
資 － 県 文 １

県 民 生 活 課

内線 ３４１３

消費生活センター

彦根本所

消費生活センター

（彦根）

消費生活センター

草津分室

体制強化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆　高度・専門的な事案
　　　　　　　　　　　　　　◆　広域の事案
　　　　　　　　　　　　　　◆　事業者指導

県はこれらの対応に
重点化

市 町
更なる連

携

県と市町の役割を分担する必要県と市町の業務が重複

県内全ての市において消費生活相談員を配置した相談窓口が設置

【予算額　6,858千円】

◆ 消費生活センター 彦根本所   彦根市元町４－１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（相談窓口）　ＴＥＬ　０７４９－２３－０９９９
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事務室）　　 ＴＥＬ　０７４９－２７－２２３３
◆ 　   　　同　　　　　草津分室　 草津市大路一丁目１－１　エルティ　９３２　３階
                                          　　　（相談窓口）　ＴＥＬ　０７７－５６３－７００９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事務室）　　 ＴＥＬ　０７７－５６３－４５８４

新

所在地等

消費生活センター草津分室を彦根本所に統合

平成20年10月～

統 合



　
　　　　　滋賀県には、他府県が有するような公文書館がないものの、これに代わる機能を
           備えた施設として、平成２０年度、新たに県庁新館に

　  歴史的文書の有効活用

目標は

滋賀県は、国の重要文化財に匹敵するような歴史的文書（明治～昭和戦前の公文書）約9,000冊を
保有しています。たとえば、

　しかしながら、今までこれらの歴史的文書が有効に活用されているとは言い難い状況にありました。

資－県文２
県民生活課
内線３１２１

・旧藩県引継書類　/ 郡役所文書
・大津事件文書（露国皇太子殿下御遭難記事）
・神社仏閣城郭文書（宝物調査、寺社絵図、城内絵図）　など

（仮称）県政史料室を設置します。

新

【予算額　5,533千円】

　２　事業内容

　１　背　景

　３　事業のねらい

県の保有する 歴史的文書を有効活用  し、

県民が 歴史に触れ学ぶ機会を創出  します！

　◆ 歴史的文書の閲覧、複写、撮影等ができる環境整備

　◆ 公文書館的機能（レファレンス機能等）の充実
　　　　　※レファレンス機能・・・利用者の問い合わせに対して、職員が案内したり、解説ができる機能。

個性ある地域文化の構築へ



県行政と多様な主体との協働推進

【予算額 　４，１１７千円】

■行政と他の主体との相互理解と情報・課題の共有が不十分
　　（「なぜ協働するのか」「何を解決するのか」といった基本的なことや、双方の情報が十分共有
　　　されていないため、協働としての相乗効果が出し切れていない。）

■他の主体からの提案による事業構築の仕組みが未整備
　　（ＮＰＯや地域団体等が提案できる制度的な担保がないため、現場視点での知恵や工夫が県

　　　政に活かされていない。）

■協働を推進する人材が不足

　（県職員一人ひとりが、協働への意識や姿勢、現場での会話能力を高めていくための研修制度

　　が不十分である。）

■ＮＰＯとの協働事業は委託・補助を中心に６２事業実施（平⑲）

現　　　状

課　　　題

協働の創出・推進

　協働事業推進事業　　　　　　　　　　　　　　２，０２９千円
　  ■相互理解・課題共有  　ラウンドテーブルしがの開催

　  ■提案制度検討　　  　新 協働提案制度検討委員会の設置

　　■事例発信　　 　　　   新 協働事例集の作成

　　■研修・交流　　　　　　    協働推進セミナーの開催

　　■検証・助言　　　　　　    しが協働推進ボードの運営

　NPO情報ネットワーク保守管理事業　　 　２，０８８千円
　　■情報提供　　　　　　　協働ネットしが（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）の運営

