
消費者行政推進対策費 予算額：109,280千円

県は、市町の取組を支援するとともに、県消費生活センターの機能強化、消費生活

相談を担える人材の育成、様々な方法での県民の皆さんへの啓発を行います。

市町は、県民の皆さんが安心して相談できるよう消費生活相談窓口の充実などの取

組を行います。

県 市町
県 民 生 活 課 消費生活センター

消費生活センター 消費生活相談窓口

○消費者向け啓発

国 テレビやラジオ、ホームペー

ジを活用して、自立した消費 ○市町消費者行政活性化

者の育成を目指します。 交付金

・消費生活相談窓口を充

○消費生活講座 実します。

・消費生活相談のスペシャリス ・市町オリジナルの啓発

トを育成します。 をします。

・大学生を中心に消費生活講座 など

を開催します。

○消費生活相談員の資質向上

○事業者指導・法執行強化

など

※国からの地方消費者行政活性化交付金で造成した基金を活用しています。

消費者行政の活性化に向けた取組
資－県文１

県民生活課

内線3412

こんな悩みを解決するために！

県民の皆さんに

一番身近な窓口です

消 費 者 庁 が

誕生しました

ポイント！



男女共同参画課
内線3070

資－県文２　
 

男女共同参画課
内線 3070

資－県文２

【予算額　２，００９千円】家　庭・　地　域 職　　　場

■地域団体・企業等での啓発実践活動の実施
　　○協働提案事業・・・地域・家庭等への実践取組が広がる企画提案を募集

■子どもたちから大人まで幅広い層へ向けた啓発の実施
　    手紙やポスターの制作を通じて家族と過ごす時間や地域とのつながりの大切さについて理解を深め、親子や
     夫婦、家族全員で話し合うきっかけを提供
　　○手紙・ポスターコンクールの実施

■ワーク・ライフ・バランスシンポジウムの開催
　　○手紙・ポスターコンクールの表彰
　　○基調講演
　　○企業や団体、地域における取組・好事例等の発表

■メールマガジンによる情報発信、ホームページの充実
　　○各種施策、具体的な取組事例、各種データ等の情報提供

■県関係各課の取組
   ○「仕事と子育て両立支援策検討会」の開催（男女共同参画課、子ども・青少年局、労政能力開発課等）
　　○子どもが生まれる前から自立するまでの切れ目ない支援策の充実（子ども・青少年局）
　　○ワーク・ライフ・バランス推進企業登録等による企業の職場環境づくりの支援（労政能力開発課）
　　○家庭教育協力企業協定制度推進により、職場での子育てや家庭教育の向上に向けた取組支援（生涯学習課）
　　○県庁組織内のワーク・ライフ・バランスの推進（人事課）

■「仕事と生活の調和推進会議しが」の構成団体としての取組
　　“共同アピール”の４つの推進項目
　　　 １．多様な働き方を可能にしよう
　　　 ２．ゆとりとやる気を生みだそう
　　　 ３．社会で子育てを支えよう
　　　 ４．多様な生き方を尊重しよう

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）推進キャンペーン

平成２２年度 取組の実践と気運醸成　　家庭、地域の実践に向けて
【予算額　１，０４２千円】

滋賀県

就労による経済的自立が
可能な社会

健康で豊かな生活のため
の時間が確保できる社会

多様な働き方・生き方が
選択できる社会

  県民一人ひとりがやりがいや充実を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などに
おいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）が実現した社会

－わたし時間をデザインしよう！－

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を
　　　　　　　　　　　　　県民総ぐるみで取り組みます

平成２２年度

「やさしさ」と「おもいやり」が
　　　　　　　　　　響き合う社会へ

社会的気運の醸成
　○仕事と生活の調和推進キャンペーンによる普及啓発や、シンポジ
　　　ウム等による取組成果や好事例等の発信
多様な推進施策による取組支援
　○職場環境づくりの取組支援や子育て支援施策など多様な推進施
　　 策の展開と庁内の取組促進

一人ひとりの
実践取組で
「社会」を
　　変えよう！



企業・企業・NPONPOマッチング事業マッチング事業地域に飛び出せ！地域に飛び出せ！

将来の姿

◇ 事業概要
子どもの自然体験の機会の不足など、多様化する地域の課題に対しては、その地域で暮らす
人々、そこで活動するNPO、企業などがそれに気づき、連携して解決に向けて取り組むことが
大切です。
そこで、豊富な知識・経験を有する企業従業員の方がNPOの活動に参加することにより、地
域の課題に対する認識を深め、地域のNPOなどと協働できるよう、きっかけづくりに努めます。
さらには、本事業を通じて企業とNPOとのつながりができるようにします。
そして、地域の課題を自主的に解決できるような協働型社会の構築を目指します。

