平成２６年度 関西広域連合と県の取組
Ⅰ防

災

約57百万円
（滋賀県負担額）

資－総政１
企画調整課
内線3315

大規模災害等の危機対応における、住民の安全・安心の一層の充実を図る！

県では・・・

関西広域連合では・・・
関西全体の安全・安心を向上させ、大規模広域災害への対策
を推進する
○南海トラフ巨大地震を中心とした大規模広域災害を想定した広域対応の推進
○関西の広域防災拠点のネットワーク化・統一運用の検討
○経済団体等と連携した企業防災の支援
○関西広域応援訓練の実施
○防災担当職員等の災害対応能力の向上
事業費 21.1百万円 県負担 1.2百万円

Ⅱ 観光・文化振興 （観光）

県における災害等の予防・応急対策を進めるとともに、
自助・共助による地域防災の組織力の向上を図る
○県内の防災力強化
・地震防災等啓発事業
・滋賀県総合防災訓練（メディア連携訓練含む）
・市町防災力強化研修に関する事業
・事業継続計画策定支援事業
○救援物資の備蓄
・災害救助物資の保管等

9.4百万円
7.4百万円
0.5百万円
0.8百万円
7.0百万円

国内外の地域間競争に勝ち、来訪客増加へつなげる！

関西広域連合では・・・
関西の魅力を東アジアを中心に戦略的に発信し、KANSAI
ブランドの構築と観光誘客の増大を図る
○「関西観光・文化振興計画」の見直し
○KANSAI国際観光YEARの実施
○海外観光プロモーションの実施
○KANSAI観光大使の任命と活用
○魅力ある関西観光の発信
○山陰海岸ジオパーク活動の推進
○通訳案内士等の人材育成
○関西全域を対象とする観光統計調査
事業費 27.8百万円 県負担 2.0百万円

県では･･･
滋賀の自然や歴史・文化など、資源の価値、魅力を国内外
に発信するとともに、滞在客の誘客を進める
○滋賀の魅力発信、県内への観光客の誘客
・国際観光推進事業
・観光統計調査事業

24.2百万円
2.5百万円

Ⅱ 観光・文化振興（文化）

各地域の文化をつなげ、関西全体の魅力を高める！

関西広域連合では・・・

県では･･･

「文化首都・関西」の実現に向け、関西の文化・芸術の継承・
発展・創造に取り組む
○関西文化の振興と内外への魅力発信
○連携交流による関西文化の一層の向上
○情報発信・連携交流支援・人づくりを支える環境(プラットフォーム)づくり

滋賀の文化を発信するとともに、それに親しむ機会の
充実に取り組む
○滋賀県芸術文化祭開催事業
○次世代文化芸術体験推進事業

22.4百万円
16.9百万円

事業費 4.5百万円 県負担 0.3百万円

Ⅲ 産業振興

国際競争力の強い産業基盤を築き、｢モノづくり県｣滋賀の活性化へ！

関西広域連合では・・・
関西のもつ産業集積・インフラ、人材等のポテンシャルを
活かして、関西全体の活性化と国際競争力を強化する
○広域産業振興の取組に係る広報及び評価・検証
○アジアの経済拠点形成の促進
○関西イノベーション国際戦略総合特区効果の広域連合域内への波及促進
○プロモーションの実施（海外プロモーションの実施等）
○ビジネスマッチングの促進（対 大企業・海外企業等）
○公設試験研究機関の連携
○府県市が実施する新商品調達認定制度の広報連携
○地域資源の活用
○産学官による高度産業人材の確保・育成の推進

事業費 40.7百万円 県負担 2.2百万円

県では・・・
中小企業等のグローバル化対応への支援を通じ、滋賀の
産業を活性化
○プロモーション・マッチングの実施
・健康創生産業創出推進事業
6.0百万円
・びわ湖環境ビジネスメッセ開催事業
10.0百万円
・近江技術てんびん棒事業
0.9百万円
・農商工連携スタートアップ事業
1.0百万円
・中小企業技術支援情報ネットワーク推進事業
1.4百万円
○滋賀県新商品パイオニア認定制度によるベンチャー支援
・滋賀県新商品パイオニア認定制度
－
・パイオニア認定商品トライアル購入事業
1.0百万円