自律と協働による公共活動の展開⇒ 未来を拓く共生社会へ

県基本構想

資－県文３

県民活動課
内線4633



資料－県文４
県民文化課
内線4630

・学校と文化施設等のニーズの情報整理
・体験プログラムの開発
・学校と文化施設等のコーディネート
・連携授業の実施
・ボランティアの取りまとめ　など

委員会の趣旨に賛同する関
係者による研究会
（ＮＰＯ、ボランティア、
教師（幼,小,中,高等学校）、
文化施設関係者、県教育関
係部局、県文化関係部局な
ど）

　
　

推進部会 連携研究会

学校・文化団体・地域・住民等

■委　員：約１５名（ＮＰＯ、大学、市町教育関係者、文化施設関係者、
　　　　　　　　　県教育関係部局、県文化関係部局など）

研究

・学生等のボランティアの登録、派遣
・研修会の実施
・ボランティア活動の企画実施　など

・連携授業による子ども,教師,アーティ
ストの合同発表の場(作品展示等)の提供
・県内各地で行われる子ども関連の催し
を取りまとめｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等で情報発信　など

ボランティア研修 連携授業 子ども文化芸術祭

文化施設・アートNPO・芸術家等

育成 体験 発信

             次世代文化芸術推進事業　     【予算額　9,800千円】
　　　　　　　　　 ～（仮称）しが子ども文化芸術推進委員会運営費補助金～

○どこでもｱｰﾄ交流事業
○ｱｰﾄﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ研修
○ワークショップ
○アウトリーチ活動
○公共ﾎｰﾙ支援事業
○ｱｰﾄｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ
　・相談窓口機能
　・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等情報発信
　・ｱｰﾃｨｽﾄ登録　など

■コーディネーター

■アシスタント

□ボランティア,NPO,行政関係者等

美術館・博物館部門

■コーディネーター
　

■アシスタント

□ボランティア,NPO,行政関係者等

文化ホール部門

ボランティア、ＮＰＯ、大学、企業など

しが県民芸術創造館
文化産業交流会館

○子どもを対象とした
　参加事業など

滋賀県芸術文化祭

○県内の小・中学校の教
員を目指す学生達を対象
に教師としての熱意・使
命感の醸成や指導力を育
成

滋賀の教師塾

連携
・

協働

協働

連携
・

協働

（仮称）しが子ども文化芸術推進委員会



           アートＮＰＯによる連携授業のスタート
<県立近代美術館・県立陶芸の森・MIHO MUSEUMと専門家
（陶芸家、茶道家、古典楽器演奏者等）の協力を得て>

平成１３年度

平成１２年度

美術・図工全国大会（滋賀大会）の公開授業で、美術館と学
校との連携授業の取り組みを全国に紹介

平成１７年度

平成１８年度

県・（財）滋賀県文化振興事業団とＮＰＯとの協働事業の展開

平成１６年度

平成１４年度

平成１５年度

平成１９年度

平成２０年度

「美術館・博物館と学校との連携授業研究会」発足(H18.8月)

本県における子ども・青少年の文化芸術体験支援の取り組み経過

百人車座会議の開催（H19.9月)

文化庁文化ボランティア推進モデル事業のスタート

文化ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ全国ﾌｫｰﾗﾑにおいて本県の取り組みを発表

しが文化芸術体験サポートセンター(H18.7～H20.3）
指定管理者：（財）滋賀県文化振興事業団
  実績 ：平成18年度9ヶ月　約30校　7000人

　　　　　　  　　　　平成19年度　　 　　約35校　8000人（見込み）

（仮称）しが子ども文化芸術推進委員会（H20～)
構成委員：NPO、文化施設、教育機関等

　　　 　【　課　題　】
・ニーズの増大・高度化
・多様な主体との連携・協働

運営費補助金

滋賀会館
指定管理事業



資－県文５
県民文化課
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アールブリュット企画展開催事業 

 【予算額 39,621 千円】 

 

1. 展覧会名（仮称）アール・ブリュット 〜パリ、abcd コレクションより〜 

 

2. 会  期   平成 20年 10月 25日（土）〜11月 30日（日） 32 日間 

 

3. 会 場   滋賀県立近代美術館 企画展示室 1・2 

 

