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重点テーマ４ 低炭素社会実現

低 炭 素 社 会 の 実 現

低炭素型の交通体系の整備
家庭・地域での
地球温暖化防止

事業活動の低炭素化

エコカーへの転換

エコ交通の促進

省エネ住宅への改修促進

家庭・地域での再生可能
エネルギーの導入促進

経済界との協働推進

再生可能エネルギーの
振興

中小企業ＣＯ2削減への
支援
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滋賀県の低炭素社会実現に向けた取組

持続可能な滋賀社会ビジョン（2008年3月策定）

2030年の目指すべき社会像
「低炭素社会」「循環型社会」「自然共生社会」

第三次滋賀県環境総合計画（2009年12月策定）

琵琶湖環境の再生長期目標

低炭素社会の実現
2030年温室効果ガス排出量

50%削減（1990年比）

マザーレイク21計画
（第２期計画）

滋賀県低炭素社会実現のための行程表

滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例
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主な施策 269百万円

低炭素型の交通体系の整備

○滋賀交通ビジョン策定事業【10百万円】

地域公共交通の衰退等交通をめぐる諸課題に対応しながら、環境負荷低減につながる持続可能な交通体系を構築

○新交通システム推進事業【3百万円】

湖上交通推進協議会を設置し民間主導による滋賀らしい湖上交通の本格運行を図るとともに、モビリティ・マネジメント手

法により県民の自発的な公共交通利用転換を促進
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9%削減

第三次滋賀県

環境総合計画

1990年比

50%削減

1,220

651

(目標) (目標)
（年度）

(万t-CO2)

1,1051,3071,2391,2801,2551,3471,3641,4651,342 1,235

『滋賀県における温室効果ガス排出量の推移と目標』



27

○再生可能エネルギー振興戦略検討事業【8百万円】
再生可能エネルギーの導入や関連産業の振興を図るため、再生可能エネルギー振興戦略プラン(仮称)

の策定に向けた検討

○低炭素社会実現に貢献する事業者評価手法検討調査事業【15百万円】
滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例で、事業者、行政が具体的に行動するために必要となる評価手法
の開発および事業者の支援のためのマニュアルを作成

○低炭素化技術開発・実証化補助事業【25百万円】
エコ・エコノミープロジェクト参加事業者の低炭素化技術の開発を促進するため、県内の対象中小企業者
等が行う新製品、新技術の開発や実証化試験に必要な経費の一部を助成

事業活動の低炭素化

家庭・地域での地球温暖化防止

○個人用既築住宅太陽光発電システム設置推進事業【101百万円】
家庭部門での温室効果ガス排出量削減のため、個人用既築住宅への
太陽光発電導入に対して支援

○公共的施設等再生可能エネルギー導入推進事業【23百万円】

再生可能エネルギーの普及のため、県内の事業者・団体が防災拠点となる県内の施設に太陽光や風力等再生可能エネ
ルギーシステムを設置する事業に対して支援

○農村地域再生可能エネルギー活用推進事業【18百万円】
農村地域に存在する未利用の再生可能エネルギーを活用することにより、農村地域でのスマートビレッジを構築し、農村
の活性化を図る仕組みの検討や、設置可能地点の調査

・補助金額 ３万円／kW(上限10万円)
・対象要件 県内で一定額以上の省エネ

製品を購入すること等

・補助率 １／３
・限度額等 １，５００千円／件

(１５件予定)

