
72
重点テーマ７

地域の魅力まるごと産業化

「環境こだわり農産物」や近江米、
近江牛、近江茶、湖魚など滋賀の
食のブランドを向上させるとともに、
地産地消を進め、消費拡大を図る。

滋賀の自然や歴史・文化の魅力を発信
し、滋賀ならではの特性を活かしたツー

リズムを推進するとともに、滞在型を
はじめとした魅力ある観光を展開する。

安全な個性的、魅力的な商品が
提供される元気な農業の展開

地域資源の価値、魅力を
観光資源として国内外に発信

県産農畜水産物による滋賀の地域ブランド
力の向上

地産地消を拡大する取組の促進

滋賀ならではの観光ブランドの創造・発信、
滋賀の観光情報の発信強化およびネットワ
ーク化の推進

滋賀の優位性を活かした国際観光の展開

滋賀の素材を活かしたツーリズムの展開、
受け入れる人々の「おもてなし」の向上と
居心地の良い「まちづくり」の推進

滋
賀
の
特
性
を
活
か
し
た
魅
力
あ
る

商
品
サ
ー
ビ
ス
を
生
み
出
す
産
業
の
振
興
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主な施策

滋賀の食のブランド力の向上と地産地消の推進・消費拡大

深い味わいの「近江牛」魅力あふれる滋賀の食材
近江米 新品種「みずかがみ」

○「おいしが うれしが」キャンペーン県民実感促進事業【4.8百万円】
地産地消を推進するため、「おいしが うれしが」キャンペーン推進店と連携して、スマートフォン等を活用した消費者参加
型の企画を実施することにより、県民が県産農畜水産物の魅力を実感して購入する機会を創出する。

○「滋賀のおいしさ」県外流通促進事業【11.6百万円】
滋賀の食材の地域ブランド力向上、県外販路・消費の拡大を図るため、伝統野菜等の認知度向上キャンペーンの実施、
生産者団体等の販路拡大活動支援および県外展示商談会での県産食材をＰＲ・発信を行う。

○環境こだわり農作物「流域まるごと」消費拡大事業【5.8百万円】
環境こだわり農業が滋賀県のスタンダードとなるように、県内をはじめ琵琶湖淀川流域の消費者等に環境こだわり農業の
理念や取組についての理解促進を図る。

○「みずかがみ」産地化スタートダッシュ事業【42.5百万円】
高温による品質低下が続く近江米の品質改善を図り、ブランド力を高めるため、農業技術振興センターが育成した温暖化
対応の新品種「みずかがみ」の作付を推進し、安定生産技術の普及と加速的な作付拡大および流通販売を促進する。

○「近江牛」ブランド力向上支援事業【7.5百万円】
「近江牛」の飼育情報、販売動向、肉質情報のデータを収集・解析することにより、新たな「近江牛」のセールスポイントを
発見し、ブランド力の向上を目指す。

詳細は75ページ
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○滋賀県まるごとブランド化計画【22.0百万円】
ブランディングデザイナーによる総合プロデュースのもと、既存の施策、イベントや活動などを巻き込み、多くの関係者が
連携しつつ強力に滋賀県のブランドを発信する手法を構築し、具体的な発信を展開する。

○観光ブランド「ビワイチ」推進事業【13.9百万円】
「ビワイチ」（びわ湖を一周）というフレーズを用いて、県内の周遊型観光を促進。本県の自然や歴史、文化財といっ
たキーワードによる体験型観光素材を発掘・創出

○「黒田官兵衛 戦国の舞台近江」誘客促進事業【6.0百万円】
大河ドラマ「軍師官兵衛」の放映を契機として、旅行会社やマスコミ等が集中する首都圏において、戦国の舞台となった
本県の積極的なＰＲを展開

○新生美術館整備事業【33.1百万円】
新生美術館基本計画に基づき、県立近代美術館を再整備するため、建設工事設計者の選定を行い、基本設計費に着手

○アール・ブリュットの魅力発信事業【6.1百万円】
作品の魅力を県内外に発信するため、県立施設での作品展示や、ガイドブックの作成等を実施

○近代美術館開館30周年記念事業【51.4百万円】
近代美術館開館30周年を迎え、年間を通じバラエティに富んだ企画展を開催することで、新たな美術ファンを開拓する
とともに、新生美術館への新たな展開につながるよう所蔵品の魅力を発信

○明日の美術館をつくろうプロジェクト事業【4.6百万円】

新生美術館の整備に当たり、県民等の理解や参画を促すための情報発信や、近代美術館開館30周年に合わせた見本
市（フェア）の開催等を実施

滋賀ならではの特性を活かしたツーリズムの推進
と滞在型観光の展開

奥深い歴史と文化にあふれた県です

813件(全国第４位)

