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1.主な対象者 

1.1.危機事案に対する県内の地域のリーダー層および県市町職員数 

危機事案に対する県内の地域のリーダー層および県市町職員数を以下に示します。 
 

○滋賀県民 
○自主防災組織隊員 

○県市町職員  

1,406,599 人

159,527 人

37,198 人 

 

（11.3％） 

（2.6％） 

 ※（％）は滋賀県総人口比 

 
分類 対象 人数 備考 

自主防災組織 159,527 人
2,027 組織 

（Ｈ22.4） 地域のリーダー層 

消防団員 9,393 人  

県職員 3,134 人  

市町職員 16,233 人  

消防職員 1,536 人  

警察職員 2,516 人  
県市町職員 

学校職員 

（幼、小、中、高、特） 
13,779 人  

※滋賀県民 1,406,599 人 542,146 世帯（Ｈ23.6）滋賀県 HPより。 

 （http://www.pref.shiga.jp/data/population/renew/） 

※自主防災組織は『平成 22年版消防防災年報（滋賀県）』より。 

※県職員・警察職員数は、『滋賀県 HP人事課人事行政の運営等の状況公告』より。 

（http://www.pref.shiga.jp/b/jinji/index.html） 

※市町職員数は、『滋賀県 HP自治振興課市町村等の定員の状況』より。 

（http://www.pref.shiga.jp/b/shichoson/） 

※消防団・消防職員数は、『滋賀県 HP防災危機管理局平成 22年度消防防災年報』より。 

（http://www.pref.shiga.jp/c/shobo/） 

※学校職員は、『滋賀県 HP教育委員会数字で見る滋賀の教育』より。 

（http://www.pref.shiga.jp/edu/） 

 

 

1.2.滋賀県が災害協定を締結している団体の数 

滋賀県では、災害時の放送、報道、救急救護、輸送、復旧、物資支援、その他の事項について、

行政機関、民間団体等との 110 の災害時協定を締結しています。 
これらの行政機関、民間団体等とは、総合防災訓練等で交流を行っているが、緊密な協力体制

を築くためにも、日頃からの「顔の見える関係」をつくっておく必要があります。 
 

民間協定締結団体数(平成 23年 5月 6日時点) 

分野 放送 報道 
救急 

救護 
輸送 復旧 物資 

その 

他 
計 

団体数 8 14 19 9 11 15 34 110 
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2.プラットフォームについて 

2.1.プラットフォームについて 

プラットフォームとは「土台」や「基盤」という概念を表す言葉であり、以下の議論を参考に

ここでは「組織・枠組み・制度・場」などの意味で使用します。 
 

議論 
「コミュニティ研究会」中間とりまとめ 
（総務省）平成 19 年 6 月 4 日 

概要 
都市化等が進展し、コミュニティをとりまく環境は大きく変化してきている

中、コミュニティについて包括的に検討を行い、連携・強力の「場」（プラ

ットフォーム）等について提言が行われた。 

記述 
抜粋 

・各種団体が連携する場を、「プラットフォーム」として構築・整備する

ことが考えられる。 
・地域コミュニティ活動のプラットフォームには、地域コミュニティの現

状、環境、歴史に応じた多様な形態。 
・地方自治法上の地域自治区制度については、法律に基づき設置される地

域協議会が合意形成の場として明確になるという点で、メリット。一方、

地方自治法上の地域自治区は、使いにくいという指摘。 
・結局は人しだいであり、いかに人造りができるかという観点が重要。 

 
 

議論 
「災害対応能力の維持向上のための地域コミュニティのあり方に関する検

討会」報告書（消防庁）平成 21 年 5 月 8 日 

概要 

災害発生時における地域社会の維持継続にとって地域コミュニティが果た

す役割の大きさから、新たな地域コミュニティのあり方についての議論が行

われた。プラットフォームについては、コミュニティの「基盤」という表現

で記載されている。 

記述 
抜粋 

コミュニティの「基盤」とは：コミュニティがその機能を維持・促進する

ための組織・枠組み・制度・場などの環境 コミュニティ活動を活性化させ

持続させる「基盤」として必要なものとして、「人、制度的枠組み、資金、

場」などがある。 
住民間の信頼に裏打ちされた社会的つながりや豊かな人間関係（ｿｰｼｬﾙ･ｷｬ

ﾋﾟﾀﾙ(SC)）には、「ボンド（結束）型」と「ブリッジ（橋渡し）型」がある

が、町内会などの地縁型団体と、専門性と広い連携を有するブリッジ型資本

である NPO 等が連携を進め、コミュニティ活動主体の重層化を支援してい

くための方策も求められる。 
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2.2.県内でプラットフォームとして機能している施設・組織 

