
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   
 

■地震防災出前講座（防災危機管理局） 

■親子体験学習（消費生活センター） 

■博物館学芸員による館内外での講座（琵琶湖博物館） 

■ユニバーサルデザイン出前講座（健康福祉政策課） 

■「食」と「漁」を考える地域シンポジウム開催事業 

■

  ■住まいの地震対策出前講座（建築課建築指導室） 

■県民向け各種講習会（警察本部） 

■文化財専門職員による滋賀の魅力発信（文化財保護課） 

■各種セミナー、公開講座等の実施（病院事業庁） 

■浄水場見学・講座・水道パネル展（企業庁） 

■ひろげようみんなのあんまちネットワーク事業（県民活動生活課） 

■土曜サロン（図書館） 

■商店街ルネサンス研究会の開催（商業振興課） 

■「かしこいクルマの使い方」出前講座（交通政策課） 

資料２－２ 

資料２－３ 

特別な事業予算を伴うことなく、職員一人ひとりが
知恵を出し、汗をかくことにより、きめ細かな県民サ
ービスの拡大や様々な行政課題の解決を目指す「知恵
だし汗かきプロジェクト」に引き続き取り組みます。 
（平成 22年度から実施） 

趣 旨 

取組の視点 
１ 県民向け行政サービスの拡大  50事業 
２ 県民等との協働・連携     28事業 
３ 市町との連携・支援       7事業 
４ 各種行政情報の提供       13事業 
５ 行政資源の有効活用       5事業 
６ その他             5事業 
    合 計          108事業 

 

 

主な取組内容 

出前講座 29事業 

施設見学   9事業 

情報発信 28事業 

その他  42事業 

 



取組項目の※は主な取組（資料編）に掲載している事業を表します。

番
号

事業
区分

概　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要 所　　属

 １　県民向け行政サービスの拡大 ５０事業

1
動画配信による県政情報等
の発信

情報
発信

　職員が取材・編集する県政情報や既存のDVDなど地域の情報を、動画で県の
ホームページからYouTubeを活用し、発信することにより、県の情報発信力を高め
る。

広報課

2 県庁見学案内事業の充実
施設
見学

　県庁見学者（児童、一般見学者）が県政に関心を持ち、県の施策を身近なものと
感じてもらえるよう、県庁見学時に県政に関する講座を開設する。

広報課

3 地震防災出前講座　※
出前
講座

　地震の基礎知識や個人・地域における身近な防災対策等について説明し、地震
に対する危機意識を持っていただくと共に、自助・共助の取組の重要性について理
解を深めていただけるよう、出前講座を実施する。

防災危機管理局

4 地籍調査パネル展
出前
講座

　県内の各地域で「地籍調査」の啓発を図るため、商業施設等の協力を得てパネル
展示を行う。また、職員自らが会場でパンフレットを配布しながら直接県民のみなさ
んに説明を行う。

県民活動生活課

5 個人情報保護どこでも講座
出前
講座

　事業者等の個人情報保護に関する理解を深めるため、各事業者等が開催される
説明・研修会等に県職員が講師として出向き、個人情報保護についての説明を行
う。

県民活動生活課

6 親子体験学習  ※

　消費生活センターでは、子どもたちの消費生活への関心を高め、正しい知識を身
につけることを目的として親子での体験学習に取り組んでいる。
これまで、「親子くらしの体験セミナー」を、夏休みに彦根のセンターで行ってきたとこ
ろであるが、さらにより多くの子どもたちに学んでもらうため、県教育委員会が開催
するフェスティバル「しが☆まなび☆発見」の場を活用して親子の体験学習の機会を
提供する。

消費生活セン
ター

7 消費者月間パネル展示
情報
発信

　消費者意識の高揚を図り、消費者被害を防止するため、商業施設の協力を得て、
１～２週間パネル展示を行う。

県民活動生活課

8 G-NETシネマの上映
情報
発信

　女性監督の作品や女性問題をはじめとした社会世相の問題を取り上げた作品等
を事業ボランティアとの協働により上映する。

男女共同参画セ
ンター

9 「じんけん通信」の発信
情報
発信

　県民の人権への気づきと学びを支援するため、様々な人権課題をテーマに、行
政、団体、ＮＰＯ等の取組や最新トピックスをわかりやすく解説する「じんけん通信」
を県ホームページで、毎月１回発行する。

人権施策推進課

10
出前講座「しが統計・キッズク
イズ」

出前
講座

　図書館など子どもたちが集まる場に県職員が出向き、各種統計データから見えて
くる滋賀県の姿をテーマに、子どもたちが楽しみながら理解を深められるよう、パ
ワーポイントを使ってクイズ形式で実施する。

統計課

11 琵琶湖講習
出前
講座

　各種団体・学校等からの要請に応じて、センターの調査研究で蓄積された知見を
センターの内外で講義等を行うことにより還元し、地域への貢献を行う。

琵琶湖環境科学
研究センター

12
滋賀県試験研究機関研究発
表会

情報
発信

　琵琶湖と滋賀県の環境に関する試験研究を実施している県立の試験研究機関が
それぞれの取組や成果を広く発信するため、発表会を開催する。

琵琶湖環境科学
研究センター

13
博物館学芸員による、博物館
内外での講座　※

出前
講座

　博物館学芸員が、博物館内外において、その専門知識を生かした県民向けの講
義を行う。

琵琶湖博物館

14 ギャラリー展示
情報
発信

　博物館の研究基礎となる資料整備活動で収集整理された収蔵コレクションの紹介
や、他機関と協力した展示を実施する。

琵琶湖博物館

15
琵琶湖総合保全に係る出前
講座

出前
講座

　県内外の学校や団体からの要望に応じて職員を派遣し、琵琶湖の総合保全につ
いての講義を実施する。

琵琶湖政策課

16
ユニバーサルデザイン出前
講座　※

出前
講座

　県内小学校における総合学習（学校支援メニュー）等に対して職員が講師となって
出前講座を行い、ユニバーサルデザインの考え方の普及啓発を行う。

健康福祉政策課

17
聴覚障害のある人とのふれ
あいと障害者理解の促進事
業

　課が委嘱している手話通訳士と職員により、手話の学習と聴覚に障害のある人と
のふれあいの機会を設け、障害の理解と支援方法の習得を図る。

障害福祉課

平成25年度  知恵だし汗かきプロジェクト

取　　組　　項　　目

新 

新 



取組項目の※は主な取組（資料編）に掲載している事業を表します。

番
号

事業
区分

概　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要 所　　属取　　組　　項　　目

18
薬物乱用問題についての
出前講座

出前
講座

　薬物乱用防止問題についての正しい知識を伝えるため出前講座を実施する。 医務薬務課

19 計量教室
出前
講座

　小学生とその保護者を対象に計量について学び、いろいろなものを「はかる」こと
を通して計量への理解や興味を深めてもらう。

計量検定所

20 効果的な求人開拓

　各種事業において求人開拓員等を配置し、実施されている県内企業に対する求
人確保の取組について、効果的なマッチングを図るため、各求人開拓担当者間の
情報の共有化および県内求人協力企業の「(仮称)企業応援団」としての組織化につ
いて関係機関で協議、検討を行う。