◆重要文化財指定件数（国宝含）

1位 東京都 2,731件

2位 京都府 2,144件

3位 奈良県 1,311件

＜平成25年2月1日現在（文化庁）＞

詳細77ページ

課題

奥深い歴史、文化を持つ滋賀だが認知度は低い

豊富な観光資源や立地特性を活かしきれていない

詳細80ページ

詳細78ページ

詳細82ページ



○近江米の課題・・・温暖化に伴い、平成11年以降、品質低下が続く。

○農業技術振興センターで高温に強く良食味の新品種「みずかがみ」を開発

「みずかがみ」生産拡大事業

「みずかがみ」の採種ほ場

整備への支援

「みずかがみ」名称デザイン 流通
促進事業
消費者がすぐに「みずかがみ」を選べるよ
う、統一デザイン米袋での流通促進。

補助対象者：米穀卸売事業者等

補助率：1/３以内

「みずかがみ」魅力発信事業

「みずかがみ」のおいしさや魅力を消費者に

伝え、購入を促進する。

販売促進イベント等の開催

「みずかがみ」の早期生産拡大・流通促進による近江米ブランド力向上・稲作農家の経営安定

短期間での生産拡大を進めるための生産体
制整備。

補助対象者：ＪＡ等生産者団体

補助率：1/2以内

「みずかがみ」

流通消費推進検討会議

「みずかがみ」の流通・消費促進を

関係者が一体となって推進

消費拡大生産振興

関西圏でのテレビＣＭ

事業者と連携したキャンペーン

コアなファ
ン獲得

知名度
アップ

県内外での
販売促進

統一パッケー
ジで強く印象
づける

生産拡大 流通促進 消費拡大

H25

H26

H27

750t 5,000t 10,000t

加速的な生産

流通販売促進

150ha 1,000ha 2,000ha

【3,600千円】

生産誘導のための

ほ場看板の設置

生産組織の設置･運営

基準ほ設置、研修会の開催

栽培状況･品質状況

･栽培履歴のチェック

拡
大
推
進
員

支
援
員

の
設
置

「みずかがみ」種子緊急確保事業

短期間での生産拡大に対応する優良種子の確
保。

実施主体：採種ほ設置JA

補助率：定額

【1,000千円】

【5,000千円】

【７４３千円】

【32,200千円】

「みずかがみ」産地化スタートダッシュ事業
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観光ブランド「ビワイチ」
推進事業【13,900千円】

ユニバーサルツーリズム
の推進等

「黒田官兵衛・戦国の舞台
近江」誘客推進事業

【6,000千円】

☆滋賀県の有する多彩な魅力
○風光明媚な自然、美しい景観
○「近江」の奥深い歴史文化に
育まれた多くの文化財
○地域に根ざした祭り、
伝統芸能、生活文化

☆滋賀県の強み
○豊富な観光資源
○恵まれた交通アクセス
○大学の立地

○基本方針○
「観光交流」を通じて、
活力ある地域社会の
実現を目指す

「滋賀県『観光交流』振興指針」に基づく取組の推進

☆琵琶湖・滋賀をキーワードとした
ブランドの創造と発信

☆ターゲットを意識した継続的な
情報発信強化

☆来訪者を温かく迎える人材の育成
☆「観光交流」推進に向けた基盤の整備

訪れてよし、迎えてよし、地域よしの「観光・三方よし」の推進

☆滋賀の特色を際だたせる誘客
活動の推進

☆学生や地域住民等による
「観光交流」推進
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観光ブランド「ビワイチ」の推進

①ぐるっと回る（周遊）

②体験や体感できる（体験）

③何かいいもの（特別・限定）

「ビワイチ」の旅は、３つの要素を備えた
滋賀を周遊するツアー（旅行商品）

基本コンセプト 「湖国の宝に出会う旅」

認定

滋賀ならではの特性を活かした
様々なビワイチツアー

びわ湖一周
ｳｫｰｸﾂｱｰ

四島めぐり
ﾂｱｰ

びわ湖一周
ｻｲｸﾙﾂｱｰ

滋賀の食
めぐりﾂｱｰ

【ビワイチツアー例】

桜名所
ﾂｱｰ

旅行業者

＜事業スキーム＞

申請 認定(補助)