県内には平常時から地域の福祉活動を担う県域の組織である滋賀県社会福祉協議会や、県内の

市民活動の支援を行っている淡海ネットワークセンターなど、様々な分野において県内の取組を

活性化するためのプラットフォームがあります。 
 
(1) 県内の施設 

a) 滋賀県立県民交流センター 
滋賀県立県民交流センターは、社会貢献活動やその他の様々な分野における自発的な活動に

参加する県民の皆さんが集い、交流するための施設です。ホールや会議室のほか、公益財団法

人 淡海文化振興財団（淡海ネットワークセンター）や公益財団法人 滋賀県国際協会が入居し

ています。 

  

 
b) 滋賀県立長寿社会福祉センター 
滋賀県立長寿社会福祉センターは、明るく活力のある長寿社会づくりを推進するとともに、

高齢者および障害者の自立と社会参加の促進を図るための施設です。（指定管理者：社会福祉法

人滋賀県社会福祉協議会） 
滋賀県社会福祉協議会、滋賀県民生委員児童委員協議会連合会、滋賀県老人クラブ連合会等

の福祉関係団体が入居しています。 
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(2) 滋賀県社会福祉協議会の取組（ヒアリング調査結果） 

 
日 時：2011/7/14（木）10：00～11：45 

場 所：滋賀県社会福祉協議会 

 

（滋賀県社会福祉協議会の役割） 

・ 滋賀県社会福祉協議会（以下「県社協」という。）は、県内の 19 市町社会福祉協議会（以下

「市町社協」という。）への支援活動を行っている。地域のボランティア団体と直接的なつな

がりを持つのは市町社協である。県社協は、ノウハウの提供や場（プラットフォーム）とし

ての役割を果たしている。 

・ 集合型ではなく、職員が現場に出向く運営を行っている。全国的にも評価をいただいている。

現場に出向くため、人的資源、努力は必要である。 

・ 社会福祉協議会は地域の問題に取り組んでいる。ボランティア活動支援はその一部である。 

 

（有するネットワーク） 

・ 県内の 19市町社協。間接的に地域のボランティア団体。 

・ 滋賀県災害ボランティア活動連絡会の事務局であり、構成団体への連絡系統を有している。 

 

（災害対応に関する研修） 

・ 災害ボランティアコーディネーター養成研修を行っている。内容についてはより実践に即し

たものにしなければならないなど課題はある。 

 

（災害発生時の県災害ボランティアセンターの役割と必要スペースについて） 

・ 県災害ボランティアセンターは、連絡調整等が主な業務となるため、机と椅子、通信手段を

確保する必要がある。 

・ 宮城県災害ボランティアセンターでの活動を参考にすると、最大で 30 人程度作業できるスペ

ースと会議スペースがあればよい。 

 

（研修・交流機能への協力人材について） 

・ 自主防災組織や地区社会福祉協議会などで活動している方々はたくさんいらっしゃる。 

・ 琵琶湖博物館の地域人材の募集などは、参考になるのではないか。 

 

（交流のあり方について） 

・ 交流の場として、年 2 回サミットやフォーラムを開催し、学びながら交流を行っている。 

・ 県社協でも地域福祉活動等に関する研修の開催場所は滋賀県立長寿社会福祉センターとして

いるように、防災や危機管理に関する研修等は危機管理センターを開催場所とするとわかり

やすくてよいのではないか。 
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（滋賀県災害ボランティア活動連絡会の取組） 

「滋賀県災害ボランティア活動連絡会」は、災害発生時において滋賀県災害ボランティアセン

ターの設置が迅速に行われるとともに、災害ボランティア活動が円滑に主体性を持って実施され

るよう、平常時からの連携やネットワーク化を図ることを目的として、関係団体と滋賀県で構成

する組織です。 

また、災害発生時は、県災害ボランティアセンター運営主体となります。 

 