労働雇用政策課

21
県内中小企業による大学内
合同企業説明会

　おうみ若者未来サポートセンター等の就労支援機関のノウハウを活用する中で、
滋賀県中小企業団体中央会と協働し、県内中小企業が県内の大学において直接
企業ＰＲを行う場を設定し、若者の就職促進と県内中小企業の人材確保支援を行
う。

労働雇用政策課

22
営農指導スキルアップ講座開
催事業

　ＪＡ営農指導員や肥料・農薬販売所の技術指導員等を対象に、年間５回、水稲、
麦、大豆等に係る営農指導に必要な最新の専門技術について講義し、それぞれの
指導力向上を図る。

農業技術振興セ
ンター

23
琵琶湖漁業何でもポータルサ
イト応援事業

情報
発信

　平成23年度から、滋賀県漁業協同組合連合会が作成している琵琶湖漁業に関す
るポータルサイトの内容充実を支援する。各漁協の紹介、漁法、料理レシピなど琵
琶湖漁業に関するコンテンツを幅広く発信する。

水産課

24
「ふれよう育てよう！身近なび
わ湖の魚たち」ミッション

　アユの産卵人工河川や水田を用いたニゴロブナなどの種苗生産現場を会場に、
観察会を開催して琵琶湖の魚介類の身近さや関わりを認識する機会をつくる。ま
た、ホンモロコの稚魚等を学習飼育用に提供し、自宅や学校で観察しながら飼育
し、成長した稚魚を琵琶湖へ放流する飼育体験を通した学習の機会をつくる。

水産課

25
「びわ湖の魚・漁・幸をもっと
知ろう」出前講座事業

出前
講座

　要請に応じて、水産課職員が出向いて、琵琶湖の魚、漁業、食文化等を紹介する
ほか、手作りふなずし講習会について企画段階からアドバイスや技術指導を行う。

水産課

26
琵琶湖の魚と環境学習応援
事業

出前
講座

　要請に応じて、水産試験場に来場していただいたり、または職員が出張して、琵琶
湖の魚や水産試験場の研究を紹介するほか、子どもたちの夏休みの自由研究など
についてアドバイスを行う。

水産課

27
「食」と「漁」を考える地域シン
ポジウム開催事業　※

情報
発信

(財)東京水産振興会の協力を得て、「食」と「漁」を考える地域シンポジウムを開催
し、琵琶湖漁業の現状や、湖産魚介類の紹介を広く行うことで、水産業に対する理
解を深め、水産業を盛り上げるきっかけ作りを行う。

水産課

28 砂防出前講座　※
出前
講座

　小中学生、教職員、災害時要援護者施設職員、その他一般県民を対象に、土砂
災害の様子や土砂災害を防ぐための工事、日頃から注意する点などについて、職
員が出かけて最新情報を交えつつ解説して、土砂災害への理解を深める。

砂防課

29 親子砂防学習会　※
施設
見学

　小学生およびその保護者を対象に、砂防工事現場での体験学習を通して、土砂
災害防止に関する知識を身につけてもらうための学習会を実施する。

砂防課

30 出前講座・水害図上訓練　※
出前
講座

　職員が学校等に出かけ、地域のリスクを説明して水害に備える意識を高めるとと
もに、はん濫時における安全な避難の方法等について理解を深める。

流域政策局

31
住まいの地震対策啓発事業
※

出前
講座

　市町と協働して、自治会等地域へ出向き、住宅耐震化へ の支援制度や地震に対
する住まいの安全対策等の出前講座（説明）や戸別相談を実施する。
　学校の求めに応じて、小学高学年を対象に、職員が住まいの地震対策について
授業を行う。
　市町の防災訓練などで、市町と協働して展示ブースを設置し、住宅の地震被害パ
ネルや耐震改修パネル等の展示や、住宅の耐震相談を行う。

建築課
（建築指導室）

32 県民向け各種講習会　※
　防犯教室、非行防止教室、薬物乱用防止教室、サイバー犯罪被害防止教室、暴
力団排除講習会、交通安全教室等を開催し、防犯・交通安全の啓発を行う。

生活安全企画課
尐年課
生活環境課
組織犯罪対策課
交通企画課

33
運転適性診断車「ふれあい
号」

　警察官、県職員、県交通安全協会および大学生ボランティアが連携して、各地区
の道の駅、量販店等に赴き、地域内の高齢者を中心とした運転適性診断や交通事
故防止の呼びかけを行う。

交通企画課

34
メールマガジン「教育ニュース
レター」配信

情報
発信

　県内の教育の動きや教育委員会の取組など、教育に関する最新の情報を掲載し
たメルマガ「教育ニュースレター」を配信する。

教育総務課

新 

新 

新 

新 



取組項目の※は主な取組（資料編）に掲載している事業を表します。

番
号

事業
区分

概　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要 所　　属取　　組　　項　　目

35 しが生涯学習〈出前〉スクエア
情報
発信

　県民が多く集まる機会や場に、生涯学習の総合的な窓口である「しが生涯学習ス
クエア」のブースを設け、課員による視聴覚教材や学習機会についての情報の提
供、学習相談の対応を行い、県民の生涯学習に対するきっかけづくりや取組を推進
する。

生涯学習課

36
滋賀の文化財講座「打出のコ
ヅチ」　※

出前
講座

　本県の国・県指定文化財等について、文化財調査による成果や保存修理等の取
組内容を、当課専門職員等が自ら講師を務め、講座形式で紹介することにより、本
県の歴史・文化に対する魅力の発信と、文化財に対する理解を深める。

文化財保護課

37 近江戦国探訪
出前
講座

　特別史跡安土城跡や史跡観音寺城跡をはじめとする県内の城郭遺跡等の見どこ
ろを、当課専門職員と関係市町の専門職員・観光ボランティアガイドが一緒に現地
を巡りながら紹介することにより、本県の中世城郭や城下町等の魅力を発信する。

文化財保護課

38
文化財建造物保存修理現場
見学会　※

施設
見学

　県が受託し実施している国・県指定建造物の保存修理現場見学会を開催し、当課
専門職員による伝統的な修理技法等の解説を行い、また実際の修理体験を通じ
て、本県の歴史・文化や文化財建造物に対する理解を深める。

文化財保護課

39 連続講座「近江の城郭」
出前
講座

　滋賀県を特徴づける遺跡であり、地域の歴史・文化を象徴する存在である城郭遺
跡の現地見学と講義をセットで当課専門職員と関係市町の専門職員が行い、城郭
遺跡に対する理解を通して、地域の歴史・文化に対する関心を高める。

文化財保護課

40 校内・校外学習サポート　※
出前
講座

　県内外の小中高校生・大学生・一般を対象とした安土城跡・観音寺城跡での現地
校外学習授業のほか、各学校への出前授業、また各種団体からの要請による出前
講座等で当課専門職員が講師を務める。