Ⅲ-２ 農林水産

広域的な取組による県産農林水産物の販路拡大を目指す！

関西広域連合では・・・

県では・・・

成長産業として位置付け、関西の産業分野の一翼を担う競争力
のある産業として育成・振興する
○「おいしい！KANSAI応援企業」の登録
○学校への特産農林水産物利用促進のための啓発
○直売所の交流促進
○食文化等の国内外への情報発信

滋賀の農畜水産物の魅力を発信し、地域ブランド力の
向上を図る
○「食べることで、びわ湖を守る。」推進事業
○おいしい「食」の情報発信総合事業

7.9百万円
5.0百万円

事業費 6.2百万円 県負担 0.5百万円

Ⅳ 救急医療

救急医療の安全・安心ネットワークを構築し、住民の安心につなげる！

関西広域連合では・・・
安心・安全の医療圏“関西”の実現に向け、関西の府県域を
越えた広域救急医療連携の充実・強化を推進する
○「関西広域救急医療連携計画」の推進
○広域救急医療体制の充実
○災害時における広域医療体制の整備・充実
○新たな連携課題に対応した広域医療体制の構築

事業費 871.2百万円 県負担 15.0百万円

県では・・・
関西広域連合ドクターヘリの利用により、県の救急医療
を充実
○ドクターヘリの利用充実のための取組
・ドクターヘリ運航事業
・ドクターヘリ基地病院整備事業
○緊急被ばく医療体制整備のための取組
・原子力災害医療体制整備事業
・医療救護活動緊急防災対策事業

4.1百万円
130.0百万円
1.0百万円
8.0百万円

Ⅴ 環境保全

これまでの取組の経験と蓄積を活かし、持続可能な社会を実現！

県では･･･

関西広域連合では・・・
「低炭素社会づくり」、「自然共生型社会づくり」、
「循環型社会づくり」および「環境人材育成」を中心に、
環境先進地域“関西”を目指す
○再生可能エネルギーの導入促進
○低炭素社会づくりの推進に向けた住民・事業者啓発事業
○関西スタイルのエコポイント事業
○電気自動車普及促進事業
○関西地域カワウ広域保護管理計画の推進
○ニホンジカ等の広域的な鳥獣対策の推進
滋賀県
○関西の残したい自然エリアの選定
担当
○３R等の統一取組の展開
○交流型環境学習の推進
○幼児期環境学習の推進
○環境まちづくり事例の発信・交流

再生可能エネルギーの導入や温室効果ガス削減の取組を
進めるとともに、カワウ・ニホンジカの鳥獣害対策や生物
多様性保全の取組を推進
○再生可能エネルギーの導入促進に関する事業
○温室効果ガス削減のための取組
・地球温暖化対策に関する事業
・電気自動車普及促進事業
○鳥獣保護管理の取組
・カワウ対策に関する事業
・ニホンジカ対策に関する事業
・希少野生生物保護・生物多様性に関する事業
○環境にやさしい買物推進事業
○体系的な環境学習推進支援事業

79.7百万円
9.7百万円
7.9百万円
25.4百万円
117.0百万円
8.1百万円
0.4百万円
1.7百万円

事業費 38.4百万円 県負担 2.2百万円

Ⅵ 資格試験・免許等

共通する事務を一元化し、効率化を図る！

関西広域連合では・・・

県では・・・

府県毎に実施していた各試験事務を集約し、効率的に実施
○調理師・製菓衛生師にかかる試験実施・免許交付等
○准看護師にかかる試験実施・免許交付等

事業費 108.0百万円 県負担 －

各試験事務（調理師、製菓衛生師、准看護師）を広域連合
へ移管
※ 県としての実施事業なし

Ⅶ

職員研修

広域的な視点と高い業務執行能力を持った職員を養成！

関西広域連合では・・・

県では・・・

関西共通の政策課題に関する研修や広域連合で集約すること
により効率化が期待できる取組を実施

独自の研修体系に基づき、県職員への研修を実施
○階層別研修の実施
○職場感覚を養成する体験型研修の実施
○職場支援研修の実施

○政策形成能力研修の実施
○団体連携型研修の実施
○ＷＥＢ型研修の試行実施

6.8百万円
0.6百万円
0.6百万円

事業費 4.3百万円 県負担 0.4百万円

企画調整

中長期的な視点から、新たな広域的な課題に対する企画調整を実施！

関西広域連合では・・・

県では・・・

関西における中長期的な視点からの広域政策の調査・検討等
を実施
○国出先機関対策
○広域インフラ検討
○新エネルギー対策
○特区推進(地域協議会事務局の運営)
○官民連携の強化推進

