
  

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  ■地震防災出前講座（防災危機管理局） 

■出前講座「しが統計キッズ・クイズ」（統計課） 
  ■地籍調査パネル展示（県民生活課） 
  ■低炭素商品の県機関へのモデル導入（温暖化対策課） 
  ■琵琶湖岸水草刈取等清掃活動（自然環境保全課） 

■滋賀の医療福祉を考える出前講座（医務薬務課医療福祉推進室） 
■産学官連携研究会による企業支援（工業技術総合センター） 
■６次産業化促進事業（農政課） 

  ■「みんなで命と暮らしを守る安全・安心」のための出前講座・学習会 
                  （河港課、流域治水政策室、砂防課） 

■住まいの地震対策出前講座（建築課建築指導室） 
■県民向け各種講習会（警察本部） 
■書庫見学会、土曜サロン（図書館） 
■文化財専門職員による滋賀の魅力発信（文化財保護課） 

  ■各種講演会（病院事業庁） 
■浄水場見学・講座・水道パネル展（企業庁） 

資料２－３ 

特別な事業予算を伴うことなく、職員一人ひとりが

知恵を出し、汗をかくことで、きめ細かな県民サービ

スの拡大や様々な行政課題の解決を目指す「知恵だし

汗かきプロジェクト」に引き続き取り組みます。 

趣 旨 

取組の視点 

１ 県民向け行政サービスの拡大  ４５事業 

２ 県民等との協働・連携     ３３事業 

３ 市町との連携・支援       ６事業 

４ 県有施設等の維持管理      ２事業 

５ 各種行政情報の提供      １３事業 

６ 行政資源の有効活用      １０事業 

７ その他             ４事業 

    合 計         １１３事業  

主な取組内容 

（ゼロ予算事業）

出前講座  ３０事業 

施設見学  １４事業 

情報発信  ２９事業 

その他   ４０事業 



 １　県民向け行政サービスの拡大 ４５事業

1
動画配信による県政情報等の
発信　※

情報
発信

職員が取材・編集する県政情報や既存のＤＶＤなど地域の情報を、動画で県のホームページから
YouTubeを活用して発信することにより、県の情報発信力を高める。

広報課

2 県庁見学案内事業の充実
施設
見学

県庁見学者（児童、一般見学者）が県政に関心を持ち、県の施策を身近なものと感じてもらえるよう、県
庁見学時に県政に関する講座を開設する。

広報課

3 地震防災出前講座　※
出前
講座

民間企業、学校、自治会、市町などの依頼に応じ担当職員を派遣し、地震の基礎知識や災害対応・地
域防災の担い手である消防団の活動などについて出前講座を行う。

防災危機管理局

4
出前講座「しが統計キッズ・ク
イズ」の開催　　※

出前
講座

各種統計データから見えてくる滋賀県勢の姿をテーマに、クイズ形式で進める。パワーポイントを使って
子どもたちが楽しみながら理解を深められるよう工夫する。図書館など子どもたちが集まる場に、県職
員が出向いて実施する。

統計課

5 地籍調査パネル展　※
出前
講座

県内の各地域で「地籍調査」の啓発を図るため、商業施設等の協力を得てパネル展示を行う。
また、県職員自らが会場でパンフレットを配布しながら直接県民のみなさんに説明を行う。

県民生活課

6 個人情報保護どこでも講座
出前
講座

事業者等の個人情報保護に関する理解を深めるため、各事業者等が開催される説明・研修会等に県
職員が講師として出向き、個人情報保護についての説明を行う。

県民生活課

7 G-NETシネマ上映
情報
発信

女性監督の作品や女性問題をはじめとした社会世相の問題を取り上げた作品等を事業ボランティアと
の協働により、毎月1回上映する。

男女共同参画セ
ンター

8
人権スポットに関する情報提
供

情報
発信

平成22年度に引き続き、人権ゆかりの地を紹介したテレビ番組を平成23年度も放送し、これらの啓発と
の接触をきっかけに、県民の皆さんの興味を引き出し歴史に直に触れてもらえるよう、歴史探訪のモデ
ルコースを検討して観光関係者等に提供し、旅行パンフレットへの掲出や企画等を働きかける。
また、県のホームページにおいても、YouTubeを利用してテレビ番組を配信する。

人権施策推進課

9 「じんけん通信」の発信
情報
発信

県行政のあらゆる分野に人権尊重の視点を浸透させることを目的に、様々な人権課題の最新情報やト
ピックスを「じんけん通信」として毎月発行し、課ホームページに掲載することにより、広く県民の皆さん
に情報提供する。

人権施策推進課

10 琵琶湖講習
出前
講座

各種団体・学校等からの要請に応じて、センターの調査研究で蓄積された知見をセンターの内外で講
義等を行うことにより還元し、地域への貢献を行う。

琵琶湖環境科学
研究センター

11
試験研究機関連絡会議研究
発表会

情報
発信

琵琶湖と滋賀県の環境に関する試験研究を実施している県立の試験研究機関がそれぞれの取組や成
果を広く発信するため、発表会を開催する。

琵琶湖環境科学
研究センター

12
琵琶湖博物館連続講座
（セミナー）

情報
発信

博物館学芸員を中心に、県内の試験研究機関や博物館の研究者から、琵琶湖とその流域の自然、歴
史、人々の暮らしなどについて最新の研究成果を県民の皆さんにわかりやすく解説する。

琵琶湖博物館

13
博物館学芸員による、博物館
内外での講座

出前
講座

博物館学芸員が、博物館内外において、その専門知識を生かした県民向けの講義を行う。 琵琶湖博物館

14 ギャラリー展示の開催
情報
発信

博物館の研究基礎となる資料整備活動で収集整理された収蔵コレクションの紹介や、他機関と協力し
た展示を実施する。

琵琶湖博物館

15
琵琶湖総合保全に係る出前
講座

出前
講座

県内外の学校や団体からの要望に応じて県職員を派遣し、琵琶湖の総合保全についての講義を実施
する。

琵琶湖再生課

16
ユニバーサルデザイン出前講
座

出前
講座

小学校の総合学習（学校支援メニュー）や、公民館、自治会等による地域の学習会に、県職員や関係
機関の協力者が講師となってユニバーサルデザインの出前講座を行う。

健康福祉政策課

17
聴覚障害のある人とのふれあ
いと障害者理解の促進事業

課が委嘱している手話通訳士と県職員により、手話の学習と聴覚に障害のある人とのふれあいの機会
を設け、障害の理解と支援方法の習得を図る。

障害者自立支援
課

18
薬物乱用問題についての出
前講座

出前
講座

薬物乱用防止問題についての正しい知識を伝えるため出前講座を行う。 医務薬務課

19 農の就業相談会
地域農業の担い手の育成を図るため、農業への就業希望者に対し、農業法人等の求人情報の発信と
直接相談を通じ、新たな就業機会を提供する農の就業相談会を開催する。

農政課

20
営農指導スキルアップ講座開
催事業

ＪＡ営農指導員や肥料・農薬販売所の技術指導員等を対象に、年間５回、水稲、麦、大豆等に係る営
農指導に必要な最新の専門技術について講義し、それぞれの指導力向上を図る。

農業技術振興セ
ンター

21
「びわ湖の魚・漁・幸をもっと
知ろう」出前講座事業

出前
講座

要請に応じて水産課職員が出向いて、琵琶湖の魚、漁業、食文化等を紹介する他、手作りふなずし講
習会について企画段階からアドバイスや技術指導を行う。

水産課

22 農家民宿開業支援講座
出前
講座

滞在型・体験交流活動の拠点である農林漁業体験民宿（農家民宿）は、都市農村交流活動の中核的
役割を担うことが期待されていることから、開業に関する諸手続などを解説する講座を開催する。

