
令和3年度の主な事業
　令和３年度は「『新たな日常』への対応と『豊かな田園都市』を目指した基盤づくり」を方針に据え、新型
コロナウイルス感染症対策を進める中、最重要課題として「環境施設の更新」に引き続き取り組み、「安
心な子育て環境・教育の充実と次世代育成の推進」、「高齢者・障害者等が安心して生活できる環境の充
実」、「『豊かな田園都市』を目指したまちづくり」、「『新たな日常』に向けた持続可能なまちづくりと信頼
される市政運営」の４つを柱として、豊かな田園都市を目指した基盤づくりを行います。

※予算額については、１万円未満を切り捨てて記載。

最重点施策
新環境施設の円滑な稼働と運営
継
続

　環境施設更新事業
8億2,４７1万円

　本市の最重要課題として推進しており、令和2年度は
建築工事やプラント工事がほぼ完了しました。
　令和３年度は外構工事に着手し、あわせてプラントの
試運転を行い、10月の供用開始に向け準備を進めま
す。

環境施設対策課

もりやまエコパークの整備
（３月補正）

継
続

　環境学習都市宣言記念公園の整備
1億７,000万円

　令和2年度から工事着手しており、中央園路および駐
車場の整備を進めています。令和３年度は、遊びの広場、
バラ園、グラウンド・ゴルフ場を整備する予定です。

都市計画・交通政策課

もりやまエコパークの運営
新
規

　交流拠点施設の運営
6,2７1万円

　温水プール、トレーニングエリア、温浴施設、多目的
ホールなどの多彩な施設を備えている「環境学習都市宣
言記念公園交流拠点施設」の運営を開始します。

ごみ減量推進課

新
規

　環境学習の推進
9７2万円

　環境学習の拠点として、環境学習コーディネーターを
設置し、体験学習などを通して、楽しく学ぶための環境
学習事業を計画しています。

予定している環境学習メニュー
環境フェア、環境フォーラム、中高生によるまちの話題
発信事業、エコクッキング教室、木工体験教室など

環境政策課
環境センター

柱１
安心な子育て環境・教育の充実と

次世代育成の推進

待機児童対策の推進（３月補正含む）

新
規

中規模保育園の整備
1億9,４56万円

　令和４年４月の開設に向けて、 0～5歳児を対象とす
る中規模保育園を整備します。
　＜定員＞0～2歳児21人、３～5歳児３９人

こども政策課
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拡
充

　幼稚園預かり保育の拡充
2,66７万円

　新たに物部幼稚園と河西幼稚園で預かり保育を開始
し、すべての幼稚園で預かり保育を実施します。

保育幼稚園課

継
続

　保育士等確保事業費補助金
500万円

　民間園における保育士などの人材確保の取り組みに
対して支援を行い、待機児童の一因である人材不足の解
消に取り組みます。

保育幼稚園課

中学校給食の実施
新
規

　守山南中学校の給食実施
７,652万円

　９月から実施し、小学校給食で培
つちか

った自校給食の良さを活
かし、おいしく温かい給食の提供、子どもの状況に沿ったき
め細やかな対応、地産地消による食育などを推進します。

保健給食課

新
規

　市立守山中学校、守山北中学校、
   明富中学校の給食施設整備

12億8千万円
　令和４年度の2学期から自校方式での学校給食の提供
を行うため、給食施設の整備を行います。

教育総務課

教育支援体制の充実
新
規

　ＡＩドリルの導入
2,３2７万円

　学校や家庭における学習などに活用できるようA Iド
リル（習熟度に合わせた問題をAIが判断し出題するオン
ライン教材）を導入し、子どもたちの学ぶ意欲の向上、
基礎学力の定着を図ります。さらに新型コロナウイルス
感染症にかかる臨時休校時における学びの保障にも対
応します。