「住み心地日本一の滋賀」を目指した中長期的な視点から
の施策を実施
○国出先機関対策
・地域の自主性及び自立性を高める改革のための市町・県推進会議 － 円
○新エネルギー対策
・再生可能エネルギーの導入促進に関する事業
79.7百万円
○官民連携の強化推進
・産学官連携推進事業
0.3百万円

事業費 13.0百万円 県負担 0.9百万円

関西広域連合予算
（内訳）事業費：1,122百万円

企画調整費：13百万円

約1,476百万円
総務費：341百万円

資－総政１

地の利を活かした広域行政推進事業【予算額：4,589 千円】

企画調整課
内線 3315

近畿・中部・北陸の３圏域の結節点として発展してきた滋賀
・人・モノ・情報の大動脈が交差（新幹線、名神高速道路、新名神高速道路、国道１号線等の国土軸）
・日本一のものづくり県（第２次産業の割合が高い内陸工業県として発展）
・一人当たり県民所得は全国２位
・日本有数の人口増加県（圏域ごとに異なる人口増減）
・知的基盤の集積（大学や研究機関の集積、奥深い歴史に培われた文化的風土）
○近畿圏

○中部圏・北陸圏

【関西広域連合】
（近畿２府５県４政令市）

【日本まんなか共和国】
（滋賀、福井、岐阜、三重）

・大規模災害を想定した広域防災
・海外誘客プロモーション
・ドクターヘリの運航
・再生可能エネルギー導入促進

・観光地でご当地キャラと撮影ができるアプリ配信
・県境路上検査（不法投棄対策）の共同実施
・口蹄疫等防疫演習の相互参画
など
など

【近畿ブロック知事会】
（近畿２府８県）
・国への政策提言

など

【中部圏知事会】
（中部・北陸９県１市）
・国への政策提言
・災害時の相互応援体制の構築

北陸圏
日本まんなか
共和国
中部圏知事会

滋賀県

近畿圏

中部圏

関西広域連合

日本まんなか

近畿ブロック

共和国

知事会

中部圏知事会

など

＜関連予算＞
新たな高速鉄道を見据えた北びわこエリ
アの地域交通活性化検討事業 3,000 千円
中部広域観光推進協議会負担金
（昇龍道プロジェクト推進等）3,000 千円
鈴鹿生態系維持回復事業
10,000 千円
ニホンジカ防除対策モデル事業
（伊吹山等）
13,000 千円
国道 303 号(追分工区)等道路整備事業
1,655,392 千円
小谷城
道路整備事業
198,952 千円

滋賀を取り巻く広域的な社会情勢変化
○北陸新幹線やリニア中央新幹線など新たな国土軸の変化
○大震災を契機とした国土強靭化やエネルギー政策の動き
○東アジアの経済成長に伴う日本海側ゲートウェイへの注目
○県域を越えた鳥獣被害の拡大や自然生態系の危機

平成 26 年度の取組「環境の変化を活かし、滋賀の成長を促す中長期戦略の検討」
（検討プロジェクト例）

○新幹線駅を起点とした広域観光ルートの設定
○再生可能エネルギーの導入促進やエネルギーインフラの検討
○鉄道や港湾を活かした物流拠点の形成
○隣県との獣害対策と山の再生