農村振興課

　　　　　　　　　　　　　　　平成23年度　知恵だし汗かきプロジェクト　　　　　　　　

取組項目の※は主な取組（資料編）に掲載している事業を表します。

概　　　　　　　　　　　要 所　　属
番
号

事業
区分

取　組　項　目

新



取組項目の※は主な取組（資料編）に掲載している事業を表します。

概　　　　　　　　　　　要 所　　属
番
号

事業
区分

取　組　項　目

23 出前講座・水害図上訓練　※
出前
講座

県職員が自治会や学校に出かけ、地域のリスクを説明して水害に備える意識を高めるとともに、氾濫
時における安全な避難方法等について理解を深める。

河港課
（流域治水政策
室）

24 砂防出前講座　※
出前
講座

小中学生、教職員、災害時要援護者施設職員、その他一般県民の皆さんを対象に、土砂災害の様子
や土砂災害を防ぐための工事、日頃から注意する点などについて、県職員が出かけ、最新情報を交え
つつ解説して土砂災害への理解を深める。

砂防課

25 親子砂防学習会　※
施設
見学

小学生および保護者を対象に、砂防工事現地での体験学習を通して、土砂災害防止に関する知識を
身につけてもらうための学習会を実施する。

砂防課

26 景観資源調査
施設
見学

滋賀県景観行政団体協議会の設立時の合意事項にある「琵琶湖の更なる景観形成」と「歴史的な街道
の景観形成」を推進するための景観調査を実施する。

都市計画課

27
住まいの地震対策啓発事業
※

出前
講座

市町と協働して、自治会等地域へ出向き、住宅耐震化へ の支援制度や地震に対する住まいの安全対
策等を出前講座（説明）する。
学校の依頼に応じて、小学高学年を対象に、県職員が住まいの地震対策について授業を行う。
市町の防災訓練などで、市町と協働して展示ブースを設置し、住宅の地震被害パネルや耐震改修パネ
ル等の展示や、住宅の耐震相談を行う。

建築課
（建築指導室）

28
県民向け各種講習会の開催
※

防犯教室、非行防止教室、薬物乱用防止教室、サイバー犯罪被害防止教室、暴力団排除講習会、交
通安全教室等を開催し、防犯・交通安全の啓発を行う。

生活安全企画課
少年課
生活環境課
組織犯罪対策課
交通企画課

29
メールマガジン「教育改革
ニュースレター」配信

情報
発信

県内の教育に関する最新の情報満載のメルマガ「教育改革ニュースレター」。教育改革の動きや教育
委員会の取組の最新情報を収め、滋賀の教育の「今」をいち早く届ける。

教育総務課

30 「うみのこ」見学会　※
施設
見学

県内小学5年生等が乗船する学習船「うみのこ」および児童学習航海での「湖の子」体験学習を広く保
護者や県内外の方に公開することにより、びわ湖フローティングスクール事業への理解を図る。

びわ湖フローティ
ングスクール

31 書庫見学会の実施　※
施設
見学

利用者が日頃目にすることがなく、要望も高い書庫内の見学をとおして、資料の収集、整理や保存の
大切さを知ってもらうことを目的に書庫の見学会を年４回実施する。夏休み期間と文化の日について
は、「文化ゾーン探検隊」として美術館等文化ゾーン内の各施設と連携し共同実施する。
　　①春の書庫見学ツアー（ゴールデンウィーク期間）
　　②夏休み文化ゾーン子ども探検隊（８月）
　　③文化の日文化ゾーン探検隊（11月３日）
　　④冬休み書庫見学ツアー（冬休み期間）

図書館

32
滋賀の文化財講座「打出のコ
ヅチ」　※

出前
講座

本県の国・県指定文化財等について、文化財調査による成果や保存修理等の取組内容を、当課専門
職員が講師を務め、講座形式で紹介することにより、本県の歴史・文化に対する魅力の発信と、文化財
に対する理解を深める。

文化財保護課

33
史跡案内－戦国近江を駆け
抜ける－　※

出前
講座

特別史跡安土城跡や史跡観音寺城跡をはじめとする県内の城郭遺跡等の見どころを、当課専門職員
が現地を巡りながら紹介することにより、本県の中世城郭や城下町等の魅力を発信する。

文化財保護課

34
文化財建造物保存修理現場
見学会　※

施設
見学

県が受託し実施している国・県指定建造物の保存修理現場見学会を開催し、当課専門職員による伝統
的な修理技法等の解説を行い、また実際の修理体験を通じて、本県の歴史・文化や文化財建造物に
対する理解を深める。

文化財保護課

35 連続講座「滋賀の城郭」
出前
講座

滋賀県を特徴づける遺跡であり、地域の歴史・文化を象徴する存在である城郭遺跡の現地見学と講義
をセットで行い、城郭遺跡に対する理解を通して、地域の歴史・文化に対する関心を高める。

文化財保護課

36 校内・校外学習サポート
出前
講座

県内外の小中高校生・大学生・一般を対象とした安土城跡・観音寺城跡での現地校外学習授業のほ
か、各学校への出前授業、また各種団体からの要請による出前講座等で当課専門職員が講師を務め
る。

文化財保護課

37 がん診療セミナー　※ 県民の皆さんや医療従事者に対して、がんの診断や治療に関する講演会を無料で実施する。 成人病センター

38 脳神経外科市民公開講座　※
県民の皆さんや医療従事者に対して、脳卒中の防止など、日常生活での注意点や最新の治療に関す
る講座を無料で実施する。

成人病センター

39 循環器市民講座　※
県民の皆さんや医療従事者に対して、循環器疾患に関する講座を他診療科と合同して、無料で実施す
る。

成人病センター

40 子どものアレルギー教室　※
アレルギーを持つ子どもの保護者を対象に病気のメカニズムと日常生活の工夫等についての正確な知
識を学んでもらい、病気を悪化させずに快適な生活を送っていただくことを目的として、小児保健医療セ
ンター医師、看護師、栄養士を講師として教室を開催する。３回実施予定。

小児保健医療セ
ンター

41 浄水場見学　※
施設
見学

学校からの要請により、小学生などを対象に施設見学の受け入れを行い、県職員により浄水場のしく
みや施設の説明を行う。また、「水道週間」（6/1～7）に、一般の方を対象に施設見学会などを実施す
る。

企業庁

42 水道出前講座　※
出前
講座

水道についての理解を深めるため、浄水場見学に来ることができない学校の希望により、県職員が教
室に出向いて浄水場のしくみや水道についての授業を行う。

企業庁

43 夏休み自由研究講座　※
情報
発信

小学生とその家族を対象に、夏休みの自由研究として、実験と見学により飲み水がどのようにできるか
理解していただき、水を大切にする気持ちを育む。

企業庁



取組項目の※は主な取組（資料編）に掲載している事業を表します。

概　　　　　　　　　　　要 所　　属
番
号

事業
区分

取　組　項　目

44 水道パネル展　※
情報
発信

県立施設や大型店舗など人が集まり、無料で実施できる場所を選び、水道パネル展を実施する。 企業庁

45 広報誌等による情報発信
情報
発信

受水市の広報誌などを活用し、市民に対し広く水源保全などの情報が提供できるよう働きかける。
また、職員により広報誌を発行し、情報発信を行う。

企業庁

 ２　県民等との協働・連携 ３３事業

46
楽天市場「まち楽滋賀」を活用
した滋賀・びわ湖ブランドの発
信

情報
発信

県職員が楽天市場の『まち楽滋賀』内に設けるブログにおいて、「私の滋賀・びわ湖ブランド」を紹介し、
滋賀・びわ湖ブランドの県内外への積極的な発信を図る。

企画調整課

47
未来戦略プロジェクト「私の提
案」の実施

新たな基本構想に掲げる「滋賀の未来戦略」を県民の皆さんとともに推進するため、ホームページ等を
通じて公表する基本構想の進捗状況について県民の皆さんからの意見・提案を募集し、生活現場の課
題を踏まえた施策の構築につなげる。

企画調整課

48
安否情報収集サポート事業
※

災害時に被災者の安否を確認できるシステムを国が運用しているが、市町は避難誘導や救助等の事
務が優先されることから安否情報収集事務に必要な人員の確保が難しく、システムが機能しないおそ
れがある。このため平成22年度に市町の安否情報収集事務を支援するボランティアを募集し、応募者
にシステム運用等の研修会を行い、県災害時安否情報サポートボランティアとして養成した。平成23年
度も同様にサポートボランティアを増員し、体制強化を図る。