設置補助金 再生可能エネルギーの種類

① 太陽光 ② 風力 ③ 小水力

④ 太陽熱 ⑤ バイオマス ⑥その他



滋賀県における再生可能エネルギー振興

国におけるエネルギー政策の動向等を踏まえながら、地域で取り組み可能なエ
ネルギーとして再生可能エネルギーの導入や産業振興を戦略的に推進

振興戦略プランの策定
（H24）

・現状と課題

・振興方針（導入目標量）

・振興方策

家庭、地域、事業所に

おける導入促進策

エネルギー関連産業の

振興・研究開発
28
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現状

工場の消費エネル
ギーのみの評価 高い環境製品を

購入した努力を
評価

・工場単位での排出制限は、環境製品の開発、生産拡大に
制約を生じるおそれがある。

・購入の際、必ずしも環境性能が価格に優先して選
択されていない。

（エコポイント制度が必要だが、財源に限界）

CO2削減
の評価

工場の消費エネルギー
＋製品普及効果の評価 CO2削減

への貢献
評価

産業の環境製品生産のインセンティブ
環境製品の普及加速

環境製品の生産自体をプラス評価することで・・・

新たな評価後

○環境性能による光熱費削減効果やブランドイメージに
より、環境製品の普及加速が期待できる。

○よい環境製品の生産に対する制約が緩和される。

○環境製品普及に対するインセンティブが増加し、環境
産業の振興、経済発展が期待できる。

環境製品の選択
の拡大

環境製品にスケールメリットを効かせづらい

生産拡大によるスケールメリットの期待

環境製品の生産を評価する意義

社会の低炭素化が
より加速される

低炭素社会実現に貢献する事業者評価手法の検討

エコカー
ソーラー
パネル

エコカー

ソーラー
パネル
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重点テーマ５ 琵琶湖の再生

健全な琵琶湖の次世代への継承

健全な生態系と
安全・安心な水環境の確保

琵琶湖と人の暮らし
との関わりの再生

統合的な視点からの
琵琶湖淀川流域の管理

水質メカニズムの解明
と対策

内湖の価値評価と再生 外来魚の除去と活用

ヨシ群落の造成や
南湖の湖底改善

琵琶湖淀川流域での
関わりの促進

水質汚濁メカニズムの
解明など、琵琶湖流域の

水環境・生態系の保全・再生

琵琶湖の在来魚を
増やし、漁獲量を拡大

環境保全活動を支援し、
琵琶湖と人の暮らしとの

関わりを再生

琵琶湖淀川流域の関係者
による流域自治の推進と
流域全体の統合的な管理

水草・カワウ対策

湖底酸素濃度と生き物
の関係の究明

在来魚の漁獲量拡大

流域自治の推進

環境保全活動の団体数
拡大につながる琵琶湖
との関わりを促進



県民・事業者の
主体的取り組み行政の施策

琵琶湖流域の総合保全

つながり
地域を越えた活動のための仕組み
づくりと、普段の生活の中での湖との
関わりの定着

個人・家庭
身近な水環境と親しみ、自
らのライフスタイルを見直し
ていく人の増加

生業（なりわい）
琵琶湖流域保全と調和した
生業の活性化と、企業によ
る地域の環境や文化の保
全・再生活動の活発化

地域
地域固有の環境、文化や
歴史の再評価と、それらを
保全する活動や取り組み
の活発化

湖内
良好な水質と栄養塩バラン
スの回復と、多様で豊かな
在来生物群集の再生

湖辺域
絶滅に瀕する在来種の種
数と外来種の減少、在来魚
介類の再生産の回復と漁
獲量の増加、湖岸景観の
回復

集水域
適切に管理された森林や
生物多様性に配慮した農
地の増加と、在来生物の回
復

つながり
湖内・湖辺域・集水域を行き来する
在来生物の増加

暮らしと湖の関わりの再生琵琶湖流域生態系の保全・再生

行政と県民・事業者
の連携

暮らしと湖の関わりと
琵琶湖流域生態系の

つながり

31
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主な施策 711百万円

琵琶湖流域の水環境・生態系の保全・再生

○琵琶湖の水環境・生態系の保全・再生に向けた調査・研究
・水質汚濁メカニズム解明調査【32百万円】
・琵琶湖深湖底低酸素化と生物の関係究明【3百万円】
・南湖生態系の順応的管理方法の検討【14百万円】

○内湖再生検討事業【31百万円】
在来魚類や水鳥、貴重植物などの生息場所として、また琵琶湖の原風景としての内湖を復活させるため、内湖とその
周辺のつながりの一体的な保全・再生に向けた「内湖再生全体ビジョン（仮称）」を策定