成長機会の取り込み

中部圏・北陸圏の広域成長
滋賀県域の成長
県内各圏域の振興

資－総政２

滋賀県まるごとブランド化計画
「個別商品・サービス」
の向上戦略

地域イメージ向上戦略
滋賀・びわ湖
ブランド戦略
（H22.3 産学官
により策定）

企画調整課
内線3313

相乗効果

・・・しかし

このため！

県内外への効果的な発信戦略

現

状

○ 現状では低い滋賀のブランド力（地域ブランド戦略
サーベイ2013（日経リサーチ）では、全国39位）

滋賀県まるごとブランド化計画（Ｈ２６）
滋賀県まるごとブランド化事業
【重点化枠】 ２１，０００千円 ブランドネットワーク委託
① 「滋賀県ブランド」発信手法の構築
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、多くの関係者との連携を
コーディネートし、強力に滋賀県のブランドを発信する手法を構築
また、首都圏における「滋賀・びわ湖
ブランド」の効果的な発信手法を検討
② 総合プロデュースのもと次のツールで発信
ａ．ブランドポータルサイト運営
ｂ．滋賀・びわ湖ブランド展開催
ｃ．JAPANPROJECT2014の実施

自然・環境
ブランド

・滋賀・びわ湖ブランド展 H25.9.21～25日に開催
・イベント参加者 ３６，０００人

首都圏での「滋賀・びわ湖ブランド」の発信

関係者が一体となり、
インパクトのあるブランド
発信手法を構築！！

H25「湖の国・滋賀を学ぶ」

【重点化枠】 ８７２千円
※まるごとブランド化事業と連携して実施

①首都圏「滋賀ファン」づくり推進事業
・早稲田大学自治体連携講座の開催
・「滋賀の文化」をテーマに5回連続講座
・ふるさとサポーターの任命
・251名が受講
・H25年度第5回(H26.2.15)：講師知事

農畜水産
ブランド
物産
ブランド

美の滋賀
ブランド
伝統・文化
ブランド

際立つ滋賀の価値を見出し、継続的に打ち出すために
○ 情報の受け手が興味や関心を持つ「滋賀の価値」を明確化し、
関係者が共有
○ 膨大な情報が氾濫する中、効果的に受け手に届く情報発信戦略
を構築

資ー総政３

平成26年度「美の滋賀」づくりの推進
１－１

１ 「美の滋賀」の土壌をつくり、活動を
活発化させる
[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 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

新
新
新

[10年後のめざす姿]

新

魅力的な美術館としての評価が
定まっている
３ 滋賀の「美」の魅力を県民自らが
伝える舞台をつくる
[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

19事業

285,378千円

新

「美の 滋賀」発信推進室
文 化 振 興 課
障 害 福 祉 課
文 化 財 保 護 課

内 線 ３３ ３３
内 線 ４６ ３１
内 線 ３５ ４２
内 線 ４６ ７１

「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
１－３ アール・ブリュット振興事業
１－４ 障害者芸術・文化活動推進事業

総政
総政
健福

２－１
２－２
２－３
２－４
２－５
２－６
２－７

総政
総政
総政
総政
総政
教委
総政

３－１
３－２
３－３
３－４
３－５
３－６
３－７
３－８

新生美術館整備事業
明日の美術館をつくろうプロジェクト事業
美術作品購入事業
開館３０周年記念事業
近代美術館から滋賀の「美」発信事業
新生美術館への琵琶湖文化館機能移転準備事業

びわこ文化公園都市連携促進事業
滋賀のアート発見事業
アール・ブリュットの魅力発信事業
「学校にアートがやってきた」推進モデル事業
滋賀県文化財保存基金積立事業

「千年の美つたえびと」づくり事業
近江の神と仏の「美」発信展覧会開催事業
近江の仏教美術等魅力発信・再生支援事業
「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

