
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

○｢関西防災・減災プラン（仮称）｣の充実・発展

○災害発生時の広域応援体制の強化

○広域防災に関する調査研究

○近畿府県合同防災訓練の実施

○関西広域連合備蓄計画の作成

○防災分野の人材育成

○感染症のまん延その他の緊急事態における構成団体間の連携・調整

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

○｢関西防災・減災プラン（仮称）｣の充実・発展

○災害発生時の広域応援体制の強化

○広域防災に関する調査研究

○近畿府県合同防災訓練の実施

○関西広域連合備蓄計画の作成

○防災分野の人材育成

○感染症のまん延その他の緊急事態における構成団体間の連携・調整

県では・・・

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
・原子力防災対策強化事業 5百万円
・地震被害予測調査事業 44百万円
・滋賀県総合防災訓練事業(メディア連携含む） 7百万円
・市町防災力強化研修に関する事業 0.4百万円

○救援物資の備蓄
・災害救助物資（食料約25万食分等）の保管等 9百万円

県では・・・

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
・原子力防災対策強化事業 5百万円
・地震被害予測調査事業 44百万円
・滋賀県総合防災訓練事業(メディア連携含む） 7百万円
・市町防災力強化研修に関する事業 0.4百万円

○救援物資の備蓄
・災害救助物資（食料約25万食分等）の保管等 9百万円

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、滞在型観光の展開
・国際観光推進事業 17百万円
・滋賀県観光統計調査事業 4百万円

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、滞在型観光の展開
・国際観光推進事業 17百万円
・滋賀県観光統計調査事業 4百万円

５４百万円
（滋賀県負担額）

５４百万円
（滋賀県負担額）平成２４年度 関西広域連合と県の取組平成２４年度 関西広域連合と県の取組

防 災

事業費 17百万円 県負担 1.2百万円

観光・文化振興

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

○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
○新発見KANSAI百景の選定・活用
○ＩＴを活用した観光ルートのＰＲ
○山陰海岸ジオパーク活動の推進
○関西地域限定通訳案内士の運営
○通訳案内士（全国）の登録等
○関西全域の観光統計調査

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

○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
○新発見KANSAI百景の選定・活用
○ＩＴを活用した観光ルートのＰＲ
○山陰海岸ジオパーク活動の推進
○関西地域限定通訳案内士の運営
○通訳案内士（全国）の登録等
○関西全域の観光統計調査 事業費 21百万円 県負担 1.7百万円

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！

国内外の地域間競争に勝ち、来訪客増加へつなげる！

資－総政１

企画調整課
内線3315



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
・新技術創出ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ活性化推進事業 5百万円
・びわ湖環境ビジネスメッセ開催事業 10百万円
・近江技術てんびん棒関連事業 1百万円
・「てんびん棒中国に渡る」事業 7百万円
・中小企業技術支援情報ﾈｯﾄﾜｰｸ推進事業 2百万円
○滋賀県新商品ﾊﾟｲｵﾆｱ認定制度によるﾍﾞﾝﾁｬｰ支援

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
・新技術創出ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ活性化推進事業 5百万円
・びわ湖環境ビジネスメッセ開催事業 10百万円
・近江技術てんびん棒関連事業 1百万円
・「てんびん棒中国に渡る」事業 7百万円
・中小企業技術支援情報ﾈｯﾄﾜｰｸ推進事業 2百万円
○滋賀県新商品ﾊﾟｲｵﾆｱ認定制度によるﾍﾞﾝﾁｬｰ支援

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

○関西産業ビジョン（仮称）の啓発・広報・推進管理費
○産業クラスター連携事業費
○国内外での合同プロモーション
○ビジネスマッチングの促進
○公設試験研究機関の連携
○新商品調達認定制度によるベンチャー企業支援
○産業人材育成に向けた検討

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

○関西産業ビジョン（仮称）の啓発・広報・推進管理費
○産業クラスター連携事業費
○国内外での合同プロモーション
○ビジネスマッチングの促進
○公設試験研究機関の連携
○新商品調達認定制度によるベンチャー企業支援
○産業人材育成に向けた検討