びわこビジターズビューロー

県 市町・市町観光協会

委託･協力

連携

連携

観
光
事
業
者

連
携

文化財 自然グルメ 自転車
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「ビワイチブランド」の構築



「黒田官兵衛・戦国の舞台近江」誘客促進事業

首都圏で

全国各地で

旅行代理店プロモーション

首都圏の旅行代理店で滋賀県の
観光情報発信を実施

・PRポスター制作・掲出
・グッズのディスプレイ
・パンフレットの製作・配布

観光ＰＲの推進

黒田官兵衛を中心に「戦国」をテーマとした
発信を実施

・全国主要都市でのプロモーション活動
・観光展（「ツーリズムエキスポジャパン」等）への
出展

全
国
各
地
で
戦
国
の
舞
台
「
近
江
」
の
認
知
度
向
上

滋賀県で

「戦国」をテーマとした
イベント等の開催

黒田官兵衛をはじめ、「戦国の舞台
近江」の観光資源を活かした事業
展開を支援

・イベントの開催
・関係パンフレットの製作・配布
・観光地ルート設定
・アクセス整備
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平成26年度「美の滋賀」づくりの推進

３ 滋賀の「美」の魅力を県民自らが
伝える舞台をつくる

３－６ 近江の神と仏の「美」発信展覧会開催事業

３－７ 近江の仏教美術等魅力発信・再生支援事業

３－１ 滋賀のアート発見事業

３－２ アール・ブリュットの魅力発信事業

３－３ 「学校にアートがやってきた」推進モデル事業

３－５ 「千年の美つたえびと」づくり事業

３－８ 「受け継がれゆくいにしえの美」琵琶湖文化館所蔵品再生展示事業

３－４ 滋賀県文化財保存基金積立事業
[10年後のめざす姿]

県民発の様々な「美」の発信が
県内各地で展開され魅力ある旅先
として滋賀県が注目されている

新

１ 「美の滋賀」の土壌をつくり、活動を
活発化させる

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 障害者芸術・文化活動推進事業

１－３ アール・ブリュット振興事業
[10年後のめざす姿]

「美」を核に人や地域が交流する
取組が県内各地で定着し、全国か
ら注目されている

２－４ 開館３０周年記念事業
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

２－１ 新生美術館整備事業

２－２ 明日の美術館をつくろうプロジェクト事業

２－３ 美術作品購入事業

２－５ 近代美術館から滋賀の「美」発信事業

２－６ 新生美術館への琵琶湖文化館機能移転準備事業

２－７ びわこ文化公園都市連携促進事業

[10年後のめざす姿]

魅力的な美術館としての評価が
定まっている

新

新

新

19事業 285,378千円

新
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新生美術館づくり

収蔵・展示の分野拡大

近代日本画

現代美術

郷土ゆかりの美術

神と仏の美

アール・ブリュット、若手等

＋

【新たに収蔵・展示】

企画展示の充実
幅広い芸術表現に対応した新たな展示室を設け、国内外の様々な美の潮流を紹
介

創作・交流・アメニティ機能の充実
カフェ、ショップの充実、キッズ・ルーム、創作室、情報・交流室の新設

自然の美も楽しめる
公園整備による屋外での作品展示・イベント、琵琶湖・比叡山の眺望

県域に展開
地域との連携による出張展示、イベント開催、研究、支援等の活動

県民ギャラリー拡大

新生美術館の新たな魅力

Ｈ26年度
　(2014）

Ｈ27年度
　(2015）

Ｈ28年度
　(2016）

　　　　Ｈ30～31年度ごろ
　　　　　(2018～2019）

情報発信と、県民・団体の参画

美術館改修・増築と公園改修の
基本設計・実施設計

新館増築工事

既存館改修工事

琵琶湖文化館機能・収蔵品の移転準備と実施

びわこ文化公園都市エリア全体の連携や活性化に向けた取組

近代美術館機能の充実・強化

新生美術館の開館に向け、検討・準備を行うための体制を整備

作品収集・恒久展示作品制作

休 館

「美の滋賀」づくりの取り組み（県内各地の美の資源を生かした地域や団体等の活動の促進）

公園改修工事

新
生
美
術
館
全
面
オ
ー
プ
ン

2021ワールドマスターズゲームズ関西大会
2024第79回国民体育大会滋賀大会

2020東京オリンピック・パラリンピック

文化もスポーツも振興していきます!!
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1 新生美術館整備事業（33,183千円）
①建築工事設計者選定
既存の近代美術館施設の改修、新館増築、公園改修工事の設計を一括して行う設計者をプロポーザルにより選定する

