
事業費 うち一般財源

42 418,251 334,950

39 299,214 230,342

15 86,447 83,903

25 170,237 153,787

29 222,841 216,421

18 130,862 93,593

31 170,947 168,794

199 1,498,799 1,281,790

平成28年度当初予算案に係る重点化特別枠事業の状況

（滋賀県基本構想　重点テーマ別）

①　子どもの生きる力を育み、若者や女性が
輝く社会の実現

②　すべての人に居場所と出番があり、最期
まで充実した人生を送れる社会の実現

⑤　豊かに実る美しい地域づくりと滋賀・びわ
湖ブランドの発信

⑥「文化とスポーツの力」を活かした元気な滋
賀の創造

⑦　人やものが行き交う活力ある県土づくりと
安全・安心社会の実現

合　　　　　計

平成28年度当初予算案額（千円）

③　滋賀の強みを活かし、新たな強みを生み
出す滋賀発の産業の創造

④　琵琶湖をはじめとするめぐみ豊かな環境と
いのちへの共感を育む社会の実現

重点テーマ
事業数

(再掲事業を除く)

資料２－１
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事業費 うち一般財源

1 15 96,746 52,965

2 26 309,385 271,798

3 1 12,120 10,187

4 20 101,213 72,070

5 11 148,881 121,946

8 49,120 36,326

6 1 1,400 1,400

7 11 58,510 58,510

8 1 6,120 3,604

9 2 20,417 20,389

10 20 158,137 142,737

5 12,100 11,050

11 0 0 0

12 12 100,322 100,322

13 12 89,212 84,592

14 5 33,307 31,507

⑥「文化とスポーツの力」を活かした
元気な滋賀の創造

15 18 130,862 93,593

16 0 0 0

17 5 73,250 73,250

18 24 87,689 85,536

19 1 3,508 3,508

1 6,500 6,500

185 1,431,079 1,227,914

14 67,720 53,876

199 1,498,799 1,281,790

重点テーマ

①　子どもの生きる力を育み、若者
や女性が輝く社会の実現

③　滋賀の強みを活かし、新たな強
みを生み出す滋賀発の産業の創造

「結婚・出産・子育てするなら滋賀」プロジェ
クト

総合戦略プロジェクト

働く力・稼ぐ力向上プロジェクト

「豊かな学びのフィールド・滋賀」人づくりプ
ロジェクト

“ひとつながり”の地域づくりプロジェクト

全体合計

⑤　豊かに実る美しい地域づくりと滋
賀・びわ湖ブランドの発信

②　すべての人に居場所と出番があ
り、最期まで充実した人生を送れる
社会の実現

その他のプロジェクトに属さない事業

④　琵琶湖をはじめとするめぐみ豊か
な環境といのちへの共感を育む社会
の実現 その他のプロジェクトに属さない事業

⑦　人やものが行き交う活力ある県
土づくりと安全・安心社会の実現

その他のプロジェクトに属さない事業

滋賀ウォーターバレープロジェクト

次世代のための成長産業創出プロジェクト

高齢者の社会参加・健康長寿実現プロジェ
クト

事業数
(再掲事業を除く)

平成28年度当初予算案額（千円）

平成28年度当初予算案に係る重点化特別枠事業の状況

（「人口減少を見据えた豊かな滋賀づくり総合戦略」プロジェクト別）

プロジェクト　計

その他のプロジェクトに属さない事業　　計

交通まちづくりプロジェクト

地域の防災・防犯力向上プロジェクト

滋賀らしいゆとり生活再生プロジェクト

滋賀の農業次世代継承「世界農業遺産」プ
ロジェクト

「東京オリンピック・パラリンピックで滋賀を
元気に！」プロジェクト

持続可能な県土づくりプロジェクト

移住促進プロジェクト

滋賀の素材・魅力磨き上げプロジェクト

「山～里～湖」農山漁村つながりプロジェク
ト

産業人材育成・確保プロジェクト

滋賀エネルギーイノベーションプロジェクト

琵琶湖と人の共生でにぎわい創生プロジェ
クト
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テーマ①　子どもの生きる力を育み、若者や女性が輝く社会の実現

１　「結婚・出産・子育てするなら滋賀」プロジェクト

「結婚・出産・子育てす
るなら滋賀」応援事業

子ども・青少年局
　企業や大学と連携して、若者の出会いの場づくりに関するフォーラムを開催するなど、県民み
んなで若者を応援する機運の醸成を図る。

20,000 0

小児在宅療育支援事
業

健康医療課
　医療的ケアの必要な小児が、安心して在宅療養できる支援体制を整える。
・小児在宅医療システム事業　・小児在宅医療人材化事業
・療養生活自立支援事業　・療育相談事業

21,479 12,760

妊娠期からの虐待予防
対策促進事業

子ども・青少年局
　児童虐待対応において、医療機関との迅速で正確な情報共有等を図るため、子ども家庭
相談センターに嘱託保健師を配置する。 7,700 7,700

児童養護施設等で暮
らす子どもたちの社会へ
の架け橋づくり事業

子ども・青少年局
　児童養護施設等で暮らす子どもたちの自立に向けた力を育むために就労体験事業を実施
する。

4,571 4,571

施設を退所した子ども
たちのアフターケア強化
事業

子ども・青少年局 　自立援助ホームの入所児童に対して、心理担当職員による心理的ケアを実施する。 1,000 500

ＵＩＪターン助成事業
労働雇用政策課就業
支援室

　都市圏で働く人材の本県へのUIJターンを促進するため、企業が雇用契約の前に企業
と人材の双方の見極めを行うために実施する「お試し就業」に要する経費に対し助成す
る。

14,361 14,361

『俺の男女共同参画』
推進事業

女性活躍推進課
　男性の多様な生き方を応援するため、固定的な性別役割分担意識にとらわれない生
き方を実践している男性の姿を情報誌に掲載し発信する。また、男性の育児参画啓発
冊子を作成し、男性の育児休業取得や育児参画を促進する。

2,512 503

仕事と生活の両立支
援事業 女性活躍推進課

　男女がともに仕事と生活の両立が実現できるよう、大学生等を対象とした働き方、生き
方を考えるセミナーを開催する。また、「イクボス」の養成・実践のためのセミナー等の開
催、働き方の見直しや子どもとのかかわり方等を夫婦等で考える講座の開催により、仕
事と生活の両立に向けた環境整備を行う。

3,104 621

女性のターニングポイ
ント応援事業

女性活躍推進課
　女性の継続就労を促進するため、働く女性のターニングポイント（結婚前および育休復
帰前）に焦点を絞り、キャリアビジョンを描くためのセミナーを開催する。

879 879

男性不妊治療助成事
業

健康医療課
　男性不妊治療（精巣内精子生検採取法、精巣上体内精子吸引採取法）への助成を行
う。

4,500 2,250

家庭的保育者等養成
事業

子ども・青少年局
　待機児童を解消するため、家庭的保育事業や小規模保育事業に従事する人材の育
成と資質向上を図る。

1,088 544

放課後児童支援員認
定資格研修事業

子ども・青少年局
　放課後児童支援員が、業務を遂行する上で必要な知識・技能等を修得するための研
修を行う。

1,854 927

保育士・保育所支援
センター運営事業

子ども・青少年局
　潜在保育士や養成校卒業者の県内保育所就職促進や、現任保育士の就労継続サ
ポートを行う「保育士・保育所支援センター」を運営する。

9,198 4,599

家庭養護促進事業 子ども・青少年局
　里親連合会による家庭養護の拡大に向けた里親支援事業の実施
　・里親委託推進員の設置、未委託里親啓発、里親制度の普及啓発　等

3,500 1,750

「子ども県議会」開催
事業

子ども・青少年局
　子どもたちが自分の意見を発表できる機会として「子ども・県議会」を開催し、社会参画
に対する意欲を高める。

1,000 1,000

小計 96,746 52,965

平成28年度
予算案額

事業費
（千円）

うち
一般財源
（千円）

当初予算案状況

予算事業名
（細目等）

担当課
（局・室）

事業概要
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平成28年度
予算案額

事業費
（千円）

うち
一般財源
（千円）

当初予算案状況

予算事業名
（細目等）

担当課
（局・室）

事業概要

２　「豊かな学びのフィールド・滋賀」人づくりプロジェクト

教科指導力
ステップアッププロジェクト

学校教育課
　「学ぶ力向上　滋賀プラン」の実効性を高めるため、きめ細かな指導の充実や授業改善など
の事業を総合的に実施し、小中学校児童生徒の学ぶ力を育成する。

35,605 26,272

「学びの変革」推進プロ
ジェクト

学校教育課

　モデル校において、基礎・基本に裏打ちされた「学びの好循環」を生み出す授業の研
究や、ＩＣＴを活用したアクティブラーニング型授業の研究と実践を行い、変化・複雑化す
る課題解決に必要な資質・能力を育成する。
　また、教科指導力に優れた教員をコアティーチャーに選出し、公開授業と授業研究会
を実施して教員の指導力向上を図る。