防災危機管理局

49 ニューチャレンジ応援　※
情報
発信

経過：H19年度立ち上げた組織。H20年度までは、予算を措置しセミナー等を開催するほか、ネットワー
ク構築のための連携会議を実施。H21年度から、事務局として側面支援を実施。事業等の内容につい
ては、ＳＷＡＮ（しが女性のリーダーネットワーク）のメンバーで企画・実施し、事業を展開する。

男女共同参画セ
ンター

50
「ＮＰＯ・県政はやわかり講座」
事業

出前
講座

あらゆる機会をとらえて、ＮＰＯ法人の設立・運営および県の仕組み・施策について、県民の皆さんやＮ
ＰＯ関係者を対象に県職員が講義を行い、ＮＰＯの活動や県行政について知ってもらうことにより、社会
貢献活動への参加や多様な主体との協働の推進を図る。

県民活動課

51
ひろげよう みんなのあんまち
ネットワーク事業

県が積極的に企業と地域等を結びつけるコーディネートを行い、協働による防犯活動を実施する。これ
により、防犯活動の活性化・防犯意識の高揚を図り、犯罪を減少させ、安全・安心な地域社会を実現す
るとともに、企業のＣＳＲにも貢献する。
【活動事例】
・事業所祭りでの防犯フェアーの実施
・大型量販店でのＰＲ活動
・企業の営業車両でのＰＲ活動　　　など
【平成22年度実績】
・ダイハツ竜王工場フェスティバル（5/9）、京セラ八日市工場夏祭り（8/7）、道の駅かがみの里イベント
（9/11）、びわこ成蹊スポーツ大学学園祭(11/14)

県民活動課

52
えせ同和行為の排除に向け
た取り組み

同和問題解決の大きな阻害要因であるえせ同和行為を排除することにより、人権が尊重される豊かな
社会づくりに寄与することを目的に、平成21年11月30日に「えせ同和行為防止滋賀県民会議」を設立。
県内の幅広い機関・団体が、えせ同和行為に関する相談や研修等を主体的に実施することができるよ
う、情報収集と提供を行う。

人権施策推進課

53
県民参加型環境情報システム
の活用によるNPO等との協
働・連携

情報
発信

平成17～19年度の試験研究事業の一環によって開発された参加型ＧＩＳ（地理情報システム）のシステ
ムを平成23年度も継続運用し、ＮＰＯ等が自主的に、身近な水環境調査の結果等をデータベース化し
てインターネットで発信できるよう、システム活用のための技術的支援を行う。

琵琶湖環境科学
研究センター

54
「集う・使う・創る　新空間」の
運用

情報
発信

地域の人々が自ら学んだことや取り組んでいることについての情報を発信し、来館者との交流する場と
して、「新空間」(約70㎡)の運用を行う。

琵琶湖博物館

55
低炭素商品の県機関へのモ
デル導入　※

滋賀エコ・エコノミープロジェクトなどで表彰を受けた、低炭素商品（照明器具、断熱設備等）や低炭素
社会実現に向けた企業取組について、実証実験的に県庁舎・機関に導入し、あるいは取組発表の場を
提供する。
県は当該低炭素商品・企業取組の発信に協力することとし、企業においては導入撤去経費、発表経費
等を負担する。

温暖化対策課

56 外来魚釣り上げ協力隊
外来魚の釣り上げをより多くの人と協働して進めるため、民間団体等が釣り大会を自主開催する「外来
魚釣り上げ協力隊」を引き続き募集する。
　［H22.10末現在］　参加者数：19団体　(1,333人)      　回収量：342.66kg

琵琶湖再生課
（琵琶湖レジャー
対策室）

57 湖底清掃活動
日本釣振興会との連携により市町の協力を得て湖岸の湖底清掃を行う。
　［H22］　長浜、大津　　［H23］　3カ所程度

琵琶湖再生課
（琵琶湖レジャー
対策室）

58
琵琶湖岸水草刈取等清掃活
動　※

毎年７月１日のびわ湖一斉清掃や湖岸の繁茂状況を見極めながら、県職員が琵琶湖岸等に出向き水
草を人力で刈取るなどのクリーンアップ活動を行うとともに、県民の皆さんにも呼びかけ協働で作業す
る。

自然環境保全課

59
滋賀の医療福祉を考える出前
講座　※

出前
講座

医療福祉の現状や課題、地域医療を守り育てる取組などについて、県民の皆さんと一緒に考える講座
を地域に出向いて実施する。

医務薬務課

60 自生大麻・ケシ撲滅作戦 県民の皆さん等からの通報協力を得て、県内に自生している大麻・ケシの除去を実施する。 医務薬務課

61
子どもと家族を守る家づくり事
業

里親や保健師、保育士などを対象に、県が「子どもと家族を守る家」として認定、登録し、社会的養護の
必要な子どもやその家族への地域支援を行う。

子ども・青少年局

新

新
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62 商品量目試買テスト支援事業
出前
講座

消費者団体等が量目調査を実施される際、これに必要な器物の貸し出し・県職員の派遣等の支援を行
い、量目に関する認識を深めてもらうことにより計量する意義を理解していただく。

計量検定所

63
産学官連携研究会の構築・運
営事業　※

県内企業の技術の向上発展に寄与するため、地域における産学官が交流する場として、各種技術研
究会を立ち上げるとともに、平成21年９月現在で７研究会の運営主体兼事務局として積極的な推進に
あたっている。

工業技術総合セ
ンター

64
働くあなたへ
　～絵てがみ募集事業

仕事と生活の調和を広く普及し、男性も女性も働きやすい環境づくりを図るため、働く人や働く人を支え
る方々から「感謝」や「応援」のメッセージを募集し、表彰・展示等により発信することにより、県民、事業
主、労働者の皆さん等への啓発を行う。メッセージは、だれにでもわかりやすく、心に響く「絵てがみ」と
し、労働関係団体等との協働により実施する。

労政能力開発課

65 「滋賀県型和牛放牧」の推進

放牧の持つ多面的機能（耕作放棄地の解消など農林地の保全管理、獣害の防止、豊かな農山村の景
観形成、家畜とのふれあい、近江牛の生産拡大など）の発揮による地域振興を図るため、「滋賀県型和
牛放牧」を推進している。
畜産技術振興センターが飼養する牛を貸し出して放牧することによって、耕作放棄地の荒廃や獣害被
害に悩む集落を支援するほか、地域住民・NPO・大学・行政等が協働して行う「里山再生プロジェクト」
の取組にも参画し、専門的な立場からアドバイスするとともに、放牧に関する知見を蓄積している。

畜産課

66 基幹水利施設の合同診断
情報
発信

農業水利施設において、長寿命化に重点を置いた効果的なアセットマネジメントを進めるためには、施
設状態を適切に把握するとともに、管理技術のレベルアップを図っていくことが必要である。
このため、重要度が高い施設、ならびに施設管理者より要請のある施設について、県職員が指導者と
なり、市町や施設管理者、県土連と合同で機能診断･評価を行い、機能保全計画の策定を進める。

耕地課

67 地域づくり芽だし出前講座
出前
講座

過疎・高齢化が進行しつつある中山間地域では、農山村の住民が地域の課題解決のため、自らが問
題を掘り起こし共通認識を深め、課題解決に向けた取組を行う組織の立ち上げなど、地域活性化を図
る活動の芽だし(きっかけづくり）を行うため、県職員による出前講座を行う。

農村振興課

68 自然観察会の実施
施設
見学

木の岡地区、家棟川地区ビオトープにおける自然観察会の実施、地域住民との連携、協働による良好
な河川環境の保全を行う。

河港課

69 滋賀あんしん賃貸支援事業
情報
発信

高齢者世帯、障害者世帯、外国人世帯および子育て世帯（以下「高齢者等」という）の入居を受け入れ
る民間賃貸住宅、仲介業者および高齢者等に対する居住支援団体の情報を登録し、公開することによ
り、高齢者等と賃貸人双方の不安解消を図る。