県では・・・

大阪府のドクターヘリが広域連合に移管されるまでの間、
まずは共同利用により、県の救急医療を充実

○ドクターヘリの共同利用事業

・ドクターヘリ共同利用負担金 12百万円
・ドクターヘリ運航委員会 0.6百万円
○医療救護活動緊急防災対策事業 1百万円

県では・・・

大阪府のドクターヘリが広域連合に移管されるまでの間、
まずは共同利用により、県の救急医療を充実

○ドクターヘリの共同利用事業

・ドクターヘリ共同利用負担金 12百万円
・ドクターヘリ運航委員会 0.6百万円
○医療救護活動緊急防災対策事業 1百万円

県では･･･

低炭素社会づくりを推進するとともに、カワウの保護
管理による漁業被害や植生被害を軽減

○温室効果ガス削減のための取組
・普及啓発関係事業 12百万円
○鳥獣保護管理の取組（カワウ対策）
・カワウ総合対策推進事業 4百万円
・カワウ漁業被害防止対策事業 12百万円

県では･･･

低炭素社会づくりを推進するとともに、カワウの保護
管理による漁業被害や植生被害を軽減

○温室効果ガス削減のための取組
・普及啓発関係事業 12百万円
○鳥獣保護管理の取組（カワウ対策）
・カワウ総合対策推進事業 4百万円
・カワウ漁業被害防止対策事業 12百万円

産業振興

事業費 28百万円 県負担 2.1百万円

救急医療

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

○関西広域救急医療連携計画の戦略的推進
○広域的ドクターヘリの配置・運航
○広域災害救急医療体制の整備
○救急医療人材等の育成

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

○関西広域救急医療連携計画の戦略的推進
○広域的ドクターヘリの配置・運航
○広域災害救急医療体制の整備
○救急医療人材等の育成

事業費 4百万円（ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ運航事業費除く）
県負担 ０.3百万円

環境保全

関西広域連合では・・・

「温暖化対策」と「生態系の保全」を柱として、環境先進地域
“関西”を目指す

○関西広域環境保全計画の戦略的推進
○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
○住民・事業者啓発事業
○府県を越えた鳥獣保護管理の取組（カワウ対策）

関西広域連合では・・・

「温暖化対策」と「生態系の保全」を柱として、環境先進地域
“関西”を目指す

○関西広域環境保全計画の戦略的推進
○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
○住民・事業者啓発事業
○府県を越えた鳥獣保護管理の取組（カワウ対策）

