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重層的な防犯ネットワークづくりや生活に密着した身近な道路を中心とした
交通安全対策

○通学時における児童・生徒の交通安全対策事業【2.3百万円】
登下校中における児童の交通事故防止を図るため、各小学校区(227)ごとに通学路の安全に特化した「おうみ通学路交通
アドバイザー」を委嘱し、安全で安心な通学路の環境を整備するとともに、社会全体で子どもの命を守る気運を醸成

○犯罪の起きにくい社会づくりのための「地域の絆」再生事業【4.9百万円】
地域の絆を再生して社会規範意識を向上させるとともに、防犯ボランティアの活動を支援し、真に犯罪の起きにくい社会
づくりを推進

○いじめを含む非行防止対策【14.2百万円】
犯罪として取り扱われるべき生命・身体の安全が脅かされるような「いじめ問題」への対応能力向上を図るため、学校長等
幹部の意識改革を目的としたシンポジウムや、生徒指導を直接担当する教諭を対象とした事例検討方式のスキルアップ
セミナー等を開催するとともに、大学生のボランティアの活動を支援して、いじめを含む少年の非行防止を図る。

刑法犯認知件数は、平成24年は増加
死者数は平成22年から２年連続増加して
いたが、平成24年は減少
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滋賀県の流域治水
～地域性を考慮した総合的な治水対策の展開～

河道内で洪水を安全に流下させる対策
（これまでの対策）

河道掘削、堤防整備、
治水ダム建設など

地域防災力向上対策 そなえる
水害履歴の調査・公表、防災教育
防災訓練、防災情報の発信など

流域貯留対策
（河川への流入量を減らす）

ためる
ため池、調整池
グラウンドでの雨水貯留など

氾濫原減災対策
（氾濫流を制御・誘導する）

とどめる
輪中堤、二線堤、霞堤、水害防備林、
土地利用規制、耐水化建築など

目的
① どのような洪水にあっても、人命が失われることを避ける（最優先）
② 床上浸水などの生活再建が困難となる被害を避ける

手段
• 川の中の対策（堤外地対策）だけではなく、「ためる」「とどめる」「そなえる」

対策（堤内地での対策）を総合的に実施する。



■ 河川改修やダムばかりに頼らない“さまざまな手段を総動員する治水”
■ まちでも治水

－ 道づくりでも治水（二線堤や避溢橋）
－ まちづくりでの治水

（まちの配置、水害防備林）
－ 家づくりでも治水（輪中堤、宅地嵩上げ）

■ いつもの暮しでも治水
－ ハザードマップ、地区別避難判断
－ 防災学習、智恵の伝承

滋賀県の“流域治水”
～川でも治水、まちでも治水、くらしでも治水 － 川・まち・くらし治水～

○みずべ・みらい再生【1,876百万円】
河川の土砂堆積や竹木の繁茂が著しい箇所の浚渫、草木
伐開、護岸の補修等

○見てわかる水害情報【5百万円】
水害体験者から聞き取り調査を実施し、県のホームページ
上で「水害の記録と記憶」として情報発信を行うとともに、収
集した情報をマップに整理し、ひと目で見て分かる水害情報
として地域に還元

適正な河川管理と市町との協働による流域治水

水害
防備林

霞堤
二線堤

輪中堤
嵩上げ

土地利用誘導

堤防
強化

河川改修
ダム・放水路

川の中の対策（ながす）川の中の対策（ながす）川の外の対策（ためる、とどめる、そなえる）川の外の対策（ためる、とどめる、そなえる）

地先の安全度

■ （仮称）流域治水基本条例（平成25年度内制定を目標 !!）

流域治水
基本方針
策定(H23)

地先の安
全度マップ
公表（H24)

市町との

十分な協議・
調整

県民への

十分な説明
(ﾊﾟﾌﾞｺﾒ)

議会への
十分な説明

H25
条例制定

こ
れ
ま
で

こ
れ
か
ら
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水害・土砂災害に強い地域づくりをめざした県の取組
・水害に強い地域づくり・土砂災害に強い地域づくり

水害 土砂災害

ﾌﾟﾗｽ水防法 流域治水基本方針 土砂災害防止法

◆地先の安全度の公表

◆浸水ﾊﾞｰﾁｬﾙﾘｱﾘﾃｨｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの活用

◆水害情報発信「水害の記録と記憶」

◆浸水想定区域の

指定公表

下水道(雨水)

