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安定的な働く場
★若者、女性、障害者、高齢者など
だれもが多様な働く場に参加

教育の橋

家族・地域の橋

ハンディのある方の橋

失業者の橋

重点テーマ２ 働く場への橋架け

子どもたちの勤労観・
職業観が育まれている

子どもを生み育てながら
働く場とつながり続けられる

ハンディのある人が自ら
の力に応じて働き、自立
した生活を続けている

若者が能力と適性にあった職業を選択し自立している

失業者等を働く場につなぐ職業訓練や職業紹介の環境が整備されている

○女性の就職や社会活動の継続・復帰
を応援

○地域や企業など現
場の人による子どもの
多様な職業教育

○障害のある人が働く場
や自立を目指した活動の
場を充実

○高校・大学・企業などとの連携による若者の就職支援と、失業者や
離職者への職業訓練の充実



子どもの多様な職業教育

○中学生チャレンジウィーク事業【0.9百万円】
中学２年生に５日間の職業体験を実施

○県立高等学校キャリア形成支援事業【3.7百万円】
社会人基礎力の育成や就業体験を効果的に活用しながらキ
ャリア教育の実践研究に取り組み、社会的・職業的自立を目指
す効果的なカリキュラムの研究・開発を実施

若者の就職支援と失業者や離職者への職業訓練

教育の橋

失業者の橋
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ぶどう園での袋がけ

○滋賀の“三方よし”人づくり事業【211.1百万円】
企業の人材ニーズを踏まえた人材育成プログラムにより、就業経験
が少ない若年求職者を本県産業の将来を担う中核人材に育成

○求職者総合支援センター事業【18.5百万円】
中高年齢者および外国人等を対象に、雇用の橋架けを行う支援機
関として、生活・就労に関する総合的な相談支援を実施

○おうみ若者未来サポートセンター運営事業【3.9百万円】
ヤングジョブセンター滋賀等の若年者就業支援機関を一体化した「

おうみ若者未来サポートセンター」を運営し、相談から就職までの一
貫した支援をワンストップ体制で実施

若年者の不安定な雇用

詳細は２6ページ

中学生チャレンジウィーク事業

主な施策
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女性の就職や社会活動の継続・復帰を応援

○女性の活躍の場拡大応援事業【6.7百万円】
女性活躍推進フォーラムの開催などの普及啓発を実施
若年者が将来のキャリアビジョンを描けるよう、大学生などが若年者に対して様々な情報発信や普及啓発を実施
女性の社会参画事業を展開しているＮＰＯ等や、新たにＮＰＯを立ち上げる女性を支援

○女性の就労トータルサポート事業【56.4百万円】
出産や子育てによる離職後の再就職を希望する女性等に対して就労支援をワンストップで実施する滋賀マザーズジョ
ブステーションを運営するとともに、新たに南部地域に窓口を開設

○子育て支援環境緊急整備事業【1,830.2百万円】
待機児童の解消や保育環境の改善のために市町が行う民間保育所等の施設整備などに対して、補助を実施

○「保育士さんありがとう」～保育士応援キャンペーン～【2.5百万円】
保育士への感謝のメッセージなどを募集・発信することにより、保育士を応援する気運を醸成

家族・地域の橋

障害のある人の働く場や地域生活の場を充実

○働き・暮らし応援センター事業【19.3百万円】
障害のある人の就労を促進するため、「働く」ことと「暮らす」ことを一体的にサポートする「働き・暮らし応援セ

ンター」の体制を充実

ハンディのある方の橋

詳細は２7ページ以降



開設（H24年3月）～H25年12月末現在

○窓口来所者数 ２９，７９８人

○就職者数 ３，４３７人

（連携）

おうみ若者未来サポートセンター運営事業

求人情報

提供

新卒応援ハローワーク

（わかもの支援ｺｰﾅｰ） 企 業

（就職）

求職者

総
合
案
内
業
務

ヤングジョブセンター滋賀

地域若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ

おうみ若者未来サポートセンター

滋賀の”三方よし“人づくり事業滋賀の“三方よし”人づくり推進
センター

《カウンセリング機能》
高
校
・大
学
等

【特徴】

○支援機関とハローワークが一体となった
支援体制

○若年求職者の能力に応じた一貫した支
援による就職の実現

地域若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ事業

若年者地域連携事業事務局

職業

紹介

若年者総合就業支援事業

若年者地域連携事業

利用状況

滋賀の「三方よし」人づくり事業
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なぜ、今、「女性の活躍推進」が求められているのか

