
関西広域連合では・・・
関西全体の安全・安心を向上させ、大規模広域災害への対策

を推進する

○「関西防災・減災プラン」の充実・発展

○災害発生時の広域応援体制の強化

○関西広域応援訓練

○人材育成

関西広域連合では・・・
関西全体の安全・安心を向上させ、大規模広域災害への対策

を推進する

○「関西防災・減災プラン」の充実・発展

○災害発生時の広域応援体制の強化

○関西広域応援訓練

○人材育成

県では・・・
県における災害等の予防・応急対策を進めるとともに、

自助・共助による地域防災の組織力の向上を図る

○県内の防災力強化
・原子力防災対策強化事業 21百万円
・地震防災等啓発事業 ９百万円
・近畿府県合同防災訓練(滋賀県総合防災訓練含む ４９百万円
・市町防災力強化研修に関する事業 0.４百万円
○救援物資の備蓄
・災害救助物資（食料約25万食分等）の保管等 ７百万円

県では・・・
県における災害等の予防・応急対策を進めるとともに、

自助・共助による地域防災の組織力の向上を図る

○県内の防災力強化
・原子力防災対策強化事業 21百万円
・地震防災等啓発事業 ９百万円
・近畿府県合同防災訓練(滋賀県総合防災訓練含む ４９百万円
・市町防災力強化研修に関する事業 0.４百万円
○救援物資の備蓄
・災害救助物資（食料約25万食分等）の保管等 ７百万円

県では･･･
滋賀の自然や歴史・文化など、資源の価値、魅力を国内外

に発信するとともに、滞在客の誘客を進める

○滋賀の魅力発信、県内への観光客の誘客
・国際観光推進事業 ２３百万円
・観光統計調査事業 ３百万円

県では･･･
滋賀の自然や歴史・文化など、資源の価値、魅力を国内外

に発信するとともに、滞在客の誘客を進める

○滋賀の魅力発信、県内への観光客の誘客
・国際観光推進事業 ２３百万円
・観光統計調査事業 ３百万円

５０百万円
（滋賀県負担額）

５０百万円
（滋賀県負担額）平成２５年度 関西広域連合と県の取組平成２５年度 関西広域連合と県の取組

Ⅰ 防 災

事業費 17百万円 県負担 1百万円

Ⅱ 観光・文化振興

関西広域連合では・・・
関西の魅力を東アジアを中心に戦略的に発信し、KANSAI

ブランドの構築と観光誘客の増大を図る

○KANSAI国際観光YEARの実施
○海外観光プロモーションの実施
○KANSAI観光大使の任命と活用
○新発見KANSAI百景の活用
○山陰海岸ジオパーク活動の推進
○通訳案内士等の人材育成
○関西全域を対象とする観光統計調査
○関西文化の魅力発信

関西広域連合では・・・
関西の魅力を東アジアを中心に戦略的に発信し、KANSAI

ブランドの構築と観光誘客の増大を図る

○KANSAI国際観光YEARの実施
○海外観光プロモーションの実施
○KANSAI観光大使の任命と活用
○新発見KANSAI百景の活用
○山陰海岸ジオパーク活動の推進
○通訳案内士等の人材育成
○関西全域を対象とする観光統計調査
○関西文化の魅力発信

事業費 32百万円 県負担 2.3百万円

大規模災害等の危機対応における、住民の安全・安心の一層の充実を図る！

国内外の地域間競争に勝ち、来訪客増加へつなげる！

資－総政１

企画調整課
内線3315



県では・・・
中小企業等のグローバル化対応への支援を通じ、滋賀の
産業を活性化

○プロモーション・マッチングの実施
・新技術創出ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ活性化推進事業 ５百万円
・びわ湖環境ビジネスメッセ開催事業 １０百万円
・近江技術てんびん棒事業 １百万円
・農商工連携スタートアップ事業 １百万円
○滋賀県新商品ﾊﾟｲｵﾆｱ認定制度によるﾍﾞﾝﾁｬｰ支援
・滋賀県新商品ﾊﾟｲｵﾆｱ認定制度 －
・ﾊﾟｲｵﾆｱ認定商品ﾄﾗｲｱﾙ購入事業 ４百万円