住宅課

70 改正法令等の講習会開催
情報
発信

所管する法令の改正に際し、（社）建築士会等の建築関係諸団体との連携と協働により、設計者・施工
者等への講習会を実施して、周知し理解を深める。

建築課
（建築指導室）

71
交通安全マナーアップ啓発ラ
ジオ放送スポンサー事業

情報
発信

ＫＢＳ京都で３分間の生放送により交通安全情報番組を提供する取組に対して、県内企業等からスポ
ンサーを集めることで、経費削減を図りつつ、交通安全啓発を推進する。

交通政策課：
交通安全対策室

72
東海道本線開業120周年記念
琵琶湖一周健康ウオーキング

滋賀県ウォーキング協会との協働、連携により、県内のＪＲ駅を起終点とする分割コースで琵琶湖を歩
いて一周するウォーキング大会を開催し、大会参加者による鉄道利用を図るほか、公共交通機関を利
用した琵琶湖一周ウォーキングコースとして定着させることにより、全国から琵琶湖へのウォーキング
来客による公共交通機関の利用を促進する。

交通政策課

73
公共交通機関で行くスポーツ
観戦推進事業

施設
見学

滋賀県草津線複線化促進期成同盟会およびびわこ京阪奈線(仮称)鉄道建設期成同盟会が実施する
鉄道利用促進キャンペーンにおいて、JFLチーム「ＭＩＯびわこ草津」と協働、連携することにより、沿線
で開催される公式戦ホームゲームに鉄道利用者を無料招待することとし、鉄道利用のインセンティブに
係る経費の節減を図る。

交通政策課

74
子どもを守るボランティア研修
会の開催　※

子ども安全リーダー等ボランティアの力が最大限発揮できるための研修会を開催し、活動の資質の向
上および活性化を図る。

生活安全企画課

75
高等学校等開放講座の開催
支援

各運営委員会に負担金を交付する形で実施してきた高等学校等開放講座について、受講生が負担す
る受講料で事業を行い、県としては、「におねっと」等による広報や、兼業申請等の支援を行う。

生涯学習課

76
生涯学習ネットワーク会議（仮
称）

市町行政担当者、ボランティア・ＮＰＯ、大学等や企業等の生涯学習に関わる各主体と県が、生涯学習
を推進するための当事者としてフラットな立場で意見交換を行う場を設け、生涯学習社会づくりに向け
た課題の把握や情報収集を行う。

生涯学習課

77 土曜サロンの開催　※
来館する利用者に、質の高い文化・芸術味わってもらい、図書館利用に一層親しんでもらうため、ロ
ビーや談話室を利用して、隔月の第３土曜日に、文化講演会やライブラリーコンサートを実施する。
講師や出演者には県内で活動している文化・芸術分野の関係者にボランティアでお願いをする。

図書館

78
中学生ボランティア文化財保
護サポーター　※

中学生ボランティア文化財保護サポーターを募集し、史跡近江国庁跡の清掃を行うなどの活動を通じ
て、本県の歴史・文化に対する理解と関心を深めてもらう。

文化財保護課

 ３　市町との連携・支援 ６事業

79
さんかく通信（地域課題解決
に向けた情報啓発紙等）の発
行

情報
発信

実施方法：各圏域単位で情報啓発紙発行
発行回数：年２回程度
内容：男女共同参画社会の実現に向けた地域での身近な情報収集・提供

男女共同参画課

80
市町職員対象の不当要求対
策講習会の開催

行政機関に対する暴力団等反社会的勢力排除対策として、市町職員を対象とした不当要求対策講習
会を開催し、公共工事等に絡む不当要求被害の根絶を図る。

捜査第二課
組織犯罪対策課

81
滋賀県外国語教育プロモート
事業

県内複数の小学校・中学校を外国語教育推進校に指定し、県教育委員会の指導助言のもと、県内小
中学校における外国語教育の推進に向けた実践研究を行うとともに、その成果の普及を図る。また、
平成22年度に小学校外国語活動スプレッド事業の実践研究校であった小学校をモデル校に指定し、そ
の成果の普及を図る。

学校教育課

新

新

新
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82
生涯学習課員による各種研修
会等への講師派遣等

出前
講座

生涯学習課において主催する各種研修会の講師役を、生涯学習課職員により対応するほか、他団体
が実施する研修会等に対し、生涯学習課員を講師として派遣する。

生涯学習課

83
市町立図書館職員（司書）研
修

市町立図書館職員（司書）の専門的な能力の向上を目的に、県立図書館の司書や市町の経験豊かな
司書が協力して講師等を勤め、市町立図書館職員（司書）の経験年数に応じた図書館員専門講座を実
施する。
　　①基礎講座　　　　　　　　 ４日間
　　②中堅職員向け講座　 　１日間
　　③館長研修　　　　　　　　 １日間

図書館

84 心の健康！出前講座　※
出前
講座

市町が開催される心の健康（アルコール等薬物依存症やうつ・自殺など精神医療分野）に関わるセミ
ナーや講習会等に精神科医師等の派遣依頼があれば派遣する。
（年度当初に各市町に照会し、派遣を希望する市町を調整の上、支援する。年間５市町実施予定）

精神医療センター

 ４　県有施設等の維持管理 ２事業

85 県有史跡地維持管理費 史跡近江国庁跡の維持管理業務委託について、一部直営化により、職員が自ら汗をかく。 文化財保護課

86
県有史跡地（近江風土記の
丘）維持管理費

近江風土記の丘の維持管理業務委託について、一部直営化により、職員が自ら汗をかく。 文化財保護課

 ５　各種行政情報の提供 １３事業

87 消防団加入促進支援事業　※
情報
発信

経済団体連絡調整会議等の機会を活用し、市町での「消防団協力事業所表示制度」の導入や消防団
員の活動状況について説明するとともに消防団への加入促進を働きかける。また、大学等に出かけ学
生等による自主的防災活動等を働きかける。

防災危機管理局

88
ＨＰ「滋賀県なんでも一番」の
提供

情報
発信

全国でランキングが一番あるいは一番に近い統計データを県ホームページに掲載し、統計から見る滋
賀県勢の姿を紹介する。データは定期的に更新し、最新情報を提供する。

統計課

89 仕事と生活の調和情報発信
情報
発信

①ワーク・ライフ・バランスについての関係省庁、地方公共団体、労使団体、関係団体等の最新情報
②ワーク・ライフ・バランスに関連する調査・統計、論文・著作物等の紹介
③ワーク・ライフ・バランスに関する有識者の話
④滋賀県事業の発信、好取組内容の紹介　等

男女共同参画課

90
文化施設以外の文化活動場
所の情報収集・提供事業

情報
発信

公園、商店街、病院、駅等、文化施設以外の場所で、県民が文化・芸術活動ができる場所の情報収集
や情報提供を行う。

県民文化課

91 持続可能なまちづくり事例集
情報
発信

各市町で取り組んでいる持続可能なまちづくりを県ホームページで紹介し、優良事例の普及を図ること
で、県全体で持続可能なまちづくりを目指す。

環境政策課

92 低炭素社会実現出前講座
出前
講座

温暖化対策における県の施策や行程表などについて、大学・ＮＰＯ・自治会・経済団体等の要請に応じ
て、担当職員を派遣して説明を行い、低炭素社会実現に向けた取組の理解を求める。

温暖化対策課

93
緑のダムづくり啓発活動
（フクロウ先生の森・守塾）

出前
講座

地球温暖化に起因した局所集中型の豪雨が頻発するなか、琵琶湖集水域に緑のダムを造成すること
が自然環境に優しく災害防備上の効果が高いことを、次代を担う子どもたちや地域に対して普及する
活動を行う。
①がんばれフクロウくん塾
　県下5小学校程度を対象に緑のダムづくり塾を開催
②森・守講座
　県下５地域程度を対象に間伐の重要性や補助施策の内容を紹介

森林政策課・
森林保全課

94 一行アピール
情報
発信

当課から発送する封筒に、「今月は○○月間・・・」というゴム印を押す。 健康推進課

95 ６次産業化促進事業　※

６次産業化を効率的に推進するため、「(仮称)６次産業化推進連絡協議会」を設置し、関係機関・団体と
連携しながら、以下の業務を行う。
①国庫補助事業の相談対応、②県内事例紹介、情報交換会の開催、③専門家によるアドバイス、コー
ディネートを行うことができる体制の検討、④関係者間の情報共有