事業費 2６百万円 県負担 1.8百万円

滋賀県
担当

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！

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！

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！



関西広域連合予算 ４４３百万円（ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ運航事業費除く）

（内訳）事業費：１１４百万円 企画調整費：８４百万円 総務費：244百万円

県では・・・

※平成25年度の試験・免許等事務等移管までは県が実施

○調理師に係る試験の実施・免許交付等 0.8百万円
○製菓衛生師に係る試験の実施・免許交付等 0.2百万円
○准看護師に係る試験の実施・免許交付等 0.7百万円

県では・・・

※平成25年度の試験・免許等事務等移管までは県が実施

○調理師に係る試験の実施・免許交付等 0.8百万円
○製菓衛生師に係る試験の実施・免許交付等 0.2百万円
○准看護師に係る試験の実施・免許交付等 0.7百万円

関西広域連合では・・・

府県毎に実施している試験事務を広域連合へ集約
※平成２４年度まで準備

○調理師にかかる試験実施・免許交付等

○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

関西広域連合では・・・

府県毎に実施している試験事務を広域連合へ集約
※平成２４年度まで準備

○調理師にかかる試験実施・免許交付等

○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

資格試験・免許等

事業費 15百万円 県負担 0.8百万円

職員研修

県では・・・

独自の研修体系に基づき、県職員への研修を実施

○職員研修

・階層別研修の実施 6百万円
・現場感覚を養成する体験型研修等の実施 0.7百万円

・職場支援研修の実施 2百万円

県では・・・

独自の研修体系に基づき、県職員への研修を実施

○職員研修

・階層別研修の実施 6百万円
・現場感覚を養成する体験型研修等の実施 0.7百万円

・職場支援研修の実施 2百万円

関西広域連合では・・・

広域的な視点を養成する研修と府県連携による効率性の高い
研修を実施

○政策形成能力研修の実施

○府県連携型研修の実施

○ＷＥＢ型研修の検討

関西広域連合では・・・

広域的な視点を養成する研修と府県連携による効率性の高い
研修を実施

○政策形成能力研修の実施

○府県連携型研修の実施

○ＷＥＢ型研修の検討 事業費 ３百万円 県負担 0.6百万円

共通する事務を一元化し、効率化を図る！

広域的な視点と高い業務執行能力を持った職員を養成！

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・・・

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

○首都機能バックアップ構造構築

関西広域連合では・・・

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

○首都機能バックアップ構造構築

県では・・・

「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
調査・検討等を実施

○国出先機関対策

○滋賀県交通ビジョン策定事業 9.7百万円

○再生可能エネルギー振興戦略検討事業 8百万円

○地域エネルギーに関する研究事業 3百万円

県では・・・

「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
調査・検討等を実施

○国出先機関対策

○滋賀県交通ビジョン策定事業 9.7百万円

○再生可能エネルギー振興戦略検討事業 8百万円

○地域エネルギーに関する研究事業 3百万円
企画調整費 84百万円 県負担 12.1百万円



滋賀・びわ湖ブランド推進事業【予算額 4,054千円】

現 状

38位価格や行く手間に見合った価値がある

20位心を癒してくれる

18位元気な気持ちになれる

県民の滋賀県への認識

都道府県幸せ度ランキング 11位 （H23.11、法政大学坂本教授)
地域ブランド戦略サーベイ （H23、(株)日経リサーチ)

■県民の満足度は高いものの、一方でその価値に誇りを持つ
までには至っていない

・目立たない
・地味 など

（滋賀・琵琶湖ブランド戦略構築事業
基礎調査より）

まずは県民による滋賀の魅力再発見の
きっかけ作りとなる効果的な情報発信が必要

滋賀・びわ湖ブランドネットワークの支援
予算額 334千円 【企画調整課】

○ブランド力向上のための研究会の実施
○ブランド推進事業の検討
○推進体制の検討 など

県外の滋賀県のイメージ

滋賀・びわ湖ブランド戦略 （H22.3策定）

地域イメージの向上戦略 「個別商品・サービス」の向上戦略 県内外への効果的な発信戦略

■滋賀県には魅力的な地域資源が
たくさん存在するにも関わらず、
その良さがあまり知られていない。

資－総政２

企画調整課
内線3313

■県民一人ひとりがブランドの担い手として
滋賀の魅力を県内外に発信

戦略１ ： 地域イメージ向上

県内商業施設で滋賀の自然や風景などを象徴的に
表現した「ショーウィンドウ」を展示
○滋賀の奥深いイメージを、地場の素材を用いて表現
○ ターゲットは、主に若いファミリー世代
○季節感ただよう展示を、年２回開催
○斬新な切り口で、滋賀の魅力をトータルプロデュース

滋賀・びわ湖ブランド展

予算額 3,720千円 【企画調整課】

■自ら滋賀の魅力を再評価

産学官のプラットフォーム

戦略１ 戦略２ 戦略３

（主な事業）

「美の滋賀」づくり

農産物

観光

地場産品

広めよう、おいしい滋賀発信事業
【食のブランド推進課】
近江米、近江牛、近江の茶、湖魚の生産団体等
による県外に向けた販路開拓・販売促進

滋賀の感性を伝える「ココクール」事業
【商業振興課】
滋賀の優れた商品やサービスの選定、パッケー
ジとして情報発信

観光ブランド推進事業【観光交流局】
体験型観光プログラムの開発および誘客促進

戦略２ ： 個別商品・サービス向上

（各部各課で連携実施）

滋賀のアート発見事業
【「美の滋賀」発信推進室、文化振興課】
旅館等でのアール・ブリュット作品の展示や
アートマップ作成等による情報発信

近江の神と仏の「美」発信展覧会開催事業
【文化財保護課】
仏教美術等の三井記念美術館等での展覧
会および滋賀の風土等の写真パネル展

アール・ブリュットの魅力発信事業
【「美の滋賀」発信推進室】
ガイドブックの発行や県立施設でのアール・
ブリュット作品の展示

相乗
効果



「美の滋賀」づくりの推進 
 

2

「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

3

「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

総政

総政

総政

健福

総政

総政

総政

総政

教委

教委

「美の滋賀」発信推進室
文 化 振 興 課
障 害 者 自 立 支 援 課
文 化 財 保 護 課

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

資ー総政３

新 
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「美の滋賀」推進のための仕組みづくり

1-1 「美の滋賀」推進企画調整事業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1-2 滋賀の美調査・ネットワーク化推進事業