文化財保護課

41 書庫見学会
施設
見学

　利用者が日頃目にすることがなく、要望も高い書庫内の見学を通して、資料の収
集、整理や保存の大切さを知ってもらうことを目的に書庫の見学会を年4回実施す
る。みどりの日、夏休み期間、文化の日については、美術館等文化ゾーン内の各施
設と連携し共同実施する。
　・みどりのつどいフェスティバル　地下書庫探検(みどりの日）
　・夏休み文化ゾーン子ども探検隊(夏休み期間）
　・文化の日文化ゾーン探検隊（11月3日）
　・冬の書庫見学ツアー

図書館

42
「看護の日」および「看護週
間」ふれあいイベント

　看護の日に患者、患者家族、その他すべての来院者に対し、骨密度・体脂肪測定
や、ボランティアによるコンサートなどのふれあいイベントを実施する。
また、あわせて看護週間期間中、ボランティア等による写真や絵画、園芸作品など
を院内に展示し、来院者に癒しを提供する。

成人病センター
小児保健医療セン
ター
精神医療センター

43 がん診療セミナー　※
　県民や医療従事者に対して、がんの診療や治療に関する講演会を無料で実施す
る。

成人病センター

44 医療公開講座　※ 　県民や医療従事者に対して、各種疾病に関する講座を無料で実施する。 成人病センター

45 子どものアレルギー教室　※
　アレルギーを持つ子どもの保護者を対象に病気のメカニズムと日常生活の工夫等
についての正確な知識を学んでもらい、病気を悪化させずに快適な生活を送ってい
ただくことを目的とする。

小児保健医療セ
ンター

46 浄水場見学　※
施設
見学

　学校からの依頼により、小学生などを対象に施設見学の受け入れを行い、職員が
浄水場のしくみや施設の説明を行う。
また、「水道週間」（6/1～7）に、一般の方を対象に施設見学会などを実施する。

企業庁

47 水道出前講座　※
出前
講座

　水道についての理解を深めるため、浄水場見学に来ることができない学校の希望
により、職員が教室に出向いて浄水場のしくみや水道についての授業を行う。

企業庁

48 夏休み自由研究講座　※
情報
発信

　小学生とその家族を対象に、夏休みの自由研究として、実験と見学により飲み水
がどのようにできるか理解していただき、水を大切にする気持ちを育む。

企業庁

49 水道パネル展　※
情報
発信

　公立施設や大型店舗など人が集まり、無料で実施できる場所を選び、水道パネル
展を実施する。

企業庁

50 広報誌による情報発信
情報
発信

　職員により広報誌を発行し、情報発信を行う。 企業庁

 ２　県民等との協働・連携 ２８事業

51
「ＮＰＯ・県政はやわかり講
座」事業

出前
講座

　あらゆる機会をとらえて、ＮＰＯ法人の設立・運営および県の仕組み・施策につい
て、一般県民やＮＰＯ関係者を対象に県職員が講義を行い、ＮＰＯの活動や県行政
について知ってもらうことにより、社会貢献活動への参加や多様な主体との協働の
推進を図る。

県民活動生活課



取組項目の※は主な取組（資料編）に掲載している事業を表します。

番
号

事業
区分

概　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要 所　　属取　　組　　項　　目

52
ひろげよう みんなのあんまち
ネットワーク事業　※

　県が積極的に企業と地域を結びつけるコーディネートを行い、協働による防犯活
動を実施する。これにより、防犯活動の活性化・防犯意識の高揚を図り、犯罪を減
尐させ、安全・安心な地域社会を実現するとともに企業のＣＳＲ推進にも貢献する。
　　（活動事例）　　事業所祭りでの防犯フェアーの実施

県民活動生活課

53 ニューチャレンジ応援事業
情報
発信

　平成19年に結成された「しが女性リーダーネットワーク（SWAN）」が、後に続く女性
たちのチャレンジを応援する事業をセンターと協働し展開する。

男女共同参画セ
ンター

54
えせ同和行為の排除に向け
た取組

　同和問題解決の大きな阻害要因であるえせ同和行為を排除することにより、人権
が尊重される豊かな社会づくりに寄与することを目的に、平成21年11月30日に「え
せ同和行為防止滋賀県民会議」を設立。
　県内の幅広い機関・団体が、えせ同和行為に関する相談や研修等を主体的に実
施することができるよう、情報収集と提供を行う。

人権施策推進課

55
低炭素商品・企業取組の発
信に対する協力

　滋賀エコ・エコノミープロジェクトで表彰を受けた低炭素商品などについて、モデル
的に県庁舎・機関に導入し、あるいは取組発表の場を提供する。

温暖化対策課

56 琵琶湖岸水草刈取清掃活動
　毎年７月１日のびわ湖一斉清掃や湖岸の繁茂状況を見極めながら、県職員が琵
琶湖岸等に出向き水草を人力で刈り取るなどのクリーンアップ活動を行うとともに、
県民の皆さんにも呼びかけ協働で作業する。

琵琶湖政策課

57 外来魚釣り上げ隊
　外来魚の釣り上げをより多くの人と協働して進めるため、民間団体等が釣り大会
を自主開催する「外来魚釣り上げ隊」を引き続き募集する。

琵琶湖政策課
（琵琶湖レジャー
対策室）

58 湖底清掃活動 　日本釣振興会との連携により市町の協力を得て湖岸の湖底清掃を行う。
琵琶湖政策課
（琵琶湖レジャー
対策室）

59 琵琶湖岸外来水草駆除作業
　「環境美化の日」など、県民の皆さんが清掃活動等を行う日に合わせて、湖岸に
繁茂する外来水草を駆除するとともに、琵琶湖に迫る外来水草の脅威を伝える。

自然環境保全課

60 自生大麻・ケシ撲滅作戦
　県民等からの通報協力を得て、県内に自生している大麻・ケシの除去を実施す
る。

医務薬務課

61
子どもと家族を守る家づくり
事業

　社会的養護の必要な子どもやその家族を、地域において支援していくために、里
親や保健師、保育士などを対象に、県が「子どもと家族を守る家」として認定・登録
し、市町の子育て短期支援事業（ショートステイ）の受入れ先を確保する。

子ども・青尐年
局

62
しがの小さな企業応援プロ
ジェクト

情報
発信

　部内職員による県内の中小企業の訪問活動を行い、様々な意欲的な取組、ある
いは頑張る小規模企業の取組などを取材して記事を作成し、ホームページに掲載
するなどにより小さな企業の魅力を発掘し発信する。

商工政策課

63 商品量目試買テスト支援事業
出前
講座

　消費者団体等が量目調査を実施される際、これに必要な器物の貸し出し・職員の
派遣等の支援を行い、量目に関する認識を深めてもらうことにより計量する意義を
理解してもらう。

計量検定所

64
働くあなたへ　絵てがみ募集
事業

　仕事と生活の調和を広く普及し、男性も女性も働きやすい環境づくりを図るため、
働く人や働く人を支える方々から「感謝」や「応援」のメッセージを募集し、展示・表彰
等により発信することで、県民、事業主、労働者等への啓発を行う。メッセージは、
だれにでもわかりやすく、心に響く「絵てがみ（イラスト）」とし、労働関係団体等との
協働により実施する。