5,183 5,183

しが英語力育成
プロジェクト

学校教育課

　小学校における英語の教科化を見据え、英語能力測定試験も活用しながら小中高を
通じた系統的な英語教育を実践する。
　また、高校生海外体験プログラムにより高校生が海外で異文化に触れ、英語を実際に
活用する機会を充実させる。さらに、国際バカロレアの導入に向けた調査・研究を拡大
する。

17,221 17,221

小規模校に対する特
色ある学校づくり支援
事業

学校教育課
　へき地、少人数等、小規模校における特色ある学校づくりを支援するため、ＩＣＴの活
用、小規模校間の連携、少人数学や複式学級の効果的なあり方などをモデル校におい
て研究し、成果を普及する。

550 550

自尊感情・学びの礎
育成プロジェクト事業

人権教育課
　子どもの自尊感情を育み、学ぶ意欲や前向きに生きる意欲を高めるため、中学校区単
位で学校、関係機関、家庭、地域等が連携し、子どもの自尊感情、学力、生活の状況調
査・分析や実践・実証研究等を行う。

4,712 4,712

「美ココロ」パートナー
シップ事業

文化振興課
　滋賀県次世代文化芸術センターにおいて、通常学級に通えない子どもたちを対象に文化芸
術体験プログラムを実施するとともに、若手芸術家を「美ココロ・パートナー」として育成する。

1,200 1,200

びわ湖ホール舞台芸
術体験事業（「ホール
の子」事業）

文化振興課
　県内の子どもたちが優れた舞台芸術に触れる機会を提供するため、びわ湖ホール舞
台芸術体験事業（「ホールの子」事業）を実施する。

21,465 21,465

「地域で学ぶ」支援体
制強化事業

学校支援課

　障害のある子どもとない子どもが共に学ぶことを推進するため、「インクルーシブ教育
システムの構築と新しい学校づくり」をめざし、多様な学びの場を選択できる仕組みづく
りのための市町との共同研究や適切な就学指導の推進、小中高等学校に在籍する児
童生徒への支援体制の充実等に取り組む。

33,945 22,786

高等学校特別支援教
育推進事業

学校支援課
　高等学校において、障害のある生徒への支援を行うスタッフを配置することにより、障
害のある生徒を支える体制を構築する。

11,381 11,381

高等学校巡回チーム
派遣事業

学校支援課
　特別支援教育巡回チ－ムの派遣により、高等学校における特別な教育的支援を必要
とする生徒への指導力の向上を図る。

353 353

職業的自立と社会参
加をめざした職業教
育充実事業

学校支援課
　企業の知見を積極的に学校現場に取り込み、授業改善を進めるとともに、「しがしごと
検定」の本格実施や社会的・職業的自立に向けた教育課程の研究、「しがしごと応援
団」（障害者雇用応援企業登録制度）の創設に取り組む。

7,324 7,324

専門高校プロフェッ
ショナル人材育成事
業

学校教育課
　専門高校において、大学や研究機関、地域産業と連携した、新しいビジネスモデルの
構築や新エネルギーへの対応などの研究開発等行うことで、高度な知識・技能を身につ
け、各専門分野の第一線で活躍できる地域人材を育成する。

5,474 5,474

スクールカウンセラー
拡充事業

学校教育課

　不登校をはじめいじめや問題行動等に対して、心理の専門家であるスクールカウンセ
ラーを活用して、学校において教員の資質向上や教育相談体制の充実を図ることで児
童生徒の諸課題の解決につなげる。
  特に小学校においてのいじめや不登校などの課題に対し、早い段階に適切な対応を
することで深刻化・継続化することを防ぐため、小学校への重点化を図る。

60,715 50,715

スクールソーシャル
ワーカー活用事業

学校教育課

　いじめや不登校をはじめとする学校不適応課題が大きい小学校にスクールソーシャル
ワーカーを配置し、児童を取り巻く環境の調整・改善を図ることにより、個々の問題解決
を目指すとともに、教員のアセスメント力と環境調整能力を高め、指導・支援の充実を図
る。

16,304 10,870
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平成28年度
予算案額

事業費
（千円）

うち
一般財源
（千円）

当初予算案状況

予算事業名
（細目等）

担当課
（局・室）

事業概要

図書・情報整備による
「次世代のための成長
産業」支援事業

図書館
  県内製造業に働く技術者や理工系大学生が製品開発や研究のために必要とする技
術・工学分野の図書を整備し、こうした図書・情報を着実に提供できる仕組みづくりを通
じて、新たな成長産業の創造を支援する。

4,500 4,500

地域再生・活性化に
取り組む滋賀県立大
学のブランド力の強化

総務課
　県立大学の地域課題解決に関するこれまでの取組をさらに深化させるとともにこれらの取組
を効果的に広報・発信することで、課題解決型の人材育成のモデルとして大学独自のブランド
を確立し、全国から優秀な人材を確保して、人口減少社会における大学間競争に備える。

23,486 23,486

学ぶ力を育てる土曜
学習支援事業

生涯学習課
　小学生等を対象に、一人ひとりの「学ぶ力」を育むため、地域の子どもを中心に据え、
地域人材や保護者、教員の参画による体系的・継続的な学習プログラムを学校施設等
を活用し実施する。

2,381 1,191

農畜水産業を通じた
子どもたちへの食育
推進事業

食のブランド推進課
　学校給食を通じて、子どもたちに県産食材のおいしさや生産者の苦労などを伝えるこ
とにより、生産者への感謝の気持ちを育て、食の大切さへの理解を促す。

3,725 3,725

高齢者とのふれあい
交流事業

学校教育課
　高校生が授業や特別活動などの中で高齢者と交流する機会を設け、高齢者から人生
の知恵や地域の歴史・文化などを学ぶとともに、高校生の高齢者への理解を含める。

1,215 1,215

県立学校障害者雇用
推進事業

教職員課
　県立学校における農場の施設管理等のため、障害者を雇用し、農業に関する知識・技
術の取得を通じて就労の機会の拡大につなげる。

18,996 18,996

しごとチャレンジ推進
事業

労働雇用政策課
　小学生から中学１年生の児童・生徒を対象に、様々な職業を紹介するとともに、実際の
しごとを体験する場を提供し、職業観や勤労観を育むきっかけ作りを行う。

3,000 3,000

いじめで悩む子ども支
援事業

学校教育課
　いじめから子どもを守るため、第三者的な立場から、子どもの目線に立ち、関係を調整
していじめ事案を解決に導くため、また、滋賀の未来を担う子どもの命を守るために、い
じめ問題に対応する相談員を配置する。

11,530 11,530

生徒指導緊急サポー
ト事業

学校教育課
　子どもの命に関わる重大事案が発生した場合、弁護士等の専門家が専門的知見によ
る助言・支援を行い、警察等司法に加え、福祉や医療機関とも一体となった危機対応を
実施する。

3,069 2,598

生徒指導緊急特別対
応事業

学校教育課

　いじめをはじめとする問題行動の未然防止、再発防止のため警察ＯＢによる生徒指導
緊急特別指導員（ＳＳＴ）が各学校、各市町教育委員会等を訪問し、校内組織体制の充
実を図るとともに、学校と関係機関との連携強化を図り、早期の課題解決に結びつけ
る。

9,192 9,192

学校図書館活用支援
事業

生涯学習課

　学校図書館の活用事例をモデル的に示し、事業実施対象となる小中学校図書館が環
境整備を行うとともに児童生徒が読書活動や学習活動を行えるよう支援する。あわせて
当該学校図書館に対して県立図書館から図書資料支援を実施する。
また、教員や学校司書、公立図書館職員およびボランティア等が参加する仕組みを通じ
て、学校図書館活用の普及を図る。

