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はじめに 

 

 平成 25 年（2013 年）9 月、平成 32 年（2020 年）夏季オリンピック・パラリ

ンピックの開催都市に東京が選ばれ、日本中が歓喜に沸きました。多くの人々が晴れ

やかで誇らしい気分になり、将来に向けて明るい兆しを感じたのではないでしょうか。 

 昭和 39 年（1964 年）の東京オリンピックは、日本が戦後、高度経済成長を経て

復興したことを象徴する大会でした。それから 50 年後、今の日本は、長かった経済不

況からようやく脱しようとしていますが、東日本大震災からの復興はまだ課題が山積

しています。また、少子高齢化の進行による人口減少社会に直面し、地方の活力が失

われる危機を迎えています。 

このような状況の中、これから６年後の東京オリンピック・パラリンピックに向け

て目指すべき社会とはどのようなものでしょうか。 

それは、例えば、最新の技術で人と自然に優しく持続可能な経済活動が展開され、

人々が多様なスポーツを楽しみ、日本の特色ある文化や歴史、伝統が体験できる機会

に恵まれているとともに、これらの恩恵を余すところなく享受し、元気と活力にあふ

れた人々の暮らしが営まれている、そのような「成熟社会」と考えられます。 

滋賀県としても、平成 32 年（2020 年）東京オリンピック・パラリンピックの成

功を期待するとともに、平成 33 年（2021 年）の関西ワールドマスターズゲームズ

や、平成 36 年（2024 年）に本県で開催される国民体育大会（以下、「国体」という。）

と全国障害者スポーツ大会などに向けて、「文化とスポーツの力」を活かし、県民が心

身ともにいきいきと健康で元気な社会を目指し、様々な施策を展開していくこととし

ています。 

 その一環として、東京オリンピック・パラリンピック参加国・地域の選手や競技関

係者を「おもてなし」の心で受け入れるとともに、世界の人々に多様な魅力あふれる

滋賀を体験していただくなどして、東京オリンピック・パラリンピックの開催効果を

本県に取り込むため、庁内関係部局はもとより、市町や関係団体の皆さんと連携しな

がら、実現に向けて取り組むプロジェクトとして、このたび「2020 年東京オリンピ

ック・パラリンピックで滋賀を元気にするプロジェクト」を提案します。 

 平成 26 年（2014 年）10 月 

東京オリンピック・パラリンピックワーキンググループ一同 
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１．スポーツの振興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）世界で活躍する滋賀のアスリートの育成・強化 

    オリンピック・パラリンピックなどの国際大会に、今後 10年間で本県ゆかりの選手を 30

人以上輩出することを目指し、選手の育成・強化や指導体制の充実、強化拠点の構築・環境

の整備を進める。 

 

（２）東京オリンピック・パラリンピック事前合宿等の誘致 

ア 誘致活動の展開 

     東京オリンピック・パラリンピックの事前合宿の誘致に向けて、市町や競技団体、経済

団体等と連携し、先進地調査や情報収集、誘致パンフレットの作成・配布やホームページ

の公開といった広報活動、参加国・地域のオリンピック委員会など、各国・地域の代表選

手（団）にコネクションを有する団体等に対する誘致活動を展開する。 

  イ 湖上（水上）スポーツの PR と環境整備 

     琵琶湖では、毎年国内最大級のボートレース「朝日レガッタ」が開催され、大学や企業

のボート部やヨット部の合宿施設が多数立地するなど、ボートやカヌー、セーリングとい

った湖上スポーツが盛んなことから、東京オリンピック・パラリンピックの事前合宿の誘

致においても、本県の強みとして積極的にＰＲしていくとともに、湖上スポーツの練習・

競技環境の整備に努める。 

ウ 2019 年ラグビーワールドカップ日本大会のキャンプ地の検討 

市町や競技団体と連携し、平成 31 年（2019年）に日本で開催されるラグビーワール

ドカップ参加国のキャンプ地誘致の可能性を検討する。 

エ ネットワークの構築とノウハウの蓄積 

     本県は、他府県と比較して、オリンピックやサッカーワールドカップ、世界陸上競技大

会など、大規模な国際スポーツ大会の事前合宿やキャンプ地の誘致・受入の経験に乏しく、

各国・地域の選手（団）等とのネットワークも希薄である。このため、東京オリンピック・

パラリンピック事前合宿の誘致・受入に向けて、国内や近隣諸国で開催される国際的なス

ポーツ大会の合宿や、トップレベルの選手のオフシーズンの練習地等を誘致し、国際的な

ネットワークを構築するとともに、誘致・受入のノウハウを蓄積する。 

  