労働雇用政策課

65
「和牛（うし）のいる郷」づくり
（和牛レンタル事業）

　放牧の持つ多面的機能（耕作放棄地の解消など農林地の保全管理、獣害の防
止、豊かな農山村の景観形成、家畜とのふれあい、近江牛の生産拡大など）の発揮
による地域振興を図るため、和牛を貸し出し、耕作放棄地の荒廃や獣害に悩む集
落を支援するほか、専門的な立場からアドバイスを行い、放牧に関し多くの人の理
解を得るともに、地域の活性化の一助とする。

畜産技術振興
センター

66
アユとビワマスの産卵保護意
識向上事業

　アユとビワマスの産卵保護を目的とした採捕禁止ポスター等のデザインを一般募
集し、産卵保護の意識向上を図る。

水産課

67 基幹水利施設の合同診断
情報
発信

　農業水利施設の長寿命化に重点を置いたアセットマネジメントを進めるため、施設
状態を適確に把握する機能診断や評価を、市町や施設管理者、滋賀県土地改良事
業団体連合会と合同で行う。

耕地課

68
「魚のゆりかご水田」懐かしい
未来づくり講座

出前
講座

　農家や消費者等を対象に、人や生きものが安心して暮らせる田んぼの環境を取り
戻すプロジェクトを分かりやすく解説する。

農村振興課

新 



取組項目の※は主な取組（資料編）に掲載している事業を表します。

番
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69 自然観察会
施設
見学

　木の岡地区、家棟川地区ビオトープにおいて自然観察会を実施する。また、地域
住民との連携、協働により良好な河川環境の保全を図る。

流域政策局

70 滋賀あんしん賃貸支援事業
情報
発信

　高齢者世帯、障害者世帯、外国人世帯および子育て世帯（以下「高齢者等」とい
う）の入居を受け入れる民間賃貸住宅、仲介業者および高齢者等に対する居住支
援団体の情報を登録し、公開することにより、高齢者等と賃貸人双方の不安解消を
図る。

住宅課

71
交通安全マナーアップ啓発ラ
ジオ放送スポンサー事業

情報
発信

　ＫＢＳ京都で３分間の生放送により交通安全情報番組を提供する取組に対して、
県内企業等からスポンサーを集めることで、経費削減を図りつつ、交通安全啓発を
推進する。

交通政策課
（交通安全対策
室）

72
琵琶湖一周健康ウオーキン
グ

　滋賀県ウォーキング協会との協働、連携により、県内のＪＲ駅を起終点とする分割
コースで琵琶湖を歩いて一周するウォーキング大会を開催し、大会参加者による鉄
道利用を図るほか、公共交通機関を利用した琵琶湖一周ウォーキングコースとして
定着させることにより、全国から琵琶湖へのウォーキング来客による公共交通機関
の利用を促進する。

交通政策課

73
公共交通機関で行くスポーツ
観戦推進事業

施設
見学

　滋賀県草津線複線化促進期成同盟会およびびわこ京阪奈線(仮称)鉄道建設期成
同盟会が実施する鉄道利用促進キャンペーンにおいて、JFLチーム「ＭＩＯびわこ滋
賀」と協働、連携することにより、沿線で開催される公式戦ホームゲームに鉄道利用
者を無料招待し、鉄道利用のインセンティブに係る経費の節減を図る。

交通政策課

74 ボランティア研修会
　各地域の自主防犯団体、ヤングボランティア等の資質向上、活動活性化、および
相互の連携強化を図るための研修会を開催する。

生活安全企画課

75
高等学校等開放講座の開催
支援

　県立学校のもつ教育資源を生かした特色ある講座を開設することにより、地域へ
の学習機会の提供と開かれた信頼される学校づくりに資するため、各運営委員会
が行う講座開設に対し広報協力等の支援を行う。

生涯学習課

76
学生ボランティア文化財保護
サポーター　※

　学生ボランティア文化財保護サポーターを募集し、市町とも連携をとり、史跡近江
国府跡などの清掃活動を行うなど、ボランティア活動を通じて、本県の歴史・文化に
対する理解と関心を深める。

文化財保護課

77
県有史跡地（近江風土記の
丘）イベント

　近江風土記の丘について、地元ボランティアや観光協会などとの協働により、史
跡見学等とセットにした草刈りイベントを実施する。

文化財保護課

78 土曜サロン　※

　来館者に、様々な角度で文化・芸術を味わってもらい、図書館にさらに親しみを感
じてもらうとともに、新たな利用者開拓を目的として、ロビーや談話室を利用して、文
化講演会やライブラリーコンサートを実施する。講師や出演者には県内で活動して
いる文化・芸術分野の関係者にボランティアでお願いする。

図書館

 ３　市町との連携・支援 ７事業

79 商店街ルネサンス研究会　※

　国（近畿経済産業局）、県、市町の商店街振興担当職員が一堂に会し、それぞれ
の商店街振興施策について、制度の概要説明や成功事例の発表等を行うことによ
り、市町の商店街に対する共通の課題について、解決策の発見や新施策を考える
きっかけづくりを行う。
　また、(株)全国商店街支援センター、滋賀県商工会連合会等の支援機関も交え
て、各市町の商店街を再生するための方策を研究することにより、市町関係課と支
援機関のつながりを構築するとともに、市町の効果的な施策立案を促し、県内商店
街の再生につなげる。

商業振興課

80
“県都の玄関口”活性化を目
指す意見交換会

　“県都の玄関口”であるＪＲ大津駅前の活性化を目指し、県、大津市、関係団体等
で今後の商業振興方策について意見交換を行う。

商業振興課

81
滋賀県市町多文化共生ワー
キング

　県と市町の多文化共生担当職員により、多文化共生に関する共通課題の抽出・
検討や、情報共有・意見交換などを行い、広域的な取組の推進を図る。

観光交流局

82
市町職員対象の不当要求対
策講習会

　行政機関に対する暴力団等反社会的勢力排除対策として、市町職員を対象とした
不当要求対策講習会を開催し、公共工事等に絡む不当要求被害の根絶を図る。

捜査第二課
組織犯罪対策課

83
子どもの育ちを支える環境づ
くり講座

　社会全体で子どもの育ちを支える環境づくりについて、各種研修会等に課員を派
遣し、施策の動向や先進的な取組を紹介する。

生涯学習課

84
市町立図書館職員(司書)
研修

　市町立図書館職員(司書）の専門的な能力の向上を目的に、県立図書館の司書や
市町の経験豊かな司書が協力して講師を勤め、市町立図書館職員(司書）の経験
年数に応じた図書館員専門講座を実施する。
　・基礎講座　4日間 　　  ・中堅職員向け講座　1日間 　 　  ・館長研修　1日間

図書館

新 

新 

新 
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85 心の健康！出前講座　※
出前
講座

　市町で開催される心の健康（アルコール等薬物依存やうつ・自殺など精神医療分
野）に関わるセミナーや講習会等に精神科医師等の派遣依頼があれば派遣する。
（年度当初に市町に照会し、派遣を希望する市町との調整の上、支援する。年間５
市町実施予定）