●少子高齢化の進展等の人口構造の変化が進む中、
滋賀県の生産年齢人口は2010年から30年間で２割
減少すると予想。経済力の低下、社会保障の担い手
の不足などが懸念。

①生産年齢人口の減少

●女性は、仕事と子育ての両立が困難な状況にあり、
労働力率が30歳代を谷とする、M字カーブを描く。

●一方、多くの女性が就業を希望しており、日本全体
で女性の就業希望者は342万人にのぼる。

②女性の労働力の低さと大きな潜在力

●女性の潜在的な労働人口342万人の力が発揮され
れば、日本全体で約7兆円、GDP比で約1.5%の
新たな付加価値が創造。（内閣府試算）

●働く女性の増加や、女性が能力を発揮しやすい
環境を整備することによる男女の働き方や生活の
変化が、新たな内需を創造。

③経済社会に与える効果

女性の潜在的労働人口342万人

↓

７兆円、GDP比1.5％の付加価値

（内閣府試算）

●滋賀県は、管理的職業に従事する者に占める女性の
割合は11.7%で全国43位、女性の労働力率のＭ字
カーブの深さ順位は、全国39位。

●多くの女性の能力が埋もれているということは、
女性の潜在的な力を活かすことができる可能性が大。
積極的に女性の活躍推進を図ることで、滋賀の地域・
経済の活性化につなげていく。

④女性の活躍推進による滋賀の活性化

■男女の希望の実現
・女性が希望する働き方や生き方を選択できる
・女性が働きやすい環境を整備することで、

男性も子育てや地域活動と仕事のバランスを
とりながら働くことができる

■地域社会の活性化
・労働力の増加 ・社会全体の多様性の向上
・消費の拡大 ・経済の活性化
・生活の充実 ・新たな価値の創造

■様々なリスクの低減
・経済的なリスクへの対応
・生活基盤の安定

女性の活躍推進の意義

女性の活躍推進の効果

滋賀の活性化に向けた女性の活躍推進

男 性

女 性

女性の就業希望者

全 国

滋賀県

898

728

289

429

1,411 
1,309 

0
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800

1,000

1,200

1,400

1,600

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

（千人）

人口

ピーク

２割減 1.5

倍

滋賀県の人口推移と将来推計

６５歳以上

生産年齢人口（15～64歳）

滋賀県の人口
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男女共同参画推進本部

「CARAT滋賀･女性･元気プロジェクト」の方向性
～女性が活躍できる仕組みづくり・風土づくり～

男女共同参画推進本部

県庁における取組県庁における取組

働く場への参画拡大
に向けた支援
働く場への参画拡大
に向けた支援

意思決定過程への
参画拡大に向けた支援
意思決定過程への
参画拡大に向けた支援

様々な場面での能力発揮
に向けた支援
様々な場面での能力発揮
に向けた支援

女性が継続して就労できるために

女性が再チャレンジできるために

企業において女性の管理職が増えるために

様々な分野で活躍する女性リーダー等が増えるために

女性が起業できるために

女性が能力を発揮できるために

★ワーク・ライフ・バランスを進めます！
★キャリア形成に向けた支援を進めます！
★仕事と子育ての両立への支援を進めます！

★再チャレンジへの総合的支援を進めます！

★キャリア・アップへの支援を進めます！
★女性の活躍に向けた企業の取組を促進します！

★女性リーダー等の交流を進めます！

★起業を多面的にサポートします！

★女性の多様な活躍を支援します！

～隗より始めよ～県庁において女性の活躍推進に取り組みます！

カ ラ ッ ト ●「CARAT(ｶﾗｯﾄ)滋賀･女性･元気プロジェクト」は、
滋賀の地域・経済の活性化に向け、働く場への参画
や起業、管理職の増加に向けた支援を中心に、女性
の活躍推進を部局横断で重点的に取り組むものです。