【平成 32 年（2020 年）に目指す滋賀の姿】 

  東京オリンピック・パラリンピックで本県ゆかりの選手が活躍し、県民の盛り上が

りが最高潮に達している。 

  東京オリンピック・パラリンピックに出場する各国・地域の代表選手団が県内のあ

ちこちで事前合宿をしており、公開練習や交流会などを通じて、子どもたちをはじめ

とする県民がトップレベルの選手の練習する姿やライフスタイルに直接触れ、交流が

活発に行われている。 

  琵琶湖がボートやカヌー、セーリングなどの湖上（水上）スポーツのメッカとして、

世界的に認知され、国内外から多くのアスリートが訪れている。 

  パラリンピックを契機に、本県の障害者スポーツの裾野が広がり、障害のある人が

身近な地域でスポーツを楽しむ環境の整備が進んでいる。 

  事前合宿地では、その競技に親しむ県民が増え、平成 36年（2024年）の国体や

全国障害者スポーツ大会に向けて、スポーツに親しむ機運が醸成されてきている。 
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オ 事前合宿施設等のリストアップ 

東京オリンピック・パラリンピックの事前合宿等で利用する施設は、国体・全国障害者

スポーツ大会やその後の利活用などを踏まえ、市町や競技団体と連携しながら、効率的に

リストアップする。 

カ 世界のトップアスリートと県民の交流機会の提供 

事前合宿地において、公開練習や交流会等を開催し、子どもや障害者をはじめとする県

民に、世界のトップアスリートとの交流の機会を提供することにより、国際理解の促進お

よびスポーツの振興を図る。 

 

（３）パラリンピック等に向けた障害者スポーツの振興 

  ア 滋賀における障害者スポーツの現状把握 

     障害者スポーツ振興のための基礎資料として、地域における障害者スポーツの取組や練

習環境、市町や関係団体等におけるスポーツ用具の保有状況などを調査し、現状を把握す

る。 

  イ 次世代アスリートの発掘・育成・支援 

     平成 32 年（2020 年）の東京パラリンピックや平成 36年（2024 年）の全国障害者

スポーツ大会で本県ゆかりの選手が活躍するよう、県内大学とも連携して、障害者スポー

ツにおける指導者や選手の育成を行うとともに、次世代アスリートの発掘・育成・支援を

実施する。 

 

（４）東京オリンピック・パラリンピック等を応援する機運醸成と環境整備 

  ア ボランティアの養成・支援 

 10 年後の国体や全国障害者スポーツ大会の開催も見据え、東京オリンピック・パラリ

ンピックを契機として、大学生や高校生などの若者のボランティアを養成することとし、

県内大学と連携してボランティア養成や国際理解、多言語習得のための講座を開設すると

ともに、講座修了生によるボランティア活動を支援する。 

 また、スポーツをする、みる、支える一環として、地域におけるスポーツボランティア

活動を推進する。 

  イ 本県ゆかりのオリンピアン・パラリンピアンの活躍紹介 

     県民がスポーツに対する愛着や親しみを育むきっかけづくりとして、本県ゆかりのオリ

ンピック・パラリンピック出場選手の活躍ぶりを紹介するとともに、東京オリンピック・

パラリンピックを身近に感じ、応援する機運の醸成に向けて取り組む。 

     また、国が検討している「ホストシティ・タウン構想」（一自治体一国運動）についても、

市町と連携しながら、積極的に検討を進める。 

【市町における取組事例】 

国体や全国障害者スポーツ大会の競技会場地となる市町が、東京オリンピック・パラ

リンピックの当該競技の事前合宿を誘致したり、平成 28 年（2016 年）リオデジャネ

イロ大会等をパブリックビューイング※1で観戦するなどして、機運を盛り上げる。 

  ウ 誰もが身近な地域でスポーツを楽しめる環境づくり 

     障害者や高齢者、女性も含め、誰もが子どもの頃から成長段階に応じて継続的に身近な

地域でスポーツを楽しむことができるよう、スポーツに関する情報提供や総合型地域スポ

ーツクラブを充実する。また、プロスポーツチームや民間のスポーツクラブ等との連携を

促進するとともに、スポーツを通じて地域活性化を図る滋賀らしい仕組みの検討を行う。 

 

 
※1 パブリックビューイング（public viewing） 

 スタジアムや広場等において大型の映像装置（スクリーン）でスポーツの試合を観戦するイベント。  
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２．観光誘客とおもてなし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（１）外国人旅行者の誘致とブランド発信 