②設計業務の委託（基本設計・実施設計）
設計者に委託し、設計に着手する（平成26年度の予算計上は無し。28年度までの債務負担額1億8千万円）

③施設整備関連調査の実施
新館整備予定地の現状を把握するため、地盤や地形等の調査を行う

④顧問の設置
美術館の整備や運営について専門的な立場から助言を得る

2 明日の美術館をつくろうプロジェクト事業（4,659千円）
①新生美術館情報発信事業
計画の内容を広く伝え、理解や参画を促進する

②新生美術館見本市（フェア）の開催
近代美術館の30周年記念事業とあわせ、「美の滋賀」の魅力を五感で楽しめる見本市を県内団体等との協働により開催する

③新生美術館連携推進懇話会の開催
新生美術館の整備に対する幅広い分野の団体との協力・連携や参画を促進するための会議を開催する

3 美術作品購入事業
4 開館30周年記念事業
5 近代美術館から滋賀の「美」発信事業

平成26(2014)年度の取組
新生美術館の整備（「美の滋賀」発信推進室）

近代美術館の機能を充実・強化する取組(近代美術館)(64,213千円)

6 新生美術館への琵琶湖文化館機能移転準備事業（文化財保護課）（9,049千円）
7 びわこ文化公園都市連携促進事業（企画調整課）（1,790千円）

関連する取組

美術館整備と公園
改修の基本設計に
着手

県民・団体の理解と参画を広
げるための情報発信と見本市
（フェア）の開催



近代美術館「開館30周年記念事業」

開館30周年特別展の開催

○滋賀県が生んだ日本画の巨匠、小倉遊亀生誕120年と、

その師である安田靫彦生誕130年にあわせ、開館30周

年特別展として「遊亀と靫彦」展を開催する。

二人をつないだ恩師のコレクションも交え、幅広く作品

を収集し近年にない規模の展覧会を展開する。

賑わいのある美術館づくり

○世代を超えて楽しめる「手塚治虫展」を開催する。

○年間を通して多彩なイベントを開催することで展覧会へ

の誘客を図り、30周年を盛り上げる。

・室内楽演奏会 ・講演会 ・ワークショップ ・映画会 等

○公園内の美術館までの導線上にフラッグを掲出し高揚感

を演出する。

一層賑わいのある魅力的な美術館へ

新たな美術ファンの獲得

○開館30周年を記念して記念行事を開催するほか、展覧

会の１日無料開放を行う。

○年間を通じた観覧料割引券を発行し誘客を促すととも

に、来館者導入効果を図る。

所蔵品の魅力発信

○冬期期間を開館し、収集の精華を展示する展覧会を開催

するとともに、思い出を広く募集し関連した展示を試み

る。

○館の重要な作家「志村ふくみ」氏の所蔵品を紹介する

図録（名品選）を作製する。

近代美術館開館30周年を迎え、年間を通じバラエティに富んだ企
画展を開催することで、新たな美術ファンを開拓するとともに、新
生美術館への期待感につながるよう所蔵品の魅力を発信し、多くの
人々が集う魅力的な美術館づくりを目指す。
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83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

・危機管理センターの整備

・危機事案対応能力の向上

・原子力防災対策の強化

・地域防災力の強化

・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



84主な施策

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【3,239.5百万円】

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、危機管理の拠

点となる危機管理センターの建築工事および防災行政無線、防災情報システムの整備を行う。

○『緊急輸送道路・避難路の通行を確保するために』通行障害建築物の耐震化促進事業【9.5百万円】

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の改正に基づき、地震被災時に通行確保が必要な道路について、その沿道の

建築物の耐震診断の義務付けに向けて、対象となる建築物を確定するために必要な調査を行う。

○原子力防災対策強化事業【98.8百万円】

原子力災害に対する県民の安全・安心を確保するため、専門家の助言を得ながら、リスクコミュニケーションの推進、実動

訓練の継続的実施、環境放射線モニタリングの多重化など、防護体制の整備・充実と実動力の向上を図る。

○放射性物質拡散シミュレーションによる地域防災計画改定支援事業【6.9百万円】

シミュレーションモデルを用いて原子力発電所事故発生時の放射性物質の動向を詳細に予測し、モニタリングのあり方の

検討やモニタリング計画の改定に寄与する。

○原子力災害医療体制整備事業【1.0百万円】

地域防災計画（原子力対策編）の緊急被ばく医療計画に基づき、緊急被ばく医療体制の検討や被ばく医療に従事する人

材の育成を行う。

○県民の暮らし安全・安心情報提供事業【20.0百万円】

毎日朝の通勤・通学前の時間帯に県民の暮らしの安全・安心につながる情報番組を放送する。

○在住外国人のための命と暮らしを守る情報発信事業【14.1百万円】

ポルトガル語で「命と暮らしを守る情報番組」を放送するとともに、番組を英語に翻訳しYouTubeにアップして24時間視聴で

きるようにする。

○警察救助部隊の高度化事業【1.5百万円】

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

詳細86ページ

詳細89ページ



85
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

○新たな交通事故防止事業【0.7百万円】
事故総量の大幅な減少を目指し新たな交通安全施策の検討を行う。

○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【4.4百万円】
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