琵琶湖と人の暮らしとの関わりを再生

○琵琶湖再発見事業【8百万円】
琵琶湖博物館において、企業、団体等と協働し
て琵琶湖を感じ考える交流機会を創り出し、参
加者に湖や暮らしに対する新しい気づきや、発
を提供

○展示交流空間再構築事業【7百万円】

琵琶湖博物館が、時代の変容に適応した「応
援と対話」のできる博物館へと進化を遂げ、こ
れを体現する展示とするため、展示交流空間を

再構築

琵琶湖博物館のリニューアル

平成２３年度 琵琶湖博物館内部でリニューアルに関する
検討開始

平成２４年度 基本計画の策定
ワークショップの開催、マーケティング
調査、専門家との意見交換

⇒「新琵琶湖博物館創造ビジョン」の策定

基本設計の策定
新展示基本項目、配置等の検討・決定

リニューアルオープン

実施設計の策定
新たな展示品の収集・制作の決定

施工



地域の特性に応じた、内湖の再生をはじめ、クリークやワンドも含
めた現存内湖の機能改善などを検討し、琵琶湖全域における内湖再生
ビジョンを作成

１．内湖の役割と機能

２．内湖再生の基本的方向

３．内湖再生の課題

４．内湖再生の手法

５．推進方策

内湖再生ビジョン構想案のイメージ

「内湖再生ビジョン」【検討内容】
・文献・成果を収集および整理
・内湖の課題、経緯、特性の整理
・法制度上・技術的な課題等の検討
・内湖再生の目標、指標の設定
・内湖再生による暮らしと湖との関わり、
あり方などの検討

湖西エリア

湖北エリア

湖東エリア

湖南エリア

34
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統合的な視点からの琵琶湖淀川流域の管理

○琵琶湖環状線小学生体験学習プログラム支援事業【2百万円】

琵琶湖淀川流域(京都、大阪)の小学生の琵琶湖環状線を利用した体験学習を支援

○琵琶湖淀川流域自治推進事業【5百万円】

国および県の琵琶湖水位に関するこれまでの研究成果・検討結果などに基づき、治水・利水・環境等の様々な観点から

望ましい琵琶湖の水位について検討

○世代をつなぐビワマスプロジェクト【1百万円】
米原市が天野川で行う、さまざまな世代の住民参加によるビワマ
スの遡上環境整備や稚魚の育成放流を図る取組に支援

○オオクチバス稚魚発生抑制事業【19百万円】
在来魚に著しい食害を及ぼすオオクチバスの発生を抑制するた
め、産卵場所に集まるオオクチバス親魚を電気ショッカーボート