●「CARAT (ｶﾗｯﾄ)」は宝石の重さを表し、女性の元気
が滋賀の元気につながり、女性も滋賀も宝石のよう
に輝くという意味を込めています。

●「CARAT(ｶﾗｯﾄ)滋賀･女性･元気プロジェクト」は、
滋賀の地域・経済の活性化に向け、働く場への参画
や起業、管理職の増加に向けた支援を中心に、女性
の活躍推進を部局横断で重点的に取り組むものです。

●「CARAT (ｶﾗｯﾄ)」は宝石の重さを表し、女性の元気
が滋賀の元気につながり、女性も滋賀も宝石のよう
に輝くという意味を込めています。

CARAT(ｶﾗｯﾄ)滋賀･女性･元気プロジェクトとは“女性も滋賀も宝石のように輝く”という思いを込めたプロジェクトを進めます！
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●女性のチャレンジ支援事業 など

進路選択
就職

結婚・出産・子育て

継続就労

キャリア・アップ

起業

離 職

多様な活躍への支援

●企業の女性活躍状況の
見える化研究事業 など

●女性のキャリアアップ支援事業
●在宅医療福祉を担う看護職員養成事業 など

キャリア・アップへの支援

●中小企業ワーク・ライフ・バランス対応
経営推進事業

●男性の育児休業取得奨励金支給事業 など

ワーク・ライフ・バランスの推進

●滋賀の女性経営者フォーラム など

女性リーダー等の交流推進

●開業資金（女性創業枠）の創設
●農村女性活躍支援事業
●女性のＮＰＯ活動等応援事業 など

起業への多面的なサポート

●仕事も生活も充実！未来のわたし体験発信事業
●県立高等学校キャリア形成支援事業 など

キャリア形成支援

●子育て支援環境緊急整備事業
●保育士確保対策事業 など

仕事と子育ての
両立支援

●滋賀マザーズジョブ
ステーション事業 など

再チャレンジへの
総合的支援

女性活躍に向けた
企業の取組促進

29

CARAT滋賀･女性･元気プロジェクト 平成26年度の展開
カ ラ ッ ト

女性のライフステージに応じた切れ目のないきめ細やかな支援



滋賀マザーズジョブステーション (平成23年10月19日 県立男女共同参画センターに開設）

働きたい！ 子育て期女性の希望が実現するよう応援しています！

○年齢層 ３０歳代 ５２％

○就業状況 無職 ７８％

○利用者数

・相談件数（来所） ４，４９７人

・セミナー受講(204日開催） ２，９４７人
・求人情報検索機利用など １，７０７人

延べ ９，１５１人
○利用者居住地

近江八幡市・東近江市 ６４％
その他地域 ３６％

利用状況 〔開設～ H25. 12月末）

就職者数

５３４人
（サービス業、製造業、事務、保育士、看護師等）

（年収増加額試算 約９億６千万円）

○再就職にあたっての不安
(仕事をしたいが何から手をつければいいのか、今の自分で何ができるのか、どん
な仕事をしたらいいのか、求人情報をどのように収集すればいいのか等）

○仕事と子育ての両立についての不安
（子どもが病気になったときどうすればいいのか、仕事と子どものための時間・環境
のどちらを優先すべきか等）

○働くために役立つ情報がほしい
（保育に関する情報、職業訓練・パソコン講習等の情報、子育てしながら働きやすい
職場の情報等）

相談内容

「長らく専業主婦で、もう歳だからと諦めていたけれど、キャリアカ
ウンセリングを何度も重ねて、自分のやりたいことをはっきりさせ
ていくことで、仕事をしていく自信が持てるようになった。」