県では・・・
中小企業等のグローバル化対応への支援を通じ、滋賀の
産業を活性化

○プロモーション・マッチングの実施
・新技術創出ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ活性化推進事業 ５百万円
・びわ湖環境ビジネスメッセ開催事業 １０百万円
・近江技術てんびん棒事業 １百万円
・農商工連携スタートアップ事業 １百万円
○滋賀県新商品ﾊﾟｲｵﾆｱ認定制度によるﾍﾞﾝﾁｬｰ支援
・滋賀県新商品ﾊﾟｲｵﾆｱ認定制度 －
・ﾊﾟｲｵﾆｱ認定商品ﾄﾗｲｱﾙ購入事業 ４百万円

関西広域連合では・・・
関西のもつ産業集積・インフラ、人材等のポテンシャルを活か
して、関西全体の活性化と国際競争力を強化する

○広域産業振興の取組にかかる広報及び評価・検証
○産業クラスター連携
○国際戦略総合特区効果の広域連合域内への波及促進
○合同プロモーションの実施（海外向けプロモーションの実施等）
○ビジネスマッチングの促進（対 大企業・海外企業等）

○公設試験研究機関の連携
○新商品調達認定制度によるベンチャー支援（広域連合区域全体を

認定対象）
○産学官による高度産業人材の育成・確保の推進

関西広域連合では・・・
関西のもつ産業集積・インフラ、人材等のポテンシャルを活か
して、関西全体の活性化と国際競争力を強化する

○広域産業振興の取組にかかる広報及び評価・検証
○産業クラスター連携
○国際戦略総合特区効果の広域連合域内への波及促進
○合同プロモーションの実施（海外向けプロモーションの実施等）
○ビジネスマッチングの促進（対 大企業・海外企業等）