精神医療セン
ター

 ４　各種行政情報の提供 １３事業

86
まちなかアート・スペース発見
事業

情報
発信

　公園、商店街、病院、駅等、文化施設以外の場所で、県民が文化・芸術活動がで
きる場所の情報収集や情報提供を行う。

文化振興課

87
ＨＰ「滋賀県なんでも一番」の
提供

情報
発信

　全国でランキングが一番あるいは一番に近い統計データを県ホームページに掲載
し、統計から見る滋賀県の姿を紹介する。データは定期的に更新し、最新情報を提
供する。

統計課

88 明るい選挙出前講座
出前
講座

　若年層の投票率向上のため、滋賀県選挙管理委員会と滋賀県明るい選挙推進協
議会が、学校教育との連携を図りながら、小学校高学年、中学校および特別支援学
校の児童および生徒を対象に、教育の場で選挙の意義や制度等について講演等を
実施する。

自治振興課

89 持続可能なまちづくり事例集
情報
発信

　平成24年度までに各市町で取り組まれた持続可能なまちづくりを県ホームページ
で紹介し、優良事例の普及を図ることで、県全体で持続可能なまちづくりを目指す。

環境政策課

90 低炭素社会実現出前講座
出前
講座

　温暖化対策における県の施策や行程表などについて、大学・ＮＰＯ・自治会・経済
団体等の要請に応じて、担当職員を派遣して説明を行い、低炭素社会実現に向け
た取組の理解を求める。

温暖化対策課

91
緑のダムづくり啓発活動
（フクロウ先生の森・守塾）

出前
講座

　地球温暖化に起因した局所集中型の豪雨が頻発するなか、琵琶湖集水域に緑の
ダムを造成することが、自然環境に優しく災害防備上の効果性が高いことを、次代
を担う子どもたちと、地域において普及活動を展開する。
　①がんばれフクロウくん塾
　　小学校を対象に緑のダムづくり啓発活動
　②森・守講座
　　地域を対象に間伐の重要性や補助施策の普及　　　　計５回

森林政策課
森林保全課

92 一行アピール
情報
発信

　「今月は○○月間・・・・・」というゴム印を作成し、○○月間に当課から発送する封
筒に、ゴム印を押す。

健康長寿課

93 公用車への広報ステッカー
情報
発信

　公用車を利用する際に健康長寿課の広報事項を記載したステッカーを貼り、県民
にＰＲを行う。

健康長寿課

94 ６次産業化促進事業
　「６次産業化」の取組が進むよう、農林水産、商工観光関係の機関・団体と連携し
て、事例の紹介や情報交換の場の設定など、事業者等に対するサポートを行う。

食のブランド推
進課

95 交通安全サポート事業
情報
発信

　交通安全を確保するため自主的に活動している事業所や団体の活動を、県の
ホームページ等で紹介することにより、交通安全への取組の推進を図る。

交通政策課
（交通安全対策
室）

96
「かしこいクルマの使い方」出
前講座　※

出前
講座

　環境に配慮したクルマ利用について考えてもらうための出前講座を実施する。 交通政策課

97
琵琶湖環状線乗り換え時刻
表の作成

情報
発信

　ＪＲ時刻表に掲載されない、オリジナルの琵琶湖環状線乗り換え時刻表（近江塩
津駅での北陸本線と湖西線との乗り換え時刻表）を作成し、通勤・通学者に限らず、
琵琶湖環状線でびわこ周遊を楽しむ観光客に向けてホームページ等で提供し、琵
琶湖環状線の利用促進を図る。

交通政策課

98
「電車DEぐる～っと琵琶湖・
滋賀」パンフレットラックの管
理運営

情報
発信

　滋賀県の観光情報等のパンフレットを掲出し、鉄道の利用促進を図るため、JR西
日本の京阪神主要駅、県内の鉄道駅およびホテル等にラックを設置させてもらうと
ともに、その管理を行う。

交通政策課

 ５　行政資源の有効活用 ５事業

99 滋賀県売り込み隊
　パブリシティを活用した滋賀県の魅力および県政のＰＲを目的に、雑誌の特集・定
番コーナー・編集方針等に合致した内容を県が企画し、雑誌社等に提案する。

広報課

100 団体誘致に向けた取組
施設
見学

国内および海外の団体を誘客するため、琵琶湖の恵まれた自然景観資源やロ
ケーションの良さをアピールし、滋賀県、競走会、びわこ企業、選手会の協働による
初心者講座、舟券購入、バックヤード見学、ペアボート試乗等のプログラムを各種
団体の国内、海外旅行会社との商談会において提案する。

あわせて近隣府県の旅行会社に対して営業活動を実施し、県内の観光施設とタイ
アップした慰安旅行や募集型企画旅行の旅行企画を提案する。

事業課

新 



取組項目の※は主な取組（資料編）に掲載している事業を表します。

番
号

事業
区分

概　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要 所　　属取　　組　　項　　目

101
県公用車の電気自動車展
示・試乗会

出前
講座

　電気自動車の普及促進を図るため、各種関係団体等と連携を図りながら、県公用
車（電気自動車）を活用した展示会を実施し、電気自動車を知ってもらう機会の創出
を図る。

温暖化対策課

102
草津市下物ビオトープモニタ
リング・維持管理

　草津市下物ビオトープにおいて、水生生物のモニタリングおよび維持管理を独立
行政法人水資源機構と共同で実施する。

琵琶湖政策課

103 オープンセンター
施設
見学

　センターの業務を広く県民の皆さんに知っていただくとともに、センターが保有する
設備や技術を中小企業の方々により一層活用いただくために、テーマを決めての講
習会開催と、数種類の機器のデモンストレーションの機器見学ツアーなどを実施す
る。

東北部工業技術
センター

 ６　その他 ５事業

104
『キャッフィーのびわブロ』に
よる滋賀の魅力の発信

情報
発信

　滋賀・びわ湖ブランドの向上を図るため、庁内に「戦略的ブランド情報発信ワーキ
ンググループ」を設置。関係課職員が公私を通じて発見・感じた滋賀の魅力を、楽
天市場の「まち楽滋賀」内に立ち上げたブログ『キャッフィーのびわブロ』により、県
内外に発信する。

企画調整課

105
がんばるシニア起業家
応援事業

　自己のこれまでの経験等を活かし、地域経済の活性化や地域の社会課題解決を
図る起業を行っているシニアにスポットをあてて、起業に至った経緯や目的、事業内
容などをインタビューする。インタビューした内容を県のホームページに掲載し、シニ
ア起業家の熱い思いとともに、シニア世代の持つ経験や能力がビジネスに活かされ
ている現状を情報発信することで「起業」の持つ社会的意義を多くの人に知ってもら
うとともに、シニアの社会参加へのモチベーションを高める。

商業振興課

106
大型店“三方よし”情報交換
会

　「大規模小売店舗の立地に関する事前協議および地域貢献に関するガイドライ
ン」の施行から約４年が経過し、各店舗の間でガイドラインに対する取組に差が見ら
れるようになった。大型店店長が一堂に会し、先進事例の発表や意見交換等を行う
ことにより、大型店の地域貢献活動の取組を促進する。