｢自分を振り返る機会もなく、深い考えもないままに仕事につきた
いという思いだけでいたが、中、長期的な視点で考えられるように
なり、はじめはパートでも段階的に仕事をステップアップしていくと
いう道が見えるようになった｣

「セミナーを受講し、同じ悩みを持つ母親同士のコミュニケーション
を持つことで、様々な面で参考になり、とても励まされる機会となっ
た。」

利用者の声

○市町や地域の子育て支援団体等と連携して一層の利用促進

○潜在的相談ニーズの高い南部地域に新たに窓口開設

今後の展開

20歳代 24％
40歳代 20％
その他 4％
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全国的な状況と比較すると、滋賀県は０～２歳児の保育利用率がやや低く、３歳児の
幼稚園就園率も低い状況にあることから、０～２歳児の家庭支援のニーズに加え、女性
の就業率の上昇に伴う潜在的な保育ニーズが高いことがうかがえる。

就学前児童の居場所

804

861

937

（資料）厚生労働省福祉行政報告例（平成25年4月）、文部科学省学校基本調査（平成25年5月）
総務省人口推計（平成24年10月）、毎月人口推計（平成25年4)月）
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子育て支援環境の確保・充実

待機児童の解消や保育環境の改善のために市町が行う民間保育所等の施設整備などに対し
て補助を行うとともに、消費税増収分により、子ども・子育て支援の充実を図ります。

本県の待機児童の現状
入所児童数の拡大を図っているものの、潜在的な

ニーズの顕著化によりまだまだ待機児童は解消されて
おらず、今後も積極的な保育所整備が必要である。

補助対象：６市１８施設

H26.4.1 29,000名
H27.4.1 30,145名
→１,１４５名の定員増

さらに、小規模保育（新規）や家庭
的保育(保育ママ)、既存保育所の定員
変更等により待機児童の解消を図る。

子育て支援環境緊急整備事業費補助金
（安心こども基金）

施設整備
による
定員増

１００ ８３０ ５７５ ５７５

平成２５年１０月１日現在
県内待機児童数 １,０４４

名

入所児童数

待機児童数

９０２

786
804

861

937

平成２１年度～平成２５年度計 ２,９８２名増

○保育緊急確保事業 334,913千円
・小規模保育の運営支援
・保育士の処遇改善
・地域子ども・子育て支援事業への補助

○保育所受入れ児童数の拡大 69,300千円
(保育所運営負担金1,535,825千円の内数)

消費税増収分による充実

平成29年度
末までに待機
児童ゼロを目
指します。 32



33重点テーマ３
地域を支える医療福祉・在宅看取り

幸
せ
な
最
期
を
迎
え
ら
れ
る

“
終
の
住
み
処
”
づ
く
り

在宅医療福祉
在宅看取り
体制整備

健康づくり
疾病対策
介護予防

在宅医療等の推進

医師等確保対策

健康づくり

医療福祉の総合的な推進

在宅介護・福祉の推進

看護職員確保対策

福祉・介護人材確保対策

疾病の早期発見 早期治療

介護予防

医療専門職等
の育成



34
在宅医療福祉・在宅看取り体制整備

○在宅医療推進地域モデル事業【9.0百万円】
在宅医療推進(多職種意見交換会の開催、チームによる在宅

医療体制の構築等の事業)に積極的に取り組む市町を支援

○地域完結型在宅医療福祉推進事業【11.3百万円】
高齢化の進行状況や医療需要ピークは医療圏ごとに異なる

ことから、2025年を見据えた地域特性を客観的なデータに基づ
き分析し、それを踏まえて二次圏域での医療福祉ビジョンの評
価等を行い、地域完結型の地域包括ケアシステムの構築を目
指す。

○認知症疾患医療センター医療相談支援事業
【12.5百万円】
認知症に関する鑑別診断、専門医療相談等を行う拠点であ

る認知症疾患医療センターの機能を強化
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認知症高齢者は、
2030年に2010年
の約1.9倍になる