農政課

96 交通安全サポート事業
情報
発信

交通安全を確保するため自主的に活動している事業所や団体の活動を、県のホームページ等で紹介
することにより、交通安全への取組の推進を図る。

交通政策課
（交通安全対策
室）

97
「かしこいクルマの使い方」出
前講座の実施

出前
講座

環境に配慮したクルマ利用について考えてもらうための出前講座を実施する。 交通政策課

98
「電車ＤＥぐる～っと琵琶湖・
滋賀」パンフレットラックの管
理運営

情報
発信

滋賀県の観光情報等のパンフレットを掲出し、鉄道の利用促進を図るため、ＪＲ西日本の京阪神主要
駅、県内の鉄道駅およびホテル等に、ラックを設置させてもらうとともに、その管理を行う。

交通政策課

99
琵琶湖環状線乗り換え時刻表
の作成

情報
発信

ＪＲ時刻表に掲載されない、オリジナルの琵琶湖環状線乗り換え時刻表（近江塩津駅での北陸本線と
湖西線との乗り換え時刻表）を作成し、通勤・通学者に限らず、琵琶湖環状線でびわこ周遊を楽しむ観
光客に向けてホームページ等で提供し、琵琶湖環状線の利用促進を図る。

交通政策課

新

新

新

新



取組項目の※は主な取組（資料編）に掲載している事業を表します。

概　　　　　　　　　　　要 所　　属
番
号

事業
区分

取　組　項　目

 ６　行政資源の有効活用 １０事業

100 滋賀県売り込み隊
パブリシティを活用した滋賀県の魅力および県政のＰＲを目的に、歴史、文化芸術、環境、子育て、自
然と共生した暮らしなどのテーマに沿って、雑誌の特集・定番コーナー・編集方針等に合致した内容を
県が企画し、雑誌社等に提案する。

広報課

101 団体誘致に向けた取組
施設
見学

国内および海外の団体を誘客するため、180度見える山と琵琶湖の自然景観資源やロケーションの良
さをアピールし、滋賀県、競走会、びわこ企業、選手会の協働による初心者講座、舟券購入、バック
ヤード見学、ペアボート試乗のプログラムを各種団体の国内、海外旅行会社との商談会において提案
するとともに、近隣府県の旅行会社に対して営業活動を実施し、県内の観光施設とタイアップした慰安
旅行や募集型企画旅行の旅行造成を依頼する。

事業課

102
大学図書館の一般開放、利用
促進

施設
見学

これまでから大学図書館を地域に開放しているが、さらに地域の方の利用を促進するため、地域関連
図書を充実し、積極的にＰＲする。
　（参考）　 ・開館時間　通常20時まで　　　　・土曜日開館（月1回程度）

滋賀県立大学（図
書情報センター）

103
県公用車の電気自動車展示・
試乗会の実施

出前
講座

電気自動車の普及促進を図るため、自動車メーカーや電力会社、各種関係団体等と連携を図りなが
ら、県公用車（電気自動車）を活用した展示・試乗会を実施し、電気自動車を「知ってもらう」「体感しても
らう」「体験してもらう」機会の創出を図る。

温暖化対策課

104
草津市下物ビオトープモニタリ
ング・維持管理

草津市下物ビオトープにおいて、水生生物のモニタリングおよび維持管理を独立行政法人水資源機構
と共同で実施する。

琵琶湖再生課

105
施設を活用した障害児の体験
学習事業

施設
見学

近江学園の窯業、木工の設備を活用し、特別支援学級の児童・生徒を対象に、体験を通じた学習機会
を設ける。

近江学園

106 オープンセンター
施設
見学

センターの業務を広く県民の皆さんに知っていただくとともに、センターが保有する設備や技術を中小
企業の方々により一層活用いただくために、長浜庁舎、彦根庁舎で、それぞれ１日、テーマを決めての
講習会開催と、数種類の機器のデモンストレーションの機器見学ツアーなどを実施する。

東北部工業技術
センター

107
効果的な求人開拓実施の検
討

県の各部局の事業を始めハローワーク等でそれぞれに専任職員を配置して取り組まれている県内企
業に対する求人開拓について、効果的な雇用の促進につながるよう、関係部局等で求人企業の情報
の共有化や求人協力企業の組織化について協議、検討を行う。

労政能力開発課

108 ものづくり人材支援事業
技能習得や技能検定合格をめざす高校生や在職者等を対象に、高等技術専門校において、高等学校
や職業能力開発協会等と連携して、技能講習会や技能検定受検講座を実施し、施設設備や技術指導
ノウハウを提供する。

労政能力開発課

109
“人と家畜の心のふれあい”体
験

施設
見学

動物には人の心を癒し和ませる“セラピー効果”があることが知られており、人の精神症の治療や症状
改善に導入されている事例が見られる。
畜産から発信できる試みとして、畜産技術振興センターふれあい広場で飼養している家畜を活用し、障
害者や高齢者が山羊や羊、ウサギなどとふれあう機会を設けて福祉現場を支援する。また、学校の長
期休暇にあわせ“ふれあい広場”で“動物ふれあい体験”を開催する。“人と家畜のこころのふれあい”ミ
ニ牧場の内容を拡充。

畜産課

 ７　その他 ４事業

110 滋賀ファン獲得に向けた取組 継続して寄附いただいた方への観光パンフレット送付などにより、滋賀ファンの獲得に努める。 企画調整課

111
マザーレイク滋賀応援寄附の
促進

名刺の裏面にマザーレイク滋賀応援寄附のＰＲを印刷し、この名刺を活用した制度のＰＲを行うなど寄
附の促進に努める。

企画調整課

112 地域商業リーダー育成事業
①「現場と支援施策」の緊密な相互フォローにより、②各事業者が有する情報を「見える資産化・共有
化」するとともに、③情報発信等の「実践」により成功事例の創出を図る。

商業振興課

113 計量教室
出前
講座

小学生等を対象に計量について学び、いろいろなものを「はかる」ことを通して計量への理解や興味を
深めてもらう。

計量検定所

新



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組（資料編） 
 

 

 

 

 

 

 



ＹｏｕＴｕｂｅを
活用した情報発信

県ホームページ

インターネットTVしがびわ湖e-まち映像協議会

広報課

学生記者会見
～教えて！嘉田知事～

協働による
動画制作

職員による
動画制作

動画配信による県政情報等の発信…

しが県庁ムービーチャンネル

各課制作の動画

ＹｏｕＴｕｂｅを活用して、広報課職員が制作した動画や民間団体との協
働による制作映像などを配信し、県政情報を広く発信していきます。

滋賀県庁

知事直轄組織 広報課



公民館、社会福祉協議会
学校、企業、事業者団体
福祉団体など

団体の会議

自治会 自主防災組織
老人クラブ PTAなど

地域の会合

地震防災出前講座

・地震はどうやって起こるの？
・大きな地震は本当に起こるの？
・家は壊れない？
・どこへ避難すればいいの？
・自分で、地域で、やれることは何？

減災対策への
意識の高まり

「もっと詳しく」
「家族・知人にも」

いのち

生命を守る
減災への取組

の推進

防災危機管理局へ

講演依頼

講師派遣
依頼

知事直轄組織
防災危機管理局



総務部統計課

私たちの身の回りには統計資料や調査データなど各種情報が溢れていますが、これら情報を

正確に理解し、合理的に判断し、活かすためには、統計的なものの見方や考え方を子どものこ

ろから育てることが重要です。

ついては、子どもたちが、統計に親しみ、関心を深め、統計の大切さや役割について理解を

深めることができるよう、統計の普及啓発を図ることとします。

出前講座「しが統計・キッズクイズ」

各種統計データから見えてくる滋賀県勢の姿をテーマに、クイズ形式で進めていくもので

す。分かりやすくなるようパワーポイントを利用し、子どもたちが楽しみながら理解を深め

られるよう工夫します。図書館など子どもたちが集まる場や学校などに、県職員が出向いて

実施します。

　＜対　　象＞　県内小学校に在学する小学生の皆さん

　＜所要時間＞　30分～１時間程度（時間調整可）

　＜実施方法＞　①メールまたはファックスで申込みを受付ます。

　　　　　　　　②日程や内容（滋賀県の概要編、統計グラフ編など）について調整します｡

　　　　　　　　③出前講座に県職員が伺います。

　＜担当職員＞　滋賀県統計課職員１～２名

併せて、「統計グラフコンクール」に出品された作品も紹介し、統計グラフの表現の仕方

などについても紹介します。

　＜22年度実績＞　（平成23年1月20日現在）

　　・実施回数（実日数）　７回（４日）　　　　・受講者数 　２５５人

　　・実施場所等　県立図書館、滋賀県公館（県庁見学）、堅田市民センター

出前講座「しが統計・キッズクイズ」

目　　的

内　　容

しが統計
キッズ★クイズ



地籍調査パネル展示 
 

県民文化生活部 県民生活課 

 