「美の滋賀」推進プロジェクト事業
「美」を通じた地域づくりのモデル開発を委託

公募により企画案（県内に拠点を置く、ＮＰＯ、文化団体、企業、財団等からの提案）を選定
（１件あたり委託料500～1,500千円、1２件程度（うち新規３件程度）

これまでの枠を越え、
多くの人が参画

新たな交流やコミュニ
ティを生み出す

モデル
例

地域の魅力を再発見し、
新たな価値を付与

県内外の多くの人の
関心や注目を呼び込む

総政
総政
総政
教委
教委
教委
教委
1教委

総合政策部（「美の滋賀」発信推進室）
予算額
１６，８１２千円

「美の滋賀」地域づくりモデル事業

モデル
例

総政

参考：H25実績

９団体）

美と教育や福祉、観光、産
業など幅広い分野の連携

モデル
例

創造的な地域づくりに
つなげる

平成２５年度「美の滋賀」地域づくりモデル事業の模様

開発したモデルを広報・普及する媒体の開発（「美の滋賀」地域づくり促進事業）

総合政策部（企画調整課・「美の滋賀」発信推進室・文化振興課） 教育委員会（文化財保護課）

新生美術館づくり

予算額：112,894千円（関連事業含む）

新生美術館の新たな魅力
企画展示の充実

収蔵・展示の分野拡大
【新たに収蔵・展示】

近代日本画
現代美術
郷土ゆかりの美術

＋

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

神と仏の美

創作・交流・アメニティ機能の充実

アール・ブリュット、若手等

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

県民ギャラリー拡大
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
Ｈ27年度

Ｈ28年度

(2014）

(2015）

(2016）

Ｈ30～31年度ごろ
(2018～2019）

新生美術館全面オープン

想定スケジュール

Ｈ26年度

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
新館増築工事

美術館改修・増築と公園改修の
基本設計・実施設計

既存館改修工事

公園改修工事

近代美術館機能の充実・強化

休

館

作品収集・恒久展示作品制作
情報発信と、県民・団体の参画
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
琵琶湖文化館機能・収蔵品の移転準備と実施
「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）

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）
1 新生美術館整備事業（33,183千円）
①建築工事設計者選定

美術館整備と公園
改修の基本設計に
着手

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行為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）

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

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

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)
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

関連する取組
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）

資－総政 4
県民活動生活課

地域見守り活動促進事業

内線 3416

【予算額 2,642 千円】
県民活動生活課 安全なまちづくり担当

現状と課題

●現状：県内の犯罪認知件数が２年連続の増加
刑法犯認知件数は、Ｈ１４年のピーク時と比較して半減しているものの、Ｈ２５年中における県内の犯罪情勢は、犯罪
率が前年対比で約１０%の増加をした前年を更に上回り、２年連続増加した。特に、子どもや女性に対するわいせつ事案や、
高齢者などの社会的弱者に対する振り込め詐欺などの特殊詐欺が多発している状況にある。
●課題：地域における継続的な取組
特に犯罪多発・増加地域等において、社会的弱者への見守り活動等の地域の実情に応じた取組の推進が喫緊の課題とな
っている。その課題に対して重点的に特色のある取組を行う市町に対して支援を行う。
＜犯罪発生状況＞
認知件数(総数) H23：13,762 件→ H24：15,139 件→ H25：15,448 件（前年対比：＋309 件、２％増)
○声かけ事案 H24：86 件→ H25： 93 件

○強制わいせつ H24：102 件 → H25：120 件

○特殊詐欺 H24：85 件→ H25：133 件

平成２６年度

【地域安全安心なまちづくり促進モデル事業(新規)】1,250 千円
・地域の実情に応じた重点的・継続的な防犯活動の強化
・市町による地域安全安心なまちづくりモデル計画（市町が独自に
取り組む、特色ある活動等の計画）の策定、実施に係る経費に対
する補助率 1／2 とした助成（例えば、
「セーフコミュニティ」の
考え方に基づいた取組など）
（上限 250 千円×５件）
市町が独自に取り組む、特色ある
活動に対して重点的な支援

市町との連携による
犯罪抑止に向けた対応・取組の強化

【犯罪多発警報等発信事業(拡充)】1,392 千円
【犯罪多発警報等発令制度】

・県民へのタイムリーな情報発信の充実
（テレビ、ラジオ、CATV、しらしがメール）

・各主体が連携し、街頭や関係機関等での
啓発活動の取組強化
・重点的な取締り、警戒活動（警察）

知 事

協議

警察本部長

②犯罪多発警報発令

①犯罪多発注意報発令

③犯罪多発非常事態宣言

＜３段階の発令制度＞

【犯罪多発警報等発令制度】
特定の犯罪等が多発した際に、犯罪多発警報（知事名）等を発令し、県民に向けたタイムリーな情報発信を行い、
県民総ぐるみで防犯対策に取り組む。※平成 25 年度より「犯罪多発非常事態宣言」を追加し、３段階の発令制度
【地域安全安心なまちづくり
促進モデル事業】
地域の実情に応じた
重点的・継続的な
犯罪の抑止！