商業振興課

107 ふるさと観光大使事業
情報
発信

　滋賀ふるさと観光大使 西川貴教さんの知名度を活かして、本県の観光地や物産
品等のPRや認知度の向上を図る。

観光交流局

108 保健医療ゾーンの清掃業務
　経営管理課職員による保健医療ゾーンの清掃活動を近隣施設にも参加を呼びか
け毎月１回、昼休み時間を利用して実施する。

病院事業庁
経営管理課
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 主な取組（資料編） 
 

 

 

 

 

 

 



自治会・自主防災組織 

・地域の会合 等 

 地震防災出前講座 
 

 ・地震はどうやって起こるの？ 

 ・大きな地震は本当に起こるの？ 

 ・家は壊れない？  

 ・どこへ避難すればいいの？ 

 ・自分で、地域で、やれることは何？ 

   

減災対策への 
意識の高まり 

 
 「もっと詳しく」 

 「家族・知人にも」 

  

いのち 

生命を守る 
減災への取組 
       の推進 
 

防災危機管理局へ 

      講演依頼 

講師派遣 
依頼 

知事直轄組織 
防災危機管理局 

東日本大震災を踏
まえてお伝えするべ
き内容も盛り込みま

す。 
平成23年度（24年度12月末）実績 

開催回数 30回（18回）          

参加者数 約2，500名（約1,500名） 
            （内 子供約300名） 



親子体験学習 

       消費生活センターでは、子どもたちの消費生活への関心を高め、正しい知識を
身につけることを目的として親子での体験学習に取り組んでいます。 

これまで、「親子くらしの体験セミナー」を、夏休みに彦根のセンターで行ってきたところです
が、さらにより多くの子どもたちに学んでもらうため、県教育委員会が開催するフェスティバ
ル「しが☆まなび☆発見」の場を活用して親子の体験学習の機会を提供します。  

概要 

消費生活センターでは、他にも
様々な情報提供を行っています。 

 

○出前講座 

・高校生消費生活講演会 

・くらしの一日講座（PTA向け） 
○センター講座 

○親子くらしの体験セミナー 

○啓発資料の配布 

○啓発ビデオ等の貸出 

○各種情報提供 

 

「身近な飲み物の糖分を計ってみよう！」   

 糖度計を使うことで、身近な飲み物にど
のくらいの糖分が含まれているのか知る
ことができます。 

 夏休みに、子どもたちがたくさん飲む
ジュースにどれだけの糖分が入っている
のか親子でともに学び、一日に飲む量な

どについて考えてもらいます。  

＜親子体験学習＞ 

※消費生活センターでは、「糖度計」の貸し出しを行っていますので、
家庭でも親子でジュースなどの飲み物の糖度を測定してもらえるよう
になっています。 

（注）「しが☆まなび☆発見」とは、県教育委員会生涯学習課が実施す
る県下最大の夏休み親子向け学びのフェスティバル。 



博物館学芸員による館内外での講座 

琵琶湖博物館 

 琵琶湖博物館は、調査・研究を基礎に置きながら、展示や 

交流、情報の発信を総合的に行っています。また、地域や団 

体、学校などの主体的な活動への応援や連携を図っています。 

趣 旨 

『地域だれでも・どこでも博物館』の実現 

 
 

【館内】 琵琶湖と自然に関する講座、顕微鏡を使った観察講座、 
     展示を利用した講座など 
 

【館外】 各種学校での講座、地域の生きもの観察会、学芸員 
     の専門分野を活かした講座など      

（草花の採取と解説） （プランクトンの解説） （カブトエビの紙模型づくり） 

平成24年度の実績（12月末現在）  

 地域や団体等との連携によるもの 118回（参加人数4,644名） 

 博物館のイベントによるもの 50回（参加人数1,249名） 

主な講座 

中長期目標 



 

 

 年齢、性別や言葉の違い、また、障害や病気の有無にかかわらず、すべての人が快

適に生活できるよう、はじめから考えて計画し実施するとともに、その後もさらに良

いものに変えていこうという「ユニバーサルデザイン」の考え方を広く県民に浸透さ

せ、だれもが暮らしやすい福祉のまちづくりを推進するため、ユニバーサルデザイン

の出前講座を実施します。 

 また、福祉学習の導入として、子どもの頃から福祉について学び、考える機会を提

供し、それぞれの人の多様性に対する理解を深めることにより、将来、滋賀の福祉の

担い手となる若者が増えることを目指します。 

趣 旨 

 

【講座の対象者】 

  県内の小学生等 

【講座の内容】 

 職員が県内の小学校へ出向き、まちの中のユニバーサルデザインの事例や、身

のまわりの製品の工夫について学びます。パワーポイントを用いた説明を行うほ

か、実際にユニバーサルデザイン製品を手にとり、児童が主体的に楽しく学び、

考えられるように工夫しています。 

【実績】 

 平成 22年度 小学校 34校           1,945名 

平成 23年度 小学校 37校           2,069名 

 平成 24年度 小学校 31校、中学校 2校、2団体 1,604名（見込み） 

内 容 

健康福祉政策課 



農政水産部 水産課 

 琵琶湖漁業の現状と課題、さらには魅力ある琵琶湖産魚介類を紹介すること
により、水産業に対する理解を深め、水産業を盛り上げるきっかけづくりとし
て、県民を対象としたシンポジウムを開催します。 

趣 旨 

○開催時期及び場所（予定） 

 平成25年10月頃、大津市内 

○テーマ（仮題） 

 『琵琶湖の漁業と魚食文化の継承をめざして』 

○パネリスト 

 水産業界著名人、漁業関係者、有識者など 

○シンポジウム対象者 

 県民の皆様 

○琵琶湖産魚介類の試食会 

 ビワマスやホンモロコなどの美味しさを味わっていただく試食
会を開催します。 

○主催 

 (財)東京水産振興会、(社)漁業情報サービスセンター、滋賀県 

  (財)東京水産振興会は、水産業の発展と国民生活の向上に寄与
することを目的に事業を行う団体であり、このシンポジウムは、
全国各地で年に複数回開催されています。 

○協力 
 県漁連、水産加工組合、淡水養殖組合、河川漁連  

○知恵だし汗かき事業  

 開催経費は、振興会が負担されます、本県はシンポジウム開催
のPRや、調整などで協力します。 

 

 

 

 

内 容 

こんな物
が漁獲さ
れている
んだ！ 

今度
買ってみ
ようかな。 

おいしい
ね！！ 



親子砂防学習会 

砂防工事現地での体験学習を

通して、土砂災害防止に関する知

識を身につけてもらうための学

習会を実施します。 

 

・平成 24年度実績 1回 24名 

出前講座 

水害・土砂災害の状況や工事概

要、日頃から注意する点などについ

て、職員が出かけて最新情報を交え

つつ解説し、災害に備える意識の向

上を図ります。 

・平成 24年度実績 8回 313名 

 

 