１．概  要    

地籍調査とは、土地の基礎調査であって、その内容は毎筆

の土地について、その所有者、境界、面積などについて調査

を行うことです。 

現在、毎筆の地籍については、旧土地台帳を引き継いだ不

動産登記しかありませんが、これは、明治時代に作成された

ものであり、正確ではありません。 

このため、国土調査法に基づき、各市町において調査が進

められています。 

しかし、本県では、その進捗率が１２．７％（全国４９％）と極

めて低く、従来より、地籍出前講座の実施、未着手市町への啓蒙・啓発活動を行ってきましたが、より一層地

籍調査を知っていただくために、地籍調査パネル展示を実施するものです。 

なお、地籍調査の実施については、土地所有者に経費の負担はありません。 

 

 

２．効  果    

当該事業は、民民境界の確認を必要とすることから、土地所有者の理解が必要な事業です。 

このため、県内で広く地籍調査パネル展示を実施することにより、地籍調査について、啓蒙・啓発を図り、

事業の進捗を目指そうとするものです。 

 

 

３．実施方法    

展示場所：県内一円の商業施設（移動展示） 

※展示スペースは商業施設の一画を無料で借用します。 

    



 

                   土木交通部 河港課・流域治水政策室・砂防課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水害図上訓練 

水路など大雨の時に気をつけなけ

ればいけない場所や浸水しやすい

区域などを着色した水防用地図を

作成し、洪水発生時の避難や備え

などについて検討します。 

出前講座 

水害・土砂災害の状況や工事概要、

日頃から注意する点などについ

て、職員が出かけて最新情報を交

えつつ解説し、災害に備える意識

の向上を図ります。 

親子砂防学習会 

砂防工事現地での体験学習を通

して、土砂災害防止に関する知識

を身につけてもらうための学習会

を実施します。 

「みんなで命と暮らしを守る安全・安心」 

を推進します！ 

地球温暖化が進行し、異常気象による集中豪雨の激化や台風の大型

化等の現象も見られ、水害や土砂災害が全国各地で頻発しています。 

滋賀県では、災害を防止するための対策工事を実施するとともに、県民一人ひ

とりに、地域の安全に関心を持って頂くため、下記のような各種の学習・啓発

活動を行っています。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

土木交通部 建築課建築指導室 

 県民の皆さんに、日頃から地震に備えることや住宅耐震の必要性を知っていただき、住まい方に

よる地震対策とともに住宅の耐震診断や改修を進めていただけるよう、広報誌やテレビ番組等を通

して啓発を行っているところです。 
地域や学校を通して、住まいの地震対策とその支援制度がより県民の皆さんや家庭に届くよう、

市町等と連携・協働して、防災訓練の場や自治会での出前講座、小学校への出前授業を実施するこ

ととし、より一層、住まいの地震対策の普及啓発を進めます。 

 住まいの地震対策や住宅耐震の必要性を知っていただき、「地震に対して日頃からどのように備

えるのか、自分の住宅がどれくらい安全か」を考える気づきの場とし、県民一人ひとりが地震に対

する自助の意識を高め、地震に強い住宅および地域づくりを目指します。 

 

 

 

１ 概要 

２ 効果 

３ 出前講座のメニュー 



　知恵だし汗かきプロジェクト

　
　「県民向け各種講習会などの開催」

非行防止教室

滋賀県警察本部

防犯教室や交通安全教室、子どもを守るボラ
ンティア研修会などの開催を通じて、県民の
防犯意識や安全意識の向上を図り、また、不
当要求対策講習等を通じて暴力団等反社会的
勢力排除対策を推進するなど、県民のみなさ
んとともに犯罪のない、安全・安心な暮らし
の実現をめざします。

防犯教室

安全・安心な暮らしの実現

不当要求対策講習会

交通安全教室

県
警
マ
ス
コ

ッ
ト

けいたくん

子どもを守る
　　　ボランティア研修会



びわ湖フローティングスクール

平成２３年度 「うみのこ」見学会

◆目　的

小学５年生が乗船する学習船「うみのこ」および児童学習航海
での「湖の子」体験学習を、広く保護者や県内外の方々に公開
することにより、びわ湖フローティングスクール事業への理解
を図る。

◆参　加　対　象

どなたでも（参加費無料）

◆内　容

①びわ湖環境学習の体験
   ・「湖の子」水調べ
   ・プランクトンウォッチングなど
②船内でのウォークラリー
 　・クイズに答えながらの船内見学
③船内での展示
　　・「うみのこ」のあゆみ
  　・児童の作品  など

◆場　所

大津港停泊中の学習船「うみのこ」

◆日　時

平成２３年８月１９日（金）
　　　　　　　　　　午前の部　１０時００分～１２時００分
            　　　　午後の部 １３時００分～１５時００分



図 書 館

書庫見学会 書庫は知識の宝庫。知識の森を探検しませんか。

趣旨： 図書館では約１２０万冊の図書を所蔵していますが、そのうち８０万冊の

図書は書庫に保存されています。利用者が日頃直接目にすることがなく、要望が

高い書庫内の見学をとおして、資料の収集、整理や保存の大切さを知ってもらう

ことを目的に書庫の見学会を開催しています。

春のゴールデンウィーク、夏休み、

文化の日、冬の年４回開催し、

夏休み期間と文化の日には、「文

化ゾーン探検隊」として美術館

や埋蔵文化財センターなど文化

ゾーン内の各施設と連携して共

同実施しています。

土曜サロン 本プラスワン。図書館で新しい出会いを

趣旨： 図書館に来館する利用者に、質の高い文化・芸術を味わってもらい、図書

館利用に一層親しんでもらうため、図書館のロビーや談話室を利用して、毎月第３

土曜日に、文化講演会やライブラリーコンサートを実施しています。

講師や出演者には県内で活動している文化・芸術分野の関係者にボランティアで

お願いして、図書館での新しい出会いを提供しています。



文化財建造物保存修理現場見学会 滋賀の文化財講座「打出のコヅチ」

中学生ボランティア文化財保護サポーター

県が受託し実施して
いる国・県指定建造物
の保存修理現場見学会
を開催し、当課専門職
員による伝統的な修理
技法等の解説を行い、
また実際の修理体験を
通じて、本県の歴史・
文化や文化財建造物に
対する理解を深めます。

本県の国・県指定文
化財等について、文化
財調査による成果や保
存修理等の取り組み内
容を、当課専門職員が
講師を務め、講座形式
で紹介することにより、
本県の歴史・文化に対
する魅力の発信と、文
化財に対する理解を深
めます。

中学生ボランティア

文化財保護サポーター
を募集し、史跡近江国
庁跡の清掃を行うなど
の活動を通じて、本県
の歴史・文化に対する
理解と関心を深めても
らいます。

【サポーター体験談】
「活動して地域への愛着が深まった。文化
財を大切にする意識を広げたい」（瀬田中
３年生）

史跡案内－戦国近江を駆け抜ける－

文化財専門職員による滋賀の魅力発信

特別史跡安土城跡や

史跡観音寺城跡をはじ
めとする県内の城郭遺
跡等の見どころを、当
課専門職員が現地を巡
りながら紹介すること
により、本県の中世城
郭や城下町等の魅力を
発信します。

文化財愛護シンボルマーク

重要文化財明王院
保存修理現場見学会の様子
平成22年10月16日 （下写真）
見学者数72名

大津市内中学生による
史跡近江国庁跡清掃活動の様子
（下写真）

史跡案内
「観音寺城を探検する」の様子
平成22年11月13日 （下写真）
参加者数92名

平成22年度第１回講座
「竹生島宝厳寺文書」の様子
平成22年５月20日 （下写真）
参加者数64名

概要 概要

概要 概要

教育委員会事務局文化財保護課



滋賀県全体のがん医療の質の向上に資することを目的として、がんの診断や治
療に関するセミナーを開催します。県内で医療に携わる医師、看護師等の医療関
係者だけでなく、患者さんや一般県民の皆さんも参加いただけます。