【犯罪多発警報等発信事業】
タイムリーな情報提供による
緊急的・即効性の高い
犯罪の抑止！

≪ 県 民 総 ぐ る み 運 動 ≫
ずっと暮らしたいと思える「住み心地日本一の滋賀」へ

資－総政５

近代美術館「開館30周年記念事業」

新

総合政策部（文化振興課）
予算額 51,467千円

文化振興課
内線4631

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、魅力的な美術館づくりを目指す。

所蔵品の魅力発信

開館30周年特別展の開催
ゆ き

ゆきひこ

○館蔵名品展の開催 （1/24～2/1予定）

○「遊亀と靫彦」展の開催 （10/11～11/24予定）

冬期開館を再開し、収集の精華を展示する展覧会を開催。

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年にあわせ開催。
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、
特別展として近年にない規模の展覧会を展開する。

○思い出募集
館や作品の思い出を広く募集し関連した展示を試みる。

賑わいのある美術館づくり

平成26年度展覧会予定

てづか おさむ

○「手塚治虫展」の開催 （7/12～8/31予定）
世代を超えて楽しめる展覧会

○年間を通してのイベントの実施
・室内楽演奏会 ・講演会 ・ワークショップ ・映画会

等

○フラッグ掲出による高揚感の演出
美術館までの公園内移動の気分を盛り上げる。

新たな美術ファンの獲得
○記念行事の開催 （8/23予定）
開館30周年を記念して記念行事を開催するとともに、展覧会の
１日無料開放を行う。

○観覧料割引券の発行

H

月
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3

ささやまただやす

企画展の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。

一層賑わいのある魅力的な美術館へ

笹山忠保展（現代陶芸）
てづか おさむ

記念行事
手塚治虫展
館蔵品展（版画）
ゆ き

ゆきひこ

遊亀と靫彦展
館蔵品展（名宝）
シェイクスピア展

所蔵作品を県内
３ヵ所で展示・解説

滋賀の「美」
発信

ｱｰﾙ･ﾌﾞﾘｭｯﾄ
ｷﾞｬﾗﾘｰ展

滋賀の活性化に向けた女性の活躍推進
カ

ラ ッ

資－総政６
男女共同参画課
内線３０７０

ト

～ＣＡＲＡＴ滋賀･女性･元気プロジェクト（男女共同参画推進本部）～

なぜ、今、「女性の活躍推進」が求められているのか
①生産年齢人口の減少

②女性の労働力の低さと大きな潜在力

●少子高齢化の進展等の人口構造の変化が進む中、
滋賀県の生産年齢人口は2010年から30年間で２割
減少すると予想。経済力の低下、社会保障の担い手
の不足などが懸念。

滋賀県の人口推移と将来推計
1,411

滋賀県の人口

●女性は、仕事と子育ての両立が困難な状況にあり、
労働力率が30歳代を谷とする、M字カーブを描く。
●一方、多くの女性が就業を希望しており、日本全体
で女性の就業希望者は342万人にのぼる。

人口
ピーク

（千人）

1,600

女性の活躍推進の意義

1,309

1,400

２割減

女 性

生産年齢人口（15～64歳）
女性の就業希望者

400
200

289

６５歳以上

・労働力の増加
・消費の拡大
・生活の充実

・社会全体の多様性の向上
・経済の活性化
・新たな価値の創造

■様々なリスクの低減

728

800
600

1.5
倍

898

・女性が希望する働き方や生き方を選択できる
・女性が働きやすい環境を整備することで、
男性も子育てや地域活動と仕事のバランスを
とりながら働くことができる

■地域社会の活性化

男 性

1,200
1,000

■男女の希望の実現

429

・経済的なリスクへの対応
・生活基盤の安定

0
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

③経済社会に与える効果

④女性の活躍推進による滋賀の活性化

●女性の潜在的な労働人口342万人の力が発揮され
れば、日本全体で約7兆円、GDP比で約1.5%の
新たな付加価値が創造。（内閣府試算）
●働く女性の増加や、女性が能力を発揮しやすい
環境を整備することによる男女の働き方や生活の
変化が、新たな内需を創造。

