（水質、水位操作・・・）

調和

議論・検討

働きかけ
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重点テーマ６ 滋賀の未来成長産業

環境、医療・健康、
モノづくり基盤技術
などの産業振興

産学官金民連携
や地域間連携、

企業間連携の推進

国際競争力の強化
と産業活性化

連携強化の推進、地の利や
知の集積を活かした
成長戦略拠点の形成

新たな分野への挑戦と
グローバル化対応の支援

医療、福祉・介護、子育ての
分野でのサービス拡大、

創業支援

・中小企業の活性化

・環境・再生可能エネルギー分野に取り組む県内

企業の支援

・医工連携による研究開発の推進と事業化の支援

・モノづくり基盤技術の振興

・新分野・ビジネスへの展開を支援

・中小企業の海外展開の促進

・省エネ・節電対策の推進

・サービス拡大、創業支援

・成長産業の誘致

・成長戦略拠点の形成

・渋滞対策の実施、スマートＩＣの整備促進

足
腰
の
強
い
経
済
の
確
立



■本県の産業構造：日本一のものづくり県
第２次産業が県内総生産の４１．１％（うち製造業が３６．７％）

（全国平均製造業１８％、平成21年度県民経済計算）

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

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

（民間会社調査、全国平均１４％）

○製造業に特化した産業構造から、為替動向や景気に
左右されやすい

○景気に左右されにくい足腰の強い経済基盤の確立が必要

○本県の強みを生かした環境や再生可能エネルギー等の成長産業の育成

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

本県産業の現状と成長への対応
滋賀県における企業数

39,235社

うち小規模企業
34,238社(87.3%)

中小企業
39,165社(99.8%)

大企業
70社(0.2%)

出典：中小企業白書2012年度版
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滋賀県中小企業の活性化の推進に関する条例

中小企業の活性化を推進し、本県の経済および社会の発展に寄与

基本理念

中小企業の活性化のための５つの基本理念（基本
的な考え方）を定めます

連携および協力の推進

(1)県は、中小企業者および関係団体等の有機的な連
携を促進します

(2)中小企業者および関係団体等は、施策の実施に協
力

施策の基本

(1)中小企業による自らの成長を目指す取組の円滑化

(2)中小企業の経営基盤の強化

(3)産業分野の特性に応じた中小企業の事業活動の活発化

○県民の役割

○県の責務

○中小企業者の努力

○中小企業に関係する団体の役割

○大企業者の役割

○大学その他の教育研究機関の役割

○金融機関の役割

県、中小企業者、関係者等の役割等

実施計画

検証および
施策への反映

中小企業者等
の意見の反映

中小企業
活性化審議会

推進体制の整備調査研究の実施等
財政上および税制上
の措置

意
見

意
見

◎施策の推進のための仕組み

中小企業の活性化に関する県の施策の基本とな
る方向を定めます

50



51

主な施策 1463.5百万円

○中小企業活性化推進基金造成事業【350.8百万円】

中小企業の活性化の推進に関する条例に基づく中小企業の活性化に関する施策を着実に推進していくために、「中小企業
活性化推進基金」を設置

○中小企業の海外展開の総合的な支援【22.8百万円】

・中小企業の海外への販路開拓のための展示会への出展について支援するとともに、県内の中小企業の海外展開の実態

や今後の支援策について調査検討を実施
・海外で開催される環境関連見本市への県内企業の共同出展にかかる経費を助成
・（公財）滋賀県産業支援プラザ内に貿易や海外投資への相談に対応するための窓口を設置

○新商品パイオニア認定商品トライアル購入事業【4百万円】

滋賀県新商品パイオニア認定制度等で認定した新商品を県がトライアル購入することによる中小企業の新商品開発支援

○水環境ビジネス推進事業【5.2百万円】

水環境ビジネスに関わる企業、大学等による「しが水環境ビジネス推進フォーラム」を活用し、情報提供や相互交流のための
セミナーの開催、ビジネス案件に対応するチームの形成等を支援

○滋賀のクリエイティブ産業振興事業【7.2百万円】
クリエイティブ産業の振興により、本県経済の高付加価値化と雇用の増大を図るため、県内クリエイター情報のデータベース

の構築、クリエイティブ企業の活動等に対する助成、産学官金で構成する振興推進組織の設立等を実施

○湖南省友好提携30周年記念事業【31.6百万円】

湖南省との友好提携30周年を契機に、「琵琶湖」と「洞庭湖」に象徴される「環境」をｷｰﾜｰﾄﾞとし、経済、観光、環境保全等の
分野における交流を促進するとともに、次世代を担う子どもたちの交流、技術・経済交流訪問団の派遣などの記念事業を実施

