
課題・
今後の
方向性

事業始期 令和元年度 事業終期 令和3年度

長浜市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく地方創生交付金事業検証シート（令和２年度）

事業名 「戦国・琵琶湖」体験・体感ツーリズム深化プロジェクト 事業タイプ 横展開タイプ

担当課・室 政策デザイン課、歴史遺産課、観光振興課

総合戦略
における
位置づけ

基本目標
地域資源を生かし「魅了するまち」を創造する

基本的方向
地域資源を生かした都市ブランド力の強化と観光振興

基本目標・
基本的方向
の数値目標

指標 現状値 目標値 実績値

観光入込客数 6,752,200人（平成30年度） 7,070,000人（R6年度） 4,119,155人（R2年度）

東京-長浜リレーションズ登録者数 130人（令和元年度） 300人（R6年度） 160人（R2年度）

日帰り外国人観光入込客数 6,020人（平成30年度平均） 15,000人（R6年度） 1,852人（R2年度）

交付金
事業の
概要

■戦国を生き抜いた観音信仰と祈りの文化の情報発信と誘客促進
１．東京都台東区との都市連携協定に基づく歴史文化等の情報発信
・「びわ湖長浜KANNON HOUSE」や台東区アンテナショップを中心とした地域の魅力発信
・市学芸員や民間ボランタリーガイド協会によるギャラリートークやミニ講演会等の実施
２．現地へのツアーやイベント等の誘客・参加促進
・SNSやDMによる情報提供
３．観音文化振興事業
・現地での観音文化の発信、交流促進と受け入れ体制の整備
・拝観モデルコース提案および周辺情報案内

■戦国の聖地・長浜ＰＲとインバウンド対応に向けた受入整備とプロモーション
１．外国人観光客を対象にしたホスピタリティ及びプロモーションの充実
・国際観光推進研修・人材育成
・ＳＮＳを通じた情報発信、商談会への参加

金額（千円）
総事業費（対象外含） 交付決定額 交付実績額

17,279 11,679 8,639

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状値 目標値 実績値（令和元年度）

戦国にまつわる観光施設の観光入込客数（県域） 171万人 176.5万人 180万人

●観音信仰と祈りの文化の情報発信と誘客促進
・東京情報発信拠点「びわ湖長浜KANNON HOUSE」を令和2年11月をもって閉館した。令和2年度の入館者数は、新型コロナウイルスの
影響を受け6,701人と振るわなかったが、平成28年3月のオープンより累計69,817人の入館者のネットワークを関係人口として活かし、ふ
るさと寄附金による観音文化の振興の財源獲得や、現地への誘客促進につなげる。
・観音像等の仏像をお守りする中で抱える課題を協議する場として、仏像の所有者、世話方および関係事業者で構成された「観音の里・
祈りとくらしの文化伝承会議」を開設した（令和2年4月）。この会議では、市内観音堂の調査および交流イベントの開催、情報発信を業務
委託した他、拝観や観光の問い合わせに関する窓口を担当する職員を雇用した。令和2年度の調査実績として、計36件の調査が終了。
令和4年度までに約100件の調査を行う予定をしている。
・今後は、調査結果から判明した課題をいかに解決し、観音文化の保存伝承につなげていくかを検討するとともに、人的支援についても
広く募るため首都圏における情報発信事業を展開する。

●戦国の聖地・長浜ＰＲとインバウンド対応に向けた受入整備とプロモーション
・インバウンド対応については、コロナ禍において厳しい状況であるが、アフターコロナに向けたインバウンド獲得に向け、地域限定の有
償通訳観光ガイドの養成を行う。
・今後は、新型コロナウイルス感染症による旅行ニーズの変化をとらえ、豊かな地域資源を活用した体験型観光のメニューを造成し、量
から質を重視した観光スタイルの転換を進める。

観光消費額（県域） 1,793億円 1,957億円 2,039億円

延べ宿泊者数（県域） 387万人 440万人 408.2万人



課題・
今後の
方向性

事業に協働する民間事業者数 118者 320者 215者

男性の健康寿命
（介護保険の要介護度に基づき算出する「日常生活動作が自立している期間の平均」）

80.43年 81.09年以上 80.65年（見込）

・新型コロナの影響によって外出自粛や集団活動の制限が長引いており、人々の健康度の悪化（体力低下や社会的フレイルの進行な
ど）が大きな健康課題になっている。
・また、コロナの感染拡大防止のため、啓発イベントや各地域での活動も、規模縮小や中止を余儀なくされ、啓発面において十分浸透しき
れない状況であった。
・その一方、令和3年2月に大型量販店において実施した野菜摂取量の測定会には、4日間で延べ約780人の参加者があり、コロナ禍にお
いて健康への関心の高さが伺えた。
・今後は、コロナ禍という環境下をふまえ、日常生活の中で気軽に行えるような健康づくりへの動機付けを図ることとし、動画やホーム
ページの活用のほか、少人数、短時間による啓発活動、地域団体や連携協定先の企業との連携など、様々な手段やリソースを駆使しな
がら啓発を進めていく。