女性の潜在的労働人口342万人
↓
７兆円、GDP比1.5％の付加価値
（内閣府試算）

全 国

滋賀県

●滋賀県は、管理的職業に従事する者に占める女性の
割合は11.7%で全国43位、女性の労働力率のＭ字
カーブの深さ順位は、全国39位。
●多くの女性の能力が埋もれているということは、
女性の潜在的な力を活かすことができる可能性が大。
積極的に女性の活躍推進を図ることで、滋賀の地域・
経済の活性化につなげていく。

女性の活躍推進の効果

カ ラ ッ ト

CARAT滋賀･女性･元気プロジェクトの方向性
～女性が活躍できる仕組みづくり・風土づくり～
男女共同参画推進本部

働く場への参画拡大
に向けた支援

CARAT(ｶﾗｯﾄ)滋賀･女性･元気プロジェクトとは
●「CARAT(ｶﾗｯﾄ)滋賀･女性･元気プロジェクト」は、
滋賀の地域・経済の活性化に向け、働く場への参画
や起業、管理職の増加に向けた支援を中心に、女性
の活躍推進を部局横断で重点的に取り組むものです。
●「CARAT (ｶﾗｯﾄ)」は宝石の重さを表し、女性の元気
が滋賀の元気につながり、女性も滋賀も宝石のよう
に輝くという意味を込めています。

女性が継続して就労できるために
★ワーク・ライフ・バランスを進めます！
★キャリア形成に向けた支援を進めます！
★仕事と子育ての両立への支援を進めます！

女性が再チャレンジできるために

★再チャレンジへの総合的支援を進めます！

意思決定過程への
参画拡大に向けた支援

企業において女性の管理職が増えるために
★キャリア・アップへの支援を進めます！
★女性の活躍に向けた企業の取組を促進します！

様々な分野で活躍する女性リーダー等が増えるために
★女性リーダー等の交流を進めます！

様々な場面での能力発揮
に向けた支援

女性が起業できるために
★起業を多面的にサポートします！

女性が能力を発揮できるために
★女性の多様な活躍を支援します！

県庁における取組

～隗より始めよ～県庁において女性の活躍推進に取り組みます！

カ ラ ッ ト
カ ラ ッ ト

CARAT滋賀･女性･元気プロジェクト

平成26年度の展開

ワーク・ライフ・バランスの推進

女性活躍に向けた企業の取組促進

キャリア・アップへの支援

・中小企業ワーク・ライフ・バランス対応経営推進事業
【労働雇用政策課：2,699千円】
・男性の育児休業取得奨励金支給事業
【子ども・青少年局：3,000千円】

[新]・企業の女性活躍状況の見える化研究事業
【労働雇用政策課：360千円】
・男女雇用機会均等推進事業
【労働雇用政策課：330千円】

[新]・在宅医療福祉を担う看護職員養成事業
【医療福祉推進課・医務薬務課：15,250千円】
[新]・女性のキャリアアップ支援事業
【労働雇用政策課：610千円】

仕事と子育ての両立支援
[新]・放課後児童指導員等資質向上事業
【子ども・青少年局：
880千円】
・子育て支援環境緊急整備事業費補助金
【子ども・青少年局：1,830,222千円】
・保育士確保対策事業
【子ども・青少年局： 309,266千円】
・３歳児保育特別配置事業
【子ども・青少年局： 30,000千円】
・家庭的保育推進事業
【子ども・青少年局：
1,443千円】

キャリア・アップ
継続就労
結婚・出産・子育て

起業

就職

女性リーダー等の交流推進
・滋賀の女性経営者フォーラム開催事業
【中小企業支援課：1,000千円】
・女性医師ネットワーク運営事業
【医務薬務課：1,500千円】

進路選択
起業への多面的なサポート
[新]・中小企業振興資金貸付金
「開業資金(女性創業枠)」の創設
【中小企業支援課：34,286千円】
[新]・農村女性活躍支援事業
【農業経営課：3,900千円】
[新]・女性のＮＰＯ活動等応援事業
【県民活動生活課：3,200千円】

キャリア形成支援
[新]・県立高等学校キャリア形成支援事業
【学校教育課：3,700千円】
[新]・仕事も生活も充実！未来のわたし体験発信事業
【男女共同参画課：2,300千円】
・おうみしごと体験事業
【労働雇用政策課：3,000千円】

