
浄水場見学・講座・水道パネル展

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。
【平成23年度実績】
小学校57校 4,109人

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

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。
【平成23年度実績】
　小学校3校　313人

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。
【平成23年度実績】
　7月21日～29日　25人

　　　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？
　　　「水の惑星・地球」というけれど
　　　　　　　　飲める水はどれくらいあるの？
　そんな「？」に答えたパネル展示を、県立施設や
大型店舗等で開催しています。
【平成23年度実績】
　10月3日～14日　ショッピングプラザアピア
　　　　　　　　　　　　　　　　　（東近江市）



ひろげよう
みんなのあんまちネットワーク事業

総合政策部 県民活動生活課総合政策部 県民活動生活課

１．事業の趣旨

これまで県と企業・団体等は防犯活動を個別に行ってきたが、県が積極的に企業と地域を結び

つけるコーディネートを行い、連携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推進にも貢献する。

２．事業イメージ

県
・コーディネート
・主催イベントの提供
・キャッフィーの提供
・広報誌・ＨＰへの掲載
・人員の派遣
・活動メニュー提示

企業・大学
自動車販売、大型量販店、運送・不動産・
住宅関係、金融機関等

・主催イベントの提供
・販促広告チラシ等の紙面提供
・人員の派遣（企業ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ含む）
・啓発物品の提供（ティッシュ等）

安 全 ・ 安 心 な 地 域 社 会 の 実 現

防犯活動の活性化
防犯意識の高揚
犯罪の減少

地 域
市町、学校、自治会、自主防犯団体、
地域の各団体・事業所等

・地域広報誌への掲載
・人員の派遣
・一般住民の参加

協働による防犯活動
○事業所・大学祭等での防犯フェアーの開催
○大型量販店での防犯イベントの開催
○企業の営業車両でのPR活動
○訪問販売員によるPR活動
○住宅展示場でのPR活動
○企業の職員家族運動会でのPR活動
○県のイベントでのPR活動
※事業表示(ステッカーの貼付等)

＜ H23主な活動実績＞
○東レ夏祭り（７月）

参加者 約３,000人
○ダイハツ竜王工場フェスティバル（10月）

参加者 約3,500人



琵琶湖岸水草刈取清掃活動

夏場に南湖で水草が大量発生 → 景観悪化、悪臭、航行障害

県事業として機械で除去 → 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、企業などが参加し、機械で対応できな
いところを人力で除去する

台風６号の影響により、水草除去船では対応できない橋の下に流れ込んだ水草の押し出し作業を実施

びわ湖大花火大会の直前に水草の駆除作業を実施 （県、市、地地域住民、企業）

琵琶湖環境部琵琶湖政策課

【 平成２３年度実績（1月末現在） 実施回数：3回 参加者数７７人（県職員６１人） 】

● 1回目： 平成23年7月１日（びわこの日）実施 参加者数 ７人（県職員） 大津市なぎさ公園

● ２回目（緊急対応）：平成23年7月26日実施 参加者数 ３人（県職員） 大津市なぎさ公園

● ３回目： 平成23年8月4日実施 参加者数 ６７人（県職員５１人） 大津市なぎさ公園



琵琶湖の在来種の生息地を侵略する可能性のある主な外来性の水草

オオバナミズキンバイ

アマゾントチカガミ

ミズヒマワリ
（特定外来生物）

オオフサモ
（特定外来生物）

ナガエツルノゲイトウ
（特定外来生物）

ホテイアオイ

琵琶湖環境部自然環境保全課

外来水草の侵略
「環境美化の日」など、県
民の皆さんが清掃活動な
どを行う日に、駆除作業や
その脅威を啓発します。

外来水草の脅威は、琵琶湖全域に
拡大しつつありますが、各地で保全
の取組が起こり始めています。

平成23年度の実績
7月1日、8月4日、12月1日なぎさ公園周辺で実施 参加者：県職員・県民のべ50名



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）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
        