県内の創作活動実施団体
のネットワーク化

長期間のプロジェクト
などの検討

若手アーティスト等
の育成、支援施策の検討

「美の滋賀」
発信懇話会
のメンバー
を中心にした
アドバイザー
会議から
意見や提案

滋賀の美に
関わる全体
を把握

※県内の美術
館、地域や
団体による
美術活動、
アーティス
トなど

県民、関係団体、市町等と情報や意見を交換しながら、「美の滋賀」推進のための仕組み
づくりに向け、取組を進めます

総合政策部（「美の滋賀」発信推進室）
予算額 ９４４千円

同
２，５００千円
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2ｰ1 新生美術館基本計画策定事業2ｰ1 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

総合政策部（文化振興課）
予算額 ７，３０５千円
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1-3 アール・ブリュット推進事業1-3 アール・ブリュット推進事業

アジアのアール・ブリュットの“運動”拠点を目指し、ネットワークの形成と情報拠点の
整備に取り組みます

アール・ブリュットネットワーク会議準備会の設置

アール・ブリュットネットワークフォーラムの開催

アール・ブリュットネットワーク会議の設置

＜設置目的＞
・アール・ブリュットに関する課題解決に向けた研究、検討
・アール・ブリュットに関する幅広い広報および啓発
＜活動内容＞
・アール・ブリュットに関わる機関等による定期会議の開催
・アール・ブリュットに関する専門的な情報交換
・アール・ブリュットへの関心を喚起するためのフォーラム
の開催
＜構成メンバー＞
・アール・ブリュットに取り組む自治体や団体（ＮＰＯ、法
人、公・私立美術館）を想定。

アール・ブリュットの情報拠点機能の検討

アール・ブリュットの情報収集

アール・ブリュットの情報拠点

＜期待される機能＞

①アール・ブリュットに関する資料や情報の収

集、整理、保存

②作品データを、アーカイブとして記録・保

存・研究

③研究者と学芸員の研究交流会議の開催（研究者
同士の交流の場）

アール・ブリュットネットワーク構築の推進
総合政策部（「美の滋賀」発信推進室）
予算額 ４，０５５千円

10

アール・ブリュットの振興を、障害の有無に関わらず一人ひとりの個人が尊重される「共生社会」
の実現につながる象徴的な取組として位置づけ、積極的に推進する

○障害者造形活動推進事業

○アール・ブリュット文化アジア拠点化推進事業

障害のある人の造形活動を推進するために、作品の発表機会の拡充および著作権などの作家の
権利の保護に取り組む

・「ぴかっtoアート展」の開催による作品の発表機会の拡充
・障害者造形活動支援センター（仮称）の運営に対する助成 （新規）
造形活動を行う上で生じる著作権の取り扱いや造形活動の質の向上について、障害のある作家や支え手とな

る施設を支援する

ボーダレス・アートミュージアムＮＯ-ＭＡが行うアジア地域を視野に
いれた活動を支援する

・国内外の作品調査、情報発信事業

・ＮＯ－ＭＡでの展覧会開催事業

事業実施にあたっての基本的な考え方

障害のある人の造形活動の推進
健康福祉部（障害者自立支援課）
予算額 ３１，０００千円

韓国との交流展の様子
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3-1 滋賀のアート発見事業3-1 滋賀のアート発見事業

美術旅館の推進等

旅館やホテルでアール・ブリュット
作品の展示や解説、トークシリーズ
の開催などの一歩進んだアート化を
展開

滋賀のアートマップ作成事業

県民参加でのアートマップ作成によ
る多様な滋賀の「美」の魅力発見と
情報発信

公募による協力サポーターが滋賀の
「美」に関する情報を収集・発信

※県内のアーティストや工房・ギャラリー、
アート作品にちなむ風景やゆかりの場所など

協力サポーター
（公募）

アートマップの作成および
ＨＰでの情報発信

アートマップ作成委員会
（公募県民とアドバイザーにより構成）

・作品展示や女将さんなどによる作品解説
・作品展示にかかる費用は美術旅館が負担

美術旅館

・広報等によりしっかりと支えていく
・美術旅館と協力してアール・ブリュット
のトークシリーズを実施

県

美術旅館の拡大・深化を期待

総合政策部（「美の滋賀」発信推進室、文化振興課）
予算額 ５，２８１千円
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3ｰ2 近代美術館から滋賀の「美」発信事業3ｰ2 近代美術館から滋賀の「美」発信事業