110 110

学校図書館活用支援
事業

図書館
　学校図書館の活用事例をモデル的に示し、事業実施対象となる小中学校が環境整備
や読書活動学習活動を行うための支援を行うとともに、他の学校関係者や地域の図書
館職員やボランティアが参加する仕組みを通じて、学校図書館活用の普及を図る。

6,749 6,749

小計 309,385 271,798

３　”ひとつながり”の地域づくりプロジェクト

みんなで淡海子ども食
堂をつくろう！応援事
業

子ども・青少年局
　地域の子どもの居場所となる「淡海子ども食堂」を普及推進するため、コーディネーター設置
等の支援を行う。

12,120 10,187

小計 12,120 10,187

重点テーマ1　計 418,251 334,950
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４　高齢者の社会参加・健康長寿実現プロジェクト

退職シニアによる地域
課題解決のためのコ
ミュニティビジネス マ
ネージャー養成支援
事業

医療福祉推進課
 　退職シニアのこれまでの知識や経験を活かした、社会貢献の仕組みづくりとして、地域
課題解決のためのコミュニティビジネスマネージャーの養成を支援する。

1,700 1,700

ひとつながりの共生社
会推進事業

健康福祉政策課
　地域の支え合いによる共助の取組を活性化し、地域福祉の推進を図るため、地域の
様々な組織や団体に対する課題の解決に向けた仕組みづくりをモデル的に支援する。

2,500 1,250

しがのＮＰＯ・協働情報
発信「プラットフォー
ム」事業

県民活動生活課
県民活動・協働推進室

　多様な主体による協働を推進するため、情報共有化・情報交換のシステムや、政策形
成段階における協働を推進するための仕組みの構築等を行う。

7,413 7,413

健康寿命延伸プロジェ
クト

健康医療課
　県民の健康を支える環境を整備するため、健康情報を県民に発信するとともに、生活習
慣の改善に向け、運動の普及・定着を目指した取組を重点的に実施する。

2,845 1,512

国保保健事業推進費 医療保険課
　平成３０年度の国民健康保険の都道府県化に向けて、保健事業の目標や効果指標、市
町との共同事業や県全体の保健事業の推進のための方針を示すことにより、県全体の保
健事業を効果的かつ効率的に推進する。

117 117

医療保険者保健事業
推進事業費

医療保険課
　特定健診の受診率の向上および被保険者の健康意識の向上を図るため、受けやすい
健診の仕組み作りおよび親しみやすいキャラクターを効果的に活用した啓発を行う。

1,489 1,489

がん対策強化事業 健康医療課
　がん検診の個別勧奨と再勧奨、事業所ががんの従業員への配慮、患者・家族の家計プ
ランの相談支援、未来の家族計画応援事業（若いがん患者の将来の子供の誕生の応援）
などを実施し、がん対策の強化を図る。

22,187 11,654

糖尿病早期発見・早期
対応促進事業

健康医療課

　糖尿病の疾病管理を強化するため、圏域毎に糖尿病の医療連携体制を構築し、専門治
療病院だけでなく一般診療所および重症化・合併症予防のため他科においても適切な生
活指導が行えるよう、滋賀糖尿病療養士、看護師、管理栄養士等人材の資質向上を行
う。

1,232 616

滋賀の医療福祉に関
する調査事業

医療福祉推進課
　 滋賀県保健医療計画の改訂等、今後医療福祉施策を推進する基礎資料とするため、
県民の医療福祉・在宅看取り等に係る意識調査等を行う。

4,737 4,737

暮らしの看護パワー
アップ事業

医療福祉推進課
　 訪問看護師の人材確保・育成のため、看護学生からの階層別研修を行うとともに、多様
な看護サービスを提供する訪問看護ステーションの機能強化を図る。

6,646 6,196

多職種協働による在
宅チーム医療を担う人
材育成事業

医療福祉推進課
　多職種協働による在宅チーム医療の質の向上を図るため、医科大学等の専門的なサ
ポートを受け、地域での在宅医療の実践事例の調査把握と情報提供等を行う。

6,600 6,600

在宅療養を支える認
定看護師育成事業

健康医療課
　在宅医療福祉と関連する５分野の認定看護師資格取得を支援し、資格取得後は地域の
研修会等の講師としての協力により地域との連携を深めるとともに、併せて地域の生活モ
デルを学び、病院の場から地域でのケアサイクルを支える医療提供を推進する。

4,800 0

福祉人材バンク運営
事業

健康福祉政策課
　湖北地域における、地域ニーズに応じたきめ細かな人材確保を図るため、福祉人材セン
ターの支所（福祉人材バンク）を設置し、人材確保対策を推進する。

12,536 9,936

病院診療連携構築モ
デル事業

病院事業庁
（健康医療課）

　病病診在宅連携を進めるため、病・病の機能分化・連携モデルを構築する。その成果を
他地域への展開する。これにより、地域医療構想の分化・連携の推進や公立病院改革の
「再編・ネットワーク化」に寄与する。

4,000 0

平成28年度
予算案額

事業費
（千円）

うち
一般財源
（千円）

当初予算案状況

テーマ②　すべての人に居場所と出番があり、最期まで充実した人生を送れる社会の実現

予算事業名
（細目等）

担当課
（局・室）

事業概要

6



平成28年度
予算案額

事業費
（千円）

うち
一般財源
（千円）

当初予算案状況

予算事業名
（細目等）

担当課
（局・室）

事業概要

「滋賀の先進医療」発
信事業

病院事業庁
（健康医療課）

　県内で行われている先進医療の取組などについて、医療現場の人材と知見を活用し、
県民の皆さんに信頼度の高い医療情報を提供して健康的生活を支援するとともに、将来
の望ましい医療への展開を図る。

10,800 10,800

共生社会づくり推進事
業

障害福祉課
　障害の有無にかかわりなく安心して暮らせる「共生社会」の実現に向け、障害福祉関係者のみ
ならず、企業や県民が共に考え・行動する方策の検討や地域における共生社会づくりに向けた
機運の醸成を図る。

696 696

「障害高齢者」支援研
究事業

障害福祉課
　支援現場における障害高齢者への支援方策の調査・研究を実施し、障害高齢者に対する最
適な支援の実現を図る。

300 300

「自らの健康づくりを先
進的に支える」情報提
供事業

病院事業庁
（健康医療課）

　健康情報提供事業で作成してきた有用な健康情報の活用により健康づくりの実践につなげる
とともに、新たに国内外の先進的な情報の収集・分析・発信を行い、「自らの健康づくりを先進
的に支える」仕組みを構築する。

2,850 2,850

若年・軽度認知症総合
支援事業

医療福祉推進課
　若年認知症等の人と家族が安心して暮らせる社会の実現のため、初期段階の支援から介護
サービスの利用まで切れ目ない支援を行う。

6,900 3,339

放射線治療支援体制
構築事業

病院事業庁
（健康医療課）

　2025年に向けて、がん患者の増加により放射線治療の有効性・有用性に対する需要が高ま
るなか、安全、適切、効率的に放射線治療を行うために必要不可欠となる放射線治療専門職
を育成するとともに、県全域を網羅する放射線治療支援ネットワークの構築を行う。

865 865

小計 101,213 72,070

５　働く力・稼ぐ力向上プロジェクト

母子家庭等就業・自立
支援センター事業

子ども・青少年局 　母子家庭の母等の就業を促進するため、就業相談、就業情報の提供等の支援を行う。 2,280 1,140

滋賀マザーズジョブス
テーション事業

女性活躍推進課
　子育てをしながら再就職を希望する女性等を対象とし、仕事と子育ての両立に向けたア
ドバイスや託児の実施、就労相談、求人情報の提供や職業紹介など、就労支援をワンス
トップで行う「滋賀マザーズジョブステーション」を運営する。

48,909 48,815

女性の多様な働き方
普及事業

女性活躍推進課
　女性の多様な働き方を普及するため、育児や介護などの理由により、外で働くことが困
難な女性を対象とした在宅での働き方を考えるセミナーおよび企業を対象とした社員の在
宅勤務や在宅ワーカーの活用などについてのセミナーを開催する。

5,710 1,142

働く場における女性活
躍推進事業

女性活躍推進課

　企業における女性の活躍を推進するため、経営者等の意識改革、働く女性自身の資質
向上および意欲高揚とネットワークづくりを進めるセミナーを開催する。また、女性活躍の
実践事例を取り上げた啓発冊子を作成し発信することにより、女性が活躍する滋賀づくり
を促進する。