女性の健康寿命
（介護保険の要介護度に基づき算出する「日常生活動作が自立している期間の平均」）

84.38年 84.75年以上 84.43年（見込）

事業の参加・体験者延数 107,250人 46万人（世帯数の約8.7割） 217,326人

現状値 目標値 実績値（令和元年度）

75%（R6年度）
測定不能

（R5実施予定）

交付金
事業の
概要

■県民みんなで「健康しが」に取り組むための仕組みの構築
　平成29年度から令和元年度にかけて実施した「ソーシャル・キャピタルと健康との要因分析」（個人の社会・経済的な状態や考え方、行
動がどのように体の状態や健康づくりに影響しているかを調査分析するもの）の分析結果や、直近の地域の特徴的な健康課題を踏ま
え、市民の健康寿命の延伸に向けて、効果的な健康生活や健康行動の立案・実践を行う。
１．健康ウォーキングイベントの実施
　地域づくり団体と連携して、地域の魅力を再発見できるスポットを巡るウォーキングイベントを実施。楽しみながら運動できる機会をつく
る。
２．ながはま健康ステーションにおける健康測定や啓発、相談の実施
　市内の大型量販店において、推定野菜摂取量測定会や、運動指導士による体操教室などを開催し、食生活の改善やフレイル予防につ
ながる測定や啓発を実施する。
３．子どもとその保護者を中心とした次代の健康づくり事業
　幼少期の段階から健康意識を根付かせるため、市の健康増進キャラクターを活用して健康啓発動画を作成し、園や学校等での啓発を
図る。
４．健康大使による健康づくりの啓発
　令和2年度に就任した長浜健康大使と市の健康増進キャラクターのコラボ動画による健康づくり（運動など）の啓発を行う。

金額（千円）
総事業費（対象外含） 交付決定額 交付実績額

1,279 1,597 640

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

休日の医療機関受診者のうち
長浜米原休日急患診療所を

利用する人の割合
50.4%（H30年度） 50%（R6年度） 34.7%

担当課・室 健康企画課

総合戦略
における
位置づけ

基本目標
時代に合った都市をつくり、「安心で住み続けたいまち」を創造する

基本的方向
生涯活躍のまちづくり

基本目標・
基本的方向
の数値目標

指標 現状値 目標値 実績値

健康づくりに取り組む市民の割合（運動） 68.8%（H30年度）

事業始期 令和元年度 事業終期 令和3年度

長浜市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく地方創生交付金事業検証シート（令和２年度）

事業名 要因分析を活用した健康寿命延伸プロジェクト 事業タイプ 横展開タイプ



課題・
今後の
方向性

事業始期 令和2年度 事業終期 令和4年度

長浜市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく地方創生交付金事業検証シート（令和２年度）

事業名 風の人と土の人がつながるプロジェクト 事業タイプ 横展開タイプ

担当課・室 政策デザイン課、農林政策課、森林田園整備課

総合戦略
における
位置づけ

基本目標
産業振興により「活力あるまち」を創造する

地域資源を生かし「魅了するまち」を創造する

基本的方向
足腰の強い「農林水産業」の再生と生産物の高付加価値化

地域資源を生かした都市ブランド力と情報発信力の強化

基本目標・
基本的方向
の数値目標

指標 現状値 目標値 実績値

実証栽培の成果を活用して営農活動を行う農家数 10件（H30年度） 54件（R6年度） 8件（R2年度）

森林・林業起業者数 1人（H30年度） 累計5人（R6年度） 累計3人（R2年度）

東京－長浜リレーションズ登録者数 130人（R元年度） 300人（R6年度） 160人（R2年度）

交付金
事業の
概要

■風の人が滋賀につながるための取組の推進
　県、市町、民間事業者と連携し、地域ゆかりの人や企業とのネットワークの構築を図り、課題解決型のワークショップの開催、山村魅力
ツアー等の来県機会の提供等により、都市部に居住するふるさと納税の寄附者や大学生、30代～40代の子育て世代を重点ターゲットと
した関係人口の創出を図る。
１． 都市住民と地域のネットワークづくり
・東京－長浜リレーションズ事業
　長浜ゆかりの首都圏在住者と長浜市民とのネットワークにより、構築された組織で平成30年に発足した。
・長浜ファンプロジェクト
　長浜と都市部との交流等を通じて、関係人口（長浜ファン）の増加を図る事業