                         土木交通部 流域政策局・砂防課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水害図上訓練 

水路など大雨の時に気をつけな

ければいけない場所や浸水しやす

い区域などを着色した水防用地図

を作成し、洪水発生時の避難や備え

などについて検討します。 

・平成 24年度実績 4回  160名 

 

 

滋賀県では、災害を防止するための対策工事を実施するとともに、県民一人ひとりに、地

域の安全に関心を持って頂くため、下記のような各種の学習・啓発活動を行っています。 

 

「みんなで命と暮らしを守る安全・安心な 

県土づくり」を推進します！ 
 

地球温暖化を原因とした異常気象による、集中豪雨の激化や台風の

大型化等の現象、また大規模地震の発生により、水害や土砂災害が

頻発しています！ 

 

H20.7.18 長浜市大宮町・高田町（駅前通り）の水害 

 

H24.8.14 大津南部豪雨による石山外畑町の土砂災害 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土木交通部 建築課建築指導室 
１ 概要 

 県民の皆さんに、日頃から地震に備えることや住宅耐震の必要性を知っていただき、住まい方による地震対策とともに住宅の耐震

診断や改修を進めていただけるよう、広報誌やテレビ番組等を通して啓発を行っているところです。 

地域や学校を通して住まいの地震対策がより県民の皆さんや家庭に届くよう、市町等と連携・協働して、防災訓練の場や自治会で

の出前講座、小学校への出前授業を実施することとし、より一層、住まいの地震対策啓発を進めていきます。 

２ 効果 

 当事業を実施することにより、住まいの地震対策や住宅耐震の必要性を知っていただき、「地震に対して日頃からどのように備える

のか、自分の住宅がどれくらい安全か」を考える気づきの場とし、県民一人ひとりが地震に対する自助の意識を高め、地震に強い住

宅および地域づくりを目指します。 

・防災授業 

・避難訓練 

・防災訓練 

・防災イベン

ト 

・防災訓練 

・会合 

３ 出前講座のメニュー 

  

地元自治会の防災に関す

る勉強会（出前講座） 

住まいの防災教室 

工作で学ぼう住まいの 

防災教室（出前授業） 

各市町の防災訓練・各種

イベント等(出前講座) 
・平成 24 年度実績 7 回 319 人 ・平成 24 年度実績 2 回 168 人 ・平成 24 年度実績 10 回 543 人 

 



※開催実績は全て平成24年中

防犯教室や交通安全教室などの各種教室の開催を通じた防
犯意識や安全意識の向上、不当要求対策講習などを通じた暴
力団等反社会的勢力排除対策の推進などにより、県民のみな
さんとともに犯罪や交通事故のない安全・安心の滋賀を目指
します。

開催 122回
受講者 19,443人

開催213回、受講者36,984人
（うち薬物乱用防止教室は、
開催104回、受講者16,666人）

開催 23回
受講者 954人

開催 672回
受講者 85,079人

開催 2,014回
受講者 170,356人

開催 19回
受講者 1,250人



文化財建造物保存修理現場見学会 滋賀の文化財講座「打出のコヅチ」 

学生ボランティア文化財保護サポーター 

 県が受託し実施して
いる国・県指定建造物
の保存修理現場見学会
を開催し、当課専門職
員による伝統的な修理
技法等の解説を行い、
また実際の修理体験を
通じて、文化財建造物
および本県の歴史・文
化に対する理解を深め
ます。 

  本県の国・県指定文
化財等について、文化
財調査による成果や保
存修理等の取り組み内
容を、当課専門職員が
講師を務め、講座形式
で紹介することにより、
本県の歴史・文化に対
する魅力の発信と、文
化財に対する理解を深
めます。 

 学生ボランティア文

化財保護サポーターを
募集し、史跡近江国府
跡などの清掃活動を行
うなど、ボランティア
活動を通じて本県の歴
史・文化に対する理解
と関心を深めてもらい
ます。 
 

【サポーター体験談】 

「滋賀県にも立派な文化財があって誇り 

 に思います」（瀬田北中３年生） 

 

校内・校外学習サポート 

文化財専門職員による滋賀の魅力発信 

 県内外の小中高校
生・大学生・一般を対
象とした安土城跡・観
音寺城跡での現地校外
学習授業のほか、各学
校への出前授業、また
各種団体からの要請に
よる出前講座等で当課
専門職員が講師を務め
ます。 

文化財愛護シンボルマーク 

 重要文化財勝部神社 

本殿ほか４件で保存修 
理現場見学会を実施  
１０件 ６８６名  

滋賀県新指定文化財説明会 
他７回実施 参加者数430名 

  
 

概要 概要 

概要 概要 

教育委員会事務局文化財保護課 

重要文化財天皇神社本殿保存修理現場見学会の様子 
平成24年９月17日 見学者数８１名 

平成24年度第5回講座「周防の国から移築された 
園城寺一切経蔵」の様子 参加者数56名 

 史跡近江国庁跡史跡他３ 
箇所において実施 
 
参加人数10名、延べ人数20名 

サポーターによる史跡近江国庁跡清掃活動の様子  

【校外学習】 
長浜市立下草野小他７件315人 
【出前講座】 
滋賀県立大学他５件348人 
 

平成24年５月26日 
安土城と城下町の案内 新宮神社にて 
   

平成２４年度実績 
平成２４年度実績 

平成２４年度実績 平成２４年度実績 



健康な暮らしのために～県立病院が白衣を着ないで行う活動の一例 

・がん診療セミナー、公開講座 

        対象；県民の方、医療従事者 

 

・子どものアレルギー教室 

        対象；アレルギーを持つ子どものご家族 

 

・心の健康！出前講座 

        対象；市町主催のセミナー、講習会 

 

がん診療セミナー（平成24年度13回開催） 
  「いのちをつなぐケア－在宅ケアの意義を含め」（平成24年4月24日開催 128名） 

  「がんは予防できる－早期発見から予防へ－」（平成25年2月2日開催 定員150名） 

子どものアレルギー教室（同 3回開催）  

   「子どものアトピー性皮膚炎～湿疹を放置すると食物アレルギーになりやすい？～」 
 およびスキンケア実践講習     （平成24年11月13日開催 50名） 

心の健康！出前講座（同 4回開催） 
「精神障害者を理解するために」（平成24年11月7日・近江八幡市開催 40名） 

 

こんなことを 

しています 
滋賀県病院事業庁 

無料 

成人病センター 

小児保健医療センター 

精神医療センター 



浄水場見学・講座・水道パネル展 

滋賀県企業庁では水道や浄水場について知ってもらい、飲み水の源となる琵琶
湖や川をきれいに保つことの大切さを理解してもらうために、浄水場見学の受け
入れや簡単な実験を取り入れた講座、水道パネル展を行っています。 

滋賀県企業庁 

小学校など団体での見学受付は随時行ってい
ます。個人での見学は毎年６月１日～６月７日
（水道週間）を一般開放しています。パネルや実
験で飲み水ができる過程を理解していただき、
施設を見学していただきます。 
【平成24年度実績】 
 小学校  60校 3,997人 