2,822 1,225

しがの女性活躍応援
事業

女性活躍推進課
　働く場、地域活動等への女性の参画をはじめ、女性が多様な生き方や働き方を選択し、
持てる力を存分に発揮できる社会の実現に向けた社会的気運の醸成を図るため、関係団
体や行政等が連携して応援フォーラムを開催する。

445 89

ネクストチャレンジ推
進事業

労働雇用政策課就業
支援室

　中高年齢者を対象としたキャリアプランニングやセミナー等を実施するとともに、中高年
齢者と企業とのマッチングを図り離退職した中高年齢者の就労を支援する。

17,354 17,354

ポテンシャル発見！障
害者雇用推進事業

労働雇用政策課就業
支援室

　働き・暮らし応援センターと連携し、就労を希望する障害者を対象に職場体験を実施す
ることにより、障害者の就労意欲の向上を図るとともに、事業所の障害者雇用に対する理
解を深め、障害者の就労を促進する。

5,648 5,648

若年者就労トータルサ
ポート事業

労働雇用政策課就業
支援室

　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」において各種事業を展開し、相談から就職までの一貫した就労支援およ
び県内中小企業の人材確保を図る。

24,925 24,925
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平成28年度
予算案額

事業費
（千円）

うち
一般財源
（千円）

当初予算案状況

予算事業名
（細目等）

担当課
（局・室）

事業概要

障害者就業・生活支援
センター事業

障害福祉課
　障害者の一般就労を促進するため、生活支援の相談体制を強化し、就業面および生活
面の両面からの支援を行う。

30,835 15,418

就労移行支援促進事
業

障害福祉課
　障害のある人の一般就労を促進するため、就労支援を担う障害福祉サービス事業所、学校、
関係機関などの職員の職業評価能力の向上等を図るための研修を実施する。

2,600 2,600

介護等の場における
知的障害者就労促進
事業

障害福祉課
　県独自認定資格および法定資格研修実施、介護事業所等の職員に対する研修実施、
雇用等の調整を行う登録センターの設置により知的障害者の雇用先として期待される介
護事業所等での就労促進を図る。

7,353 3,590

小計 148,881 121,946

その他のプロジェクトに属さない事業

無戸籍者支援事業 健康福祉政策課
　日本国籍を有するものの、戸籍に記載がない無戸籍者への支援を行うため、個別支援
のための仕組みづくりを行い、相談窓口を設置する。

2,732 2,732

刑事手続段階におけ
る高齢者・障害者入口
支援事業

健康福祉政策課
　地域における適切な福祉サービスの支援が届かないため、触法行為により被疑者、被
告人となった高齢者、障害者に対し、司法手続きの中で当事者の特性に応じた支援を行
い、不起訴処分等の後に地域で暮らせるよう、福祉的支援を行う。

6,800 6,800

発達障害者自立生活
支援事業

障害福祉課
   支援プログラムやアセスメントシートを、地域の障害者福祉サービス事業所に普及させ
ることにより、身近な地域での発達障害に対する支援サービスの充実を図る。

7,000 7,000

高校・大学を対象とし
た発達障害早期支援
モデル事業

障害福祉課
　発達障害のある生徒の特性に合わせた進路支援ができるよう、進路支援コーディネー
ターを設置し、学校と福祉が連携した就労支援を実施する。

7,000 7,000

発達障害理解促進事
業

障害福祉課
　発達障害を理解し、地域や職場で支える発達障害サポーターの養成を行い、発達障害者が
地域で安心して生活できる地域づくりを進める。

800 400

高次脳機能障害者圏
域支援体制整備事業

障害福祉課
　圏域を担当する「高次脳機能障害支援コーディネーター」を配置し、日中活動の場の提供や
連絡調整会議の開催により関係機関による連携支援を進める。

1,109 554

難病医療提供体制整
備事業

障害福祉課
　拠点病院に難病医療専門員を配置するとともに、患者が容易にレスパイト入院できる体
制整備を行う。

5,940 2,970

自殺予防情報センター
運営費

障害福祉課
　自殺予防情報センターに連携コーディネーターを配置し、自殺リスクの高い人への相談体制の
充実やゲートキーパー養成等医療・保健・福祉・教育・労働また民間の様々な職種や団体での
自殺予防の取組が総合的に推進されるように取り組む。

17,739 8,870

小計 49,120 36,326

重点テーマ２　計 299,214 230,342
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６　滋賀ウォーターバレープロジェクト

湖南省友好県省連携
事業

観光交流局
　技術研修員の交流等により培ってきた中国湖南省との協力関係のもと、両県省の若手
経営者の交流を促進し、今後の県内企業のビジネス展開につなげる。

1,400 1,400

小計 1,400 1,400

７　次世代のための成長産業創出プロジェクト

地域の創業応援隊事
業

中小企業支援課
　既存の支援策を理解した上で、起業者の立場で様々な相談に応じることのできるノウハ
ウを持った人材を養成し、起業家の発掘および事業化の促進を通じて開業率の向上につ
なげる。

6,300 6,300

知財シーズ発掘・発信
事業

モノづくり振興課
　本県モノづくり企業の有する優れた製品や技術に関する知的財産について、企業間の
交流・マッチングを促進し、県内企業の製品開発力の強化および技術力の高度化、高付
加価値化を支援する。

500 500

びわ湖環境ビジネス
メッセ魅力強化事業

モノづくり振興課
　びわ湖環境ビジネスメッセが今後も継続的に発展できるよう、主催者の企画機能強化を
支援するとともに、来る第20回記念開催に向け、19回目の開催となるびわ湖メッセ2016に
おいてプレ20回企画としての催事を実施する。

9,000 9,000

外資系企業誘致促進
事業

企業誘致推進室
　JETRO等と連携したプロモーション活動や個別誘致活動の展開による外資系企業誘致
の促進を図る。

9,500 9,500

滋賀の“ちいさな企業”
魅力発信事業

中小企業支援課
　県内各地域において、魅力的な商品やサービスを提供している“ちいさな企業”の活性
化を図るため、県民等がお薦めする“ちいさな企業”を募集し、推薦された企業の魅力や
役割等について、Ｗｅｂを活用して情報発信を行う。

5,200 5,200

産学官連携コーディ
ネート拠点運営事業

モノづくり振興課
　大学等の研究シーズを有効に活用し、本県中小企業等の新製品・新技術の研究開発等
につなげる産学官連携の支援体制を整備し、共同研究の推進や研究成果の事業化を促
進する。

12,000 12,000

プロジェクトチャレンジ
支援事業

モノづくり振興課
　「滋賀県産業振興ビジョン」に定める本県経済を牽引するイノベーションにかかる新産業
を創出するため、技術開発計画から成果の事業化までの計画認定および認定された計画
に基づき企業が行う技術開発等に必要な経費の一部を助成する。

3,000 3,000

ちいさなものづくり企
業等成長促進事業

モノづくり振興課
　ものづくりに携わる中小企業・小規模事業者が必要とする情報収集や、受発注体制につ
いての取組、自社分析について支援を実施することで、企業の自立的・持続的な成長を促
進する。

8,800 8,800

近江金石会【県外版】 企業誘致推進室
　大都市圏において、「近江金石会（県外版）」を開催し、県外に本社機能を有する県内立
地企業の幹部との関係強化を図るとともに、県内へのさらなる集約化や再設備投資を促
進する。

650 650

成長産業サプライ
チェーン調査事業

企業誘致推進室

　裾野の広い自動車・航空機産業等の今後の成長が見込まれる産業において、部品を製
造する川上から、川中を経て、最終製品を製造する川下までのサプライチェーンを調査
し、本県に必要な企業を抽出し、誘致対象企業の情報収集を行うことにより、「滋賀に必要
な企業」を戦略的に誘致する。

2,900 2,900

事業概要
予算事業名
（細目等）

担当課
（局・室）

平成28年度
予算案額

事業費
（千円）

うち
一般財源
（千円）

当初予算案状況

テーマ③　滋賀の強みを活かし、新たな強みを生み出す滋賀発の産業の創造
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事業概要
予算事業名
（細目等）

担当課
（局・室）

平成28年度
予算案額

事業費
（千円）

うち
一般財源
（千円）

当初予算案状況

聴覚・コミュニケーショ
ン医療センター事業

病院事業庁
（健康福祉政策課）

　聴覚器障害を持つ小児や難聴を患う高齢者がいきいきと健康的な生活を送るため、成
人病センター等において、医療実践や病・産・官・学の連携による聴覚器医療関連機器等
の開発等の「聴覚・コミュニケーション医療の確立」を目指す。