滋賀県病院事業庁

成人病センターの循環器内科の医師が講師となって、患者さんやご家族、一
般市民、医療関係者を対象に循環器疾患の最新の情報、検査方法や新し
い治療法をわかりやすく解説します。

子どものアレルギーは増加の一途をたどっています。保護者の方が病気のメカニズムと
日常生活の工夫等について正確な知識を学ぶことにより病気を悪化させず快適な生
活を送っていただくことを目的として、小児保健医療センター医師、看護師、栄養士を
講師として教室を開催します。

市町が開催される心の健康（アルコール等薬物依存症やうつ・自殺などの精
神医療分野）に関するセミナーや講習会等に、その依頼に応じて精神科医師
等を派遣します。

成人病センターの脳神経内科の医師が講師となって、脳卒中を防止するため
の日常生活での注意点や最新の医療に関する講座を実施します。



小学校など団体での見学受付は随時行ってい

ます。個人での見学は毎年６月１日～６月７日

（水道週間）を一般開放しています。パネルや

実験で飲み水ができる過程を理解していただ

き、施設を見学していただきます。

浄水場見学に来ることがで

きない受水市町内の学校の

希望により、職員が教室に

出向いて浄水場のしくみや

水道についての授業を行っ

ています。

浄水場見学・講座・水道パネル展

滋賀県企業庁では水道や浄水場について知ってもらい、飲み水の源となる琵琶

湖や川をきれいに保つことの大切さを理解してもらうために、浄水場見学の受け

入れや簡単な実験を取り入れた講座、水道パネル展を行っています。

滋賀県企業庁

水道出前講座
夏休み自由研究講座

毎年夏休みに吉川浄水場で開
催しています。内容は浄水場
の見学、参加者が持ってきた
水の水質検査等。簡単な実験
をしたり、浄水場の水の試飲も
あります。

　　　水道水はどうやってつくる？

　　　浄水場ってどんな仕事してる？

　　　水道水に入ってる塩素って何？

　そんな「？」に答えたパネル展を県立施設や大型

店舗等で開催しています。

　パネルの展示だけでなく、浄水ろ過実験等参加型

のイベントを行うこともあります。



    
 避難者情報   負傷者情報   否情報 

            

 
○ 安否情報収集サポート事業（「知恵だし汗かきプロジェクト」） 

 
 １ 現状と課題 

 
     テ ロ 
      災 害      搬 送 
 
       
                                            
    

        

   
 
 
 
  
    
  

２ 対 策・・・ボランティアによる人員の確保    

          「滋賀県災害時安否情報サポートボランティア」を設立  
 
    
 
 
 
 
           ああ 
 
 
 
 
 
 

  

３ 平成２２年度の登録者数 

    

 

 

４ 平成２３年度の取組計画 

平成２２年度に引き続き、ボランティアの募集および研修会を開催し、人員の充実

と技能の維持向上を図り、最終登録者数５０名を目標とする。 
 
 

収集した安否情報の山積み 

発災当時、市町においては避

難誘導や救助等の国民の生命

を守るための事務が最優先さ

れることから、安否情報の収

集や安否情報システムの入力

人員の確保が非常に困難。 
⇒ マンパワー不足 

  人員確保が課題 

１ イメージ 

 社会福祉協議会や NPO法人、自主防災 
組織と協働・連携し、県災害時安否情報 
サポートボランティアを募集する。 

真に安否情報が必要な方に、より迅速に情報

が伝達されるため、安否情報の整理（データ

化）が必要。 

 

２ 活動内容 

① 平常時における活動 
・安否情報ｼｽﾃﾑ訓練の参加 
・安否情報ｼｽﾃﾑの周知徹底 

 ② 災害発生時における活動 
   ・安否情報ｼｽﾃﾑによる情報入力 
   ・安否情報の収集等後方支援  

３ 事業の流れ 

 
①各協力団体から人員の推薦 

②「研修」の実施 

③「研修」修了者に修了証と登録
証を交付

④県は登録者を一元管理 

発災時に市町からの派遣要請に
基づき、県が登録者に活動要請

滋賀県災害時安否情報サポートボランティア登録者    １７名 

（平成 22年 12月 5日設立）

知事直轄組織 
防災危機管理局 



◆政策・方針決定過程への参画の促進
◆出産・子育てや介護などで離職した女性の再チャレンジ支援
◆様々な分野での活躍の場の拡大

女性の活躍支援（女性のチャレンジ支援）

　　考える(action)
　＊セミナーの開催
　メンバーのメンバーによるチャレンジし

　たい女性のためのセミナー開催

　つなぐ(network)
＊女性のチャレンジ相談に
おけるアドバイス
知恵と経験と人脈で人と人を橋

渡し

　学ぶ(study)
＊センター講座の講師
学ぶ人も教える人も共にステップ
アップする。フォローアップしていく
中で学びを確かなものにする。

　広げる(widen)
＊定例会の開催
   …オープンスクール
  学ぶ意欲のある人同士の

                        切磋琢磨

ニューチャレンジ応援事業 県民文化生活部
　　男女共同参画課
　　男女共同参画センター

１９年度
・ロールモデルの発掘および女性リーダーネットワークづくり
・チャレンジ応援講演会の開催

・ネットワークの確立およびメンバーの学びの広がり
・チャレンジ応援講演会の開催

県で
事業の
　・予算化
　・運営

・自主企画・運営「リレートーク＆交流会」の開催ゼロ予算
ﾈｯﾄﾜｰｸ
ｸﾞﾙｰﾌﾟの
自立化へ

 

“男女共同参画センター”と
“ＳＷＡＮ”との連携・協働により、
男女共同参画社会の実現に向け

て取り組んでいます！

目的・趣旨：
　 平成19年度に滋賀の女性経営者、NPO、官公庁等においてリーダーとして活躍する女性を

発掘するとともに、責任ある指導的地位にいる女性たちが、組織の枠を超えて、知識と情報

を共有し、意欲と能力を高め合えるよう情報交換の場づくりと人的ネットワークづくりを支

援することを目的に立ち上げた。

　平成21年度から、構築されたネットワーク（約２０名）により、自身のキャリアアップを

目指すとともに、後輩の育成および男女共同参画の視点を持ったチャレンジ企画・事業等を

実施することにより、幅広い学びの場を提供し、女性のチャレンジを応援する。

・ＳＷＡＮ（スワン）＝Ｓｈｉｇａ　　ｗｏｍｅｎ‘ｓ　　ａｔｔｒａｃｔｉｖｅ　　ｎｅｔｗｏｒｋ
        　　　　　　　　　滋賀の　　女性たちの　 　魅力的な　　 つながり

２０年度

２１年度

男女共同参画の視点を持ったチャレンジ相談、企画、事業等の実施

２２年度 ・「あつまれ！チャレンジ大交流＆相談会」の開催



低炭素商品の県機関へのモデル導入

県内事業者開発の

低炭素商品
ＬＥＤ等の照明器具ＬＥＤ等の照明器具

太陽光発電システム太陽光発電システム

省エネ情報器機省エネ情報器機

その他商品その他商品

低炭素商品の普及拡大など、低炭素社会低炭素商品の普及拡大など、低炭素社会
実現に向けた県内企業の事業活動の活性実現に向けた県内企業の事業活動の活性
化を図る化を図る