治水安全度1/10 農業用排水路

治水安全度1/5

二級河川Ｂ川

治水安全度1/10

一級河川Ａ川

治水安全度1/30 水路

治水安全度1/2

◆土砂災害警戒区域等の指定・公表

地域のリスクを知って
いただくために

◆水害・土砂災害に強い地域づくり協議会の運営

学識者の助言を得ながら圏域ごとの実情に応じた減災対策を検討（住民、市町、国、県）

◆水害に強い地域づくり計画の策定

地域が取り組む具体の対策を市町や住民と協働で策定

◆ハザードマップ活用支援事業

・きめ細かな河川情報の提供

・洪水ハザードマップの高度化

・地域防災力向上への支援

避難訓練、水防訓練、危険度表示看板

地区別避難計画の策定、出前講座、

水害図上訓練

避難勧告等の判断

市町

地域住民の

円滑な避難誘導

発令

取組１

◆土砂災害警戒情報

より詳細できめ細かな

情報の提供

市町・

地域住民
情報提供 情報提供

イエローゾーン、レッドゾーン指定

◆土砂災害ハザードマップの作成支援

基礎調査データの提供、技術的助言

◆地域防災力向上への支援

・出前講座

・避難訓練

・情報伝達訓練

・砂防リーダー学習会

・災害図上訓練

ﾌﾟﾗｽ

取組２ いざという時に備えていただくために

取組３ 情報をお知らせし、活用していただくために 滋賀県

土木防災情報

システム

◆洪水予報

◆水防警報

◆避難判断水位到達情報
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いじめ問題や東日本大震災等を契機とした
課題への新たな展開

滋賀の未来を担う子どもの命を守る

詳細は資料２へ
いじめ問題、東日本大震災、欧州経済危機などの社会経済情勢を受け、県

民のニーズや価値観が変化している中、将来に向けて「不安」を「安心」に変え、
「希望」を埋め込むための新たな視点として４つの方向性にまとめた。

不安を安心に変える災害への備え

中小企業の活性化

再生可能エネルギーの戦略的な振興



マザーレイク滋賀応援寄附を活用した事業

○水草対策事業【5,800千円】
水草の資源循環を進めるため、農地での有効利用を目指した調査・研究と県民を対象とした普及啓

発を実施する。

○エイリアン・バスター事業【9,000千円】
琵琶湖および県内河川で異常に繁茂している外来水生植物を県民と協働で駆除する。

○外来魚駆除パワーアップ事業【8,000千円】
２隻目となる電気ショッカーボートを導入し、オオクチバス親魚の駆除をさらに推進する。

○魚のゆりかご水田事業【5,000千円】
豊かな生きものを育む水田の普及・啓発とネットワークの構築を図る。

○琵琶湖固有種ワタカで学ぶ南湖再生事業【5,800千円】
水草を食べるワタカと植物プランクトンを食べるゲンゴロウブナを南湖へ放流するとともに、県民参加

型の環境学習と放流体験を実施する。

○近畿子どもの水辺交流会事業【1,500千円】
日頃から水辺の環境保全・調査等を行っている近畿の小・中学生に琵琶湖の役割や環境保全の大切

さを知ってもらう機会を設ける。

○学習船「うみのこ」就航３０周年記念事業【1,378千円】
学習船「うみのこ」の就航３０周年を記念して、見学会や特別航海を実施する。

○地域再発見！参加型移動博物館事業【4,000千円】
移動博物館展示キットを活用し、琵琶湖淀川流域の各地で展示やワークショップを実施する。

○近江の名宝保存継承事業【46,617千円】
文化財所有者等が実施する文化財の保存修理など

に要する経費の一部を助成する。

琵琶湖に関する事業

歴史的文化的資産に関する事業

87,095千円みなさまから、マザーレイク滋賀応援寄附にいただいた寄附金
は、次の事業の財源として、大切に活用させていただきます。
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琵 琶 湖 の
総 合 保 全

琵琶湖における
環境学習・体験
学習

琵琶湖に対する
総合的な理解を
深める

歴史的文化的資
産を保存する

寄附の実績
平成２３年度 ７１件 ８８百万円
（個人 36件 63百万円、企業・団体 35件 25百万円）

平成２４年度（１月末現在） ４９件 １４百万円
（個人 19件 1百万円、企業・団体 30件 13百万円）
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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、汗をかくことにより、
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。

１ 県民向け行政サービスの拡大 50事業

２ 県民等との協働・連携 28事業

３ 市町との連携・支援 7事業

４ 各種行政情報の提供 13事業

５ 行政資源の有効活用 5事業

６ その他 5事業

合 計 108事業

■地震防災出前講座（防災危機管理局）
■親子体験学習（消費生活センター）
■博物館学芸員による館内外での講座（琵琶湖博物館）
■ユニバーサルデザイン出前講座（健康福祉政策課）
■「食」と「漁」を考える地域シンポジウム開催事業
■「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（流域政策局、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）
■文化財専門職員による滋賀の魅力発信（文化財保護課）
■各種セミナー、公開講座等の実施（病院事業庁）
■浄水場見学・講座・水道パネル展（企業庁）
■ひろげようみんなのあんまちネットワーク事業
（県民活動生活課）
■土曜サロン（図書館）
■商店街ルネサンス研究会の開催（商業振興課）
■「かしこいクルマの使い方」出前講座（交通政策課）

取組 視点取組の視点 主な取組事例

詳細は資料２ー３へ

知恵だし汗かきプロジェクト