660 660

小計 58,510 58,510

８　産業人材育成・確保プロジェクト

しが統計アクション事
業

統計課
　統計の有用性を理解し、データを有意義に活用してもらうことを目的に、統計データの理
解・活用力の向上及び情報発信を推進する。

6,120 3,604

小計 6,120 3,604

９　滋賀エネルギーイノベーションプロジェクト

エネルギー社会トップ
モデル形成推進事業

エネルギー政策課
  民間事業者等による地域の特性に応じた未利用エネルギー等を活用した先導的なモデ
ル地域づくりに向けた取組を支援する。

20,000 20,000

省エネ・創エネ導入促
進人材育成事業

労働雇用政策課
  県立高等技術専門校において、省エネルギーや再生可能エネルギーに関し住宅の施工
技術等を有する人材を育成する職業訓練の実施に向け、カリキュラムの検討や指導員の
養成を行う。

417 389

小計 20,417 20,389

重点テーマ３　計 86,447 83,903

10



１０　琵琶湖と人の共生でにぎわい創出プロジェクト

琵琶湖保全再生計画
策定・広報啓発事業

琵琶湖政策課
（琵琶湖保全再生室）

　「琵琶湖保全再生計画」の策定に向けて、関係省庁等との調整および県民等との意見
交換を行うとともに、琵琶湖の重要性について広く周知を図る。

14,000 14,000

在来魚介類のにぎわ
い復活に向けた研究

環境政策課
（琵琶湖環境科学研究
センター）

　琵琶湖流域における喫緊の課題である「在来魚介類の減少」に対して、他の県立試験
研究機関と連携し、水系や餌環境のつながりの視点から、その減少要因の解明と在来魚
介類の復活に向けた政策提案を行う。

28,600 26,000

琵琶湖の水産生物生
産力評価に関する研
究

水産課
　琵琶湖環境研究推進機構の「在来魚のにぎわい復活に向けた研究」の一環として水産
資源学的手法により主要魚介類の資源量を推定するとともに、飼育実験により餌生物と
水産資源との関係を明らかにし、琵琶湖の水産生物生産力を総合的に評価する。

2,000 2,000

水草対策技術開発支
援事業

琵琶湖政策課
　水草対策の技術提案を広く募集するとともに、企業や大学との共同研究により、水草の
除去や有効利用の高度化を図る。

5,650 5,650

「琵琶湖漁業再生ス
テップアップ」プロジェ
クト事業

水産課
　赤野井湾を本プロジェクトの最重要拠点と位置付けてモデル指定し、南湖水域では水草
除去や外来魚駆除、種苗放流による水産資源の回復、漁場の再生を図り、北湖水域では
産卵繁殖場の機能改善による水産資源の増大を図る。

16,933 16,933

外来生物防除対策事
業

自然環境保全課
　外来生物についての普及啓発を行うとともに、県民やNPO法人、市町などの多様な主体
による外来種の監視と駆除活動を支援し、外来種の駆除を促進するとともに、、新たな侵
入種の早期防除を図る。

7,800 0

「びわ湖のめぐみ体
感」給食推進事業

水産課
　次世代を担う子供たちが「びわ湖の魚はおいしい！」と体感できるよう、学校給食にビワ
マスを中心とする湖魚を供給するとともに、新メニュー開発を促進するサンプルを提供す
る。

13,400 13,400

県内大学新入生等へ
の琵琶湖体験の機会
提供

環境政策課
　琵琶湖の魅力を体験してもらう湖上ツアーを大学との連携により実施し、学生に琵琶湖
に触れるきっかけを提供する。

2,000 2,000

新琵琶湖博物館創造
推進事業

環境政策課
（琵琶湖博物館）

　博物館のリニューアルを契機として、博物館利用者の拡大と定着を図るため、多様な主
体と連携した効果的な認知度向上の取組を推進する。

27,300 22,300

水質評価指標としての
TOC等導入に向けた調
査研究

琵琶湖政策課
　「琵琶湖における新たな水質管理のあり方懇話会」の議論を踏まえ、有機物収支の把握およ
び水質生態系評価手法の構築に関する調査研究を行うとともに、生態系保全に向けた新たな
水質管理のあり方について検討する。

14,500 14,500

湖沼問題の解決に向け
た国際協力と情報発信

琵琶湖政策課
　第16回世界湖沼会議に参加し、琵琶湖の保全や管理で培った本県の環境技術や経験を世
界へ発信することで、途上国への国際貢献やネットワーク強化等を行う。

3,700 3,700

汚水処理分野における
技術協力プロジェクト

下水道課
　「ＪＩＣＡ草の根技術協力事業」と連携して、中国湖南省に対し汚水処理に係る技術援助と普
及啓発を行うとともに、ベトナム国クアンニン省に対し技術協力を行うことにより、本県の汚水処
理技術の継承・発展および県内企業の海外展開の足掛かりとなることを目指す。

2,200 2,200

外来魚産卵期集中捕
獲事業

水産課
　電気ショッカーボートによる外来魚駆除について、漁業者が行えるようにするための体制整備を
図るとともに、駆除効果の調査を行う。

6,300 6,300

セタシジミ資源の回復・
向上試験事業

水産課
　シジミ漁場にポールなどの構造物を設置し、好適な生息環境を造成することにより琵琶湖の生
産力を利用した資源増大手法の開発を行う。

2,900 2,900

テーマ④　琵琶湖をはじめとするめぐみ豊かな環境といのちへの共感を育む社会の実現

当初予算案状況

平成28年度
予算案額

事業費
（千円）

うち
一般財源
（千円）

事業概要
担当課
（局・室）

予算事業名
（細目等）
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当初予算案状況

平成28年度
予算案額

事業費
（千円）

うち
一般財源
（千円）

事業概要
担当課
（局・室）

予算事業名
（細目等）

新たな外来魚の拡散防
止および効率的駆除技
術開発研究

水産課
　特定外来生物に指定され、今後悪影響が心配されるチャネルキャットフィッシュとコクチバスの両
外来魚に対して、生息状況の把握や効率的な駆除技術の開発を行い、漁業者が継続的に駆
除できるよう駆除マニュアルを作成する。

2,850 2,850

生物多様性しが戦略の
展開事業

自然環境保全課
　平成26年度に策定した「生物多様性しが戦略」の３つの柱に基づき、普及啓発や里山等を活
用した生態系サービス利用モデルの検討、生物多様性に対する理解と行動を促す取組等を進
める。

2,000 2,000

新規コロニー等拡大防
止カワウ対策事業

自然環境保全課
　新たに発生もしくは急速に生息数が増加しているコロニー（営巣地）等において、市町等が実
施する捕獲および繁殖抑制対策への助成を行う。

1,000 1,000

体系的な環境学習推
進事業

環境政策課
　「第三次滋賀県環境学習推進計画（仮称）」の推進を図るとともに、幼児の自然体験型環境
学習や小学校等におけるエコ・スクールの実践等を支援する。

1,875 1,875

環境学習センター拠点
機能強化事業

環境政策課
（琵琶湖博物館）

　環環境学習の拠点である琵琶湖博物館環境学習センターの機能充実を図る。 129 129

ラムサールびわっこ大使
事業

自然環境保全課
　県内小学生の中から「ラムサールびわっこ大使」を募集し、環境に関する国際的な交流の場等
での発表の機会を経験させることにより、環境保全活動の核となる次世代のリーダーを育成す
る。

3,000 3,000

小計 158,137 142,737

その他のプロジェクトに属さない事業

地球温暖化対策推進
事業

温暖化対策課
　家庭等における省エネ取組を促進するため、滋賀県地球温暖化防止活動推進センター
において情報提供や相談等の普及啓発事業を展開するとともに、うちエコ診断等を実施
する。

6,000 4,950

低炭素社会づくり学習
支援事業

温暖化対策課
　低炭素社会づくりに関する環境学習を推進するため、学校や地域において、多角的な視
点から低炭素社会づくりについての講座を実施する。

2,700 2,700

貢献量評価活用促進
事業

温暖化対策課
　省エネ・創エネ製品の生産等を通じて他者の温室効果ガス排出削減に貢献する事業活動を
推進するため、それらの効果を定量的に評価する取組の普及を図る。

900 900

滋賀県気候変動適応
策検討事業

温暖化対策課
　低炭素社会づくりに向けた更なる取組を展開するため、滋賀県における気候変動の影響に適
応していくための対策を検討し取りまとめを行うとともに、適応策の普及を図る。