■滋賀で働き・暮らしたいひとを増やすための取組の推進
　県関係機関、市町、県内大学、民間事業者が連携しながら、都市住民からの移住相談へのシームレスな対応をすすめるとともに、移住
相談会の開催、出会いの場の創出、担い手と森林山村地域とのマッチングおよび山の仕事体験等によりＵＩＪターンによる移住や就職を
促進するほか、移住者の定住を目的とした交流会を開催する。
　また、大学、経済団体および金融機関等と連携し、大学生・社会人を対象として県内企業等のインターンシップ実施を支援するととも
に、首都圏でのＵＩＪターン就職セミナーや県内での就業を体験できるツアーを実施する。その際、県内中小企業の働き方改革を進め、学
生等に魅力ある企業としてＰＲを行う。
　さらに、中山間地域に存在する自然や農林水産資源の経済利用を促進するための地域商社を創出・整備するとともに、多様な職種づく
りのための「女性」の起業・就業、キャリアアップや、「外国人」を中心とした介護人材の確保などに取り組む。
１．農山村資源の活用等の多様な職種の就労の促進
・農業・森林資源活用・流通拡大促進事業
　経済利用の前提となる農業資源及び森林資源の生産者・生産物の情報収集・データベース化と地域商社機能の創出に向けた検討を
実施する。
・長浜市森林マッチング推進事業
　森林・山村資源の利活用の促進を図るため、林業の担い手の育成及び多様なニーズに沿った森林マッチングを推進する。
　自伐林家の育成や向けの研修会を定期的に開催して、官民協働の森林整備を進めつつ、企業連携や学校連携を図り、森林への新た
なひと・資金の流れを生む。「森林サービス産業」を具現化するため、情報発信力の強化とブランド化を進める。

金額（千円）
総事業費（対象外含） 交付決定額 交付実績額

14,944 7,502 7,472

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状値 目標値 実績値（R2年度見込））

移住施策に取り組む市町への県外からの移住件数をアップ 300件（H27～H31累計） 540件（R2～R4累計） 460件

●風の人が滋賀につながるための取組の推進
・令和2年度は、新型コロナウイルスコロナ禍により人流抑制が必要となったため、対面型の事業推進が難しい状況であったため、長浜オ
ンライン帰省、リモートワークオンラインイベント、地域資源開発ワークショップ等のオンライン型の取組を行った。
・リモートワークなどの新しい働き方が着目され、地方回帰の流れが起きている。本市においても、その流れを取り込み、関係人口の増
加、移住定住につなげるため、リモートワークしやすい環境整備や地元企業とリモートワーカーとのつながりの構築などを進める必要が
ある。

●滋賀で働き・暮らしたいひとを増やすための取組の推進
・農業・森林資源活用・流通拡大促進事業については、令和2年度は、農業資源及び森林資源の生産者・生産物の情報収集・データベー
ス化を行った。現在は直売所での販売を基本としているが、資源のブラッシュアップを行い、付加価値を高め地域の経済循環を高める取
組を進める。
・今後は、地域商社機能の主体となる事業体の設立を目指すとともに、差別化を図れる農林水産資源の発掘や活用メニューの開発を支
援を進める。
・森林マッチング事業については、担い手となる人材の育成では、急激な自伐林家の増加を見込めるものではないため、継続して事業を
実施することで、自伐林家の増加、育成を進める必要がある。また、近年、林業従事者の事故が増加していることから、安全意識の向上
も強化する必要がある。
・今後は、自伐林家の育成に向けた研修の開催、地域資源を活用した講演会や学習会の開催、桜並木の保全についても継続して推進
する。

関係人口による地域における取組数をアップ 2箇所（R元年度） 8箇所 4箇所

インターンシップ参加者の県内企業への就職率をアップ 73.91%（H30年度卒業生） 78.00%（R4年度末卒業生等） 74.91%

滋賀県に誇りを持つ若者の率をアップ 71.5%（R元年度） 74.5% 72.50%