○公設試験研究機関の連携
○新商品調達認定制度によるベンチャー支援（広域連合区域全体を

認定対象）
○産学官による高度産業人材の育成・確保の推進

Ⅲ 産業振興

事業費 38百万円 県負担 1.8百万円

国際競争力の強い産業基盤を築き、｢モノづくり県｣滋賀の活性化へ！

県では・・・
滋賀の農畜水産物の魅力を発信し、地域ブランド力の

向上を図る

○しがの農水産物マーケティング戦略推進事業 ７.５百万円
○広めよう、おいしい滋賀発信事業 11.４百万円
○美味しい「食」の情報発信総合事業 ５百万円

県では・・・
滋賀の農畜水産物の魅力を発信し、地域ブランド力の

向上を図る

○しがの農水産物マーケティング戦略推進事業 ７.５百万円
○広めよう、おいしい滋賀発信事業 11.４百万円
○美味しい「食」の情報発信総合事業 ５百万円

関西広域連合では・・・
成長産業として位置付け、関西の産業分野の一翼を担う競争力

のある産業として育成・振興する

○関西広域農林水産ビジョンの策定

○”おいしい！KANSAI召しあがれ”プロモーション事業

（「おいしい！KANSAI応援企業」の登録制度の創設等）

○”おいしい！KANSAI召しあがれ”キャンペーン事業

（2013食博覧会・大阪でのＰＲ等）

関西広域連合では・・・
成長産業として位置付け、関西の産業分野の一翼を担う競争力

のある産業として育成・振興する

○関西広域農林水産ビジョンの策定

○”おいしい！KANSAI召しあがれ”プロモーション事業

（「おいしい！KANSAI応援企業」の登録制度の創設等）

○”おいしい！KANSAI召しあがれ”キャンペーン事業

（2013食博覧会・大阪でのＰＲ等）

Ⅲ-2 農林水産

事業費 2百万円 県負担 0.2百万円

広域的な取組による県産農林水産物の販路拡大を目指す！



県では・・・

各試験事務（調理師、製菓衛生師、准看護師）を広域連合
へ移管

○調理師再教育講習会 ０.３百万円

県では・・・

各試験事務（調理師、製菓衛生師、准看護師）を広域連合
へ移管

○調理師再教育講習会 ０.３百万円

関西広域連合では・・・
府県毎に実施していた各試験事務を集約し、効率的に実施

○調理師・製菓衛生師にかかる試験実施・免許交付等

○准看護師にかかる試験実施・免許交付等

関西広域連合では・・・
府県毎に実施していた各試験事務を集約し、効率的に実施

○調理師・製菓衛生師にかかる試験実施・免許交付等

○准看護師にかかる試験実施・免許交付等

Ⅵ 資格試験・免許等

事業費 113百万円 県負担 0百万円

共通する事務を一元化し、効率化を図る！

これまでの取組の経験と蓄積を活かし、持続可能な社会を実現！

県では･･･
低炭素社会づくりを推進するとともに、カワウの保護

管理により漁業被害や植生被害を軽減

○温室効果ガス削減のための取組
・滋賀県地球温暖化防止活動推進センター事業 １０百万円
・地球温暖化対策普及啓発事業 ０.６百万円
・電気自動車普及促進事業 ０.７百万円
○鳥獣保護管理の取組（カワウ対策）
・カワウ漁業被害防止対策事業 １２百万円
・カワウ等対策推進事業 ５百万円
・新規コロニー等拡大防止カワウ対策事業 ２百万円

県では･･･
低炭素社会づくりを推進するとともに、カワウの保護

管理により漁業被害や植生被害を軽減

○温室効果ガス削減のための取組
・滋賀県地球温暖化防止活動推進センター事業 １０百万円
・地球温暖化対策普及啓発事業 ０.６百万円
・電気自動車普及促進事業 ０.７百万円
○鳥獣保護管理の取組（カワウ対策）
・カワウ漁業被害防止対策事業 １２百万円
・カワウ等対策推進事業 ５百万円
・新規コロニー等拡大防止カワウ対策事業 ２百万円

Ⅴ 環境保全

関西広域連合では・・・
「温暖化対策」と「生態系の保全」を柱として、環境先進地域

“関西”を目指す

○関西広域環境保全計画の戦略的推進
○住民・事業者啓発事業
○関西スタイルのエコポイント事業
○電気自動車普及促進事業（充電マップによる情報発信等）
○関西地域カワウ広域保護管理計画の推進
○カワウ以外の鳥獣対策の検討

関西広域連合では・・・
「温暖化対策」と「生態系の保全」を柱として、環境先進地域

“関西”を目指す

○関西広域環境保全計画の戦略的推進
○住民・事業者啓発事業
○関西スタイルのエコポイント事業
○電気自動車普及促進事業（充電マップによる情報発信等）
○関西地域カワウ広域保護管理計画の推進
○カワウ以外の鳥獣対策の検討