2,000 2,000

エコ交通協働推進事業 交通戦略課 　交通事業者や企業・団体との協働により、「エコ通勤」など「エコ交通」の取組を推進する。 500 500

小計 12,100 11,050

重点テーマ４　計 170,237 153,787
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１１　移住促進プロジェクト

小計 0 0

１２　滋賀の素材・魅力磨き上げプロジェクト

「ココクール　マザーレ
イク・セレクション」首
都圏発信事業

商工政策課 　首都圏展示会等に出展し、「ココクール」の情報発信を行い、滋賀のブランド力の向上を図る。 2,414 2,414

観光キャンペーン推
進事業

観光交流局
　大型観光キャンペーンの実施に向け、県内各市町や観光関連団体、観光事業者等と連携して
推進協議会を設立し、その企画検討や調整を行うとともに、受入環境の整備を進める。

21,148 21,148

県域観光物産振興組
織事業推進費
（地域観光活性化支
援事業）

観光交流局
　県内各地域観光振興協議会等の行う観光活性化およびＪＲ等の駅を利用した交通２次アクセス
の利便性の向上のための事業を支援し、誘客を図る。

2,000 2,000

首都圏観光物産情報
発信事業

観光交流局
　首都圏において、大河ドラマの放映や、本県の文化財に関する展覧会の機会を活かして、観光
ＰＲや情報発信を積極的に展開することで、観光地「滋賀」の認知度向上を図るとともに、宿泊を
伴う観光誘客を促進する。

11,311 11,311

ミシガン州友好交流推
進事業

観光交流局
　平成30年に迎える米国ミシガン州との姉妹提携50周年を見据え、県内の高校生に対して、滋賀
県を英語で紹介する講座を実施し、次世代の交流を促進するなど、両県州の交流のさらなる発展
の礎を構築する。

2,384 2,384

県域観光物産振興組
織事業推進費
（教育旅行誘致事業）

観光交流局
　滋賀ならではのモデルコースを企画提案するほか、旅行代理店や学校教員に対するＰＲにより、
修学旅行の誘致を積極的に進め、若い世代に滋賀県ファンを増やし、将来の観光誘客につなげ
る。

2,717 2,717

プロスポーツを活用し
た滋賀の魅力発信事
業

企画調整課
　プロスポーツの持つ集客力や全国的な発信力を、滋賀の魅力を広く伝えるツールとして位置付
け、滋賀のブランド力向上に取り組む。

9,380 9,380

滋賀・びわ湖ブランド
推進事業（滋賀・びわ
湖+DESIGNプロジェク
ト）

企画調整課
東京事務所

　「滋賀・びわ湖ブランドネットワーク」を中心に、滋賀の価値を効果的に発信する。 25,118 25,118

強める！ブランド力
「滋賀の食材」発信事
業

食のブランド推進課
　地域が一体となってブランド化を進める品目について、地理的表示などの知的財産の取得を推
進するとともに、県外展開を積極的に図る農畜水産物について、生産者団体と連携し、首都圏、
京阪神での認知度向上を図ることで、滋賀の食のブランド力を強化する。

18,050 18,050

海外展開ジェトロ活用
促進事業

食のブランド推進課
　今後の県産農畜水産物の海外展開に向けて、ジェトロ貿易情報センターの支援機能を生産者等
に実感していただくとともに、有望案件発掘のきっかけづくりにつなげるため、県内において出張
相談会を開催する。

100 100

しが「食のおもてなし」
プロジェクト実践支援
事業

食のブランド推進課
　平成30年度に予定されている大型観光キャンペーンに向けて、観光客への食の発信力を高める
ため、生産・流通団体と宿泊施設等の連携を促進する。

1,000 1,000

もっと食べよう「近江
米」！県民運動推進
事業

食のブランド推進課
　関係団体等と連携し、近江米の消費拡大に向けた県民参加の運動を展開するとともに、直売所、飲
食店などに働きかけ、中食・外食での近江米の利用促進に取り組む。

4,700 4,700

小計 100,322 100,322

テーマ⑤　豊かに実る美しい地域づくりと滋賀・びわ湖ブランドの発信

予算事業名
（細目等）

担当課
（局・室）

当初予算案状況

平成28年度
予算案額

事業費
（千円）

事業概要
うち

一般財源
（千円）
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予算事業名
（細目等）

担当課
（局・室）

当初予算案状況

平成28年度
予算案額

事業費
（千円）

事業概要
うち

一般財源
（千円）

１３　「山～里～湖」農山漁村つながりプロジェクト

しがの農林水産業就
業促進事業

農業経営課
　若い世代に就農・就業について情報を得る機会を提供し、農林水産業への関心を高め、新たな
人材の確保を図るとともに、経営者に対して人材育成手法を学ぶ場を提供し、雇用就農における
定着率を高める。

3,200 3,200

しがの漁業担い手確
保事業

水産課
　琵琶湖漁業の担い手を確保するため、漁業に関する情報提供、短期研修制度の構築など、就
業希望者の受け入れ体制の整備を図る。

6,922 6,922

みんなが育てる｢みず
かがみ｣ブランド支援
事業

農業経営課
食のブランド推進課

　「みずかがみ」を「守り、育てる」生産者自らの組織的な活動やマスメディアを活用したＰＲ活動な
どを支援し、近江米ブランドをけん引する中核品種に育て、近江米全体の安定的な需要の確保を
図る。

15,414 15,414

新たな消費者ニーズ
の創出で｢近江の茶｣
産地改革支援事業

農業経営課
　各地域の産地戦略を策定し、消費者や実需者のニーズを捉えた茶の生産拡大、有利販売によ
り、「近江の茶」の産地活性化を図る。

6,500 6,500

「人」と「地域」が織り
なす滋賀の農業・農
村活力創造プロジェク
ト

農業経営課
　農家の減少・高齢化が進展する中で、集落機能を維持し、魅力ある地域づくりを目指すため、地
域資源を活用した地域活性化の取組を推進する。

15,569 15,569

「人」と「地域」が織り
なす滋賀の農業・農
村活力創造プロジェク
ト

農村振興課
　各地域で取り組まれている農村の魅力を活かした活動等を繋げる”ものがたり”を作成し、「しが
の里"湖郷"（仮称）」としてPRしていくために組織された各管内の協議会の運営にかかる費用を計
上する。

1,100 0

しがの里をめぐるもの
がたり応援事業

農村振興課
　各地域で取り組まれている活動を「しがの里"湖郷"（仮称）」ものがたりとして一つにつなげ、農
村地域のイメージアップを図り、交流人口や定住人口の増加を図る。

2,900 2,900

しがの林業成長産業
化推進事業

森林政策課
　森林整備の中核的担い手である森林組合の経営基盤および木材の生産・流通体制を強化する
と　ともに、木材の生産・流通・消費に関するアクションプランを策定し、本県の林業の成長産業化
につなげる取組を行う。

26,633 26,633

近江の野菜「漬物」で
魅力発信事業

食のブランド推進課
　伝統野菜や地域特産野菜を中心に「近江の野菜」を振興するため、これらが培われた歴史や食文化
などのストーリーを色濃く反映する「漬物」に焦点をあて、食材やその文化が持つ魅力を広くＰＲし、消費
の拡大を図る。

2,463 2,463

「おいしが　うれしが」
キャンペーン推進事業

食のブランド推進課
　地産地消の推進を図るため、「おいしが　うれしが」推進店への登録の呼びかけ、情報発信等を行う。あ
わせて、推進店を巡るラリー企画の実施により、消費者ニーズを把握するとともに、生産者と推進店の連
携をより強化するための食材交流会を開催する。

3,000 3,000

女性のためのアグリビジ
ネス・サポート事業

農業経営課
　農や食に関心のある女性を対象に、ビジネスの具体的イメージが膨らむ連続講座を開催し、女性の感
性等を活かしたアグリビジネスにチャレンジする女性の創出を図る。