■発行物 

・ 災害ボランティア活動ハンドブック（H21.3） 

・ 災害ボランティアコーディネーターハンドブック（H20.3） 

・ 現地災害ボランティアセンター設置運営マニュアル（H19.1） 

 

   
 

■滋賀県災害ボランティア活動連絡会構成団体 

淡海フィランスロピーネット、淡海文化振興財団（淡海ネットワークセンター）、

滋賀県国際協会、滋賀県共同募金会、滋賀県市町社会福祉協議会会長会、滋賀県

社会福祉協議会、滋賀県生活協同組合連合会、滋賀県労働者福祉協議会、日本青

年会議所近畿地区滋賀ブロック協議会、日本赤十字社滋賀県支部、滋賀県（防災

危機管理局・県民活動生活課・健康福祉政策課） 

※平成 18年 3月 22 日設置、事務局は社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会 

出典：社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会 HP 
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出典：災害ボランティアコーディネーターハンドブック 
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(3) 淡海ネットワークセンターの取組（ヒアリング調査結果） 

 
日 時：2011/7/14（木）13：30～15：00 

場 所：淡海ネットワークセンター 

 

（淡海ネットワークセンターの役割） 

・ あらゆるジャンルの活動団体の方々への情報発信、ネットワークづくり、人材の育成等を行

っている。 

 

（情報発信） 

・ 10 日に１回程度、メールマガジンを発信している（1,000 人程度登録）。 

・ ツイッターなどのＳＮＳも活用している。 

 

（交流活動） 

・ 市民団体限定で交流スペースを無料提供している。 

・ ネットワークづくりとして、定期的に会員向けサロン活動をしている。 

・ 交流の場として、年 1 回フォーラムを開催している。 

 

（防災に関する取組み） 

・ 東日本大震災において、メールを用いて情報発信等を行った。 

 

  

  
写真：淡海ネットワークセンター 
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2.3.危機管理センターにおけるプラットフォームのあり方 

県社会福祉協議会、淡海ネットワークセンターは、ともにプラットフォームとしての役割を有

しているが、その推進方法は異なっています。 

県社会福祉協議会は、社会福祉活動を推進するために、主に職員が現場に出向き、現場におい

て活動する人に対してノウハウや情報を提供することによって、コーディネート機能を果たして

います。（ここでは機能型と呼びます。） 

一方で、淡海ネットワークセンターは、様々な領域を対象にしたＮＰＯ活動や市民活動を行う

人が集まる交流スペース（拠点）を設けて活動を行っています。（ここでは拠点型と呼びます。）

しかし、淡海ネットワークセンターには、危機管理の観点からすると危機事案に対処するための

コンテンツが十分ではなく、このことについての交流はほとんど見られません。 

危機管理センターでは、県社会福祉協議会のようなノウハウやスキルを有した人材の活用によ

る推進方法を中心に考えるのではなく、危機事案への対応力向上のためのコンテンツを揃え、「危

機事案対応を視野に入れたプラットフォーム」として、交流活動が活発となる拠点としての役割

が期待されます。 

 

推進方法のタイプ 

タイプ 概要 

機能型 ・主に職員が現場に出向き活動するタイプ 

・多くのマンパワーとノウハウが必要 

拠点型 ・主に人が集まる拠点を設けて活動するタイプ 

・交流スペース等の物理的機能が必要 

・運営のため一定の推進体制は必要 
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3.研修等に関する事例 