等により重点的に捕獲

琵琶湖の在来魚を増やし、漁獲量を拡大

電気ショッカーボート
（全国内水面漁業協同組合所有）



不可分

琵琶湖の
総合保全

琵琶湖淀川
流域の適切
な管理

滋賀県

琵琶湖水政対策本部

流域関係者

参画・

連携が
必要

マザーレイク21計画

の策定

（琵琶湖総合保全推進部会）

琵琶湖淀川の

流域管理の検討
（琵琶湖淀川流域自治推進部会）

琵琶湖淀川流域は一体
・水資源供給、水質・生態系のつながりなど。

・共通の課題（外来種、森林整備遅れ・・・）

・関連する・相反する課題（水質、水位操作・・・）

調和

議論・検討

働きかけ

36
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重点テーマ６ 滋賀の未来成長産業

環境、医療・健康、
モノづくり基盤技術
などの産業振興

産学官金民連携
や地域間連携、

企業間連携の推進

国際競争力の強化
と産業活性化

連携強化の推進、地の利や
知の集積を活かした
成長戦略拠点の形成

新たな分野への挑戦と
グローバル化対応の支援

医療、福祉・介護、子育ての
分野でのサービス拡大、

創業支援

・中小企業の振興

・環境分野に取り組む県内企業の支援

・医工連携による研究開発の推進と事業化の支援

・モノづくり基盤技術の振興

・新分野・ビジネスへの展開を支援

・省エネ・節電対策の推進

・SOHOビジネス・ＩＴビジネスの促進と企業育成

ネットワークの形成

・サービス拡大、創業支援

・成長産業の誘致

・戦略拠点の形成

・渋滞対策の実施、スマートＩＣの整備促進



■本県の産業構造
県内総生産の36.7％を製造業が占める工業県

（全国は18.0％ 平成21年度県民経済計算）

■懸念される産業の空洞化
産業の空洞化を懸念する企業の割合が約８７％で全国一高い

（全国平均約77％ 民間調査会社の調査による）

■希薄な地域ブランドイメージ

本県産業の現状と成長への対応

本県は、県内総生産に占める製造業の割合が非常に高いこと

から円高や欧州危機などの外的な影響を受けやすく、産業の空
洞化や景気の先行きが非常に懸念される状況

○滋賀の持続的発展のための県内産業の空洞化防止
○本県の強みを活かした環境や再生可能エネルギー等新規成長産業の育成
〇地域資源を活用したブランド化戦略
○地域の経済や雇用を支える中小企業の活性化

38
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主な施策 874百万円

新たな分野への挑戦とグローバル化対応の支援

○中小企業振興の基本的なあり方検討・推進事業【4百万円】

中小企業の振興のための条例制定に向け、条例案や今後の中小企業振興施策にかかる検討とともに、周知・啓発

○滋賀のクリエイティブ産業の振興に向けた調査研究事業【4百万円】
本県の新たな成長の可能性として、地域規模に限定されない市場性を有し、将来性が見込まれるゲームソフト産業をは
じめとするクリエイティブ産業の振興を図るため、可能性調査の実施や研究会で検討

○滋賀の感性を伝える「ココクール」事業【2百万円】
消費者の感性に働きかける滋賀県の商品やサービスを「選び」「魅せる」ことで、本県の商品等のブランド価値をアップ

○新技術創出イノベーション活性化推進事業【5百万円】

新技術の創出を目指す県内中小企業の取組を確実に実用化、事業化に結びつけるため、外部競争的資金を活用した

研究開発を推進

医療、福祉・介護、子育ての分野でのサービス拡大、創業支援

○「おこしやす」三方よし仕事おこし支援事業【31百万円】

障害者就労支援事業所の「創業」を進めるため、インターネットによる情報発信や企業・自治体との商談機会などを支援

○しがの地域資源活用商品販路開拓支援事業【2百万円】

地域資源を活用した新商品開発の取組等を支援する「しが新事業応援ファンド助成事業」により事業化した中小企業の

新商品の販路開拓等にかかる経費の一部を助成



太陽光発電

リチウムイオン電池

滋賀県内の太陽光発電等製造工場

新神戸電機(株)

彦根事業所

京セラ(株)

蒲生工場

京セラ(株)

八日市工場

三洋電機(株)

滋賀工場

(株)ﾘﾁｳﾑｴﾅｼﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ

草津工場

(株)ﾘﾁｳﾑｴﾅｼﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ

栗東新工場

京セラ(株)

野洲工場
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フ
ァ
ン
推

薦
（
全
国
か
ら
）

識
者

の
選
定
・
講
評

セ
レ
ク
シ
ョ
ン
候
補
絞
込
み

まずは
サイトから

見直し！

カイゼ
ン！

目標に！

共感

買いた
い行き
たい

伝えた
い

県内外の
一般ユーザー

実際に行く、買う
（自発的な動き）

ブログ等で感想
（自発的な動き）

ライフスタイルを
提案する雑誌
(シンプル・ナチュラル系)