  ア 滋賀の国際的なイメージの発掘と誘客 

   ○ 外国人留学生から見た滋賀の魅力発掘 

県内大学の留学生を通して、外国人から見た滋賀の魅力、強みを調査分析し、日本人で

は気づかない意外な「滋賀のいいところ」を発掘することにより、滋賀・びわ湖ブランド

の世界的な発信や外国人旅行者のおもてなしのヒントとして、海外向けの広報誌やホーム

ページ、東京オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致パンフレットなどに活用し、世

界に向けて滋賀のブランドイメージを発信する。 

○ あらゆるチャンネルを通じた情報発信と誘客促進 

海外エージェントやメディア、JNTO（政府観光局）等、様々なチャンネルを通じた継

続的な情報発信を充実するとともに、近畿・中部圏・北陸圏と連携しながら、旅行博への

積極的な出展や国際的なスポーツイベント等の誘致、MICE※3 誘致活動などを通じて、滋

賀への旅行意欲を向上させる取組を拡大する。 

また、外国人旅行者を誘致するため、旅行業者とともに、滋賀発・着のツアーを造成す

る。 

イ 滋賀・びわ湖ブランドの魅力発信 

   ○ 県産品等の多言語による PR 

外国人旅行者の誘客に焦点を合わせ、見栄え・味ともに良く、安全で安心な県産農畜水

産物や「ココクール マザーレイク・セレクション」などの地場産品、特産品を紹介する

パンフレットやホームページなどの多言語対応を進めるとともに、これらを取り扱う事業

者の多言語対応を促進する。 

 

 
※1 滋賀・びわ湖ブランド 

琵琶湖をはじめとする自然環境や、「近江」として知られる歴史・文化遺産、特産物など、滋賀の様々な地域資
源を包含した「滋賀」の地域ブランドのこと。 

※2 「ココクール マザーレイク・セレクション」 

滋賀ならではの資源や素材を活かし、心の豊かさや上質な暮らしぶりといった滋賀らしい価値観を持つ商品やサ

ービスを、自薦・他薦により広く募り、「選び」「魅せる」こと。「滋賀・びわ湖ブランド」を構成する個別ブラン
ドの一つでもある。 

※3 MICE 

Meeting（会議・研修・セミナー）、Incentive tour（企業等の奨励旅行）、 Convention または Conference
（大会・学会・国際会議）、 Exhibition（展示会）または Event（イベント）の頭文字をとった造語。ビジネスイ

ベントの一種。 

 

 

【平成 32 年（2020 年）に目指す滋賀の姿】 

  東京オリンピック・パラリンピックで世界中が日本に注目する中、滋賀・びわ湖ブ

ランド※1の世界的な発信により、琵琶湖をはじめとする豊かな自然や歴史・文化資産

など、様々な観光資源を有する滋賀の個性や魅力が国内外に浸透し、新規やリピータ

ーの観光客などの海外からの来訪者が増え、地域経済が活性化している。 

  「ココクール マザーレイク・セレクション」※2をはじめとする地場産品や、県産

農畜水産物の国際的なブランド化が進み、新しい特産品の開発も活発に行われている。 

  観光施設等の多言語化対応や、無料で使いやすいWi-Fi など、外国人も含め、観光

客が快適に過ごせるおもてなし環境が整備されている。 
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また、外国人旅行者が農山漁村の魅力を体感できるよう、農家民泊や農業・田舎体験の

機会を充実するとともに、多言語による情報発信や農山漁村の住民によるおもてなしを促

進する。 

   ○ 事前合宿等における県産品等の活用 

     東京オリンピック・パラリンピックの事前合宿や東京の選手村等において、県産農畜水

産物を使った料理や、地場産品の食器（信楽焼等）、衣類寝具等（高島綿織物、湖東麻織物、

浜ちりめん等）を使用する機会を設けるなど、海外のトップアスリートやメディアに県産

品を直接 PRする。 

     また、海外市場を見据え、東京オリンピック・パラリンピックに向けて新たな製品開発

や海外展開に取り組む事業者の支援を行う。 

○ 首都圏での情報発信 

     東京オリンピック・パラリンピックが開催される首都圏において、県産品等の販売や文

化関連の展示など、滋賀・びわ湖ブランドを効果的に情報発信するため、拠点機能の充実

を図る。 

 