予算額 ３３２千円

調 整

現場体験

講座開催

講師派遣

協働型社会の構築

事業の仕組み

企業従業員

県民活動課

内線 4633

資－県文３

県
ＮＰＯ企業

企業従業員のNPO活動や
地域課題への認識が高まる

企業従業員のNPO活動や
地域課題への認識が高まる

企業従業員や企業とNPO
とのつながりができる

企業従業員や企業とNPO
とのつながりができる

参加参加

地域課題の解決

地域団体
場所・人材の提供

ＮＰＯ
ノウハウの提供

企 業
技術・資材の提供

企業従業員等
ボランティア参加

完成したツリーハウスで
遊ぶ子どもたち



「滋賀県文化振興条例」（平成21年7月制定）

①文化活動を行う者の自主性が尊重されるとともに、創造性が十分に発揮されるよう配慮すること
②県民が等しく文化活動を行うことができるような環境の整備を図ること
③文化の継承および発展を担う人材が育つとともに、その地位の向上が図られるよう配慮すること
④多様な文化がすべての県民に大切にはぐくまれ、次の世代に継承されるよう配慮すること
⑤滋賀の文化の魅力が国内外に広まり、多様な文化との交流が盛んになるよう配慮すること

基
本
理
念

① ( 仮 称 ) 若 手 文 化 活 動 者 フ ェ ス テ ィ バ ル 事 業

　びわ湖ホール全館を1日丸ごと使い、県内で活動する若手のアーティストが集い、多彩な
ジャンルの公演やパフォーマンス、ワークショップを次々繰り広げるフェスティバルを開催
します。【予算額 7,000千円】
　

●若手アーティストの発表の場
　　主に県内で活動する子どもから30歳代までの若手アーティストが出演し、公演やパフォーマンス、
　　ワークショップ、展示等を実施します

●びわ湖ホールを1日丸ごと全面使用
　　びわ湖ホールの全ホール、リハーサル室、ロビー、外部テラスなど、館内外のあちこちで１日中催しが繰り広げられます

●マルチジャンルの総合フェスティバル
　　音楽・演劇・ダンス・伝統芸能といったパフォーマンスを中心に、美術・造形・映像・写真なども含め、多彩なジャンルが集合！

●企画提案を公募
　　アーティストの視点に立った柔軟な企画を実現するため、企画提案を公募し、実行委員会方式で事業を行います

心豊かで潤いのある県民生活および個性豊かで活力にあふれる地域社会の実現を目指します

「文化で滋賀を元気に！プロジェクト」を展開

平成22年度の新たな取り組みNEW!

若手文化活動者支援 多彩な文化との出会い

びわ湖ﾎｰﾙをもっと身近に 地域との連携強化

県内文化活動者のネットワーク化

目 指 す も の

② (仮称 ) 文化芸術人材育成・ネットワーク形成事業

　文化活動を支え、文化の継承・発展を担う文化コーディネーターなどを育成する研修を行
い、その人材が地域の核となり、活動の輪が広がるネットワークの形成を目指します。【予
算額 400千円】
　

●研修の対象者
　　文化コーディネーターを目指す県民や、文化団体・文化施設の構成員　(15名）

●研修の内容
　　コーディネートに関する公開講座、実践講座（ワークショップ）など

文化の継承・発展を担う人材の育成

県内文化活動者のネットワーク化

目 指 す も の

資－県文４

県民文化課
内線4631

【　文化振興推進事業　予算額　11,034 千円　】



しらせる滋賀情報サービス
資－県文５

情報政策課
内線３３８０

【 予算額 １３，４００千円 】

県民自らの安全と予防行動を促し、県民の生命や財産を守るため、
携帯電話やパソコンの電子メール、地上デジタルテレビのデータ放送を利用して、
防災・防犯等の身の回りの危険に関する緊急情報等を県民のみなさんに提供します。

放送事業者
（県域放送局）

各種庁内情報システム

土木防災情報システム土木防災情報システム 雪情報システム雪情報システム

防災情報システム防災情報システム

地域情報提供システム

データ連携

汎用入力システム（職員入力システムを追加）汎用入力システム（職員入力システムを追加）

「しらせる滋賀情報サービス」で県民のみなさんにお知らせします

避難情報 避難準備、避難勧告、避難指示

河川水位情報 河川水位観測点での基準値超過時

雨量情報 雨量観測点での基準値超過時

土砂災害警戒情報 警戒情報の発表・解除

けいたくん防犯情報 各種防犯情報（滋賀県警察）

食中毒注意報 食中毒注意報（7月～9月）

光化学スモッグ注意報 注意報等の発令

お知らせ 催し・講座、募集・試験、

緊急お知らせ（インフルエンザ情報等）、食の安全情報 等

地デジデータ放送電子メール配信

To: システム利用者
Subject:河川水位情報

河川水位情報

次の観測点で河川水位
が
「はん濫危険水位」を
超えました。
○○橋【△△川】
観測水位 □□m

防災情報

河川水位
情報

○○川□□観測所
現在の水位 △△cm
避難判断水位○○cm

観測時間
○月○日
○時○分

（地デジデータ放送画面）