○サイバーボランティア活動支援事業【0.9百万円】
サイバー空間の浄化等を目的としたサイバーボランティアによる多岐の活動を積極的に支援し、社会全体でサイバー空
間の脅威に立ち向かう気運を醸成するとともに、インターネット利用者等の規範意識向上を図る。

○少年の立ち直り支援（社会参加型）事業【1.1百万円】
少年の健全育成に資する活動を地域ぐるみで活性化し、非行少年を生まない社会づくりを推進するとともに、少年の規範

意識の向上と立ち直り支援を目的とした農業体験活動、環境浄化活動等の社会参加型の活動を推進

刑法犯認知件数は、平成24年から
２年連続増加

死者数は平成22年から２年連続増加して
いたが、平成24年からは２年連続減少
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＊平成25年は暫定値＊死者とは、交通事故の発生から24時間以内に死亡した人をいう。

詳細91ページ



危機管理センター整備事業

背景

自然災害

阪神淡路大震災

東日本大震災

県内各地の豪雨災害

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

大規模テロ等

テロ事件

ミサイル等武力攻撃事案

様々な危機事案発生の可能性

琵琶湖西岸断層帯等による地震

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、新型インフルエンザやテロ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

防災情報収集機能

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、防災
情報収集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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危機管理センターの施設概要

○建物規模は地上５階、延べ床面積約5,460㎡。

○建物は防災拠点に求められる耐震安全性能（免震構造）を確保する。

○災害対策本部機能の中枢を担う災害対策室等は低層階（１～３階）に配置する。

○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、倉庫

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

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5,460㎡

※2 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

※1 災害対応は主に１～３階で行う。

◇危機管理センター本体
建築工事

◇防災行政無線
機器製作・設置工事

◇防災情報システム
ソフト開発・設置工事

平成26年度事業
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平成２３年度
（当初予算政策的経費　なし）

平成２４年度
（同左　６百万円）

平成２５年度
（同左　２２百万円）

当初政策的経費＋補正予算額　470百万円 １３６百万円 ７０百万円

原子力防災強化への取り組み(予算額ベース)

地域防災計画（原子力災害対策編）の見直し

５月補正 １１百万円

放射性物質拡散シミュレーションの実施
(地域防災計画見直し事業の一部として実施)

原子力専門職員の配置
９月補正 ５百万円

原子力防災訓練の実施

原子力防災専門委員会の設置

モニタリングポスト整備
H24.２月補正（繰越） ４０７百万円

SPEEDI整備 11月補正 １３百万円

原子力防災活動資機材整備(放射線測定器等)

９月補正 ３３百万円

原子力防災ネットワーク整備（TV会議ｼｽﾃﾑ等）

９月補正(一部繰越) ３１百万円

原子力防災訓練の実施

リスクコミュニケーションの推進原子力防災シンポジウムの開催

地域防災計画の見直し

原子力防災専門委員会の開催

モニタリング車の配備
５月補正 ４１百万円

環境放射線モニタリングの運用・管理

原子力専門研修への職員の派遣

防護体制（設備）の維持管理
（その他の経費 ９１百万円）

原子力防災訓練の実施

原子力防災活動資機材整備
５月補正 ６百万円

地域防災計画の見直し

モニタリングポスト非常用電源設備整備
９月補正 ４８百万円

「原子力安全協定」の締結・運用

原子力安全対策連絡協議会(県・市町で構成)の
設置・運営

放射線測定器整備(放射線見える化)
H25.２月補正(繰越) １３百万円

避難時間推計
H25.２月補正(繰越) ４０百万円

・・・ 当初予算対応分 ・・・ 補正予算対応分

１ 地域防災計画(原子力災害対策編)

２ リスクコミュニケーションの推進

３ 原子力防災対策の実践力の向上

４ 原子力関係機関の情報共有

５ 環境放射線モニタリングの強化

交 渉 ・ 協 議
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原子力防災対策強化事業

万が一の緊急時にとるべき行動などについて、専門家の助言を得ながら、県民の皆さんの理解を深め
るためのリスクコミュニケーションを進めるとともに、実動訓練の継続的実施や環境放射線モニタリン
グの多重化など、防護体制の整備・充実と実践力の向上を図っていく。