（２）おもてなし環境の整備 

ア 多言語対応とガイドの環境整備 

外国人旅行者向けの旅行誌やガイドマップ、宿泊施設や観光スポットの案内表示におけ

る多言語化を促進するとともに、ドライブやウォーキング、産業体験、食など、目的別に

紹介する観光ガイドブックを発行する。 

また、外国語による案内の支援や、駅・観光案内所等と連携したガイド環境の整備に努

める。 

イ 土産品や免税店、飲食サービスの充実 

外国人旅行者が好む土産品の品ぞろえや免税店を充実し、県産品の販売促進を図るとと

もに、外国人旅行者の好みや滋賀らしい食材を取り入れた食事の提供、メニューの多言語

標記など、飲食サービスを向上する。 

ウ Wi-Fi 環境の整備 

県内のどこでも簡単にWi-Fiが利用できるよう、環境を整備する。 

エ 外国人旅行者への理解促進と歓迎する機運の醸成 

宿泊施設や観光施設の従事者、地域住民等を対象に、国際理解や多言語習得、おもてな

しのための講座の開設を充実し、他国の文化、歴史、伝統、習慣、宗教、言語といった基

礎知識を正しく認識することにより、外国人旅行者への理解を深めるとともに、おもてな

しの心をもって歓迎する機運を醸成する。 
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３．文化プログラムの展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）誰もが文化芸術に親しむ環境の整備 

ア 子どもの頃から文化芸術に親しむ環境づくり 

  「ホールの子」や「つちっこ」など、子どもたちが本物の文化芸術を体験する機会を充

実させる。また、文化芸術活動の成果を発表する場や、奨励・評価される仕組みを講じる

ことにより、誰もがいつでも身近な地域で文化芸術を楽しむことのできる環境づくりを推

進する。 

イ 若手芸術家の育成・支援 

  滋賀ゆかりの若手芸術家の活動を支援し、未来の文化の担い手を育成するとともに、そ

の活躍を広く情報発信することにより、県民の文化への親しみを深め、滋賀の文化ブラン

ドの向上を図る。 

  ウ 障害者の文化芸術活動の振興 

新生美術館やボーダレス・アートミュージアムＮＯ-ＭＡ等を拠点にして、アール・ブ

リュット作品の制作・発掘・収集・展示・保管・著作権保護や、相談支援機能の充実など、

障害者の造形活動を振興するための取組を進めるとともに、世界規模でのアール・ブリュ

ット展の実施を検討する。 

また、糸賀一雄記念賞音楽祭や県内の表現活動ワークショップ活動を推進することによ

り、音楽・ダンス等の分野においても、障害者の活躍が期待される文化芸術の分野を開拓

し、その成果を広く発信する。 

 

 
※1 「神と仏の美」 
   地域の暮らしや風土、信仰と深く結び付きながら、守り伝えられてきた本県の仏教美術や神道美術の文化財が

有する美のこと。 

 
※2 アール・ブリュット 

フランスのジャン・デュビュッフェ（Jean Dubuffet 1901-1985）という芸術家が考案した言葉で、日本

語に訳される場合には一般的に「生の芸術」とされ、「美術の専門的な教育を受けていない人が、伝統や流行など
に左右されずに自身の内側から湧きあがる衝動のまま表現した芸術」と解釈されている。作者に障害のある方が多
いことから、障害者アートと解釈されることも多いが、同じ意味ではない。 （アール・ブリュット発信検討委員

会報告書より抜粋） 

  

【平成 32 年（2020 年）に目指す滋賀の姿】 

  平成 28 年（2016 年）のリオデジャネイロ大会から、平成 32 年（2020 年）

東京大会に向けて、日本各地で多彩な文化プログラムが開催される。本県でも、新生

美術館の整備や琵琶湖博物館のリニューアルが順調に進み、びわ湖ホールや陶芸の

森、安土城考古博物館、ボーダレス・アートミュージアムＮＯ-ＭＡ等で、｢神と仏の

美｣※1やアール・ブリュット※2など、外国人も楽しめる展示、オペラ、コンサート、

伝統文化・芸能など、滋賀の個性と魅力あふれる文化プログラムが展開されている。 

  東京オリンピック・パラリンピックのスタジアムや選手村、県内の合宿地では、「び

わ湖ホール声楽アンサンブル」が歓迎の歌を演奏し、信楽焼をはじめとする県産品が

使用され、各国・地域の選手や海外のメディアから高い評価を得ている。 

  文化活動団体が地域で様々なアートイベントを展開し、これらがまちづくりとつな

がって、広域的な文化イベントとして発信力を強め、外国人旅行者も多数参加し、滋

賀の文化力が世界から注目されている。 
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エ 長期的に文化芸術活動を推進する組織の検討 