○選定企業
基本コンセプトに沿って、互いにアピール
しながら、販売を促進するとともに、
更に消費者の共感を得る。

○翌年チャレンジ企業
選定されることを目指し、商品・サービス
の見直しや改善を行う。

H23年度委託事業
「マザーレイクサイト」による

情報発信を活用

夏 秋 冬 次年度以降６-７月ｽｹｼﾞｭｰﾙ

ロールモデル

世界観

ライフスタイル

滋賀のブランド
価値の向上に寄与

セレクト基本コンセプト
琵琶湖に育まれた自然の恵みを享受し、
次代に繋がる新たな暮らし方を提案する
滋賀の商品・サービス群

セレクトのキーワード
①自然との共生
②三方よし
③上質な暮らし

初年度分

ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

（仮
称
）マ
ザ
ー
レ
イ
ク

セ
レ
ク
シ
ョ
ン
発
表

商業・サービス力の向上

滋賀の感性を伝える「ココクール」事業
（ココロにクール、湖国に来るコンクール）

消費者の感性に働きかける新たな価値を創出するため、ブランドコンセプトの提案やこれに沿っ
たモノやサービスを県域で「選び」「魅せる」ことで、滋賀に共感するファン層の拡大を図るととも
に、マザーレイクセレクション（仮称）の選定に向けた事業者の商品開発やサービス向上の努力
を通じて、広く本県の商業力の向上につなげる。

滋賀の感性を伝える商品

滋賀らしい価値観から
感動を伝えるサービス

滋賀で一次選定の後、東京で講
評
・滋賀委員＝県内の有識者等
・東京委員＝滋賀に縁のﾌﾛﾝﾄﾗﾝ
ﾅｰ

各５名程
度

ニ
ー
ズ
喚
起
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①新設

上限 ２億円

（投下固定資産額の１０％以内）

②新設（大型案件）

上限 １０億円

（投下固定資産額の１０％以内）

助成金の

内容

③増産・増設

上限 ５千万円

（投下固定資産額の５％以内）

新規立地企業用 県内企業用

対象要件

●対象分野

①高付加価値型（環境、医療・健康分野）および内需型

②企業立地促進法による企業立地計画の承認を受けたもの

●その他、雇用要件、最低投下固定資産額等の要件有り

地の利や知の集積を活かした成長戦略拠点の形成

○滋賀でモノづくり企業応援助成金【150百万円】

・高付加価値型企業や内需型企業を誘致するため、新規の設備投資に対し、その費用の一部を助成

・県内企業の海外等への流出防止のため、工場の増設や研究開発拠点の増設に伴う設備投資に対し、
その費用の一部を助成

【制度の概要】
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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
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主な施策 529百万円

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

○広めよう、おいしい滋賀発信事業【11百万円】
近江米や近江牛など滋賀県を代表する食材の生産者団体等が連携し販路開拓の取組を進めるとともに、県外での展示
商談会への出展を支援

○県産農畜水産物海外輸出プロモーション事業【15百万円】
生産・流通事業者が連携し、海外で一体的に滋賀の食材のプロモーション展開

○「食べることで、びわ湖を守る。」推進事業【11百万円】

次代を担う子どもたちが滋賀県農水産業を理解し、支える人として育つ基盤をつくるとともに、琵琶湖・淀川流域住民に
滋賀県環境こだわり農産物の理解促進を図り、消費を拡大

（環境こだわり農産物）
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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

○観光ブランド推進事業【7百万円】

「ビワイチ」という基本コンセプトと、本県観光の特徴となる自然、歴史などの観光資源を組み合わせ、県内の観光施設・

資源を周回できる体験型観光プログラムを創造

○近江の神と仏の「美」発信展覧会開催事業【9百万円】

琵琶湖文化館の収蔵品を中心とした仏教美術等の展覧会を東京の三井記念美術館等で開催

○新生美術館基本計画策定事業【7百万円】

平成26年度に開館30周年を迎える県立近代美術館が、特色ある滋賀の「美」の魅力を発信する拠点として再スタートす

ることを目指し、必要な美術館の機能と施設・設備について検討を行い、基本計画を策定

○滋賀のアート発見事業【5百万円】
アートを活用した地域の魅力向上に貢献する「美術旅館」の取組を支援するとともに、県民参加で地域の「美」に関する
情報を収集してアートマップを作成

○アール・ブリュットの魅力発信事業【5百万円】
県立施設でのアール・ブリュットの作品の展示を推進するほか、魅力を伝えるガイドブックを作成

滋賀ならではの体験型観光プログラムの創造

主な観光資源例
・暮らし体験
・花や草（自然）
・戦国時代（歴史）
・ほとけさん（仏像）
・イベント

体験
＆

インセンティブ

サイクリング ＆

ウォーキングの人気者

観光ブランドの構築

滋賀県観光全体のブランド
につなげる！

琵琶湖を1周する「ビワイチ」という
コンセプト
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「美の滋賀」づくりの推進