県内では、危機事案への対処に関する様々な取組が行われています。その内、主なものについ

て概要を説明します。 
 
3.1.県の取組 

a) 地震防災対策情報番組「くらし Safety」 

県では、地元テレビ局（びわ湖放送）を活用し、家庭内で取り組める地震対策や、地域の避

難訓練など防災の取組を紹介することにより、県民の防災意識を高め、地震等への備えにつな

げていく取組を行っています。 
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b) 出前講座 

県では、職員が県内のグループ、団体等のみなさまのもとへ伺って、くらしのなかの身近な

話題や県の取組について説明する「出前講座」を行っています。 
講座名称 対象者 概要 担当課 

地震防災 
出前講座 県民 地震防災について、個人、地域でできる備え

等について普及啓発を図る。 
防災危機管
理局 

くらしの 
消防出前講座 

県民もしく
は事業者等 

若者や女性の消防団加入促進を図るため、消
防団の活動内容や処遇などについて説明し、
県民、事業者の理解が得られるようにする。

防災危機管
理局 

みんなで考え
よう！水害か
ら命を守る「流
域治水」 

小・中学生、
自治会等 

地球温暖化による気候変動の影響から集中豪
雨の頻発や台風の大型化など、大きな洪水が
発生する危険性が高まっている。 
このため、どのような洪水に対しても命を守
る取組を各地域で進めていただけるよう、川
から見た地域の現状や水害に備える基礎知識
などを説明する。 

流域治水政
策室 

砂防出前講座 

小中学生、教
職員、災害時
要援護者施
設職員、自治
会等 

県民一人ひとりの防災意識の向上を図るため
に職員が小中学校等に出向き、土砂災害につ
いての講座を開催する。 

砂防課 

住まいの地震 
対策出前講座 自治会等 

過去の地震被害状況から住宅の地震対策につ
いて、パワーポイントや住宅の紙模型を使っ
て、わかりやすく説明する。 

建築課（建
築指導室）

 
【出前講座〈防災危機管理局〉】 

平成 22 年度 地震防災等出前講座実施状況 

団体名 場所 対象 内容 

甲賀防火保安協会 甲賀広域行政組合消防本部 企業の防火・防災担当者等 自主防災組織について 

能登川地区まちづくり協議会 能登川支所別館２F 自主防災活動リーダー 自主防災組織の役割と行動 

(社)滋賀県栄養協会 大津市保健所 栄養士、調理師 災害時の備えについて 

長浜市 浅井文化ホール 地域防災推進員 防災における自助・共助の重要性 

近江八幡市 近江八幡市防災センター 地域防災活動推進員 防災における自助・共助の重要性 

緊急初動班研修 東館 7 階大会議室 緊急初動班員 滋賀県で想定される地震 

スポーツ健康課 コラボしが 21 防災教育指導者研修会 地震防災対策と学校の機能 

石部南まちづくり協議会 石部まちづくりセンター 
協議会を構成する 5 自治会

の住民等 
防災における自助・共助の重要性 

滋賀県立甲良養護学校 甲良養護学校 PTA 「障がい児のための防災を考える」 

草津市野路町町内会 草津市野路町 住民の方 
できることから地震対策 ～我が家で、

地域で！ 

村田製作所八日市事業所(東近江

市) 
八日市事業所 社員 

起こり得る地震に備えて ～防災におけ

る企業の役割と地域防災力の向上～ 

湖東郵便局長会 彦根市消防本部 郵便局長 
起こり得る地震に備えて ～防災におけ

る事業者の役割と地域防災力の向上～ 

湖南市針区(自主防災組織) 湖南市針公民館(648 番) 住民の方 
高齢者の方が安心して暮らせるために

～地域における自主防災活動の重要性～

県庁見学 速見小学校 長浜市立速水小学校４年 
地震の仕組みや怖さを理解し、身の守り

方を学ぶ 

近江八幡市金田自治会 近江八幡市 自治会会員 防災における自助・共助の重要性 

守山市防災研修会 守山市民ホール 住民の方 防災・危機管理と地域コミュニティ 

滋賀県自主防災組織リーダー研修

会 
消防学校 自主防災組織リーダー 災害図上訓練「DIG」、防災運動会 

伊香立自主防災組織、伊香立社会福

祉協議会 
ピアザおうみ 

自主防災会役員 

社会福祉協議会役員 
集落における防災対策として大切なこと

湖東・自主防災組織育成研修会 湖東合同庁舎 1－Ｃ会議室 自主防災組織構成員等 防災における自助・共助の重要性 

東近江地域自主防災組織育成研修

会 
東近江あかね文化ホール 自主防災組織構成員等 自主防災組織活動マニュアル 
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【出前講座〈流域治水対策室〉】 