     平成 24 年（2012 年）のロンドンオリンピック・パラリンピックにおいて文化プログ

ラムを牽引した英国のアーツ・カウンシル※1の取り組みや、国内のアーツ・カウンシルの

動向を踏まえ、行政や分野の枠組みを超えた第三者的機関による長期的かつ継続的な文化

芸術の推進体制に向けて検討を行う。 

 

（２）特色ある文化プログラムの展開 

ア 滋賀の強みを生かした文化の発信 

ラ・フォル・ジュルネ※2やプロデュースオペラなど、国内有数の舞台芸術を創造・発信

する「びわ湖ホール」の魅力を国際的に発信するとともに、地域の芸術祭や「神と仏の美」、

アール・ブリュットなど、本県の強みを生かした発信を行う。 

また、首都圏における拠点を活用し、「美」の資源の展示という形で情報発信する。 

イ 「美の滋賀」づくりの新たな展開 

   ○ 新たな文化イベントの開催と発信 

びわ湖・アート・フェスティバルや滋賀県芸術文化祭の刷新・充実を図り、「美の滋賀」

づくりを通じてつながり始めた各地域での取組のネットワーク化を進め、新生美術館やび

わ湖ホール等と統一テーマで新たな文化イベントを企画開催し、世界に発信する。 

   ○ 「日本遺産」への登録 

地域に点在する文化財などをパッケージ化し、滋賀の文化や伝統を物語るストーリーと

して認定し、「日本遺産」への登録を目指す仕組みを創設する。 

ウ 新生美術館（現 近代美術館） 

○ 滋賀の魅力を発信する芸術祭の開催 

新生美術館の開館二年目で、オリンピックイヤーとなる平成 32年（2020 年）を目途

に、県内各地の取組や文化施設と連携し、滋賀ゆかりのアーティストや作品等を取り扱っ

た大規模な芸術祭を開催するとともに、一過性のイベントにせず、継続して開催し、将来

的に滋賀の代名詞ともなるべき文化イベントに育てていく。 

○ アール・ブリュット企画展の開催 

   新生美術館の開館に合わせて、アジアをテーマにしたアール・ブリュット企画展を開催

し、海外に向けても積極的に情報発信していく。 

   ○ 首都圏での「神と仏の美」の発信 

滋賀ならではの展覧会として、県内の神社仏閣等の施設と連携した企画展を首都圏にお

いて開催する。 

エ びわ湖ホール 

   ○ 東京オリンピック・パラリンピック参加国・地域の歓迎公演 

「びわ湖ホール声楽アンサンブル」が日本各地の事前合宿地や、東京のオリンピック・

パラリンピック会場で歓迎公演を行うとともに、近隣府県に来訪している海外の競技関係

者をびわ湖ホールに招待して、歓迎公演を開催する。また、びわ湖ホール声楽アンサンブ

ルと地域の小学生の合唱や地元団体の演奏、出席者とともに関係国歌の斉唱などを行い、

地域をあげて歓迎する。 

 
※1 アーツ・カウンシル（arts･council） 

イギリス発祥。芸術文化に対する助成を基軸に，政府と一定の距離を保ちながら，文化政策の執行を担う専門
機関のこと。 

※2 ラ･フォル･ジュルネ（La Folle Journée） 

フランスのナントで年に一度開催されるクラシック音楽の祭典。日本ではそのまま訳して「熱狂の日」音楽祭
とも呼ばれ、本県では、毎年ゴールデンウィークにびわ湖ホール主催で開催されている。 
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○ 外国人も楽しめるびわ湖ホールへの取組 