認知症高齢者の増加

○医師キャリアサポートセンター運営事業【26.6百万円】
県内医師の確保・定着のため、医師養成奨学金貸与者のキャリア形成や女性医師の継続就労支援など

○在宅医療福祉施設・医療機関の看護職員相互研修事業【2.0百万円】
医療機関の看護職員が在宅医療を支えるための知識等を習得する研修および在宅医療を支える施設に勤務する看護職員

の研修機会を確保

○地域リハビリテーション人材養成事業【2.7百万円】
2025年を展望し、高齢者をはじめとした地域で暮らす人たちの生活と支援の変化に対応するため、がんや血管病（脳

梗塞、心筋梗塞）、認知症になっても地域で健康的に生活できるよう、地域リハビリテーションの中核を担う理学療法士・
作業療法士の養成のための調査・検討、および卒後の研修システムの構築

○在宅医療福祉を担う人材養成事業【3.0百万円】
多職種連携による在宅医療の推進を目的に、平成24年度に行ったチーム医療を担う人材育成事業の成果を活かし、

地域リーダーのスキルアップを図るとともに、在宅医療を携わる医師を増やすためのセミナーを実施

地域医療を担う医師・医療専門職の育成

詳細は38ページ

主な施策



＜滋賀県のがん死亡数の推移＞
厚生労働省人口動態統計 昭和35年（1960年）～平成24年（2012年）

○健康寿命をのばそう！プロジェクト【4.3百万円】
運動・食生活・禁煙・介護予防の４つを重点項目とし、健康情報の分析と市町等への提供

地域で健康づくりを実践する企業、ＮＰＯ等の発掘と活動紹介、取組の評価と表彰の実施

○がん計画推進事業【162.4百万円】
がん医療連携体制の整備や患者支援、病理遠隔診断体制の整備、県民への啓発

○がん対策推進基金事業【120.2百万円】
「滋賀県がん対策の推進に関する条例」の施行に伴い、条例の趣旨を踏まえ、既存の一般施策では十分に対応できていな
い部分について、重点的かつきめ細やかに取組を進めるため基金の積立を実施
平成26年度は、がん医療情報などを効果的に県民にわかりやすく情報発信していくこと、がん医療の相談支援機能の充実強
化のための支援、また、就労支援などを実施

○糖尿病医療連携体制整備事業【2.7百万円】
糖尿病の重症化予防のため、圏域毎に糖尿病の医療連携体制を構築するとともに、ＩＴを活用し県民および医療従事者
への糖尿病に関する最新情報の発信や、症例を通じた糖尿病の最新治療等の研修会の開催

健康づくり、疾病対策、介護予防 35
課題

女性の健康寿命が全国最下位
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詳細は36ページ

詳細は36ページ



○がん対策情報サイトの開設
○マスメディアを活用した広報啓発

○検診受診率向上対策、検診事後調査、精度管理の充実

○がん診療連携拠点病院等の機能強化
○遠隔病理診断体制の整備
○がん診療人材育成、がん登録の充実

○がん体験者による支援（ピアカウンセラー養成等）
○がんサロンにおける患者間交流
○患者力向上のための講演会・情報発信

○患者就労支援(支援関係者の研修）、医療と職場の連携促進
○小児がん患者支援、がん教育の推進
○がん普及啓発の促進 ～がんと向き合う週間 2/4-2/10～

「滋賀県がん対策の推進に関する条例｣ 「滋賀県がん対策推進計画」
(H25.12.27施行） (第2期計画：H25年度～H29年度)