平成 22 年度 出前講座「みんなで考えよう！水害から命を守る「流域治水」」実施状況 

団体名 場所 対象 内容 

守山市自治会 湖南広域消防局 自治会役員 R-DIG による自助・共助の必要性 

東近江市葛巻 葛巻集会所 葛巻住民 水害に強い葛巻を目指して 

竜王町弓削 弓削ふれあいプラザ 弓削住民 水害に強い弓削を目指して 

滋賀県立甲良養護学校 甲良養護学校 PTA 「障がい児のための防災を考える」 

米原市村居田 龍ヶ鼻会館 自治会役員 水害に強い村居田を目指して 

近江八幡市立馬淵小学校 白鳥川現地 小学 4 年生 自然観察（流れのある中の歩行訓練） 

近江八幡市立桐原東小学校 白鳥川現地 小学 5 年生 自然観察（流れのある中の歩行訓練） 

近江八幡市立馬淵小学校 校内 小学 4 年生 白鳥川と地域との関わり（水害含む） 

近江八幡市立桐原東小学校 校内 小学 5 年生 白鳥川と地域との関わり（水害含む） 

近江八幡市立馬淵小学校 自宅から学校までの避難経路 小学 4 年生 避難経路の危険箇所調査 

近江八幡市元水茎 元水茎公民館 住民の方 水害に強い元水茎を目指して 

近江八幡市立馬淵小学校 校内 小学 4 年生 R-DIG による水害時の課題抽出 

安曇川扇骨の里と桜街道復活協議会 高島市安曇川町（安曇川河川敷） 住民の方 水害履歴、水害リスクマップの説明 

近江八幡市立桐原東小学校 校内 小学 5 年生 避難経路の危険箇所調査 

地球温暖化防止と持続可能なまちづくり講演会 今津東コミュニティーセンター 住民の方 気候変動に備える水害対策 

近江八幡市立馬淵小学校 校内 小学 4 年生 子どもＨＭ配布、水害経験者の講話 

近江八幡市立桐原東小学校 校内 小学 5 年生 R-DIG による水害時の課題抽出 

長浜市大井町 大井町公民館 自治会役員 R-DIG による水害時の課題抽出 

近江八幡市立桐原東小学校 校内 小学 5 年生 子どもＨＭ配布、白鳥川の取組 

東近江市葛巻 葛巻集会所 自治会役員 R-DIG による水害時の課題抽出 

近江八幡市下豊浦 下豊浦草の根区民会館 住民の方 水害に強い下豊浦を目指して 

 
【出前講座〈砂防課〉】 

平成 22 年度 砂防出前講座実施状況 
平成 22 年度は小学校 4校、および集会所 2 箇所の計 6 箇所で開催しました。講座では土砂

災害の種類や発生原因、防止対策などについて説明し、実際の土石流災害や地すべり災害

の映像を DVD で見てもらったほか、平成 22年度より土石流模型実験の実演を行いました。

 
対象 

彦根市正法寺自治会 地域住民 

近江八幡市小船木町自治会 地域住民 

高島市立マキノ北小学校 5 年生 

西浅井町立塩津小学校 5 年生 

西浅井町立永原小学校 5 年生 

大津市立富士見小学校 4 年生 
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【出前講座〈建築課（建築指導室）〉】 

平成 22 年度 住まいの地震対策出前講座実施状況 
イベント名称 内容 備考 

出前講座 

（多賀町多賀四津屋区） 

地震・耐震のお話 

（PTT、簡易実験により講習） 

多賀町多賀四津屋区女性会

の勉強会 

県庁子ども参観日 ミニミニスクール実施（４５分）  

能登川東学童防災教室 学童保育で防災教室 

○×クイズと紙ぶるる工作 

児童および児童の保護者 

瀬田小学校防災教室 紙ぶるる作成、簡易実験 小学五年生防災授業 

膳所小学校防災教室 紙ぶるる作成、簡易実験 小学四年生防災授業 

 
 

c) 自主防災組織リーダー研修 

県では、年に 1 回、県内の自主防災組織、自治会などの役員を対象とした自主防災組織リー

ダー研修を実施しています。これまでの参加者数を以下に示します。 

 

開催年度 参加者数 

Ｈ22 79 

Ｈ21 30 

Ｈ20 26 

Ｈ19 25 

合計 160  

写真：平成 21 年度滋賀県自主防災組織リーダー研修会開催概要 
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d) 市町防災担当者研修 