学校教育課

新
規

　小規模保育所の開設
1億6,011万円

　４月から0～2歳児を対象とする小規模保育所を新たに
5ヵ所開設します。

〈小規模保育所〉 令和2年４月時点：7施設（定員12６人）
　　　　　　　→令和３年４月時点：12施設（定員221人）

保育幼稚園課

新
規

　守山幼稚園のこども園化
1億2,921万円

　３～5歳児の保育の受け皿を確保するため守山幼稚園
をこども園化し、新たに長時部の受け入れを始めます。

〈長時部定員〉３～5歳児80人
保育幼稚園課

新
規

　子育て支援員などの養成
26７万円

　滋賀短期大学附属すみれ保育園に併設している保育
人材育成施設での研修により、保育人材（潜在保育士・
子育て支援員など）の育成に取り組みます。

保育幼稚園課

新
規

　保育・教育システムの導入
４,４00万円

　公立保育園などにおいて、業務の効率化を図り職員の
定着化に取り組むため、ＩＣＴシステムの導入を進めま
す。

保育幼稚園課

新
規

　児童クラブ室の新設（守山・吉身学区）
1,6３0万円

　子どもの放課後の居場所づくりおよび放課後児童健全
育成を図るため、利用が増加する地域に新たに児童クラブ
室を2ヵ所新設します。

こども政策課
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拡
充

　スクール・ソーシャル・ワーカーの配置
905万円

　課題が多様化・低年齢化してきている状況を踏まえ、現
状の各中学校に週2日の配置に加え、隔週で小学校へも配
置し支援します。

学校教育課

拡
充

　スクール・サポート・スタッフの配置
1,12３万円

　教員の業務支援に加え、消毒作業や学習場所の換気な
ど新型コロナウイルス感染症対策を行う支援員を継続して
配置します。

学校教育課

拡
充

　放課後学習教室の実施
125万円

　学習につまずきを感じている小学３～６年生を対象に
学力補充を行うため、学習指導員などを配置し、放課後
学習教室を実施します。

学校教育課

継
続

　守山南中学校大規模改造事業
３億195万円

　体育館の老朽化対策として、大規模改修工事を行い教育
環境の改善と充実を図ります。

教育総務課

安心な子育て環境の推進
継
続

　妊婦健康診査事業
6,65３万円

　妊婦が安心して出産できるよう、妊婦健康診査にかか
る費用の一部助成を行い、経済的負担の軽減を図りま
す。また、多胎児の経済的負担の軽減として、多胎妊婦
に対して基本受診券の追加助成を行います。

すこやか生活課

継
続

　こどもの育ち連携推進事業
60３万円

　こどもたちが生活する環境や成長する過程に応じて、保
健・福祉・教育などの各分野が密接に連携し、親子の育
ちを切れ目なくサポートします。

こども政策課

結婚新生活の支援

新
規

　結婚新生活支援補助金事業
３00万円

　経済的理由で結婚に踏み出せない男女を対象に、新た
に婚姻した夫婦に対し住居費と引っ越し費用の一部を助
成します。また、親世帯と同居・近居の場合は補助金額を
加算します。

企画政策課

柱２
高齢者・障害者等が

安心して生活できる環境づくり

重層的支援体制の整備
新
規

　家族まるごと支援体制の整備
2億8,４95万円

　改正社会福祉法に基づく「重層的支援体制整備事業」を
活用して、「8050問題」など、さまざまな課題を抱えている
家庭に対しても、家族まるごとの支援を行う体制を整備し
ます。相談・連携・支援の各段階で機能を強化し、支援
体制の充実を図ります。
①相談体制の強化
　こども・障害・生活困窮・高齢の各分野において、引
き続き、相談支援事業を実施するとともに、新たに生活支
援相談課の設置や中部地区地域包括支援センターを開
設・運営することなどにより、相談体制を強化し、あらゆ
る相談に対応できる体制を整備します。
②連携の強化
　連携会議を設置し、関係機関で連携して庁内一体的な支
援を実施します。
③支援の強化
　外部支援団体などとの連携体制を構築し、本人・世帯の
状況に寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