     ホールのサインやプログラム、ホームページのほか、近隣マップなど、地域全体で多言

語対応を図り、グローバル化を進めるとともに、外国人も楽しめるコンサートやオペラを

企画開催する。 

オ 琵琶湖博物館 

○ 海外向けの情報発信の充実 

 新たな知見や技術を盛り込み、一層魅力的にリニューアルした琵琶湖博物館に、東京オ

リンピック・パラリンピック参加国・地域の皆さんが来訪されるよう、新しい見どころや

魅力を満載したホームページ、パンフレットなどの広報媒体を多言語で作成し、積極的に

情報発信する。また、館内サインや展示のキャプションの多言語対応を実施する。 

○ 首都圏における移動博物館の開催 

 東京オリンピック・パラリンピックに合わせて、首都圏で多言語対応の移動博物館を開

催し、琵琶湖博物館を世界にＰＲする。 

○ 外国人来館者向けモデルコースの設定 

 東京オリンピック・パラリンピックのため来訪される外国人等を対象に、他の博物館等

と連携して「環境学習」「古代湖」「淡水魚」や日本文化に関わるテーマ別モデルコースを

設定し、環境や文化に関する情報を発信するとともに、本県への外国人の来訪者数の増加

を促進する。 

○ 世界各国・地域の関連展示等の企画・ＰＲ 

 本県や近隣府県において事前合宿等で来訪される外国人を対象に、その国・地域ゆかり

の展示を企画・ＰＲして来県を促し、滋賀や琵琶湖のファンになっていただける機会とす

る。 

カ 陶芸の森 

 ○ オリンピック関連の展覧会・イベントの開催 

   昭和 39年（1964 年）の東京オリンピック時、岡本太郎氏により代々木競技場の壁面

陶板レリーフが信楽で制作されるなど、オリンピックと信楽の双方にゆかりのある岡本太

郎氏をテーマに取上げ、展覧会等を開催する。 

   また、世界に向けて、やきもの文化を発信するため、やきものによるアートコンペティ

ションを開催し、オリンピックになぞらえて、金メダル、銀メダル、銅メダル等の表彰を

行い、観覧者にも親しみを持って鑑賞していただける展示とする。 

○ 国別やきものワークショップの開催 

   アーティスト・イン・レジデンス※1事業により陶芸の森を訪れる世界各国の作家による

ワークショップを行う。各国の特色を生かした作品制作を公開する機会を設け、やきもの

文化の向上に努める。制作された作品は園内に設置し、国際的なやきもの文化に親しんで

もらう展示とする。 

○ 信楽焼によるモニュメントを東京オリンピック・パラリンピック会場に設置 

   各会場等の関係者等への働きかけ、世界的に著名な芸術家や作家等の連携協力のもと、

信楽焼によるモニュメントを共同制作し、会場に設置する。 

 

 

 
※1 アーティスト・イン・レジデンス（artist-in-residence）  

芸術家を一定期間ある土地に招へいし、そこに滞在しながら作品制作を行わせること。 
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キ 安土城考古博物館 

     国際的視野に立ってキリスト教会の設置や少年使節団の派遣などを行った織田信長の

世界観に関する展示、そして古代から近代にかけて行われていた日宋貿易や南蛮貿易など

における近江ゆかりの文化財の展示を行うなど、東京オリンピック・パラリンピックの開

催に合わせて、近江・安土と世界の関わりを紹介する展覧会を開催し、滋賀の魅力を世界

に発信する。 

  ク 滋賀ゆかりのアーティストや団体による伝統文化・芸能等の披露 

滋賀県邦楽・邦舞専門集団「しゅはり」による筝と日本舞踊の演奏や古典芸能の実演、

「近江の祭り」における地域伝統芸能の紹介、「滋賀県アートコラボレーション事業」によ

る県内市町ホールとの共働事業制作・巡回講演、「湖国新進アーティストによる演奏会」お

よび「次世代文化芸術推進事業アートのじかん」登録アーティストによる演奏会の開催な

ど、滋賀ゆかりのアーティストや団体による伝統文化・芸能等を披露する。 

 

４．関係機関との連携および推進体制 

（１）市町・団体等との連携 

  ア 東京オリンピック・パラリンピック事前合宿 市町・競技団体・県合同勉強会 

    東京オリンピック・パラリンピック参加国・地域の代表選手（団）の事前合宿等の誘致に

ついて、市町や競技団体と県が連携して、先進地調査や情報収集、広報などの誘致活動を展

開する。 

    誘致後は、円滑な受入に向けて、関係する市町や競技団体、県のほか、経済団体等を構成

員とする実行委員会の設置に向けて調整を図る。 

イ 観光誘客・おもてなしおよび文化プログラムの展開における連携 

びわこビジターズビューローなどの関係団体に加え、宿泊・観光施設や市町とも連携し、

観光誘客・おもてなし環境の整備を図るとともに、文化プログラムの展開では、県内の文化

施設・団体や各種文化事業を主催する市町と緊密に連携しながら推進していく。 

 

（２）国・東京オリンピック・パラリンピック組織委員会等との連携・情報収集 

ホストシティ・タウン構想を推進する国をはじめ、東京都が設置する東京オリンピッ

ク・パラリンピック組織委員会、東京オリンピック・パラリンピック推進本部を設置す

る全国知事会、関西独自の文化プログラム「はなやか関西」を推進する関西広域連合な

どと連携し、的確な情報取集と迅速な対応に努める。 

 