4. 「アール・ブリュット」とは 

 「加工されていない、生のままの芸術」を意味するフランスの美術家ジャン・デュビュッフ

ェ（1901-85）が 1945 年に提唱した概念です。正規の美術教育を受けていない人が自発的に生

み出した、既成の美術概念の影響を受けていない芸術作品をいいます。 

 

5. 展覧会の概要 

■「アール・ブリュット・コレクション」（スイス・ローザンヌ市）と並ぶ「アール・ブリ

ュット」の世界有数のコレクションを誇るフランスの非営利財団「abcd」（art brut 

connaissance & diffusion＝アール・ブリュット：理解と普及）が所蔵する約 2,000 点の

中から、厳選された約 60 人の作家（日本人作家６人を含む。うち滋賀県ゆかりの作家２

人）による約 130点の作品を展示します。 

  ■連続講演会「生命（いのち）のアートだ」（仮称）… 会期中７回開催 

   「abcd」主宰者、アーティスト、障害者福祉・ボーダレスアート研究者等による連続講

演会を開催し、「アール・ブリュット」のさらなる理解と普及に寄与するとともに、「生

命」に直結した「表現」のあり方について参加者とともに考えます。 

■「abcd」が所蔵する映像資料も活用し、「アール・ブリュット」の社会的、芸術的認知を

さらに高めるとともに、滋賀県からメッセージ性のある芸術を発信します。 

 

6. 連携協働の取り組み 

 ボーダレス・アートミュージアムＮＯ－ＭＡ（近江八幡市）において、「アール・ブリュッ

ト・コレクション」と連携した企画展『アール・ブリュット／交差する魂』（会期：平成 20

年２月 28日～５月 11日）が開催されることから、滋賀県から全国に向けてアール・ブリュッ

トに接する機会を発信していくため、広報面や事業実施面などで連携協働します。 

 

7. 観覧料 一般 1,150（950）円、高大生 900（700）円、小中生 700（500）円 

   ※（  ）内は前売および 20名以上の団体料金 



 

  

Aloïse Corbaz (アロイーズ・コルバス) 

題・制作年不詳 ／色鉛筆 

70 x 50 cm 

ⓒcollection abcd, Paris 

 

 

 

 

Henry Darger (ヘンリー・ダーガー) 

題・制作年不詳／ガッシュ、鉛筆 

48 x 178 cm 

ⓒcollection abcd, Paris – Kiyoko Lerner
 

 

  

Adolf Wölfli (アドルフ・ヴェルフリ) 

｢Christoph Colombus｣ 

制作年不詳／色鉛筆、鉛筆 

32 x 20.5 cm 

ⓒcollection abcd, Paris 

  

希望される場合は、写真の電子デー

タを提供できます。 



情報政策課

内線 ３３８０

資－県文６

【予算額 ４，０００千円】

ｅ－まち映像発信支援事業ｅ－まち映像発信支援事業

市民ディレクターとも呼ばれ、地域映像を活用してまちづくりを推進する方々を指します。
地域の風俗、住民グループや自分たちの活動を家庭用ビデオカメラ等で撮影・編集し、制

作した映像作品を、地元の放送局等と連携してテレビで放映したり、インターネットで配信す
ることで、住民が自らの地域や活動の理解を深め、さらなる魅力的なまちづくり活動の活性
化を図ります。
住民ディレクターはこれらの活動の過程で、地域のリーダーとして必要な企画力、取材力、

広報力等が身につけることができます。
住民ディレクターの活動は、平成８年に熊本県で始まり、現在、全国各地で、地域活動の活

性化や地域リーダーの育成に有効な手段として取り組まれています。

市民ディレクターとも呼ばれ、地域映像を活用してまちづくりを推進する方々を指します。
地域の風俗、住民グループや自分たちの活動を家庭用ビデオカメラ等で撮影・編集し、制

作した映像作品を、地元の放送局等と連携してテレビで放映したり、インターネットで配信す
ることで、住民が自らの地域や活動の理解を深め、さらなる魅力的なまちづくり活動の活性
化を図ります。
住民ディレクターはこれらの活動の過程で、地域のリーダーとして必要な企画力、取材力、