再チャレンジへの総合的支援

離 職

・滋賀マザーズジョブステーション事業
【男女共同参画課/子ども・青少年局/
労働雇用政策課：55,112千円】

多様な活躍への支援
・女性のチャレンジ支援事業
【男女共同参画センター：1,775千円】
・女性活躍推進フォーラム開催事業/
女性活躍応援情報誌発行事業
【男女共同参画課：1,273千円】

女性のライフステージに応じた切れ目のないきめ細やかな支援

女性の活躍
推進応援事業

問

題

新

意

仕事も生活も充実! 未来のわたし体験発信事業
識

「男性は仕事、女性は家庭」に同感する割合（20歳代・女性）

総合政策部（男女共同参画課）
予算額 2,300千円

学生たちが発信する「未来のわたし」

受託者の

ノウハウを
県内の若年者が固定的性別役割分担意識にとらわれず、多様な選択肢の中から自分自身の将来の
活かした
キャリアビジョンを描けるよう、学生等自らが「キャリアビジョンを描くこと」について様々な
企画
体験をし、その体験を通して気づいた内容や成果等を若年者に受け止められやすい形で広く発信する。

学生等グループの様々な体験

（滋賀県調査）

２０歳代の女性において、
「男は仕事、女は家庭」と
いった固定的性別役割分担
意識が高くなる傾向がある。

若年者が
固定的性別役割分担意識
にとらわれず、多様な選択肢の
中から将来のキャリアビジョン
を考えられることが重要

・ロールモデルとの交流（企業で活躍する女性や育児に熱心な男性等へのインタビュー）
・学生や社会人等を対象としたワークショップ
・仕事と子育ての両立体験 など

委託業者
決定

参加学生等
募集
（10名程度）

様々な体験をもとに、学生等グループが発信
～若年者を対象とした効果的で多様な発信～
学生等による
活動報告会
の開催

若年者向け
啓発ハンドブック
の作成

知事と学生等との
意見交換会の開催

７～１２月
学生等
グループ
活動

学生等による
体験のリアルタイムな発信
（フェイスブックなどの活用）

１月～
活動報告
知事との
意見交換
等
多様な発信

仕事を続けることの大切さや、仕事と子育てが両立できることなどを発信し、
多様な働き方や生き方の選択肢を若者の目線で提示

生涯にわたり自分自身の生き方や働き方を主体的に選択する意識の醸成

資－総政６
男女共同参画課 内線 3070
子ども･青少年局 内線 3554
労働雇用政策課 内線 3751

滋賀マザーズジョブステーション
【滋賀マザーズジョブステーション事業 予算額 ５５，１１２千円】
(男女共同参画課 45,579 千円、子ども・青少年局 3,000 千円、労働雇用政策課 6,533 千円)

滋賀県では、結婚・出産・育児期に一旦仕事を辞める女性が多い状況にある。
その理由として、子育て期の男性の長時間労働の問題、仕事と子育て、家事との両立が難しい実態、
女性にとっては仕事か家庭か二者択一を余儀なくされる状況等が考えられる。

子 育 て 期 の 女 性（ 無 職） の 6 割 が 、 就 職 を 希 望！
仕事と子育ての両立に向けての不安・心配
・仕事をしながらの子育ての不安
・勤務時間や条件等の不安

・求職中の託児の問題
・企業とのマッチング

など

子育て中の女性に対し、就職活動をスムーズに始めるための支援が必要

【予算額
５５，１１２千円】

出産や子育てによる離職後、再就職を希望する女性、仕事と子育ての両立に悩む女性、
社会へ一歩踏み出したい女性等の就労を応援するワンストップの窓口。
平成２３年１０月の県立男女共同参画センター内への設置に続き、
平成２６年度は、南部地域に新たに窓口開設。

託児付き

● 就労支援相談（キャリアカウンセリング、両立支援相談）
● 母子家庭等就業・自立支援センター(県立男女共同参画センター内)
● ハローワークコーナー
● 託児サービス、就職に向けてのセミナーの実施

起業や社会参画したい思いを応援

企業への働きかけ
◆ワーク・ライフ・バランス
の促進
◆男女雇用機会均等の推進

働き続けたい思いを実現

女性の多様な生き方を応援し、
活躍の場が広がる魅力ある滋賀