（３）県の推進体制 

本ワーキンググループを構成する 19 の関係所属と 11 の関係機関・団体が中核となり、

このプロジェクトの実現に向けて、関連する施策・事業を効率的・効果的に推進していく。 
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部　局　名 所　属　名 担当グループ等 職　名 氏　名 事前合宿 文化プログラム

知事直轄組織 広報課 広報担当 主幹 片山　　昇 ○ ○

総合政策部 主席参事 宇野　良彦 ◎ ◎

政策調整担当 参事 杲　　一哉 ○ ○

政策調整担当 副参事 森野　実知子 ○ ○

政策調整担当 主事 渡邉　剛士 ○ ○

国体準備室 総務企画担当 主査 石居　一樹 ○

文化振興課 美の滋賀・企画担当 副参事 梅村　徹弥 ○

新生美術館整備室 新生美術館整備室 副主幹 明石　清孝 ○

琵琶湖環境部 環境政策課 総務担当 課長補佐 白井　　稔 ○

健康医療福祉部 健康医療課 健康づくり担当 主幹 中村　ひとみ ○

障害福祉課 社会活動担当 課長補佐 奥山　光一 ○ ○

商工観光労働部 商工政策課 商工振興担当 主査 桝谷　博之 ○

モノづくり振興課 モノづくり支援担当 主任主事 木戸　賢志 ○

観光交流局 しがの魅力企画室 主査 恩地　　衛 ○ ○

農政水産部 食のブランド推進課 マーケティング担当 主任主事 森安　　礼 ○

農村振興課 農村企画担当 参事 松下　正徳 ○

土木交通部 交通政策課 交通企画担当 主幹 森原　広将 ○

都市計画課 公園緑地担当 主査 林　　慶典 ○

教育委員会事務局 全国高等学校総合文化祭推進室 全国高等学校総合文化祭推進室 室長補佐 西居　史浩 ○

生涯学習課 生涯学習振興担当 主幹 北村　文雄 ○ ○

スポーツ健康課 管理・施設担当 副参事 洲嵜　トモ子 ○

文化財保護課 城郭調査担当 主幹 仲川　　靖 ○

法人格等 機関・団体名 所属部署名 職名 氏名 事前合宿 文化プログラム

東京事務所 政策推進課長代理 中西　　功 ○ ○

滋賀県立 近代美術館 総務課 課長 山本　伸善 ○

滋賀県立 琵琶湖博物館 企画調整課 課長補佐 野村　恭史 ○

公益財団法人 滋賀県文化振興事業団 滋賀県立文化産業交流会館 制作統括 山元　　喬 ○

部長代理 舘脇　　昭 ○

副主幹 村島　美也子 ○

社会福祉法人 グロー 法人本部企画事業部 文化芸術推進課長 西川　賢司 ○ ○

滋賀県障害者スポーツ協会 事務局長 奥村　隆明 ○

公益財団法人 滋賀県陶芸の森 総務課 主事 佐々木　翔 ○

公益社団法人 びわこビジターズビューロー 企画総務部 副部長 船橋　寛明 ○ ○

公益財団法人 滋賀県体育協会 副参事 西川　荘吾 ○

公益財団法人 滋賀県文化財保護協会 事務局 副局長 葛野　泰樹 ○

※◎はWG（分科会）座長

分科会

東京オリンピック・パラリンピックワーキンググループ　構成員名簿

公益財団法人 びわ湖ホール 事業部

分科会

企画調整課



 

 

東京オリンピック・パラリンピック 
ワーキンググループ設置要領 

（平成 26 年４月 28 日施行） 

１．趣旨 

  2020 年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、各国代表選手（チーム）の事

前合宿やキャンプの誘致・受入を円滑に進めるとともに、全国展開される文化プログラ

ムへの参入を図り、国内外からの来訪者に、県民との交流を通し、本県において特色あ

る体験をしていただくことにより、本県の魅力を世界に発信し、将来にわたって本県に

おけるスポーツと文化の振興ならびに観光誘客に繋げていくため、関係市町や団体等と

連携のもと、関連事業およびプログラムを効果的に企画・推進することを目的として、

文化・スポーツ施策推進会議設置要綱（以下「設置要綱」という。）第５条に基づき、関

係所属等で構成されるワーキンググループ（以下「ＷＧ」という。）を設置する。 

 

