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「美の滋賀」づくりの推進

①県民や関係者とともに「美の滋賀」の土壌をつくり、活動を活発化させる

②新生美術館をつくり、地域や現場と交流しながら受発信する

③滋賀の「美」の魅力を県民自らが伝える舞台をつくる

アール・ブリュット(ART BRUT) 近 代 美 術 館 の 資 産 神 と 仏 の 「美」

・滋賀ならではの美を
現在・過去・未来と、
人々の思いや記憶の結
節点として、編みなお
して提示

・アジアの運動拠点をめ
ざして、「日本、アジア
のアール・ブリュットの
いま」を発信

・人びとの暮らしや風土
も含めた近江の仏教美術
や神道美術の奥深い魅力
や価値を発信
・新しい交流・発信拠点
の整備

新しい２１世紀の
人間像の提案

滋賀・琵琶湖で生
まれ育まれてきた

第一弾として
３つの美の編みなおし

暮
ら
し
の
美
・
生
活
文
化
の
美

自
然
の
美
・
琵
琶
湖
の
美

○３つのめざす姿
①深みのある日常に心の安らぎや豊かさを覚

えながら県民が楽しく元気に暮らしている
②多様な営みの中で、人や地域のつながりを

県民が実感している
③そうした滋賀の新しい暮らしぶりを県外の

人がうらやましく思う

・滋賀の様々な美を人と人がつながり
合い交差しながら伝えていく「場」

・美を通して誰もが関わり
つながれる 「座」

「滋賀をみんなの美術館に」

第４回「美の滋賀」発信懇話会資料より
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平成25年度 「美の滋賀」づくりの推進 施策体系

１ 「美の滋賀」の土壌を

つくり、活動を活発化

させる

２ 新生美術館をつくり、

地域や現場と交流しな

がら受発信する

３ 滋賀の「美」の魅力を

県民自らが伝える舞台

をつくる

１－１ 「美の滋賀」推進企画調整事業

１－２ 「美の滋賀」推進プロジェクト事業

１－４ 障害者造形活動推進事業

２－１ 新生美術館構想推進事業

３－３ 近代美術館から滋賀の「美」発信事業

３－８ 近江の神と仏の「美」発信展覧会開催事業

３－１ 滋賀のアート発見事業

３－９ 近江の仏教美術等魅力発信・再生支援事業

３－４ アール・ブリュットの魅力発信事業

総政

総政

健福

総政

総政

総政

総政

教委

教委

１－３ アール・ブリュット振興事業 総政

３－２ 「学校にアートがやってきた」推進モデル事業 総政

３－６ 「千年の美つたえびと」づくり事業

３－７ 文化財（美術工芸品）防犯対策モデル事業 教委

３－10 滋賀・びわ湖ブランド推進事業 総政

３－５ 滋賀県文化財保存基金積立事業

教委

教委

教委
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重点テーマ８
みんなで命と暮らしを守る安全・安心

様々な危機事案に
備えた安全で

安心なまちづくり

犯罪や交通事故に
遭うことなく安心して
暮らせる社会づくり

住民本位の総合的な
治水対策

県の危機管理機能の強化

自助・共助による地域防災の組織力の向上

重層的な防犯ネットワークづくりの推進

生活に密着した身近な道路を中心とした
交通安全対策の推進

河川の治水機能を確保する適正な管理

市町との協働による流域治水

・体制の整備

・危機事案対応能力の向上

・原子力災害対策の強化

・地域コミュニティ機能の強化

・防災・減災意識の醸成

・犯罪を防止する支援システムづくり

・犯罪から子どもを守る施策の推進

・自分の安全は自分で守るという防犯

意識の高揚

・規範意識の高揚と犯罪被害者等の支

援

・通学路の安全確保

・高齢者の安全対策

・ドライバーの交通安全意識の高揚

・河川の維持管理

・ふるさとの川づくり

・水害に強い地域づくり

み
ん
な
で
命
と
暮
ら
し
を
守
る
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主な施策 5973.9百万円