浄水場見学に来ることがで
きない受水市町内の学校の
希望により、職員が教室に
出向いて浄水場のしくみや
水道についての授業を行っ
ています。 
【平成24年度実績】 
 小学校4校 375人  

出前講座 夏休み自由研究講座 

毎年夏休みに吉川浄水場で開
催しています。内容は浄水場の
見学、参加者が持ってきた水の
水質検査等。簡単な実験をした
り、浄水場の水の試飲もありま
す。 
【平成24年度実績】 
 7月25日～31日  13人 

   水道水はどうやってつくる？ 
   浄水場ってどんな仕事してる？ 
   災害対策への取組は？ 
 そんな「？」に答えたパネル展示を、公立施設や大
型店舗等で開催しています。 
【平成24年度実績】 
 10月15日～30日 甲賀市水口図書館 
                 （甲賀市） 



ひろげよう 

みんなのあんまちネットワーク事業 

総合政策部 県民活動生活課 

１．事業の趣旨 

 これまで県と企業・団体等は「なくそう犯罪」滋賀県安全なまちづくり実践県民会議を組織
し、防犯活動に取り組んでいるが個別の活動が主となっている。そこで、県が積極的に企業と
地域を結びつけるコーディネートを行い、協働による防犯活動を実施する。これにより、防犯
活動の活性化・防犯意識の高揚を図り、犯罪を減少させ、安全・安心な地域社会の実現を目指
すとともに、企業のＣＳＲ推進にも貢献する。 

 ２．事業イメージ 

  県 
・コーディネート 

・主催イベントの提供 

・キャッフィーの提供 

・広報誌・ＨＰへの掲載 

・人員の派遣 

・活動メニュー提示 

 

企業・大学  
自動車販売、大型量販店、運送・不動産・ 
住宅関係、金融機関等 

 

  ・主催イベントの提供 

  ・販促広告チラシ等の紙面提供 

  ・人員の派遣（企業ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ含む） 
  ・啓発物品の提供（ティッシュ等） 

安 全 ・ 安 心 な 地 域 社 会 の 実 現 

防犯活動の活性化 

防犯意識の高揚     

犯罪の減少 

地 域  
市町、学校、自治会、自主防犯団体、 

地域の各団体・事業所等 

 

  ・地域広報誌への掲載 

  ・人員の派遣 

  ・一般住民の参加 

 

   協働による防犯活動 
○事業所・大学祭等での防犯フェアーの開催 

○大型量販店での防犯イベントの開催 

○企業の営業車両でのPR活動 

○訪問販売員によるPR活動 

○住宅展示場でのPR活動 

○企業の職員家族運動会でのPR活動 

○県のイベントでのPR活動 

  ※事業表示(ステッカーの貼付等) 

 

  ＜ H24 主な活動実績＞ 
○ダイハツ竜王工場フェスティバル（６月） 
     参加者  約4,000人   

○東レ夏祭り（７月） 
      参加者  約３,000人 
 

 



東大津高校 

近代美術館 

埋蔵文化財
センター 

文化公園 

企画展示 
  統計課、平和祈念館、 
  循環社会推進課  etc. 

びわこ文化ゾーン連携事業 
  みどりの日、夏休み、文化の日 

◎各種講演会 
H24 年5回開催 参加 300名 

◎地下書庫探検 
 H24年3回開催  参加200名  

◎アート実演 
 H24 参加80名 

◎コンサート 
H24  年6回開催  
参加1,400名 

目的 
★親しみやすさと利用者層の拡大 
☆利用方法の幅を広げ、フアン層としてのつながり 
★文化・芸術関連ボランティアの活動場所として定着 
☆図書館を介した人と人とのつながり 



【商工観光労働部商業振興課】

商店街ルネサンス研究会の開催 

 地域の商店街は、身近な買い物の場であるだけでなく、文化、伝統を育んで 

きた地域コミュニティの核でもありますが、消費者ニーズの変化や、モータリ 

ゼーションが進んだことなどにより、商店街を取り巻く環境は非常に厳しい 

状況にあります。 

 このため、法律に基づく活性化計画の認定や国、県、市町、支援機関等の 

各種支援制度などを効果的に活用しながら、商店街の再生をすることが課題と 

なっています。 

背 景 

 

 

 

 

 

 

 

事業内容 

国･県･市町･各種支援機関を交えた商店街ルネサンス研究会を開催します 

商店街の再生(ルネサンス)へ 

●国（近畿経済産業局）、県、市町、各種支援機関の商店街 

 振興担当職員が一堂に会し、それぞれの商店街振興施策に 

 ついて、制度の概要説明や成功事例の発表による情報･意見 

 交換を行います。 

●国、全国商店街支援センター等の各種支援制度の活用等も 

 含め、商店街を再生するための方策を研究します。 

広域的な連携による 

一体的な支援へ 

商店街に対する共通課題や支援策の整理 

課題解決策や新施策を考えるきっかけづくり 

今後の具体的な支援への橋かけ 

市町間の横のつながりを強化 



「クルマ」はとても便利で、快適な乗り物です。                            
しかし、「クルマだけの生活」には、困ったことが少なくありません。 

 

「クルマと公共交通をかしこく使い分ける生活」について考える機会として、 

県職員が依頼を受け、地域の会合や企業等の団体の会議などに出向いて 
出前講座を実施します。 

 Ｈ２４年度事業実績：３回実施 参加者２４０名 

 

クルマではずっと座っていることができます。 
だからこそ便利なのですが、 
だからこそ、健康にはよくありません。 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

クルマ利用と健康 

200 

100 

 公共交通    クルマ 

移動に伴う消費ｶﾛﾘｰ(ｋcal) 

 

 

テレビを消したり、エアコンを調節したりすれば、 
CO２（二酸化炭素）は減らせます。 

しかし、クルマの利用を少し減らすだけで、 
何十倍も、効果的にＣＯ２を減らせるのです。 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ＴＶを１日60分減らす 

冷暖房を１℃調節する 

1日10分クルマを控える 

１世帯が1年間で削減でき

リサイクルに出す 
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あなたの家にはクルマは何台ありますか？ 

 

実はクルマの維持費は、結構かさみます。 

クルマには、保険、税金、駐車場が必ず必要です。 

 

◇例えば使う使わないにかかわらず、 

2000CCのクルマを持っているだけで、 

一日、１,９００円 かかります。 
 
 

 

言うまでもありませんが、 

自転車、バス、電車は格段に安上がりです 

    

   ◇例えば、朝夕の渋滞は、 
   皆さんが少しずつ、自動車通勤を 
   お控えになるだけで、 
   大きく改善するかもしれません。 
 
 

クルマ利用とＣＯ２ 

渋滞の『科学』 クルマの維持費 

ひとりひとりが便利なクルマに頼りすぎた生活を見直し、 
クルマとかしこくつきあう方法を考えることで、より豊かな「生活」へ、そして「社会」へ 

土木交通部交通政策課 

100台のクルマが通れる道に、 

103台のクルマが通ろうとすると、 

3台分の渋滞（約20ｍ）ができます。 

 
それが20分続けば400ｍの渋滞に 

つまりクルマが３％減れば、 

渋滞はなくなり得るのです。 