○がん対策推進協議会の開催等
○民間団体等が取り組む自主事業への支援

総合的ながん対策の推進

滋賀県がん対策推進基金の創設

２人に１人ががんになる時代 ～がんをよく知り、支えあい、ともに生きる滋賀を目指して～

がんの予防と早期発見

質の高いがん医療の提供の推進

患者･家族の苦痛の軽減と

生活の質の向上

患者･家族を支える社会の構築

がん対策の総合的な推進

36



介護サービ
ス事業所

診療所
（医科･歯科）

訪問看護ス
テーション

地域包括支
援センター

在宅医療の意義、
診療報酬等動機付け

在宅医療技術の取得、
多職種連携、在宅医療
の現場実習

在宅医療を行う医師の仲
間づくり

在宅医療を行う医師
養成セミナー

多職種コーディネート
能力の向上

在宅医療推進
地域モデル事業

多職種意見交換の場の設置

入院から在宅療養への円滑な移行促
進のための連絡体制の検討

人材養成のための研修会開催

住民意識啓発のための講座開催

在宅医療の実態把握

歯科医師

ケアマネ

看護師

ＭＳＷ

介護士

医師

薬剤師

医療と介護の連携 医療福祉を担う人材の養成

在宅医療福祉・在宅看取りの体制づくり

目指す地域像

医療依存度が高くても、
住み慣れた場所で生活
したいという希望や、
在宅で最期を迎えたい
という選択肢の実現が
可能となる

薬局等

地域特性を踏まえた
在宅医療の推進

病院（急性
期‐回復期‐慢
性期）

地域リーダーステップ
アップ事業

在宅で療養する生
活を支えるための
課題

在宅医療と介護
を切れ目なく連
携させる仕組み
が必要
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在宅医療福祉施設・医療機関の看護職員相互研修事業

○ 目 的
・在宅医療推進にあたり、訪問看護ステーションや診療所等に従事する看護職員だけではなく、
病院に勤務する看護職員に対しても在宅医療を支えるための知識や手技の習得を目指すとともに、
病院と在宅を支える施設の連携強化を図る。
・研修機会に乏しい訪問看護ステーション等で勤務する看護職員の研修機会を確保することにより、

資質向上を目指す。

○ 成 果
・研修機会の確保による看護職員の資質向上
・病院と地域の連携強化によるスムーズな退院調整

38



39重点テーマ４ 低炭素社会実現

低 炭 素 社 会 の 実 現

低炭素型の交通体系の整備
家庭・地域での
地球温暖化防止

事業活動の低炭素化

エコ交通の促進、エコ
カーへの転換

家庭・地域での再生可能
エネルギーの導入・省エ
ネ促進

再生可能エネルギーの
振興

中小企業ＣＯ2削減へ
の支援
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家庭・地域での地球温暖化防止

○個人用既築住宅太陽光発電システム設置推進事業【50.3百万円】
家庭部門での温室効果ガス排出量削減のため、個人用既築住宅への太陽光発電設置に対して支援

○個人用住宅太陽光発電・コージェネ普及促進事業【15.3百万円】
家庭部門でのエネルギー効率を向上するため、個人用住宅への太陽光発電システムの設置と併せて、コージェネシ
ステムを設置する者に対して支援

○低炭素社会づくり先端的取組普及事業【2.3百万円】
滋賀県低炭素社会づくり推進計画の「まちと建物」分野等における県内の先端的な取組事例を収集・広報

○地域主導型再生可能エネルギー事業化支援事業【2.5百万円】
地域の様々な主体で構成する協議会等による再生可能エネルギーの事業化の検討に対して支援

○県営農村地域再生可能エネルギー施設整備事業【352.4百万円】
農業水利施設を活用した小水力や太陽光発電施設の設計・整備を実施

○農村の「近いエネルギー」活用推進事業【0.8百万円】
農村地域を活性化するため、地域住民が主体となった小水力発電によるエネルギーの地産地消の取組を支援

主な施策

詳細は45ページ

詳細は44ページ
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事業活動の低炭素化

○再生可能エネルギー普及啓発・人材育成事業【1.5百万円】
再生可能エネルギーの導入促進に向けた取組等を喚起するため、国内外の先進事例等について情報提供を行う
セミナーや、事業化を通じて地域に貢献する人材を育成するための講座を開催

○事業用再生可能エネルギー等導入促進事業【10.0百万円】
事業所レベルでの再生可能エネルギー導入を促進するため、中小企業等による再生可能エネルギー等の設備導入を
支援