4,400 880

魅力ある河川漁業推
進事業

水産課 　河川漁業の振興のため、魅力ある河川漁場づくりと遊漁者の増加に向けた取組を実施する。 1,111 1,111

小計 89,212 84,592

１４　滋賀の農業次世代継承「世界農業遺産」プロジェクト

「世界農業遺産」プロ
ジェクト推進事業

農政課
　「世界農業遺産」の認定に向けて、準備会を設立し、推進体制の構築を図るとともに、プロモー
ション資料の収集やシンポジウムの開催による情報発信等を行う。

14,960 14,960

環境こだわり農業総
合的調査

食のブランド推進課 　「世界農業遺産」の認定に向けて、環境こだわり農業について調査を行う。 1,800 1,800
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予算事業名
（細目等）

担当課
（局・室）

当初予算案状況

平成28年度
予算案額

事業費
（千円）

事業概要
うち

一般財源
（千円）

滋賀の農業水利シス
テム等農業遺産調査
事業

耕地課
　滋賀の農業や農村文化、歴史、自然環境を育んできた貴重な歴史的遺産である農業水利シス
テムを後世に引き継ぐため、システムの過去からの変遷およびこれに関わる生活文化や水物質
循環等との関わりについて調査する。

7,900 7,900

琵琶湖とつながる生き
もの田んぼ物語創造
プロジェクト

農村振興課
　魚のゆりかご水田を含む「豊かな生きものを育む水田づくり」の取組を更に県内各地に広げ、
「生きもの田んぼ物語」として支援するため、各種工法の効果検証とともに、取組組織のネットワー
ク化を進める。

6,847 6,847

豊かな生きものを育
む水田づくり出前事業

農村振興課
　「豊かな生きものを育む水田づくり」の取組を広く普及啓発するため、出前授業や県内外の都市
部へのＰＲ活動を活動団体と共同で実施する。

1,800 0

小計 33,307 31,507

重点テーマ５　計 222,841 216,421
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１５　「東京オリンピック・パラリンピックで滋賀を元気に！」プロジェクト

国体に向けた競技力
向上対策事業

スポーツ健康課
　次代を担うジュニアアスリートの発掘・育成および県立施設の老朽化した競技用具の充
実を図るとともに、平成26年度に設立し、競技力向上対策事業に取り組む競技力向上対
策本部に対して負担金を支出する。

6,000 4,180

スポーツボランティア
支援事業

スポーツ健康課

　スポーツを「支える」立場から、スポーツイベントやスポーツ事業の運営やに携わる一般
ボランティアを養成し、2020東京オリンピック・パラリンピックや関西ワールドマスターズ
ゲームズ2021を経て、２巡目国体の円滑な運営につなげるため、ボランティアネットワーク
の構築とボランティアの養成を行う。

778 778

東京オリンピック・パラ
リンピック文化プログラ
ム推進事業

文化振興課
　オリンピック・パラリンピック東京大会に併せて全国で展開される文化プログラムを県内
で推進するため、フェスティバル事業などを実施する。

11,604 11,604

障害者芸術・文化活動
推進事業

障害福祉課
　公募作品展の開催、NO-MA企画展の開催や情報発信、音楽・ダンス等の表現活動の
場の地域への定着などを通して、障害者が安心して芸術・文化活動に取り組むことができ
る環境づくりを進める。

26,600 22,800

「世界遺産」・「日本遺
産」登録推進事業

文化財保護課
　 「彦根城」の世界文化遺産登録の準備のため引き続き彦根市を支援するとともに、新たな
「日本遺産」の認定の推進に取り組む。

900 900

地域の元気創造・暮ら
しアート事業

文化振興課
　アートや暮らしの中にある美の資源を活用して地域を元気にする取組を支援し、ネット
ワーク化および広域展開を促進して、多彩な文化プログラムの展開・発信力のある新たな
アートプロジェクトへの発展を目指す。

15,056 7,528

世界遺産を次代につ
なぐ　国宝延暦寺根本
中堂等保存修理魅力
発信事業

文化財保護課
  長期間、保存修理に入る国宝延暦寺根本中堂・重文同廻廊の保存修理事業の期間中、
観光客の減少をできるだけ少なくするため、所有者が実施する魅力発信事業に対して支
援する。

5,000 5,000

「近江の心」を伝えるま
つり継承・支援事業

文化財保護課
　 まつりの保護団体と来訪者が交流する現地探訪会をモデル地区で実施し、まつりの魅
力を地域と来訪者が共感できる場づくりを行う。

779 779

「美の滋賀」の拠点を
めざす展覧会開催事
業

文化振興課
　「美の滋賀」の拠点となる新たな美術館の方向性に沿い、地域の施設や団体等と連携
し、県民に幅広い美術の魅力を伝える「仏教美術展」などを開催する。

24,632 13,722

美術館地域連携プロ
グラム事業

文化振興課
　美術館の活動や作品の魅力を多くの方に知っていただくため、地域や活動団体との協
働により、出前トークや子どもを対象としたワークショップ等を県内各地で行う。

3,000 1,500

みんなで創る美術館プ
ロジェクト事業

文化振興課
新生美術館整備室

　「みんなで創る美術館」として、多くの県民の参画と連携のもとで整備を進めるため、
フォーラムの開催やリーフレット等の制作、アートイベントの開催、県内各地と美術館を結
ぶバスツアーの実施等を行う。

9,789 4,970

しがスポーツの魅力総
合発信事業

企画調整課
　国民体育大会・全国障害者スポーツ大会に向け、東京オリンピック・パラリンピックなど
の開催効果を活かし、県民が日常的にスポーツを楽しみ、生き生きと健康で暮らせる元気
な滋賀を創造するため、スポーツの魅力を総合的に発信する。

8,803 8,803

希望が丘文化公園基
本計画策定事業

文化振興課 　希望が丘文化公園基本計画の策定に向けた業務委託および有識者による懇話会を行う。 2,800 2,800

「千年の美つたえびと」づ
くり事業

文化財保護課
　新生美術館におけるサポーター育成のため人材を養成し、社寺などで歴史遺産の魅力を来訪
者に伝える講座を実施する。

1,543 772

当初予算案状況

予算事業名
（細目等）

事業概要

テーマ⑥　「文化とスポーツの力」を活かした元気な滋賀の創造

平成28年度
予算案額

事業費
（千円）

うち
一般財源
（千円）

担当課
（局・室）
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当初予算案状況

予算事業名
（細目等）

事業概要

平成28年度
予算案額

事業費
（千円）

うち
一般財源
（千円）

担当課
（局・室）

人と地域が輝く歴史遺
産活用モデル事業

文化財保護課
　県内の史跡等でモデル地区を設定し、地域で活用の担い手となる大人や子どもを募集し、学
習会などで人材を育成する。さらに、担い手の自発的な企画による探訪などにより、来訪者との
交流に取り組む。

585 585

「戦国の近江」魅力発
信事業

文化財保護課
　城跡や古戦場などの戦国時代の遺跡の魅力を発信する探訪や講座等を県内外で開催し、
県来訪者の増加に取り組む。

751 751

アール・ブリュットの魅力
発信事業

文化振興課
　作品の魅力を県内外に発信するため、公立・民間施設等での作品展示を行うほか、トークイ
ベントの開催や、外国語版の映像コンテンツ・ガイドブックを作成する。

9,734 4,867

アール・ブリュット振興事
業

文化振興課
　多様な分野の関係者で構成する全国ネットワークの活動等を推進するほか、「新生美術館」
がアール・ブリュットの発信拠点として機能するための準備を行う。

2,508 1,254

小計 130,862 93,593

重点テーマ６　計 130,862 93,593
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１６　持続可能な県土づくりプロジェクト

小計 0 0

１７　交通まちづくりプロジェクト

北びわこエリア地域交
通活性化推進事業

交通戦略課
　北陸本線直流化10周年を契機に、今後の高速鉄道ネットワークの整備も見据え、さらな
る北びわこ地域の鉄道利用者の増加を図り、広域鉄道網における北びわこエリアの優位
性を高める。

5,000 5,000

人口減少を見据えた
公共交通のあり方検
討事業

交通戦略課
　人口減少社会において地域の活力を維持、強化するため、将来にわたって持続可能な
本県の公共交通のあり方について検討を行う。

8,750 8,750

新交通システム推進
事業

交通戦略課

　大津・湖南地域において、地域のまちづくりと一体となった公共交通ネットワークのサー
ビス向上と再構築を図っていくため、びわこ文化公園都市を中心とした広域エリアで「地域
公共交通網形成計画」の策定を目指すとともに、新交通システムの導入可能性の検討を
行う。