県の危機管理機能の強化と自助・共助による地域防災の組織力の向上

○危機管理センター整備事業【1972.5百万円】

災害対策拠点となる危機管理センターの実施設計および建築工事を行うとともに、防災行政無線の整備と防災情報システ

ムの整備に向けた設計を実施

○地震被害予測調査事業【42.8百万円】

国における「防災基本計画」の修正、また「南海トラフの巨大地震」に対する検討を踏まえ、本県における「地域防災計画」

の修正や地震防災対策の充実を図るために必要な基礎資料とするため、地震被害想定調査を実施
ルを構築

○原子力防災対策強化事業【21.2百万円】

国の新たな「原子力災害対策指針」を踏まえ、地域防災計画(原子力災害対策編)について、広域避難や災害事後対策等

の検討を行うとともに、県民への正しい知識の普及を図るため、住民意識調査や原子力防災訓練等を実施

○環境リスクの評価と対応方策検討事業【7百万円】

放射性物質の中・長期的な影響を評価するため、琵琶湖の水環境への影響を予測・評価するとともに、福島の事例など幅

広く環境リスクに関する情報を収集し、県民と行政、専門家の間での共有化やリスクへの対応等についての合意形成の手
法を検討

○原子力災害医療体制整備事業【6百万円】

原子力災害に備えた被ばく医療提供体制整備のためのマニュアル策定、二次被ばく医療機関の機器整備、被ばく医療

ネットワーク構築に対し支援を実施

○災害からこどもを守る事業【1.8百万円】

滋賀の将来を担う子どもの命を災害から守るため、子育て世代に対し就学前の子どもへの防災学習の実施を支援

○防災教育支援事業【1.2百万円】

各学校における防災教育の推進体制の整備、教育委員会と防災部局が連携した学校防災教育を推進

○警察救助部隊の高度化事業【1.4百万円】

あらゆる災害から県民を守るため専門部隊を含む警察官全員に対する救出・救助能力の向上を推進



危機管理センター整備事業

背景 福島県災害対策本部（自治会館大会議室）

自然災害

阪神淡路大震災

東日本大震災

各地の豪雨災害

台風 他

感染症、家畜伝染病

新型インフルエンザ

鳥インフルエンザ

口蹄疫 他

大規模事故等

福島原発事故

JR福知山線鉄道事故

信楽高原鐵道事故

テロ等

テロ

ミサイル等武力攻撃事案

様々な危機事案発生の可能性

琵琶湖西岸断層帯による地震

南海トラフの巨大地震

感染症、家畜伝染病、原子力災害、テロ 等

行政の危機対応力

地域の防災力（自助・共助）

危機管理センター

危機事案が多様化、複雑化
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危機管理センターの整備

地震等の自然災害をはじめテロや新型インフルエンザ等様々な危機事案に対し、
迅速、的確に対応するとともに、自助・共助による地域防災力の向上を図るため、
危機管理機能の拠点となる滋賀県危機管理センターを整備する。

◆基本方針

危機管理機能の強化

災害対策本部機能

防災情報機能

地域防災力の向上

研修・交流機能

災害対策本部と県庁各部局との一
体的な運用および自衛隊、警察、消
防等関係機関との密接な連携が図
れる災害対策本部機能の充実を目
指す

被害状況等を迅速かつ的確に把握
し、緊急対策を決定するための防
災情報機能の充実を目指す

地域防災力の向上を図るため、生
活防災の拠点として、地域の防災関
係者等の交流や生活防災を学べる
研修・交流機能などの充実を目指す

防災運動会
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危機管理センター施設概要

○建物規模は地上５階、延べ床面積約5,500㎡

○建物は防災拠点に求められる耐震安全性能を確保する（免震構造）

○災害対策本部機能の中枢的な諸室は低層階（１～３階）に集約して配置する

○危機の規模に応じて災害対策本部機能を拡縮できるように配慮する

【フロア構成（危機対応時）】

５階 倉庫、自家発電機室、機械室 等

４階 災害対策本部長室、防災危機管理局執務

室、 無線統制室、宿直室

３階 オペレーションルーム、 災害対策室

２階 災害対策本部員会議室、災害対策室、

倉庫

１階 災害対策室、プレスセンター

（エントランスホール）

延べ床面積：約5,500㎡

※平常時は１階を研修・交流スペースとして活用

危機管理センター基本計画

※災害対応は主に１～３階で行う

◇危機管理センター本体
実施設計
建築工事

◇防災行政無線
更新

◇防災情報システム
実施設計

平成２５年度事業
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原子力防災対策強化事業

専門的知見から国の施策に対する提案・確認を行うとともに地域防災計画に基づく原子力
防災対策を住民等に浸透させるためのリスクコミュニケーション、原子力防災訓練、広域避
難計画の策定等の事業を推進する。

目標：原子力災害から県民の安全・安心を確保する

事業概要

①地方が参画する原子力安全体制の構築
・国が整備する連携協力体制の検討
・原子力発電所の安全確保対策の確認

・住民調査・分析
・リスクコミュニケーション教材の作成、研修

・災害対策本部訓練、避難訓練、モニタリング
訓練、緊急被ばく医療訓練

・広域避難計画策定
・災害事後対策策定

・大気、水、農水畜産物中の放射能測定
・モニタリングポスト測定値のTVデータ放送

②リスクコミュニケーションの推進

③原子力防災訓練の実施

④地域防災計画（原子力災害対策編）の
見直し

⑤環境放射線モニタリングの運用・管理
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