広報力等が身につけることができます。
住民ディレクターの活動は、平成８年に熊本県で始まり、現在、全国各地で、地域活動の活

性化や地域リーダーの育成に有効な手段として取り組まれています。

地域にはそこに住む住民が気付かない魅力的なコンテンツが数多く存在しており、地域の
魅力を誰もがわかりやすい方法、すなわち映像で情報発信する取り組みが全国の先進自治
体で始まっています。
そこでは、住民が自ら映像情報を収集・編集・発信するという活動（住民ディレクター活動）

を行い、効果的に映像が発信されることで、まちの活性化を図っております。県内においても、
高島市がインターネットを活用して議会や地域の動画配信事業を行い、さらに住民と連携し
て映像発信を行う活動も開始されています。
また、核家族化や少子高齢化の進展により、地域の文化や伝統の継承が困難になってい

る今日、多くの身近な生活文化・風俗等を映像としてデジタルアーカイブ化しておくことは、そ
れらを次世代に引き継ぐ有効な手段です。
さらに、退職後の団塊世代の地域での交流の場としても適しており、このことを通して地域

活動の担い手となり、地域の活性化につながっていくことが期待されています。

地域にはそこに住む住民が気付かない魅力的なコンテンツが数多く存在しており、地域の
魅力を誰もがわかりやすい方法、すなわち映像で情報発信する取り組みが全国の先進自治
体で始まっています。
そこでは、住民が自ら映像情報を収集・編集・発信するという活動（住民ディレクター活動）

を行い、効果的に映像が発信されることで、まちの活性化を図っております。県内においても、
高島市がインターネットを活用して議会や地域の動画配信事業を行い、さらに住民と連携し
て映像発信を行う活動も開始されています。
また、核家族化や少子高齢化の進展により、地域の文化や伝統の継承が困難になってい

る今日、多くの身近な生活文化・風俗等を映像としてデジタルアーカイブ化しておくことは、そ
れらを次世代に引き継ぐ有効な手段です。
さらに、退職後の団塊世代の地域での交流の場としても適しており、このことを通して地域

活動の担い手となり、地域の活性化につながっていくことが期待されています。

事業効果事業効果事業効果

地域の魅力の再発見やまちづくりの活性化を図るため、県民の皆さんが地域文化や自ら
の活動を映像として発信する取り組みを促進します。
そのため、放送事業者、県内大学、住民ディレクター、IT企業により構成する「（仮称）e-ま

ち映像づくり連携協議会」が行う次の取組を支援します。
①住民ディレクター養成講座
・住民ディレクター養成のため、放送事業者による取材方法、撮影技術等の講座の実施
②地域映像コンテンストの開催
・住民ディレクター活動の活性化のためのコンテストの開催
③地域映像番組の制作・発信
・住民ディレクター活動等をテーマに番組作成、放送の実施
④地域映像ポータルの運営
・地域映像をデジタルアーカイブ化し、インターネットで配信

地域の魅力の再発見地域の魅力の再発見やまちづくりのやまちづくりの活性化活性化を図るため、県民の皆さんを図るため、県民の皆さんがが地域文化地域文化や自らや自ら
の活動を映像として発信の活動を映像として発信する取り組みを促進します。する取り組みを促進します。
そのため、そのため、放送事業者、県内大学、住民ディレクター、放送事業者、県内大学、住民ディレクター、ITIT企業により構成する「（仮称）企業により構成する「（仮称）ee--まま

ち映像づくり連携協議会」ち映像づくり連携協議会」が行う次のが行う次の取組取組を支援しますを支援します。。
①住民ディレクター養成講座①住民ディレクター養成講座
・住民ディレクター養成のため、放送事業者による取材方法、撮影技術等の講座の実施・住民ディレクター養成のため、放送事業者による取材方法、撮影技術等の講座の実施
②地域映像コンテンストの開催②地域映像コンテンストの開催
・住民ディレクター活動の活性化のためのコンテストの開催・住民ディレクター活動の活性化のためのコンテストの開催
③地域映像番組の制作・発信③地域映像番組の制作・発信
・住民ディレクター活動等をテーマに番組作成、放送の実施・住民ディレクター活動等をテーマに番組作成、放送の実施
④地域映像ポータルの運営④地域映像ポータルの運営
・地域映像をデジタルアーカイブ化し、インターネットで配信・地域映像をデジタルアーカイブ化し、インターネットで配信