○低炭素化技術開発・実証化補助事業【25.0百万円】
中小企業者等が主体となって実施する、低炭素化社会の実現につながる新製品開発や新技術開発、また新たに開発さ
れた技術の実証化実験について支援

○低炭素社会実現に貢献する事業者評価推進事業【6.7百万円】
条例に基づく計画書制度で、事業者が貢献量を評価する上で必要となるデータ等の調査、事業所訪問調査による技術
アドバイスを実施

低炭素型の交通体系の整備

○滋賀交通ビジョン推進事業【6.9百万円】
「滋賀交通ビジョン」で示している将来像の実現に向けて、人口減少・少子高齢社会に対応した持続可能な次世代型交

通社会の実現を図る。

詳細は46ページ
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持続可能な滋賀社会ビジョン
2030年の目指すべき社会像

「低炭素社会」「循環型社会」「自然共生社会」

低炭素社会・省エネルギー型の社会への転換を進めます

環境リスクの低減による安全・安心な社会づくりを進めます

滋賀県の低炭素社会実現に向けた取組

廃棄物の排出抑制や再使用に重点をおく３R取組のステッ
プアップを進めます

第四次滋賀県環境総合計画（素案）

◆目指すべき将来の姿

「めぐみ豊かな環境といのちへ
の共感を育む社会の実現」

～子や孫の世代まで幸せや豊かさを実感
できる安全・安心な環境の創造～

◆基本目標

Ⅰ 環境の未来を拓く「人」・「地域」の創造

Ⅱ 琵琶湖環境の再生と継承

Ⅲ 低炭素化など環境への負荷が少ない
安全で快適な社会の実現

滋賀県低炭素社会づくり推進計画

◆施策の方向性（基本目標 Ⅲ）

滋賀県再生可能エネルギー振興戦略
プラン

◆関連する分野別計画（基本目標 Ⅲ）

等



滋賀県再生可能エネルギー振興戦略プラン（H25.3策定）

着
実
な
推
進

①家庭事業所における「導入加速化」 ④地域エネルギー創出支援
②農山村の地域資源を活用したエネルギー創出 ⑤関連産業振興
③災害に強く、スマート化した地域づくり ⑥県庁率先

関連産業の
振興

家庭・事業所・地域における
導入促進

☆個人用既築住宅への太陽光発電設置支援
☆コージェネレーションシステム設置支援
☆事業所への導入支援
☆地域の様々な主体が連携して行う再エ
ネの事業化の検討に対して支援
☆農業水利施設を活用した再エネ導入の
取組 など

☆滋賀県におけるグ
リーン・イノベーション
の誘発に向けた取組

☆新製品・新技術の開
発支援 など

～地域主導による「地産地消型」「自立分散型」
エネルギー社会の創造～

基本理念

６つの戦略プロジェクト

普及啓発・
人材育成

☆国内外の先進事例
の情報提供
☆再エネの事業化を通
じて地域に貢献する
人材の育成など

（関連事業）

滋賀県における再生可能エネルギーの振興 43



個人用住宅太陽光発電・コージェネ普及促進事業

・家庭部門における二酸化炭素排出が増加。（2010年度：90年比31％増、2011年度：90年比65％増）

・家庭のエネルギー消費量の約３割を占める給湯時においてエネルギーの有効活用が必要。

背景背景

○補助対象：個人用住宅において太陽光発電システムと
コージェネ（エネファーム、エコウィル）を設置した個人への
補助

事業内容事業内容
・給湯におけるエネルギー効率の向上

・家庭における節電意識の向上と、省エネルギー活動の促進

・太陽光発電売電量の増加によるピークカットへの寄与

・災害時等におけるエネルギー供給源の自立化、分散化の促進

・県内中小企業の活性化

・二酸化炭素の排出が少ない低炭素住宅の普及

事業効果事業効果

○太陽光発電+コージェネのCO２削減量

太陽光発電
年間 約1.9ｔ

コージェネ
年間 約1.3ｔ

太陽光+コージェネ
年間 約3.2ｔ+ ＝

太陽光発電

○太陽光発電＋コージェネの効果

コージェネ

＋

施策イメージ施策イメージ

コージェネの導入による太陽光発電売電量の増加

ピークカット対策に寄与 一世帯あたりの年間排出量全量を削減

低炭素社会
の実現

エネルギー供給源
の多様化
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低炭素社会づくり先端的取組普及事業