近代美術館が地域との連携で滋賀の｢美｣を発信

近代美術館が地域や団体等と幅広くつながり、連携しながら、滋賀の｢美｣の魅力を発信します。

お出かけミュージアム・
キャラバン事業

(仮称）「石山寺縁起絵巻」展
キャンペーン事業

H24年秋に美術館で開催される、石山寺の
重要文化財「石山寺縁起絵巻」を全編公開
する企画展示にあわせて、いにしえより独
自の文化を育んできた滋賀のイメージを発
信するキャンペーン事業を実施。

＜内容＞
○ 石山寺縁起絵巻の理解
と関心を深めてもらうシ
ンポジウムを開催
○ 石山寺、地元観光協会
と連携した情報発信
○ 美術館、石山寺、地元
観光協会等で構成される
実行委員会へ委託

美術館ならではのノウハウや人材を生かし、滋賀
の「美」を発信する展示やワークショップなどを
県内各地の身近な場所で実施。
平成24年度は、近年滋賀県の特色あるアートと
して注目が高まっているアール・ブリュットに関
する巡回展を開催。

＜内容＞
○ 県内の作家を中心に、アー
ル・ブリュット作品を展示す
る展覧会を、地域との連携で
開催。
○ 開催場所 県内２箇所
○ 開催期間 各25日程度

総合政策部（文化振興課）
予算額 ４，７２５千円
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○仏教美術等再生活用・情報発信事業
●観光振興や情報発信に積極的な所有者が、再生(修理)
と活用を一体的に実施する事業に対し補助。
新映像記録を制作して、テレビ放送し、また文化施設、観
光施設、学校へのDVDの配布により、再生（修理）の価値
や魅力を発信。

○仏教美術等魅力発信モデル事業
●所有者団体、観光事業者等が協働で、滋賀の文化財を
探訪するモデルツアーに取り組む。
・滋賀県文化財保護連盟が企画、検討委員会を設置
・旅行業者がツアーを実施

○事業の効果
●モデルツアーの企画により、地域で守られてきた文化財を
堀り起こし、滋賀の仏教美術の価値や魅力を県内外に広く
知ってもらう。
●所有者等が自主的に修理現場等の公開活用に取り組むこ
とで、文化財保護の重要性を広く認識してもらうとともに、観
光振興・地域活性化につなげる。

相乗効果
モデルツアーの
柱とする

再生活用事業
を広報

果効

教育委員会（文化財保護課）
予算額 １５，２３７千円3-3 近江の仏教美術等魅力発信・再生支援事業
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○滋賀の風土等を
紹介する写真パネル展

●上記の展覧会の関連事業として、会期中に、展
覧会と一体として滋賀の奥深い魅力をＰＲする写真
パネル展を開催する。
●滋賀を訪れることで出会うことができる仏教美術
等や暮らしのみえる風景などを紹介する。

○仏教美術等の文化財の展覧会
●琵琶湖文化館の収蔵品を中心とした滋賀の仏教
美術等の展覧会を発信力のある東京や静岡で開
催する。
・三井記念美術館（H24.9～ 東京・日本橋）
・静岡市美術館 （H25.1～）

○事業の効果
●近江の仏教美術等の文化財とともに、
それらを取り巻く暮らしや風土等の魅力
を一体的に発信し、認知度アップや観光
誘客を図る。
●滋賀の文化の奥深さや素晴らしさを
県外に広く知ってもらうことで､県民の誇
りにつなげる。

相乗効果

効果

滋賀の美の魅力
を一体的に発信

県外博物館と
の連携・協力

教育委員会（文化財保護課）
予算額 ８，５８２千円3-4 近江の神と仏の「美」発信展覧会開催事業
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3-5 アール・ブリュットの魅力発信事業3-5 アール・ブリュットの魅力発信事業

滋賀の福祉の歴史の中から生み出され、育まれてきたアール・ブリュットの魅力を県内外
に発信します

展覧会の定期開催
Ｈ２４は「近代美術館から滋賀の
『美』発信事業（お出かけミュー
ジアム・キャラバン事業）による
県内巡回展

アジアの作品調査
アジアの“運動”拠点を目指して関
連する作品調査を実施

県立施設のアート化
県民の皆さんに、より身近にアー
ル・ブリュット作品を感じてもら
うため、県庁や県立図書館などの
県立施設にアール・ブリュット作
品を展示

学校教育との連携
近代美術館のアウトリーチ活動を
参考に学校現場での鑑賞教育等の
方策について検討

アール・ブリュットガイドブックの発行
今年度に引き続き、アール・ブリュット作品の魅力を伝えるガイ
ドブックを作成し、県民に広く配布

総合政策部（「美の滋賀」発信推進室）
予算額 ４，９２５千円

 
 