●中小企業振興資金貸付金 （新規貸付枠116,000百万円）
「緊急経済対策資金」の融資期間延長による返済負担の一層の軽減
「再生支援枠」の対象企業の拡充 等

●信用保証協会基盤強化費 【50.9百万円】

小規模事業者を中心に県信用保証協会の信用保証料を引き下げるための協会への補助

金融円滑化法
終了への対応

新たな分野への挑戦とグローバル化対応の支援



中小企業活性化推進基金の造成

○中小企業の活性化の推進に関する条例に基づく中小企業の活性化に関す
る施策を着実に推進していくために、「中小企業活性化推進基金」を設置

○平成25年度に基金を財源とする事業は、 11事業 51,181千円

【基金造成額：３５０，７９８千円】

（1） 中小企業の海外展開の総合的な支援 【18,862千円】
（2） 中小企業人材育成支援事業 【4,021千円】
（3）中小企業ワーク・ライフ・バランス対応経営推進事業【2,714千円】
（4）下請企業振興事業費補助 【3,400千円】
（5） 新商品パイオニア認定商品トライアル購入事業 【4,000千円】
（6） 商店街空き店舗活用マッチング支援事業 【1,800千円】
（7）地場薬業振興対策費（地場製薬企業機器整備補助金） 【3,000千円】
（8）建設産業の活性化推進検討事業 【3,580千円】
（9）農商工連携スタートアップ事業 【1,000千円】
（10）滋賀の地域産業魅力発信事業費補助金【3,500千円】
（11）中小企業活性化推進事業 【5,304千円】 ※金額は基金の充当額
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人口減少、市場や労働力の縮小がますます進展する中で、県内中小企業の海外における事業展
開を総合的に支援します。

海外における販路開拓に対する支援や、総合的な支援体制について調査・検討等を行います。

※○は関連する事業等

○水環境ビジネス
推進事業

○湖南省友好提携
30周年記念事業

中小企業の海外展開の総合的な支援
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建設産業の活性化推進検討事業

本県の建設産業の活性化推進方策の検討を行い、今後の施策を進める上での参考とします。

・社会資本整備

・災害に強い県土づくり の担い手

・地域づくり

建設産業に求められる役割建設産業を取り巻く環境

・建設投資の減少による競争の激化

・若年就業者の減少と高齢化

・零細化、一人親方の増加

地域に貢献し、技術と経
営に優れた企業が伸びら
れる環境整備が必要

建設産業の活性化推進検討会の開催

現在、建設産業が直面している厳しい経営環
境や、求められている社会的な役割等を整理
し、課題と対応策について県民、学識経験者、
関係団体等から広く意見を聞き、今後の施策
の参考とする。

調査・研究事業の実施

検討会の意見交換の基礎資料とするため、
建設産業実態調査を実施する。

４つの検討テーマ

①地域に貢献し、地域を支える建設産業の育成

②技術と経営に優れた企業が伸びられる環境整備

③建設産業の総合的な担い手の育成・確保

④建設産業の魅力発信のための戦略的広報のあり方
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地の利や知の集積を活かした成長戦略拠点の形成

○しが医療・健康創生ものづくりイノベーション総合特区推進事業【6.4百万円】

びわこ南部に培われた産学官連携基盤を活かし、新たな医療・健康機器産業の創出と地域経済の活

性化を図るため、総合特区事業の調整・管理と新たな医療機器の開発・事業化を支援

○滋賀でモノづくり企業応援助成金【458百万円】

・高付加価値型企業や内需型企業を誘致するため、新規の設備投資に対し、その費用の一部を助成

・県内企業の海外等への流出防止のため、工場の増設や研究開発拠点の増設に伴う設備投資に対し、
その費用の一部を助成

医療、福祉・介護、子育ての分野でのサービス拡大、創業支援

○「おこしやす」三方よし仕事おこし支援事業【31.2百万円】

障害者就労支援事業所の「創業」を進めるため、インターネットによる情報発信や企業・自治体との商談機会などを支援

○地場製薬企業機器整備補助金【3百万円】

付加価値の高い医薬品の開発、品質の向上のための製造機器および試験検査機器の整備に対し支援

滋賀県医薬品生産金額

0
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350

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22（年）

(億円)

医療用医薬品の生産金額は増
加しているが、一般用医薬品
は、伸び悩んでいる

→今後、一般用医薬品の新製
品の開発、品質の向上が急務
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重点テーマ７
地域の魅力まるごと産業化

「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
食のブランドを向上させるとともに、
地産地消を進め、消費拡大を図る。

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。

安全な個性的、魅力的な商品が
提供される元気な農業の展開

地域資源の価値、魅力を
観光資源として国内外に発信

県産農畜水産物による滋賀の地域ブランド
力の向上

地産地消を拡大する取組の促進

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

滋賀の優位性を活かした国際観光の展開

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
居心地の良い

滋
賀
の
特
性
を
活
か
し
た
魅
力
あ
る

商
品
サ
ー
ビ
ス
を
生
み
出
す
産
業
の
振
興
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主な施策 703.1百万円

滋賀の食のブランド力の向上と地産地消の推進・消費拡大

○広めよう、おいしい滋賀発信事業【11.4百万円】
近江米や近江牛など滋賀県を代表する食材の生産者団体等が連携し販路開拓の取組を進めるとともに、県外での展示
商談会への出展を支援