22,500 22,500

北陸新幹線敦賀以西
開業を見据えたケース
スタディー調査事業

交通戦略課
　北陸新幹線敦賀以西の開業を見据え、過去の新幹線整備事例の分析やシミュレーショ
ン等を実施することで、本県の効用を最大化する方策を調査・検討する。

30,000 30,000

湖西線利便性向上対
策事業

交通戦略課
　湖西地域が持続的に発展するうえで、重要な幹線交通である湖西線について、利用者の増
加によるダイヤ改善、利便性向上へつなげるため、湖西地域の魅力や認知度の向上、地元や
旅行者の利用促進および強風対策等に取り組む。

7,000 7,000

小計 73,250 73,250

１８　滋賀の防災・防犯力向上プロジェクト

防災カフェ事業 防災危機管理局
　危機管理センターの交流・研修事業の一環として、様々な危機事案の対応に関心のあ
る団体や個人が気軽に防災について語り合うことができる交流の機会と場所の提供を行
う。

4,994 4,994

東日本大震災被災者
に対する自然体験活
動・交流等支援事業

防災危機管理局
　県民の防災意識の向上、東日本大震災に伴う県内避難者の生活再建等を図るため、放
射能の影響から屋外で安心して遊べない子供たちや、今なお不便な生活を強いられてい
る避難者を対象に、民間団体等が実施する県民との交流会等の活動を支援する。

500 500

原子力防災対策実効
性向上事業

防災危機管理局
　実効性ある多重防護体制の構築・強化を図るため、市町等との連携を強化するととも
に、原子力防災研修会や出前講座を開催し、リスクコミュニケーションの推進のための取
組を実施する。

3,539 3,539

災害時要配慮者支援
体制整備事業

健康福祉政策課 　災害時における高齢者、障害者等避難支援が必要な要配慮者の避難体制整備を図る。 1,770 885

どのような洪水からも
命を守る「流域治水推
進事業」

流域政策局
（流域治水政策室）

　水害に強い地域づくりを進めるため、地区の特性に応じた避難計画などの検討・作成に
対して支援する。

32,809 32,809

安全・安心な自転車利
用促進事業

交通戦略課
　自転車の安全利用に向けた取組の充実・強化を図るとともに、自動車中心の移動から
公共交通機関や自転車を活用した移動への転換の促進を目指し、安全・安心に目的地へ
移動できる環境の構築を図る。

4,700 4,700

安全・安心な自転車利
用促進事業

道路課 　安全・安心に目的地に移動できる環境を構築するため、道路案内表示などを設置する。 2,000 2,000

当初予算案状況

テーマ⑦　人やものが行き交う活力ある県土づくりと安全・安心社会の実現

事業概要

平成28年度
予算案額

事業費
（千円）

うち
一般財源
（千円）

予算事業名
（細目等）

担当課
（局・室）

18



当初予算案状況

事業概要

平成28年度
予算案額

事業費
（千円）

うち
一般財源
（千円）

予算事業名
（細目等）

担当課
（局・室）

性犯罪被害者等への
支援強化事業

警察本部
（警察県民センター）

　性犯罪被害者の性感染症検査等にかかる再診料や検査費用及び身体犯被害者の初
診料や診断書経費等を公費負担し、被害者の負担軽減を図る。

2,537 1,269

犯罪の起きにくい社会
づくり推進事業

警察本部
（生活安全企画課）

　犯罪の起きにくい社会を実現するため、重層的な防犯ネットワークを構築してボランティ
ア活動の活性化を図るとともに、積極的な情報発信により県民の防犯意識の高揚を図
る。

2,150 2,150

犯罪の起きにくい社会
づくり推進事業

警察本部
（少年課）

　犯罪の起きにくい社会を実現するため、重層的な防犯ネットワークを構築してボランティ
ア活動の活性化を図るとともに、積極的な情報発信により県民の防犯意識の高揚を図
る。

968 968

児童・生徒を交通事故
から守る「おうみ通学
路交通アドバイザー」
事業

警察本部
（交通企画課）

　おうみ通学路交通アドバイザー制度を継続し、通学路における交通安全の一層の向上
を推進し、安全で安心な通学路環境を持続する。

1,036 1,036

メディア活用地域防災
力向上事業

防災危機管理局
  県、市町、テレビ・ラジオ放送機関の連携を強化し、災害時における迅速かつ的確な広
報を可能とするため、関係機関の連携による災害時の情報伝達訓練を実施するとともに、
訓練の模様を編集した特別番組を放送し、県民の防災意識の向上を図る。

4,300 4,300

地域安全まちづくり活性
化事業

県民活動生活課 　市町が行う自主防犯団体の活性化など、地域防犯力の強化の取組に対して支援する。 3,000 3,000

犯罪被害者支援強化
事業

県民活動生活課
　「性暴力被害者総合ケアワンストップびわ湖（通称SATOCO）」により、相談・産婦人科医療な
ど性暴力被害者へのワンストップ支援を行う。

3,700 3,700

災害医療コーディネー
ター研修事業

健康医療課
　災害医療を指揮統括する災害医療コーディネーターの資質向上のための研修会を実施
する。

1,500 1,500

原子力災害医療体制
整備事業

健康医療課
　原子力災害発生時に緊急被ばく医療に従事する人材の育成およびネットワークの構築
を行う。

980 980

浸水被害危険度調査
事業

道路課 　流域治水条例に基づき、盛土構造物の設置等による浸水被害危険度調査を行う。 5,700 5,700

社会全体で犯罪被害
者等を支える取組み推
進事業

警察本部
（警察県民センター）

　犯罪被害者遺族等を講師とする講演を開催し、犯罪被害者支援に関する社会活動への参
加促進及び社会全体の規範意識の向上を図る。

511 511

高齢者を振り込め詐欺
から守るシルバーガード
推進事業

警察本部
（生活安全企画課）

　高齢者を振り込め詐欺等の特殊詐欺から守るため、県内の老人クラブと連携し、高齢者によ
る高齢者への防犯指導を行う。

1,051 1,051

少年の立ち直り（社会
参加・貢献活動）支援
事業

警察本部
（少年課）

　少年の健全育成に資する活動を地域ぐるみで活性化し、非行少年を生まない社会づくりを推
進するとともに、少年の立ち直り支援等を目的とした社会参加・貢献活動型の取組みを推進す
る。

934 934

安全安心なサイバー空
間構築推進事業

警察本部
（生活環境課）

　サイバー空間の浄化等を目的としたサイバーボランティアによる多岐の活動を積極的に支援し、
社会全体でサイバー空間の脅威に立ち向かう気運を醸成するとともに、サイバー犯罪への捜査
力を強化して、安全・安心なサイバー空間を構築する。

4,643 4,643

高齢者対象運転免許
自主返納促進事業

警察本部
（交通企画課）

　高齢運転者による交通事故が増加する中、高齢者が運転免許証を返納しやすい社会環境
を構築し、自主返納気運の醸成を図る。

324 324

高齢者交通安全対策
事業

交通戦略課
　高齢者死亡事故の防止が緊急の課題となっているため、代表的な高齢者死亡事故事例
の紹介冊子を作成する。

1,200 1,200

高齢者交通安全対策
事業

警察本部
（交通企画課）

　高齢者の交通事故発生が予測される地域を「思いやりゾーン」と設定し、総合的な交通事故
防止対策を展開する。

2,843 2,843

小計 87,689 85,536
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当初予算案状況

事業概要

平成28年度
予算案額

事業費
（千円）

うち
一般財源
（千円）

予算事業名
（細目等）

担当課
（局・室）

１９　滋賀らしいゆとり生活再生プロジェクト

滋賀県空き家団地リノ
ベーション支援事業

住宅課
　社会インフラが整備されている既存の住宅団地に発生した空き家を子育て世帯向けにリノベー
ションする事業者を支援するため、支援対象とする団地や住宅の基準について調査検討し、策
定する。

3,508 3,508

小計 3,508 3,508

その他のプロジェクトに属さない事業

県民と知事との県政テ
レビ対話事業

広報課
  多様な県民の声を県政に届ける機会の更なる充実のため、県政の重要課題に関する
テーマについて、スタジオで県民と知事が対話し、これを視聴する県民から意見等を募集
するテレビ番組を制作放送する。

6,500 6,500

小計 6,500 6,500

重点テーマ７　計 170,947 168,794
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