健康福祉政策課、生活支援相談課、
地域包括支援センター、すこやか生活課、

長寿政策課、障害福祉課、こども政策課など
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拡
充

　若い世代の起業家教育
　プログラム支援事業

220万円
　市内在住・在学の中学生、高校生を対象に、市を舞台
として社会課題解決をテーマとしたビジネスプランの創出、
発表までを行う起業体験プログラムを実施します。

地域振興課

継
続

　クラウドファンディング活用支援補助金
120万円

　市内事業者を対象に、新型コロナウイルス感染症の対
策や新しい生活様式の推進に向けた事業におけるクラ
ウドファンディング実施にかかる手数料の一部を補助
します。

地域振興課

継
続

　地域内の支援機関ネットワークづくり事業
50万円

　しごとはじめ支援協議会などと連携して地域を挙げ
た起業創業の支援体制の構築に向け、意見交換会、ワー
クショップを実施します。

地域振興課

保健事業と介護予防の一体的実施
新
規

保健事業と介護予防の一体的実施事業
929万円

　75歳以上の後期高齢者へも切れ目なく、保健事業と
介護予防の取り組みを一体的に実施し、高齢者の健康の
保持増進や健康寿命の延伸を図ります。

地域包括支援センター、すこやか生活課

高齢者・障害者への支援
新
規

　第４期地域福祉計画の策定
３00万円

　現行の計画が令和３年度で終期を迎えることから、地
域共生社会の実現に向け、各福祉施策の方向性を定め
る第４期地域福祉計画（令和４年度～令和7年度）の策定
を行います。

健康福祉政策課

拡
充

　重い障害のある人への
　障害福祉サービスの充実

1,７28万円
　人工呼吸器を必要とされ、ほかのサービスでの入浴が
困難な人の訪問入浴サービス利用回数の拡充を行うとと
もに、日常生活用具の給付対象に人工呼吸器用外部バッ
テリーを新たに加え、重い障害のある人への障害福祉サー
ビスの充実を図ります。

障害福祉課

拡
充

　高齢者配食サービスの拡充
282万円

　６5歳以上のひとり暮らしなどで安否確認や食生活の
改善が必要な在宅の高齢者に対し、これまでの昼食に
加え、新たに夕食も対象とすることで在宅生活の維持
に向けた高齢者福祉サービスの充実を図ります。

長寿政策課

継
続

　介護職員・
　障害者施設職員就職支援補助金

1７5万円
　介護施設および障害者施設における職員不足の解消を
図るため、市内の施設へ新たに勤務する場合の支援を行い、
介護職員・障害者施設職員の定着化を図ります。

介護保険課、障害福祉課

新
規

　地域チャレンジ発信事業
110万円

　クラウドファンディングの取り組みや起業・創業に対する
地域の新たな取り組み事例を市内外へ情報発信します。

地域振興課

柱３
豊かな田園都市を目指した

まちづくり
起業・創業支援
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継
続

　タクシーによる守山グルメ配送事業
４0万円

　テイクアウト品を取り扱う３密を避けた市内飲食店
利用推進事業の登録飲食店から利用者宅のタクシーで
の宅配料を助成します。

商工観光課

新
規

　モリヤマメロン生産施設
　条件整備支援事業

810万円
　JAと連携し、モリヤマメロンの現生産者の生産規模
拡大を目的とするハウス建設費用を支援します。

農政課

農業への支援
新
規

　強い農業・担い手づくり総合支援交付金
1億４,４61万円

　認定農業者が整備する低コスト高耐侯ハウスおよび
高度環境制御機器などの整備に必要な経費の一部を支
援します。

農政課

拡
充

　新たな取り組みへの支援
2,085万円

　新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受けな
がらも、販路開拓などの新たな取り組みへチャレンジす
る人を支援するため、小規模事業者持続化事業補助金を
継続して実施するほか、新たに「つなぐ守山・産業振興
イベント支援補助金」を設け、市内の商工業、農漁業、
福祉事業者などの民間団体がイベントを開催する費用
を助成します。