事業概要事業概要事業概要

住民ディレクター住民ディレクター住民ディレクター

新



他県事例 →

熊本県山江村

やまえ村民テレビ

県内事例 →

高島市

みてねっと！

伝統行事

まちなみ

インターネット

（仮称） e-まち映像づくり連携協議会（仮称）（仮称） ee--まち映像づくり連携協議会まち映像づくり連携協議会

放送事業者

大学

住民ディレクター

連携協力・
番組作成

取材・支援

講習会 映像の投稿

・事務局運営
・コンテストの実施
・映像の放送

学生のフィールド
ワーク

地域や活動の撮影

IT企業

・デジタルアーカイブ
・インターネット配信

配信依頼

デジタル映像デジタル映像デジタル映像
自然環境 今昔の風景

先進事例先進事例先進事例

地域住民

交流



資－県文７ 

情報政策課 

内：３３８２ 

地域情報提供システムの構築 

【予算額：11,800千円】 

１ 事業の概要 

(1) 地域情報を提供する目的 

刻々と変わる防災・防犯情報をはじめ様々な公共情報を、リアルタイムに、しかも県民にくまなく伝え

ることにより、自らの安全と予防行動を促し、県民の生命や財産を守る。 

 

(2) 構築しようとするしくみ 

これまでさまざまな形で発信されている各行政機関(各課）の公共情報を、一元的に収集し、一定のフ

ォーマットに変換整理してＴＶ局（ＣＡＴＶ局を含む）に提供することにより、地上デジタルテレビ放

送のデータ放送またはワンセグ放送（以下「地上デジタル放送」という。）等から、迅速かつ一斉同報的

に発信するしくみを構築する。 

また、収集した公共情報は、人々の生活パターンに合わせ、外出先であってもメールを使って県民に直

接提供できるよう整備する。【平成２１年３月稼動予定】 

さらに、将来的には、ＴＶ局以外の報道機関へも提供できるよう進める。 

 

整備内容 

①各行政機関が共同利用できる地域情報提供システムを整備する。 

②県内の行政機関とテレビ局をネットワークで接続する。 

③関係システムと接続し、データの自動転送を行う。 

④携帯電話メールおよびメールマガジンの配信を行う。  ※既存システムも統合 

 

(3) 事業の効果 

①パソコンの利用が少ない高齢者等が、普段、見慣れたテレビ放送から、容易に地域情報の入手が可能

になり、世代間のデジタルデバイドの解消が図れる。 

（「H18県政世論調査」仕事以外でのパソコン利用率：全体54.3％、60代35.2％、70代18.5％） 

②地上デジタル放送や携帯電話メールへの情報配信システムを一元的に整備することにより、合理化が図 

れ、業務の省力化、経費の節減、情報の共有化、サービスの向上が図れる。 

③一元的、迅速な情報提供により、各メディアの情報収集の効率化、情報発信業務の迅速化と、活用の 

効率化が図れる。 

④一元的なメールシステムの導入により、個人情報の漏洩リスクが軽減される。 

                             



【目指すべき姿】 

従来型の情報提供モデル従来型の情報提供モデル

県 Ｂ課

県 Ａ課

インターネット
ＨＰへ掲載

記者クラブ送
資料提供

県地方機関
Ｄ課 携帯メール

１回の操作で、全てに配信！
(ﾜﾝｿｰｽ・ﾏﾙﾁﾕｰｽの実現）

情報の一元化で、
整理が簡単、活用しやすい！

県、市町の共同システムで、
格差のない情報発信、情報共有！

何が重要か
わからない！

新基盤の情報提供新基盤の情報提供モデルモデル

地上
デジタル放送メディア企業等

携帯電話
メール 配信

住民

■情報収集■情報収集

■情報共有■情報共有
■情報配信■情報配信

市町各課

県各課

システム
防災、河川など

地域情報地域情報
提供ｼｽﾃﾑ提供ｼｽﾃﾑ

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・
ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ

各自治体・各課がそれ
ぞれの媒体毎に作成

紙媒体、電子媒体、様
式がバラバラ

情報の輻輳

地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送、ＣＡＴＶなど新ﾒﾃﾞｨｱ対応
災害情報を迅速かつ正確に伝達！

操作の標準化で、簡単、業務の軽減！

自治体間で情報発信力
に格差

 

２ 地域情報提供システムで提供する情報(予定) 

システム名 情 報 内 容 配信時期 
報道機関
への配信

ﾒｰﾙ
配信

防災情報シ
ステム 

避難情報 市町長が発する避難準備、避難勧告、避難指示 随時 ○ ○ 

雨量 県内９３箇所の雨量観測ﾎﾟｲﾝﾄにおける１０分間の
降雨量(mm) 

○ ○ 

水位 県内８３箇所の水位観測ﾎﾟｲﾝﾄにおける現在水
位、通報水位(=水防団体機水位)、警戒水位(=は
ん濫注意水位)、危険水位(=氾濫危険水位)(m) 

１０分毎 
 

○ ○ 

洪水予報 
(予定) 

水防警報(待機、出動、解除) 
はん濫注意、警戒、危険、発生、解除 

随時 ○ ○ 

市町別の土砂災害警戒情報(警戒対象、警戒解
除) 

○ ○ 

土木防災シ
ステム 

土砂災害警
戒情報 

県内 5km メッシュの土砂災害警戒情報（注意、避
難の目安＝警戒、災害発生の恐れ＝危険） 

随時（１０分
毎） 
 ○  

積雪情報 県内54 箇所の積雪深(cm)、気温 ○  

凍結情報 県内 60 箇所の路面状態（乾燥、湿潤、凍結、積
雪）、路温、気温 

○  

雪情報シス
テム 

道路カメラ 県内１１箇所の映像（静止画） 

最大１時間
毎 (12/1 ～
/31) 

○  

光化学スモッ
グ注意報 

光化学スモッグ発令、解除 随時 ○ ○ 

防犯、防災情
報 

犯罪発生、不審者への注意喚起、犯人発見への
協力依頼、悪質商法への注意喚起、劇毒物流出
事故等の注意など 

随時 ○ ○ 

交通死亡事
故多発警報 

短期間の連続事故や重大事故の発生により警報
を発令 

随時 ○  

県 広 報 課
WebCMS 

その他イベ
ント等 

分類されないもの 随時 ○  

ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ イベント等 一般的な公開情報 随時  ○ 



2 地震に備え・対応する
　「体制」づくり

安全・安心の地震対策
地震防災プログラム全体事業費 9,261,508千円(公共事業含む）

１ 耐震化等に必要な
　「基盤」整備

　☆個人木造住宅の耐震化を
　　促進します

　☆自主防災組織を育成・強化
　　します

　☆県民への防災意識の啓発を
　　進めます

　☆災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとの協働を進
　　めます

　☆防災行政通信システムを
　　強化します

3 防災機能の整備・充実

　☆災害時に必要な資機材等の
　　整備を進めます

 4 公共施設の耐震化

　☆上下水道の地震対策を進
　　めます

　☆避難路の整備による地域
　　の安全化を進めます

　☆緊急輸送道路の整備を進
　　めます

　☆被災時に必要な物資の備蓄
　　を行います

　☆実践的な防災訓練を行い
　　ます

  ☆港湾の耐震化を進めます

  ☆組織体制を強化し、職員の
    防災能力を向上します

　☆水害・土砂災害等の防止
　　対策を進めます　☆警察署の活動拠点資機材を

　  整備します

　☆県立高校などの耐震化工事
　  を進めます

資 － 県 文 ８

防 災 危 機 管 理 局

内 線 ３ ４ ３ ２