事 業 概 要

１ 地域防災計画推進のための検討

２ リスクコミュニケーションの推進

３ 原子力防災対策の実践力の向上

４ 原子力関係機関の情報共有

５ 環境放射線モニタリングの強化

・原子力防災専門家会議の開催(専門的見地からの
意見や助言を踏まえた原子力防災対策・体制の検
討)

・放射線測定等を行う講習会の開催
・啓発教材の作成
・県ホームページの更新

・緊急時モニタリング訓練
・広域避難訓練
・スクリーニング訓練

・原子力安全対策連絡協議会の開催(原子力事業者、
市町、県との顔の見える関係づくり)

・可搬型モニタリングポストの導入
・モニタリング情報共有システムの構築
・大気・水・農水畜産物中の放射能測定

原子力災害への不安の払拭と県民の安全・安心の確保
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少年健全育成支援推進チームの設置

大学生ボランティア
※少年と年齢が近く少年
の気持ちと言葉を理解。
H25 委嘱者数60人

少年の立ち直り（社会参加型）支援事業

◆少年に手を差し伸べる立ち直り支援
少年サポートセンターを核とした継続補導
・少年補導職員等によるカウンセリング
・学習支援 ・体験活動

◆少年を見守る社会気運を醸成
・地域への積極的な情報発信

大津少年サポートセンター

米原少年サポートセンター

少年サポートセンター

県内統一行事『琵琶湖一周あいさつ運動』 （7月、11月） ※メッセージの発信

【非行の背景】
規範意識の低下要因

◆家庭や地域社会
の教育機能の低下

◆少年自身のコミュ
ニケーション能力の
不足

◆孤立し、疎外感、
居場所を見出せない

滋賀県の刑法犯認知件数増加
15,448件 （H25.12末）

(前年比+309件）

刑法犯検挙少年

858人 （H25.12末）

（前年比+86人）

粗暴犯の増加
141人（+21人）

触法少年の増加
271人（+58人）

再犯率の上昇
犯罪少年30.3%
触法少年19.9%

少年非行の現状

対策の現状

少年健全育成応援員
※豊富な人生経験で少
年や保護者に適切なアド
バイス。
各警察署少年補導員会
会長等を指定。
県内少年補導員約1,000
人。

少年補導職員
※児童心理学等の
知識を有する警察職員

少年相談専門員
※臨床心理士

【農業体験活動】～期待効果～
一般に農業には、命を育むこと、食べ物がで
きるまでの苦労、物事を継続してやり遂げる
価値に対する理解など教育的側面があり、
協調性・自己達成感等の醸成を図る。

【環境浄化活動】～期待効果～
地域・通学路の美化清掃を通じて、規範意
識を高めるとともに、社会奉仕による自己有
用感の醸成を図る。

【啓発体験活動】～期待効果～
少年自らに非行防止を考える機会を与える
とともに、防犯防災の重要性を認識させるこ
とにより社会の成り立ちを学び、規範意識の
向上を図る。

【地域文化・スポーツ体験活動】
～期待効果～
地域文化行事等の体験、スポーツ活動への
参加を通じて少年を取り巻く地域社会・参加
者との絆を強化する。

非行少年を生まない社会づくり

地域に根付く
社会気運の醸成が

必要

支援態勢
の強化

【課題】
※非行から離脱した少年のよりどころとなる場の提供
※少年の社会性を高めるために地域に密着した活動への参加促進
※少年及び保護者が参加しやすい支援活動の拡充

社会性を高める
立ち直り支援が

必要
従来のカウンセリング支援に加えて、
「社会参加型体験活動」による一層の立ち直り支援の推進
○協調性・コミュニケーション能力の向上
○自己肯定感、達成感の獲得 ○親子関係の改善
○勤労の喜びの体験 ○地域社会、参加者との絆づくり

支援効果の向上

体験活動

立ち直り支援の拡充・社会気運の醸成
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警察署の新築整備計画(平成26年度)

滋賀県警察施設の整備計画

○ 耐震性に問題がある上、老朽・狭隘化の著しい警察署

（近江八幡警察署）

昭和46年建築

（甲賀警察署）

昭和44年建築

新築整備

耐震化
の効果

震度6まで
しか耐えられな
い

概ね震度７程度の地震
でも倒壊しない

平成25年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

○ 耐震性に問題がある交番・駐在所 35箇所

交番・駐在の現状と整備計画

警察署の耐震化計画

平成26年度は東近江警察署を耐震化

新築整備

※近江八幡・甲賀・草津の３署については新築整備

･････ ７箇所整備済み

時期 耐震化率 耐震化警察署

平成２４年度末 41.7% （未実施7箇所）

平成２５年度末 66.7% 木之本、高島、大津北

平成２６年度末 75.0% 東近江

平成２７年度末 83.3% 近江八幡

平成２９年度末 91.7% 甲賀

平成３２年度(予定) 100% 草津
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１ 学校施設の耐震化
（１） 児童生徒等の安全確保