商工観光課

３密を避けた市内飲食店利用の推進
（３月補正）

拡
充

　３密を避けた市内飲食店利用推進事業
2,600万円

　３密を避けた新型コロナウイルス感染防止対策を講
じた登録飲食店での飲食代金を助成するほか、テイクア
ウト商品代金も助成します。

商工観光課

拡
充

　モリヤマメロン新規就農者育成支援事業
165万円

　JAと連携し、新たにモリヤマメロンの生産を行う農
業者を支援します。

農政課

拡
充

　守山産野菜新規就農者育成支援事業
　56万円

　ＪＡと連携し、おうみんち付近のトレーニングハウス
などを研修場所として、守山産野菜の生産技術を習得す
る農業者を支援します。

農政課

市内産業への資金繰りなどの支援
（３月補正を含む）

拡
充

　資金繰りの充実
600万円

　県制度融資に係る信用保証料のうち中小企業支援信
用保証料の助成を継続するほか、新たに事業承継支援信
用保証料を助成します。

商工観光課

拡
充

　住宅・店舗・施設改修助成
2,４00万円

　市内本店の施工業者による住宅、店舗および施設の改
修費用の助成を行います。新たに医療施設や社会福祉施
設の改修、宅配ボックス設置工事も対象とします。

商工観光課
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継
続

　空き家活用の推進
３万円

　空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、有
識者などで構成する協議会を設置し、国の補助金を活用
した空き家の利活用によるリノベーションまちづくり
を進めます。

企画政策課

継
続

　新庁舎整備事業
３億３,４４３万円

　令和2年６月に取りまとめた基本設計を基に「実施設計
および建設工事（デザインビルド事業）」を行う事業者を３
月に決定しました。令和３年度は実施設計を取りまとめ、
先行解体など工事を経て、本体工事に着手します。

施設整備室

新
規

中洲分団消防ポンプ自動車の更新
2,9４2万円

　平成1３年度に購入した消防ポンプ自動車の更新を行
い、安定した消防団活動の実施を図ります。

危機管理課

継
続

　地域安全推進事業
908万円

　犯罪に遭うことなく、安全で安心して暮らすことがで
きる社会の実現に向けて、自治会による防犯カメラの設
置や高齢者のドライブレコーダー設置を推進し、地域の
見守り強化に取り組みます。

危機管理課

柱４
「新たな日常」に向けた持続可能な
まちづくりと信頼される市政運営

新
規

　ICT施策の推進
1,109万円

　次世代行政サービスの実現を目指すため、ＩＣＴ推進
体制の強化を図るとともに、行政手続きのオンライン化
を進めます。また、自治体用ビジネスチャットを導入
し、事務処理のデジタル化を進めます。

情報政策課、企画政策課

継
続

　自転車を活用した地域の活性化
959万円

　湖岸地域の観光振興や自転車活用の推進を図るため、
「ビワイチ発着地のまち守山」として事業推進を行うとともに、
健康や環境負荷の軽減を意識した自転車の活用を促進し
ます。

地域振興課

継
続

　市制施行50周年記念事業
2,9３2万円

　1年延伸した市制施行50周年記念事業および記念式
典を開催し、市民の皆さまとともに50周年を笑顔で喜び
あい、50年先の「豊かな田園都市」をめざします。また、
各学区が50周年を記念し、実施する事業に対し交付金を
交付します。

企画政策課、総務課

拡
充

　「わ」で輝く自治会応援報償事業
1,900万円

　地域の特性を活かしたまちづくりなどを推進すると
ともに、コロナ禍であっても自治会活動を継続し「新し
い生活様式」の中で事業が実施できるようメニューを追
加します。

市民協働課

豊かな田園都市を目指した
まちづくり

新
規

　駅前西口ロータリーの再整備検討
500万円

　本市の玄関口であるJ R守山駅周辺、とりわけ駅西口
ロータリーの混雑解消の実現に向け、具体的な検討に取
り組みます。

都市計画・交通政策課

新
規

　都市計画マスタープランの総点検
４４0万円

　平成28年度に改定を行った都市計画マスタープラン
について、大津湖南都市計画区域区分の変更や事業の進
捗などの実態を踏まえ、産業フレームなどを考慮するな
か総点検を行います。

都市計画・交通政策課
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