県内中小企業者の低炭素社会実現に貢県内中小企業者の低炭素社会実現に貢
献する、率先的な取組を促す献する、率先的な取組を促す

趣 旨

○「しが低炭素リーダー賞」受賞製品
（滋賀エコ・エコノミープロジェクト）

○その他、受賞・評価製品など

○「しが低炭素リーダー賞」受賞製品
（滋賀エコ・エコノミープロジェクト）

○その他、受賞・評価製品など

企業からの提案

県機関へのモデル導入

平成２２年度先行事例

・琵琶湖博物館エントランスに
照明設備をモデル導入

琵琶湖環境部温暖化対策課



外来水生植物（ナガエツルノゲイトウ）の
駆除作業

【彦根市新海浜、2010年のびわ湖の日】

水草の駆除作業

【大津市なぎさ公園、2010年
びわ湖大花火大会直前】

琵琶湖岸水草刈取等清掃活動

○夏場に南湖で水草が大量発生→景観悪化、悪臭、航行障害
○外来水生植物の繁茂→在来植物を駆逐し生態系を脅かす

県事業として機械で駆除→機械ではどうしても取り残しが生じる

県や市町の職員、地域住民が参加し、機械の取り残しを人力で駆除

水草の機械刈取りの様子

【刈取船「スーパーかいつぶりⅡ】

琵琶湖環境部自然環境保全課



滋賀の医療福祉を考える出前講座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  ○講座の対象者 

    出前講座の趣旨を理解する県民の皆さんのグループ等 

 

  ○講座の内容 

    医療福祉に関する内容で、趣旨に添ったもの（相談の上決定します）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
        

地域医療等を取巻く状況地域医療等を取巻く状況
～看取りの場所～～看取りの場所～

≪今現在≫≪今現在≫ ≪今後の動向≫≪今後の動向≫ ≪近い将来≫≪近い将来≫

高齢者は増加

ベッドは減少

病院のベッド以外で
亡くならざるを得ない

年間死亡者数
現在：約100万人
2015年：約140万人（約40％増）
2025年：約160万人（約60％増）

※高齢者介護研究会報告書
「2015年の高齢者介護」（2003年6月）

（関連データ※）

厚生労働省の人口動態統計によると、
総死亡者数のうち、医療機関で死亡
する人の割合は、80%以上！

救急医療提供の仕組み

○救急医療のかかり方について○救急医療のかかり方について

軽 症

初期救急医療
夜間診療所・

在宅当番医制

重 篤

三次救急医療
救命救急医療

（救命救急センター）

重 症

二次救急医療
緊急の手術や入院治療を

要する救急医療
（救急告示病院）

現在

どんなケースでも対応
してもらえると思うとこ
ろで受診しようとする

医療提供の仕組みと住民の
意向がかみ合わず、病院勤
務医が疲弊している

 

 
県民誰もが安全・安心に医療を享受できるよう、滋賀のあるべき医療福祉の

姿を実現するためには、県民の皆さん自らが患者として適正な受診行動を心が

け、医師が働きやすい環境づくりを進めるなど、県民参加により医療福祉提供

体制を確保していく必要があります。 

 このため、まずは、県民の皆さんが本県の医療福祉の現状と課題を共有し、

さらには課題解決に向けた取り組みについて、ともに考え、ともに行動するき

っかけづくりとして、出前講座を実施します。 

趣 旨 

内 容 

例えば（資料の例）

 
医療福祉の現状や課題について知り、自分たちに何ができるか等につい
て考えてみませんか？ 

医務薬務課 医療福祉推進室



産学官連携研究会による企業支援

企業、大学、行政相互のネットワークを形成し、人的な交流や人材育成を
図りながら本県製造業の競争力を向上させることを目的として、産学官から
組織される研究会を設置しています。

工業技術総合センターでは、各技術分野別の産学官連携研究会を立ち
上げ、平成23年1月現在で7研究会の運営を行っています。

産学官連携研究会

企 業

大 学
工業技術総
合センター

技術情報交換

事例紹介

共同研究構築

技術的課題の解決

技術交流

事務局 ： 工 業技術総合セ ン タ ー

・研究会の企画立案
・研究会運営のサポート
・技術的な支援

現 在 運 営 中 の 研 究 会

信楽焼産業界を中心として、セラミックス素材を用いた照明関連製
品に関し、相互の情報交換、技術・研究交流および講習会を開催。
企業：信楽焼業界

信楽陶製照明器具開発研究会7

交流活動による共同研究の推進と講演会、見学会の開催。
企業：信楽焼業界 大学：環境・建築系業界屋上緑化用陶製品開発研究会6

事例紹介、情報交換、技術交流、研究交流による製造分野への
ITの導入推進。企業：製造業他 大学：理工学系大学ものづくりIT研究会5

清酒製造業者会員相互の研究、技術交流、市場情報の交換の
場として勉強会、技術研修会、新製品検討会等を開催。
企業：酒造メーカー

滋賀県酒造技術研究会4

県立大学・成安造形大学および県内デザイン関連事業所の相互の
交流と技術力の向上。企業：デザイン系企業 大学：芸術系大学デザインフォーラムSHIGA3

品質工学の手法による複合要因の絡む技術的課題の解決、品質
の向上とコスト低減、異業種間の技術交流等。
企業：製造業他 大学：工学系大学

滋賀品質工学研究会2

技術講演会及び研修会等を行いファインセラミックスに関する情報
収集と交流。企業：材料・加工関連企業 大学：理工学系大学滋賀材料技術フォーラム1

（工業技術総合センター）



消防団加入促進支援事業

□　消防団が抱える課題

□　県内企業と若者（大学等）に対する働きかけ

企業への働きかけにより、事業の消防団活動への理解と協力を求め、消防団協力事業所
認定へとつなげる。事業所の理解と協力は、消防団への入団促進と団活動の活性化を目
指す。

若者（大学等）への働きかけにより、消防・防災活動への理解と関心を深めてもらい消防団
入団のきっかけをつくる。若者の入団により、消防団の将来の担い手の育成とレベルアップを
目指す。

※消防団協力事業所表示制度・・・消防団活動への協力や、職員の消防団活動に配慮していると

認められる事業所に表示証が交付される制度。市町が条例に定め、認定する。

（事業概要2）
　大学等での行事に併せて、学生による自主防災活動等を働きかける。

△ 団員数全国減少傾向（20年間で１１万人減）  　  →   地域防災力の低下が懸念
△ サラリーマン団員の増加（県76.5％、全国70.5％）   →  昼間の担い手が不足している
                                                                      　　  懸念がある
△ 団員の高齢化（県平均39.0歳、全国平均38.5歳） →  若い世代の担い手が必要

企　業

　
若　者

経済団体連絡調整会議
講演会や個別の働きかけ

講座、講演会
学園祭

サークル活動
（自主防災活動等）

（事業概要１）
　経済団体連絡調整会議等の機会を活用し、市町での　「消防団協力事業所表示制
度」※の導入や消防の活動状況について説明し、働きかける。

 知事直轄組織
防災危機管理局



生産（１次） 加工（２次） 販売（３次） 経営の多角化

加工業者（２次） 販売業者（３次）

・・・

・・・ 農商工連携

加工・販売業者（２次、３次）

ＪＡ

農政水産部
商工観光労働部
琵琶湖環境部

農林漁業関係団体

商工会・商工会議所

（仮称）滋賀県６次産業化推進連絡協議会（事務局：県農政水産部、商工観光労働部）

農林水産省近畿農政局（オブザーバー）

商工観光関係団体

市町

市町関係団体

県

連携・情報共有

契約(出荷)

生産者

契約(出荷)

６ 次産業化促進事業

６次産業化の推進

６次産業化を効率的に推進するため、「(仮称)６次産業化推進連絡協議会」を設置し、

農林水産、商工観光関係の機関・団体と連携しながら､以下の業務を行います｡

①国補助事業を中心とする相談対応

②県内事例紹介、情報交換会の開催

③専門家によるアドバイス、コーディネートができる体制への支援

④関係者間の情報共有

相談・指導

連携

相談
指導

生産者による加工・販売や、生産者と他の事業者との連携等を促進し、単なる生産にとどまらない
新たなビジネスの創出につながる取組により農山漁村の活性化を目指すもの。

○食料・農業・農村基本計画(H22.3策定)で政策の柱に位置づけ
○平成22年12月 ６次産業化法公布国の動き

６次産業化
とは

県の方向

○しがの農業・水産業新戦略プラン案(H23.3策定予定)
・・・６次産業化(経営の多角化、農商工連携)の推進

○滋賀県産業振興戦略プラン案(H23.3策定予定)
・・・1次､2次､3次の産業分類にとらわれない企業間連携の推進

１次×２次×３次
＝６次

農政水産部農政課

事業概要