事業費 26百万円 県負担 1.5百万円

滋賀県
担当

県では・・・
関西広域連合ドクターヘリの利用により、県の救急医療

を充実

○ドクターヘリの利用充実のための取組

・ランデブーポイント調査委託事業 ０.９百万円
・ドクターヘリ搭乗人材育成事業 ０.６百万円
○緊急被ばく医療体制整備事業 ６７百万円

県では・・・
関西広域連合ドクターヘリの利用により、県の救急医療

を充実

○ドクターヘリの利用充実のための取組

・ランデブーポイント調査委託事業 ０.９百万円
・ドクターヘリ搭乗人材育成事業 ０.６百万円
○緊急被ばく医療体制整備事業 ６７百万円

Ⅳ 救急医療

関西広域連合では・・・
安心・安全の医療圏“関西”の実現に向け、関西の府県域を

越えた広域救急医療連携の充実・強化を推進する

○関西広域救急医療連携計画の戦略的推進
○広域的ドクターヘリの配置・運航
○広域災害救急医療体制の整備
○救急医療人材等の育成

関西広域連合では・・・
安心・安全の医療圏“関西”の実現に向け、関西の府県域を

越えた広域救急医療連携の充実・強化を推進する

○関西広域救急医療連携計画の戦略的推進
○広域的ドクターヘリの配置・運航
○広域災害救急医療体制の整備
○救急医療人材等の育成

事業費 634百万円 県負担 9.3百万円

救急医療の安全・安心ネットワークを構築し、住民の安心につなげる！



関西広域連合予算 1,218百万円
（内訳）事業費：866百万円 企画調整費：８1百万円 総務費：271百万円

Ⅶ 職員研修

県では・・・
独自の研修体系に基づき、県職員への研修を実施

○階層別研修の実施 ６百万円
○職場感覚を養成する体験型研修の実施 ０.７百万円

○職場支援研修の実施 ０.９百万円

県では・・・
独自の研修体系に基づき、県職員への研修を実施

○階層別研修の実施 ６百万円
○職場感覚を養成する体験型研修の実施 ０.７百万円

○職場支援研修の実施 ０.９百万円

関西広域連合では・・・
関西共通の政策課題に関する研修や広域連合で集約すること
により効率化が期待できる取組を実施

○政策形成能力研修の実施

○団体連携型研修の実施

○ＷＥＢ型研修の実施に向けた検討

関西広域連合では・・・
関西共通の政策課題に関する研修や広域連合で集約すること
により効率化が期待できる取組を実施

○政策形成能力研修の実施

○団体連携型研修の実施

○ＷＥＢ型研修の実施に向けた検討

事業費 4百万円 県負担 0.4百万円

広域的な視点と高い業務執行能力を持った職員を養成！

企画調整 中長期的な視点から、新たな広域的な課題に対する企画調整を実施！

関西広域連合では・・・
関西における中長期的な視点からの広域政策の調査・検討等

を実施

○国出先機関対策

○広域インフラ検討

○新エネルギー対策

○首都機能バックアップ構造構築

○時期広域計画の策定

関西広域連合では・・・
関西における中長期的な視点からの広域政策の調査・検討等

を実施

○国出先機関対策

○広域インフラ検討

○新エネルギー対策

○首都機能バックアップ構造構築

○時期広域計画の策定

県では・・・
住み心地日本一の滋賀」を目指した中長期的な視点からの

施策を実施

県では・・・
住み心地日本一の滋賀」を目指した中長期的な視点からの

施策を実施

企画調整費 81百万円 県負担 7.4百万円



① 地域イメージの向上戦略
「ゆとり・癒し」「豊かな精神性・文化性」
「環境先進県」「若さ・活力」
「水と共に生きる県」

③県内外への効果的な発信戦略

②「個別商品・サービス」の向上戦略

◆目 的
①県民の誇りづくり、幸せや豊かさを実感して暮らせる滋賀の実現
②地産品の消費拡大、観光客、交流人口および定住人口の増加、
企業の誘致による投資の呼び込みなどによる地域の活性化

滋賀・びわ湖ブランド推進事業（予算額 9,530千円）

○ 琵琶湖をはじめ、優れた自然、
歴史・文化

○ 近江牛、信楽焼、全国有数の
文化財など、豊富な地域資源

イメージは希薄（地味・
素朴など）

イメージ
アップと
認知度
の向上

◆現状と課題

滋賀・びわ湖ブランド戦略（平成22年3月、産学官により策定）

（１）産学官連携によるブランド発信の支援
（滋賀・びわ湖ブランドネットワークの支援）

○地域ブランド発信推進事業
（ブランドネットワーク委託：３，９０６千円）

・インターネット総合サイトの運営支援
・ブランド展による県外への情報発信

○「滋賀・びわ湖ブランド」発信レポート作成事業（緊急：３，７００千円）
・総合サイトのコンテンツとなる「滋賀・びわ湖ブランド」発信レポートの
作成を委託

○ネットワーク推進体制の強化（１８１千円）
・ネットワークが行う検討に対し、外部話題提供者や学識経験者
等の招聘経費を支援（県直執行）

滋賀・びわ湖ブランドネットワーク（H23.7.25設立）
【構成】１５団体（幹事団体）
知事が呼びかけ人となり、産学官による推進組織として設立。本組織を中核に、

「地域イメージの向上戦略」「県内外への効果的な発信戦略」を推進するため、

目に見える形でブランド発信を展開

連携
協力

滋賀・びわ湖ブランド推進調整会議
・施策の調整および情報交換
・ネットワーク事業との連携・支援
【構成】庁内１８課

庁内の横つなぎ・ブランド発信

【関係各課】
・個別商品、サービスの
ブランド化の推進

・情報発信

運営支援

（２）庁内横つなぎによる地域ブランドの推進
○首都圏「滋賀ファン」づくり推進事業（１，７４３千円）
滋賀の奥深さを知る機会の創出→早稲田大学自治体連携講座の開催

（７５０千円）
活躍する滋賀県人による情報発信→ふるさとサポーター任命（２４４千円）
滋賀の奥深さのPR資料→「まるごと体感琵琶湖」増刷（３５０千円）
滋賀に触れる機会の活用→オペラ発！滋賀の魅力発信事業

（文化振興課事業：３９９千円）

滋賀・びわ湖ブランド推進事業（Ｈ２５）

相乗効果

ブランド推進体制

産学官推進体制 庁内推進体制

地域資源の認知度は
低い（知られているの
は琵琶湖のみ）

資－総政２

企画調整課
内線3313


