①県民や関係者とともに「美の滋賀」の土壌をつくり、活動を活発化させる

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

③滋賀の「美」の魅力を県民自らが伝える舞台をつくる

アール・ブリュット(ART BRUT) 近 代 美 術 館 の 資 産 神 と 仏 の 「美」

・滋賀ならではの美を
現在・過去・未来と、
人々の思いや記憶の結
節点として、編みなお
して提示

・アジアの運動拠点をめ
ざして、「日本、アジア
のアール・ブリュットの
いま」を発信

・人びとの暮らしや風土
も含めた近江の仏教美術
や神道美術の奥深い魅力
や価値を発信
・新しい交流・発信拠点
の整備

新しい２１世紀の
人間像の提案

滋賀・琵琶湖で生
まれ育まれてきた

第一弾として
３つの美の編みなおし

暮
ら
し
の
美
・
生
活
文
化
の
美

自
然
の
美
・
琵
琶
湖
の
美

○３つのめざす姿
①深みのある日常に心の安らぎや豊かさを覚

えながら県民が楽しく元気に暮らしている
②多様な営みの中で、人や地域のつながりを

県民が実感している
③そうした滋賀の新しい暮らしぶりを県外の

人がうらやましく思う

・滋賀の様々な美を人と人がつながり
合い交差しながら伝えていく「場」

・美を通して誰もが関わり
つながれる 「座」

「滋賀をみんなの美術館に」

第４回「美の滋賀」発信懇話会資料より
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「美の滋賀」づくりの推進施策体系

１ 「美の滋賀」の土壌を

つくり、活動を活発化

させる

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

３ 滋賀の「美」の魅力を

県民自らが伝える舞台

をつくる

１－１ 「美の滋賀」推進企画調整事業

１－２ 滋賀の美調査・ネットワーク化推進事業

１－３ アール・ブリュット推進事業
○アール・ブリュットネットワーク構築の推進
○障害のある人の造形活動の推進

２－１ 新生美術館基本計画策定事業

３－２ 近代美術館から滋賀の「美」発信事業

３－４ 近江の神と仏の「美」発信展覧会開催事業

３－１ 滋賀のアート発見事業
○「美術旅館」の推進等
○アートマップの作成

３－３ 近江の仏教美術等魅力発信・再生支援事業

３－５ アール・ブリュットの魅力発信事業

「美の滋賀」発信懇話会および近代美術館、アール・ブリュット、仏教美術等に

関わる３つの検討委員会の議論を踏まえ、関係部局・機関により横つなぎで検討

48
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新生美術館基本計画策定事業

近代美術館の再スタートに向けた計画策定

近代美術館の機能と発信力の強化にむ
けて、今後のあり方を各専門分野や利
用者等の幅広い立場の委員により議論

近代美術館機能・発信
力強化検討委員会 H23年度の検討委員会の報告書等を踏

まえ、新たな美術館の具体的な運営や
機能、それを実現するために必要な施
設等について検討し、基本計画にまと
める。

新生美術館とし
て再スタート！

H23年度

H24年度

１．「美の滋賀」の入口として

過去から未来まで滋賀の美を一体と
して扱うことで、作品の魅力とその背
景にある人々の暮らしや思い、自然
を浮き彫りにする

２．美を核とした社会の新たな広場と
して

コミュニティの形成や文化の継承、次
世代の人材育成の場として機能する

３．住み心地日本一の滋賀をめざして

地域の再生や創造性の向上、イメー
ジやブランドの確立等を通じて、明日
の滋賀の可能性の源泉となる

今後の美術館の可能性と方向性（近代美術館機能・発信力強化検討委員会の中間まとめより）

近代美術館が平成26年度に開館30周年を迎えることを機に、一層県民の期待に応え、特色あ
る滋賀の「美」を発信する拠点として再スタートすることを目指し、基本計画を策定します。

新生美術館基本計画の策定
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