学校施設は、多くの児童生徒等が一日の大半を過ごす学習、生活の場で

あり、安全で安心な環境を確保することが必要不可欠。地震発生時におい
ては、児童生徒等の人命を守ることが何よりも重要。

（２） 非常災害発生時の地域住民の応急的な避難場所
学校施設は、地域住民にとって身近な公共施設であり、地震等の災害発

生時には地域住民の応急的な避難場所としての役割も果たす。

２ 学校施設の耐震化に係る基本的な考え方
（１） Ｉｓ値0.7未満の学校施設を有する学校の耐震化を計画的に推進

「滋賀県地震防災プログラム」に基づき平成２９年度末までに耐震化
を完了することを目指して、計画的に県立学校施設の耐震化を図る。

平成26年度県立学校耐震対策費
前年度から継続して工事を実施する９校に加え、７校で新たに工事着手、２校で設計着手。
◎工事継続 ９校 彦根東（H23-26）、米原（H23-26）、守山（H24-26）、東大津（H24-26）、石山（H25-27）、長浜農業（H25-26）、日野（H25-26)、愛知(H25-26）、水口（H25-26)

◎工事着手 ７校 彦根翔陽（H26-27）、能登川（H26-28）、彦根工業（H26-28）、湖南農業（H26-28）、栗東（H26-27）、八日市南（H26-27）、信楽（H26-27）
◎設計着手 ２校 長浜、長浜北星

⇒ この結果、対象とする残りすべての県立学校で耐震工事（設計含む）に着手。（H26は過去最高の１６校で工事を実施）

◎県立学校の決算額および耐震率
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県立学校耐震対策

耐震化の状況（平成２６年度見込み）

うち耐震 工　事 耐震化 耐震化 耐震化 耐震化

学校数 対 象 校 実施済 工事継続 工事着手 設計着手 未着手

高等学校

(中学校含む) 49 38 20 9 7 2 0

特別支援学校 12 8 8 0 0 0

合計 61 46 28 9 7 2 0

（単位：校数）

＊高等養護学校および養護学校分教室については、高等学校でカウント
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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～

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
調整池、森林土壌、水田、ため池
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

ながす
河道内で洪水を安全に流下さ
せる対策（これまでの対策）
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■ ハード・ソフト両面の“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（宅地嵩上げ、避難場所）

■ 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【2,376百万円】

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

○流域治水推進事業【8.6百万円】

安全な住まい方の確実な誘導に向け、浸水の危険性
の高い区域の指定を行うとともに、水害意識の向上を
図るため、水害情報の収集や出前講座等の意識啓発
の取り組みを実施する。

適正な河川管理と市町との協働による流域治水

■ 滋賀県流域治水の推進に関する条例（平成26年度の施行を目指します。）

流域治水基本方
針策定(H23年度)

地先の安全度の
公表(H24年度)

条例制定
(H25年度)

条例施行
(H26年度)

河川整備
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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

ﾌﾟﾗｽ水防法 流域治水推進条例 土砂災害防止法

◆「地先の安全度」の公表
◆水害情報収集・発信「水害の記録と記憶」

◆浸水想定区域の
指定・公表

◆土砂災害警戒区域等の指定・公表

情報を活用した
的確な避難行動

◆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

滋賀県
土木防災情報
システム

◆気象注意報（特別警報など）
◆洪水予報
◆水防警報
◆避難判断水位到達情報

ﾌﾟﾗｽ

水害 土砂災害

◆水害に強い地域づくり計画の策定
避難対策や安全な住まい方の検討など、地域の実情に即し
たリスク軽減対策の検討・計画策定

◆浸水危険区域指定事業
浸水の危険性の高い区域の指定

◆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）

Step３

いざという
時のために
備えよう

地域のリス
クを知ろう

Step１

Step２

◆水害・土砂災害に強い地域づくり協議会（住民・市町・国・県）
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97