県では年に 1 回、県内市町の職員を対象とした研修を実施しています。これまでの参加者数

を以下に示します。 

開催年度 参加者数

Ｈ22 33 

Ｈ21 51 

Ｈ20 26 

合計 110 

 

e) 危機管理全般に関する各種研修会の開催 

県では、危機管理全般に関する研修を実施しています。 
研修名称 目的 対象者 

市町長防災危機管理ラボ 首長が災害発生時にリーダーとして、より適切な

災害対応を行うための知識を身につける。 
知事、市町長、副知事、県

部局長等 
リスク／クライシス コ

ミュニケーション研修 
危機的な事象が発生したことや対応策をどう伝

えるか、コミュニケーション技術や危機管理者が

注意すべき「思い込み」や誤解などについて紹介

し、実習を通してスキルの向上を図る。 

市町職員等 

青少年防災指導者研修 小・中学生等を指導する青少年の防災指導者の育

成を図る。 
市町防災担当職員、消防本

部（局）担当職員、県防災

担当職員等、各市町教育委

員会学校安全担当者、国・

公立および私立学校安全担

当者等 
災害時要援護者支援対策

研修 
市町において、策定すべき避難支援プラン策定の

支援を行う。 
市町防災担当職員、市町福

祉担当職員、市町社会福祉

協議会職員 
滋賀県ＤＭＡＴ強化研修 災害時の円滑な医療救護活動のため、災害医療救

護活動に関する高度な医療知識および技術を取

得するための研修を実施することにより、滋賀県

の災害医療体制のより一層の充実強化を図る。 

県内災害拠点病院のＤＭＡ

Ｔ隊員 

新型インフルエンザ対策

セミナー 
新型インフルエンザの世界的流行に備えて、必要

な知識を身につける。 
医療機関者、民間企業等 

新型インフルエンザ対策

研修会 
今後の新型インフルエンザ対策に役立てるため、

新型インフルエンザの最新情報を取得するとと

もに、発熱外来患者に対するドライブスルー型外

来の運営訓練を行う。 

ライフライン関係事業者、

その他事業者、医療関係者、

医師、保健所職員等 

口蹄疫および高病原性鳥

インフルエンザ防疫演習 
口蹄疫および高病原性鳥インフルエンザの県内

発生時において、迅速かつ的確な防疫措置を行う

ため、関係機関の情報共有と連携強化を図り初動

防疫体制に万全を期す。 

県、市町、関係団体等 

土木技術職員専門研修

（災害復旧） 
災害発生時の対応および迅速な復旧についての

知識の習得を図る。 
土木技術職員 

水防研修会 水防に関する基本的な知識や技術の習得を図る。 県および市町職員 
被災宅地危険度判定士養

成講習会 
地震又は降雨等により宅地が大規模かつ広範囲

に被災した場合に被害の発生状況を迅速に調査

して現地にその危険度を表示すること等により

二次災害を防止し住民の安全を図る。 

県および市町職員ほか 

滋賀県災害時安否情報サ

ポートボランティア研修

会 

災害時に被災者の安否確認に活用できる安否情

報システムの操作・習熟を目的とする。 
ボランティア 
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f) 各種計画の策定および調査の実施 

県では、地域防災計画を始め、様々な計画およびハザードに関する調査を実施しています。 
・滋賀県地域防災計画の策定 
・滋賀県水防計画の策定 

・滋賀県国民保護計画 

・滋賀県地震防災プログラム（H21.3）の策定 

・地震被害調査（H17.4） 

・河川はん濫調査（浸水想定区域図） 

・洪水等避難計画作成支援マニュアル（H18.3） 

・流域治水のはん濫ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 

・土砂災害警戒区域調査、山地災害危険箇所調査など 

 
g) 啓発用冊子の作成 

県では、その他の取組として、啓発用冊子を作成しています。 
・自主防災組織活動の手引き 
・自主防災組織活動マニュアル 
・できることから地震対策！！ 
・国民保護ってなんだろう？ 
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h) 防災ポータルサイトの構築 