○滋賀県産農畜水産物海外販路開拓支援事業【11.3百万円】
輸出関連相談窓口の設置、輸出促進セミナーの開催、海外バイヤーを招いた商談会の開催等を実施

○未来指向の「近江牛」ブランド化事業【7.2百万円】
繁殖肥育一貫経営の推進を図ることで、生産コストの低減、地産地消等の特色ある近江牛生産を推進する。

○近江米新品種「みずかがみ」産地化スタートダッシュ事業【23.6百万円】

近江米のブランド力の向上を図るため、夏の高温に強く良食味の農業技術振興センター育成新品種「みずかがみ」の作

付を推進することとし、新品種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の促進

近江牛 滋賀県を代表する農産物みずかがみ



近江米新品種「みずかがみ」産地化
スタートダッシュ事業

○近江米の課題・・・温暖化に伴い、平成11年以降、品質低下が続く。

○農業技術振興センターで高温に強く良食味の新品種「みずかがみ」を開発

１.生産拡大 ２.集荷・流通促進

専用玄米袋による出荷

『新品種生産拡大事業』

『新品種種子緊急確保事業』
短期間での生産拡大に対応する

優良種子の確保。

「みずかがみ」の採種ほ場
整備への支援

『新品種集荷促進事業』

米卸業者の評価を得るために、集荷の確保。

「みずかがみ」の作付目標
H25：150ha H26:1,000ha
H27:2,000ha

『新品種名称デザインの

流通促進事業』
消費者がすぐに「みずかがみ」を選べるよう、
オリジナルデザイン米袋での流通促進。

オリジナルロゴマークの表示

３.消費拡大

『新品種の魅力発信事業』
「みずかがみ」のおいしさや魅力を消費者に

伝え、購入を促進する。

ポスター、のぼり等
作成・活用

ポスター
おいし
いよ！

試食イベント等の開催
広報等

「みずかがみ」の早期生産拡大・流通促進による近江米ブランド力向上・稲作農家の経営安定

短期間での生産拡大を進めるための生産体
制整備。

『新品種流通消費推進会議』

卸売事業者等への
「みずかがみ」推進説明会開催

「みずかがみ」の流通・消費促進を

関係者が一体となって推進

消費拡大流通確保生産振興

『新品種流通推進説明会』

ロゴ
マーク

ロゴ
マーク

生産誘導のための
ほ場看板の設置

生産組織の設置･運営
基準ほ設置、研修会の開催

品質･栽培履歴
のチェック

拡
大
推
進
員
の
設
置
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○観光ブランド「ビワイチ」推進事業【13百万円】

「ビワイチ」（びわ湖を一周）というフレーズを用いて、県内の周遊型観光を促進。本県の自然や歴史、文化財といっ

たキーワードによる体験型観光素材を発掘・創出

○「美の滋賀」推進プロジェクト事業【11.9百万円】

「美の滋賀」の土壌をつくり、活動を活発化させるための取組を実施

○アール・ブリュットの魅力発信事業【6.1百万円】
アール・ブリュット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ほか、滋賀
県社会福祉事業団が行う特に発信力が高い先進的な取組を支援

○びわ湖ホール制作オペラ新国立劇場公演事業【16.8百万円】
びわ湖ホールが制作し、声楽アンサンブルが出演するオペラ公演を、文化庁からの補助を活用して新国立劇場で上演
し、滋賀の優れた舞台芸術を首都圏で発信

○滋賀県文化財保存基金積立事業【100.3百万円】

県内地域の人々が主体となって文化財を守る仕組みそのものを「近江の文化財風土」として保存継承するため、新たな
枠組みとして基金を造成し、老朽化や腐朽、破損が進行している文化財の保存修理等を、時機を逸することなく計画的
に実施し、地域と共に文化財を次世代に引き継ぐことのできる仕組みを確かなものとする。

滋賀ならではの特性を活かしたツーリズムの推進
と滞在型観光の展開

奥深い歴史と文化にあふれた県です

809件(全国第４位)

◆重要文化財指定件数（国宝含）

1位 東京都 2,714件

2位 京都府 2,140件

3位 奈良県 1,307件

＜平成24年10月1日現在（文化庁）＞

滋賀県観光情報ホームページより

保存修理実施前と実施後



観光ブランド「ビワイチ」の推進

①ぐるっと回る（周遊）

②体験や体感できる（体験）

③何かいいもの（特別・限定）

「ビワイチ」の旅は、３つの要素を備えた
滋賀を周遊するツアー（旅行商品）

基本コンセプト 「湖国の宝に出会う旅」

認定

滋賀ならではの特性を活かした
様々なビワイチツアー

びわ湖一周
ｳｫｰｸﾂｱｰ

四島めぐり
ﾂｱｰ

びわ湖一周
ｻｲｸﾙﾂｱｰ

滋賀の食
めぐりﾂｱｰ

【ビワイチツアー例】

桜名所
ﾂｱｰ

旅行業者

＜事業スキーム＞

申請 認定(補助)

びわこビジターズビューロー

県 市町・市町観光協会

委託･協力

連携

連携

観
光
事
業
者

連
携

「ビワイチブランド」の構築

文化財 自然グルメ 自転車 60