（施策事例）日野川広域河川改修事業

（河道を掘削し、流下断面の拡大を図ります。）

治水対策の充実

洪水被害を軽減するため、川幅を拡げ、川底を掘り下げます。

（施策事例）安曇川単独河川改良事業

（河道を掘削し、流下断面の拡大を図ります。堤防強化を進めます。）

全体計画（河口から合同井堰） L=１２．６ｋｍ

優先して整備する区間 Ｌ=約６．０ｋｍ

高水護岸工

掘削工

改修のイメージ高水護岸工 高水護岸整備状況写真
（堤防強化対策（遮水護岸）

高水護岸整備状況写真
（堤防強化対策（遮水護岸）

改修後の状況写真改修後の状況写真

光善寺川合流点

（１）河川改修（日野川、芹川、大戸川、安曇川等）



洪水被害を軽減するため、適切な維持管理を進めます。

（２）河川維持管理の充実

浚渫、草木伐開、護岸補修を緊急性の高いところから順次実施し、本来の河川が持つ治水機能を

確保します。

■土砂堆積や竹木の繁茂が著しい箇所の浚渫、草木伐開、護岸補修

草木が繁茂し、川が見えない

対策イメージ図

護岸等補修 浚渫

緊急性の高いところから順次対応

草木伐開

■河川愛護活動事業

活動に対して費用を助成します。（高齢者の作業負担の軽減に配慮）

■地域活動支援事業

階段、斜路などを設置し、活動しやすくなるように支援します。

■河川管理パートナー

河川パトロールを通して県・市町・地域の連携強化を図ります。
階段工（姉川：長浜市）

ハンドガイド式

除草機械の導入

地域の皆さんとの協働により河川の維持管理を推進します。

（３）ふるさとの川づくり協働事業
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99基本構想策定後に顕在化してきた課題等への
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
基本構想策定後に顕在化してきた課題等への対応として新たな６つの展開を

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

女性の活躍推進

第79回（平成36年）国民体育大会開催準備



マザーレイク滋賀応援寄附を活用した事業
琵琶湖を愛する方や滋賀の歴史・文化に魅力を感じる方、そして、滋賀県を「ふるさと」と思う全国の滋賀
ファンの皆さまからの応援（寄附）を財源として、平成26年度は30,000千円の事業を実施します。

琵琶湖に関する事業

歴史的文化的資産に関する事業

○水草資源循環促進事業（4,000千円）
水草の農地での有効利用を目指した調査・研究を行うとともに、県民を対象とした普及啓発を行い、水草の
資源循環を進める。

○魚のゆりかご水田推進プロジェクト事業（3,000千円）
「魚のゆりかご水田」を含む「豊かな生きものを育む水田」の普及・啓発と活動組織間の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（4,700千円）
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に放流し、漁場の改善を図るととも
に、県民参加型の環境学習と放流体験事業を行う。

○「びわ湖の日」活動推進事業（1,000千円）
琵琶湖を健全な姿で次世代に引き継いでいくため、「びわ湖の日」の取組を充実し、「びわ湖の日」の持つ
意義や琵琶湖の価値を県内外に広めることで、環境保全に関する活動への参加意欲の増進を図る。

○外来生物防除対策事業（3,600千円）
琵琶湖に影響を及ぼす外来生物の拡大防止や根絶のため、県民やＮＰＯ法人等の多様な主体による外来
生物の監視と駆除活動を支援する。

○地域再発見！参加型移動博物館事業（3,800千円）
移動博物館展示キットを活用し、琵琶湖淀川流域の各地や隣接する三重・東海地域で、展示やワークショッ
プを実施することにより、琵琶湖博物館の魅力を伝える。

○「受け継がれゆく いにしえの美」琵琶湖文化館所蔵品再生展示事業（9,900千円）
マザーレイク滋賀応援基金を充当して、琵琶湖文化館が所蔵している文化財のうち、県に寄付された損傷
が著しい作品を修理再生し、県内の美術館等で一般に展示公開する。

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
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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。

■地震防災出前講座
■親子体験学習
■啓発資材｢ジンケンダー｣着ぐるみ等を活用した
ふれあい型啓発

■ユニバーサルデザイン出前講座
■「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

■住まいの地震対策出前講座
■県民向け各種講習会
■しが生涯学習（出前）スクエア
■文化財専門職員による滋賀の魅力発信
■がん診療セミナー、公開講座等の実施

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

１ 県民向け行政サービスの拡大 52事業 ４ 各種行政情報の提供 8事業

２ 県民等との協働・連携 27事業 ５ 行政資源の有効活用 5事業

３ 市町との連携・支援 6事業 ６ その他 5事業

合 計 103事業

■浄水場見学・講座・水道パネル展
■ひろげようみんなのあんまちネットワーク事業
■琵琶湖岸水草刈取清掃活動
■琵琶湖岸外来水草駆除作業
■働くあなたへ絵てがみ募集事業
■多面的活動モニタリングサポート事業
■土曜サロン
■商店街ルネサンス研究会の開催
■オープンセンター
■（仮称）琵琶湖環境研究推進機構の創設
■エコ交通推進啓発事業
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