背 景

「まちと建物」などの分野において、取組の
モデルとなる先端的・先進的な取組を募集

☆「まちと建物」分野：例）地中熱、パッシブ
デザイン、高断熱化、太陽熱利用

☆「生活」分野：例）家庭における省エネ・創
エネ機器の総合的な管理

所有者（施主）だけでなく、施工業者等
からも募集

県低炭素社会づくり推進計画に
おける「まちと建物」「生活」分野
の取組を一層進めていく必要

・取組事例集（ガイドブック）の作成

・条例第44条による顕彰（表彰）
・受賞者等による見学会の開催等

県等による広報

県HPで
広報

取組普及による低炭素社会の実現

中小企業の活性化

○家庭部門、業務部門（オフィス・商業
系）におけるCO2排出量の増加

部門 1990年度 2010年度 2011年度

家庭 1,259 1,653（+31%） 2,074（+65%）

業務 1,083 1,691（+56%） 2,258（+109%）

滋賀県におけるCO2排出量（単位：千t）
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①エコ交通推進啓発事業 0千円
（知恵だし・汗かきプロジェクト）

・県庁「エコ通勤三方よし」宣言
→エコ通勤優良事業所認証取得

②新たな高速鉄道を見据えた北びわこエリアの地域
交通活性化検討事業 3,000千円

・地域交通活性化検討 【1,000千円】
・フォーラム、記念イベント開催【2,000千円】

③新交通システム推進事業 2,000千円
・新交通システム検討組織運営【500千円】
・モビリティマネジメントの実施【1,000千円】
・湖上交通活性化支援【500千円】

④自転車利用促進事業 1,900千円
・滋賀プラスサイクル推進協議会の運営【850千円】
・自転車情報発信【250千円】
・自転車利用促進モデル事業【800千円】

【交通】とは人や物の円滑な移動を通じてあらゆる社会経済活動を支える街の基本機能

人の移動手段

自由な
選択だと

ドア・ツー・ドアで
移動できる

マイカーの利用増

車中心の社会

弊害
・交通渋滞、交通事故による社会的

損失
・温室効果ガスの増大
・公共交通機関の衰退

ど
う
す
る
の
か

望ましい方向へ誘導

さまざま交通手段の
適切な役割分担

2030年の望ましい交通の姿
・自家用車に頼らず、鉄道や
バスなどの公共交通機関
によって身近な移動が可能
・公共交通、自転車、徒歩を
組み合わせた環境に優しい
交通体系への転換が進んで
いる。

そ
の
た
め
に

県民の意識改革を促します

公共交通の利便性を向上します

自転車を利用しやすい環境をつくります

車に乗らない人も含めた
社会全体にデメリット発生

2030年を展望した「滋賀交通ビジョン」は、交通による環境負荷の低減、すべての人に使いやすい交通サービスの提供、交通の安定的な機能維持といった基本的な課題
を踏まえ、県全域にわたって生活に必要な交通手段が確保された「人、暮らし、まちを結う」地域交通の将来像を描いています。
この望ましい将来像に向け、滋賀交通ビジョン元年にファーストステップとして４つの取り組みを始動。過度に車に依存したライフスタイルからの転換を促し、公共交通と自
転車や徒歩などを組み合わせた人と環境に優しい「エコ交通」を推進することで、人口減少・少子高齢社会に対応した持続可能な次世代型交通社会の実現を図ります。

総合政策部・琵琶湖環境部
土木交通部 横つなぎ

滋賀交通ビジョン推進事業低炭素型の交通体系の整備
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みんなで乗ろう！
公共交通機関