県では、インターネットを通じて、広く県民が閲覧できる防災ポータルサイトおよび土木防

災情報システムを構築しています。 

滋賀県 防災ポータル 

http://www.pref.shiga.jp/bousai/ 

滋賀県 土木防災情報システム 

http://www.shiga-bousai.jp/index.php 

県内の緊急情報・被害情報や防災トピック

を発信する総合的ポータルサイト。滋賀県

防災情報マップや、降雪・積雪、環境放射

線、地震（気象庁）へのリンクを有する。 

県内の特に風水害時の雨量、河川の水位、土

砂災害に関するリアルタイム情報発信サイ

ト。携帯電話版もある。 

  

 
i) 水害情報発信サイトの構築 

県では、地域の水害に対するリスク情報のため、地域の水害に関する「記録と記憶」を収集・

整理し、日頃から水害に関する情報を視覚的に提供する「みんなでつくるデータベース」を構

築しています。 

なお、琵琶湖博物館においても「湖と人のくらし写真アルバム」など写真データベースを構

築しています。 
 

 

http://www.pref.shiga.jp/h/ryuiki/hanran/index.html 
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j) 滋賀県防災情報マップの構築 

県では、予想される様々な危険性を県民の皆さんに事前にお知らせすることにより、防災へ

の関心を持っていただき被害の軽減の行動に役立つように、滋賀県防災情報マップを構築して

います。 

本システムは、電子国土Ｗｅｂシステムを利用して、防災に関する地理情報を提供するもの

で、一般的な地図情報に加え、県が調査した地震被害想定や、浸水想定区域図、土砂災害警戒

区域等を確認することが可能です。 

 

※電子国土Ｗｅｂシステムとは、電子国土の理念を具現化するツールの一つとして国土地理院

から無償提供されるソフトウェアです。 

 

 
※地図上で表示されるデータの内、1/2,500 以上の大縮尺のもの（建物形状が確認できるレベ

ル）は、基盤地図情報が整理された以下の自治体のみです。 

大津市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、甲賀市、高島市、東近江市、安土町、竜王

町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町（※一部旧町名） 
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■地震被害想定を表示した例 

 
■浸水想定区域を表示した例 

 
■土砂災害警戒区域を表示した例 
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3.2.その他取組 

(1) 手作りかまどベンチ 

普段はベンチとして使い、災害時には炊き出し用のかまどとして使うことができる「かまどベ

ンチ」の製作に、実習授業の一環として県立彦根工業高等学校が取り組んでいます。 

製作のプロセスが持つ交流、絆を深める力を感じ、滋賀発のオリジナルな取組として、県内外

で製作の輪が広がりを見せ始めています。（2009 年防災教育チャレンジプラン防災教育特別賞を

受賞、また同年、兵庫県主催の「1・17防災未来賞 ぼうさい甲子園」で奨励賞を受賞。） 

 

ものづくり”で交流を深める「手作りかまどベンチ」」 

【活動の開始時期】平成 21 年 

「「かまどベンチ」との出会いは見学に行った防

災展示会。既製品として展示されていたものを「高

校生や素人で作れるのではないか。同じ作るのな

ら、近くの地域の方や小学校の児童と一緒につくれ

ば、と考えたことが切っ掛け。」と田中さん。 

小学校では、高校生が実技的なアドバイスを行い

ながら児童たちと一緒に製作。作っていくうちにう

ち解けて、回を重ねるごとに熱が入ってきます。手作りだからこそ愛着が湧き、小学生

が物作りへの想像力が働くようになったり、防災について考えたり、といった力を持つ

この取組。 

平成 22 年度の高齢者総合福祉施設での製作では、「一緒に作業をした高齢者の方た

ちから、根気強さや真面目さといったことを高校生が感じているようです。」とのこと。

完成の喜びを感じることと訓練を兼ねて、学校や自治会、施設のいずれも炊き出しを

行いました。ここでも小学生が逞しく薪をくべる姿などが見られました。また、高齢者

が高校生に薪のくべ方を教える場面も。 

県内外から今も製作についての問合せが続いているかまどベンチ。 

「製作のプロセスで生まれる交流や防災への意識など、かまどベンチの持つ想像以上

の魅力に驚いている。」、「単純にハードを作ることだけに終わらせずに、製作段階、完

成後の広がりが大切」と田中さん。手作りかまどベンチの可能性を示唆しています。 

(滋賀県立彦根工業高等学校教諭田中良典さん) 

出典：地域減災しくみづくり検討会報告書（H23.2） 

 

   