資－総政４ 

  県民活動生活課 

内線3414 

                                      【予算額 2,484千円】   
                            県民活動生活課 安全なまちづくり担当    

 
 
        
 

【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。 

県民総ぐるみ運動 

早 期 に お け る 犯 罪 の 抑 止 ！

ずっと暮らしたいと思える「住み心地日本一の滋賀」へ 

「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり実践県民会議

会員（県、市町、学校教育関係、警察、関係機関団体、

事業者等７２の機関・団体が参加）による取組の強化

通 知 通 知 

警 察 署 

・マスコミへの資料提供、メール配信 

・重点的な取締り、警戒活動（警察） 

・自主防犯活動の促進 

見守り活動の促進 
＜発令地域における自主防犯活動の促進＞ 

【地域見守りカメラ設置促進事業】警察本部 

・防犯カメラ設置促進による犯罪抑止と自主防

犯活動の活性化を図る。 

警察本部長   

※２つ以上の警察署

の場合 

現 行 変更後

犯罪多発警報発令 

各警察署長
知 事 警察本部長協議 

犯罪多発警報発令 犯罪多発注意報発令 

連 携 

【犯罪多発警報等発信事業】 Ｈ24 予算額2,484千円 

・県民に直接タイムリーな情報発信（テレビ、ラジオ、CATV、しらしがメール等）                    

・各主体が連携し、街頭、それぞれの職場等での啓発活動の取組強化           

・自主防犯活動の強化    

・重点的な取締り、警戒活動（警察） 

                   

                  

 

                

  

パ ト ロ ー ル ・ 犯 罪 抑 止 活 動 の 強 化 

子 ど も 見 守 り 活 動 等 の 強 化 

平成24年度予算 ①啓発資機材（のぼり旗等） 

         ②ラジオスポット放送（ＡＭ、ＦＭ）   

犯罪抑止向けた対応・取組の強化 

地域見守り活動促進事業

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が、近年、下げ止まっている状況に

ある。なかでも子どもや女性、高齢者などの社会的弱者に対する犯罪は、依然として多発している状況にあること

から、このような社会的弱者への地域における見守り活動等を支援し、安全、安心なまちづくりを推進していくこ

とが、重要な課題となっている。    

 ＜犯罪発生状況＞ 

○ 声かけ事案   H22  58件→ H23 76件(＋18件 31%増)  ○ 強制わいせつ事案 H21  78件→ H22  87件→ H23  84件  

○ 振り込め詐欺  H22 31件→ H23  42件(＋11件 35%増)  ○  ひったくり     H21  35件→ H22  56件→ H23 50件 

現状と課題 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

資－総政５ 
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 

 
 

 

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 

 

・仕事をしながらの子育ての不安
・求職中の託児の問題 
・勤務時間や条件等の不安 
・企業とのマッチング 等

子育て期の女性（無職）の 6割が、就職を希望！  

    滋賀マザーズジョブステーション 【予算２４，７０６千円】 
【 H23年10月19日 県立男女共同参画センターにオープン 】 

仕事と子育ての両立に向けての不安・心配 

 
起業や社会参画したい
思いを応援 

女性のチャレンジ支援 
 
働き続けたい思いを実現

女性のキャリアアップ支援

 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

○ 就労支援相談(就労相談カウンセリング・両立支援相談) 

○ 母子家庭等就業・自立支援センター 

○ ハローワークマザーズコーナー 

○ 就職活動中、研修等受講中の一時保育の実施 

保育付き 
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

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

 
 
○ 子育て中の女性等の活用など、多様な雇用 
形態の導入を企業訪問により啓発 

○ ミニ企業説明会の開催 

 
 
○ 地域子育て支援団体等の情報収集・提供 
○ ミニ就職セミナーの開催 

滋賀マザーズジョブステーション 
企業啓発・連携事業 
【予算 ９,９９１千円】 

滋賀マザーズジョブステーション 
地域子育て支援団体等連携事業 

【予算 ４，９８８千円】 

【滋賀マザーズジョブステーション事業 予算 ３９，６８５千円】 
(男女 32,140 千円、子ども 3,000 千円、労働 4,545 千円) 