２．メンバー構成 

設置要綱第３条第３項の委員が推薦した者および文化・スポーツ施策推進会議の座長

が必要と認めた者とする。 

 【座長が必要と認めた者】 

  以下の機関・団体の長から推薦された者とする。 

   東京事務所、近代美術館、琵琶湖博物館 

公益財団法人滋賀県文化振興事業団、公益財団法人びわ湖ホール、 

社会福祉法人グロー、滋賀県障害者スポーツ協会、公益財団法人滋賀県陶芸の森、 

公益社団法人びわこビジターズビューロー、公益財団法人滋賀県体育協会、 

公益財団法人滋賀県文化財保護協会 

  ※上記のほか、適宜座長が必要と認めた者をワーキンググループに参加させることが

できるものとする。 

 

３．所掌事務 

  ＷＧは、東京オリンピック・パラリンピックに関して、次に掲げる事務を行う。 

（１）事前合宿・キャンプの誘致に関すること 

（２）文化プログラムに関すること 

（３）国内外からの観光誘客、受入環境の整備および県産品のＰＲに関すること 

（４）その他東京オリンピック・パラリンピックに関すること 

 

４．事務局 

  総合政策部企画調整課政策調整担当 

 

５．その他 

ＷＧは、適宜文化・スポーツ施策推進会議にその検討結果等を報告する。 

なお、当面の間、「事前合宿分科会」および「文化プログラム分科会」の２つの分科会

によりＷＧを運営するものとする。 



 

 

文化・スポーツ施策推進会議設置要綱 

 

（設置） 

第１条 2024 年の第 79 回国民体育大会の開催、2019 年を目指す新生美術館の整備を着実に進めると

ともに、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックなどの動きも見据えながら、その恩恵を今の

世代の県民が享受するとともに将来の世代にも引き継いでいくことが求められている。このため、

人生を通じてより高いレベルのスポーツや文化を日常的に楽しみ、心身ともに健康に暮らせる環境

づくりと滋賀の様々な魅力を県内外へ広く発信し、地域の活性化と県民の誇りづくりに繋げていく

取組を、関係市町・各種団体等と連携しながら、部局横つなぎで推進していくため、文化・スポー

ツ施策推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、次に掲げる事務を行う。 

 (1) 文化・スポーツ施策にかかる戦略の策定に関すること 

 (2) 文化・スポーツ施策にかかる事業の調整・連携に関すること 

  (3) 文化・スポーツ施策にかかるプロジェクトの企画・実施に関すること 

 (4) その他文化・スポーツ施策に関すること 

 

（組織） 

第３条 推進会議は、座長および委員をもって組織する。 

２ 座長は、理事（文化・スポーツ担当）が務める。 

３ 委員は、別表に掲げる者とする。 

 

（会議） 

第４条 推進会議は、座長が招集し、会議の議長となる。 

２ 座長に事故等がある場合は、総合政策部企画調整課長がその職務を代理する。 

３ 委員は、必要に応じて座長に推進会議の開催を要請することができる。 

 

（ワーキンググループ） 

第５条 座長は、必要に応じ、特定の分野等に関するワーキンググループを推進会議内に設け、検討

させることができる。 

２ ワーキンググループの構成員は、委員が推薦する者および座長が必要と認めた者とする。 

３ ワーキンググループのリーダーは、座長が指名する者が務める。リーダーに事故等がある場合は、

リーダーがあらかじめ指名する者がその職務を代理する。 

４ ワーキンググループは、第１項に定める事項について実務的な検討を行う。 

 

（事務局） 

第６条 推進会議およびワーキンググループの事務を処理するため、事務局を総合政策部企画調整課

内に置く。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し、必要な事項は座長が定める。 

 
  付 則 
この要綱は、平成 26 年４月 28 日から施行する。 

  



 

 

（別表）第３条関係 

文化・スポーツ施策推進会議名簿 

 

（座長） 

所属名 職  名 

総合政策部 理事（文化・スポーツ担当） 

 

 

（委員） 

所属名 職  名 

知事直轄組織 広報課長 

総合政策部 企画調整課長、国体準備室長、文化振興課長、新生美術館整備室長 

琵琶湖環境部 環境政策課長 

健康医療福祉部 健康医療課長、障害福祉課長 

商工観光労働部 商工政策課長、モノづくり振興課長、観光交流局副局長 

農政水産部 食のブランド推進課長、農村振興課長 

土木交通部 交通政策課長、都市計画課長 

教育委員会事務局 
全国高等学校総合文化祭推進室長、生涯学習課長、スポーツ健康課長、

文化財保護課長 

 