〈H22年～23年度実績〉 
  ・実施回数 14回（延べ 954人）   
  ・対象者  県民、医療福祉関係者の団体等 
 

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 



・外来魚（ブラックバス・ブルーギル）は、４月～８月に琵琶湖の沿岸で
産卵を行い、オスが産卵床を守る性質がある。また、春～初夏にかけて
外来魚が良く釣れる。

・平成２２、２３年度に緊急雇用創出特別対策事業を活用し、外来魚の産卵
状況調査を行い、びわ湖一円の外来魚の産卵場所（160カ所）が特定できた。

外来魚の釣れる場所教えます事業 （水産課）
～知恵だし汗かきプロジェクト～

背 景

・産卵床を保護している親魚を釣りなどで取り除くと、その卵は他の魚や
エビに食べられ外来魚の繁殖が抑制できる。

・外来魚が産卵する場所に人が立ち入ることで、外来魚が産卵しにくくなる。

対 策

外来魚の釣れる場所教えます事業

・琵琶湖で外来魚を釣りたい人に、春に外来魚の良く釣れる場所（産卵床）
を依頼に応じてFAXやメールでお知らせする。
・産卵床に釣り人が立ち入り、親魚を釣ることで外来魚の繁殖が抑制される
ことを期待する。

近くの外来魚回収ボックス
をお知らせすることで、
リリース禁止の遵守を促す。

○産卵マップ（イメージ）



故郷に働く場を創る「ＩＣＴ企業」立地事例研究事業

○豊かな自然に恵まれている故郷
（地方）で、少子高齢化が進行し、
空き家が増加している。

○ ＩＣＴ技術の進歩により、働く場とし
て地方でも都市と同様の仕事がで
きる環境が生まれつつある。

○地方の豊かな自然は、クリエイテ
ィブな仕事を進める環境として注
目されている。

○ これら地方の持てる力をＩＣＴ技術
により引き出さないことは「もったい
ない」と考えられる。

背 景

（１） 県と市町による研究会の設置
（２） ＩＣＴ企業およびその立地事例の

研究・意見交換
（３） 現地調査
（４） 県内資源の整理、課題検討、

政策立案に向けた意見交換

事業内容

【 ＩＣＴ 】：ネットワーク通信による情報・知識の「共有」が念頭に置かれた情報・通信関連技術。

ＩＣＴ技術は、地方の働く場の創出
にとって、新たな可能性をひらく。

故郷に働く場を創る

ＩＣＴ企業の立地に

向けた政策の提言

【商業振興課】

先進的事例 （徳島県）

葉っぱ（つまもの）
を中心にした新し
い地域資源を軸
に、ICT技術を活
用し地域ビジネ
スを展開。

田舎の古民家を
再利用し、ICT企
業がサテライト
オフィスを開設。

○三三株式会社 “神山ラボ”

○いろどり



まちなかアート・スペース発見事業 
                       総合政策部文化振興課 

 

 

 

  文化施設（文化ホールや美術館・博物館など）だけでなく、文化活動を行

える様々な場所の情報の収集や提供を行うことにより、県民の文化活動の場

を充実させ、より多くの県民の皆さんに文化・芸術の楽しさ、素晴らしさに

身近に触れてもらうとともに、まち全体の活性化につなげていきます。 

 

 

 

  公園、商店街、病院、駅、まちかど、神社仏閣等、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の収集や提供を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                      

 

 

 
 
 
                     等 

活動を創造・発表できる

場所がほしい！ 

概 要 

趣 旨 

まちかど 公 園 商店街 病 院 

神社仏閣駅 

アーティスト・文化団体 等 

県 ①施設等から情報収集  

   ②ｱｰﾃｨｽﾄ・文化団体等から情報収集 

   ③ＨＰ「あーとねっと・しが」より情報提供

街ににぎわいを！

 

 

 

遊休施設や空きスペースを

何とかしたい！ 

文化で滋賀を 

元気に！ 

【平成23年度実績】 

 文化情報HP「あーとねっ 

 と・しが」に17件を掲載 

 中（H24.2.3 現在） 



「クルマ」はとても便利で、快適な乗り物です。
しかし、「クルマだけの生活」には、困ったことが少なくありません。

「クルマと公共交通をかしこく使い分ける生活」について考える機会として、
県職員が依頼を受け、地域の会合や企業等の団体の会議などに出向いて
出前講座を実施します。
H23年度実施実績：4回

クルマではずっと座っていることができます。
だからこそ便利なのですが、
だからこそ、健康にはよくありません。

クルマ利用と健康

200

100

　公共交通　　　　クルマ

移動に伴う消費ｶﾛﾘｰ(ｋcal)

テレビを消したり、エアコンを調節したりすれば、
CO２（二酸化炭素）は減らせます。
しかし、クルマの利用を少し減らすだけで、
何十倍も、効果的にＣＯ２を減らせるのです。

ＴＶを１日60分減らす

冷暖房を１℃調節する

1日10分クルマを控える

１世帯が1年間で削減でき
るＣO２排出量（ｋｇ）

リサイクルに出す

588

121

32

13

0 200 400 600

あなたの家にはクルマは何台ありますか？

実はクルマの維持費は、結構かさみます。
クルマには、保険、税金、駐車場が必ず必要です。

◇例えば使う使わないにかかわらず、
2000CCのクルマを持っているだけで、
一日、１,９００円　かかります。

言うまでもありませんが、
自転車、バス、電車は格段に安上がりです

　
　　　◇例えば、朝夕の渋滞は、
　　　皆さんが少しずつ、自動車通勤を
　　　お控えになるだけで、
　　　大きく改善するかもしれません。

クルマ利用とＣＯ２

渋滞の『科学』 クルマの維持費

ひとりひとりが便利なクルマに頼りすぎた生活を見直し、
クルマとかしこくつきあう方法を考えることで、より豊かな「生活」へ、そして「社会」へ

土木交通部交通政策課

100台のクルマが通れる道に、
103台のクルマが通ろうとすると、
3台分の渋滞（約20ｍ）ができます。

それが20分続けば400ｍの渋滞に
つまりクルマが３％減れば、
渋滞はなくなり得るのです。



「みんなで乗ろう電気自動車」展示・試乗会

「電気自動車が走る社会」を身近なものに

電気自動車の普及促進

・市町の主催するイベント等で
・地域のショッピングモールで
・びわ湖環境ビジネスメッセで

・温暖化防止センターや
電力会社の各種普及
啓発事業と連携して

・自動車会社
による説明
を交えて

体験してもらう体感してもらう知ってもらう

琵琶湖環境部温暖化対策課

（平成23年度実績 11回実施）



【商業振興課】

● 起業は、個々の潜在能力と意欲を、
  組織の枠にとらわれず発揮すること
  ができ、さらに、起業を増やすこと
  で、元気な中小企業から､地域の経
  済を活性化することが可能になる。

● 県内のシニア層に対し、自己の豊富
  な経験を活かした起業を促し、地域
  経済を活性化とともに、地域が抱え
  る社会課題の解決を図る。

● また、シニアの起業を支援すること
  で、高齢者の新たな働き方や社会参
  加の提案にもつながる。

事業の趣旨現状と課題

● 近年の日本は、長引く景気の低迷
  などの影響で、社会全体に閉塞感が
  漂っている。

● 廃業が増え、停滞する地域経済を
  活性化するには、チャレンジ精神に
  富む起業家を輩出する必要がある。

● 一方、退職した多くのシニア層
は、
  退職後に自己のこれまでの経験を活
  かす場所が少ないのが現状である。

● 起業は､多様な可能性に挑戦できる
  反面、起業にかかる情報が不足する
  など不安な要因もあり、シニア層が
  起業に踏み切れない一因となってい
  る。

がんばるシニア起業家応援事業

事業概要

【インタビュー】

◇ 起業を行っているシニアにス
 ポットをあて、起業に至った経
 緯や目的、事業内容をインタビ
 ューする。

【情報発信】

◇ インタビューの内容をホーム
 ページに掲載し、シニア起業家
 の熱い思いと、シニア世代の持
 つ経験や能力がビジネスに活か
 されている現状を情報発信する。

【起業家の応援】

◇ これらによって、「起業」の
 持つ社会的意義を多くの人に知
 ってもらうとともに、新たに起
 業をめざすシニアを応援する。

シニア層の起業

地域経済の活性
化
新しい働き方
の提案

経験の社会還元 地域貢献

社会課題の解決



広報課

関係課との連携

グループ討論 全体討論

３回のアンケート結果の比較分析を以
下の点について行う
・行政の果たすべき説明責任のあり方
・広報広聴戦略への活かし方
・施策立案への活かし方

一般職員の参画

第３回アンケート調査

県政モニター約４００人を対象に実
施。通常の県政世論調査と同じよう
に、個人の情報レベルがバラバラな状
態での意見をみる

アンケートの回答にあわせて討論会へ
の参加希望の有無も回答してもらう

事前に討論会資料を送付して事前
学習をしていただく

調査結果分析

さらにグループ討論・全体討論を経て
の意見の変化をみる

討論会資料を読んだことによる意見の
変化をみる

第２回アンケート調査

＆

第１回アンケート調査

討論会参加者抽出

討論会開催（１日）

討論会参加者資料送付

討論会参加希望者から年齢・地域を
考慮して約１００人を抽出

アンケート、
討論会参加希
望照会

アンケート回答、
討論会参加希望
回答

　

　　アンケート

　

　　アンケート

対話型アンケートの実施


