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■ 地域で支える安全安心なまちづくり事業 
－ まちの保安官制度 

 
○提案者  特定非営利活動法人 西大津駅周辺防犯推進協議会 
○県行政  青少年室・県民生活課 
○警察本部 生活安全企画課・大津署  
○市行政  大津市自治振興課・都市再生室 
○コーディネイター 石井布紀子氏（Ｈ18～） 
○オブザーバー   淡海ネットワークセンター（Ｈ18～） 
 
◇課題認識 ・現在の自主防犯組織では、防犯活動の実効性に限界がある。 
      ・志気の低い自主防犯活動では効果が低い。 

・同じ地域で消防団と防犯組織の位置づけに違いがある。 
      ・行政からの補助（期間限定）がなくなると継続的な活動が困難。 
 
◇目  標 ・各地域で自主防犯活動を実効性のあるものにしていくため、警察官との役割

分担を明確にしながら、まちの保管官制度の創設を検討する。 
・県民の犯罪に対する不安感や犯罪認知件数の低減につながるような、自主防

犯活動を支援・促進する仕組みを検討する。 
  

◇課 題 等 ・現法規上は職務質問権等の民間人への権利付与は困難。 
・自主防犯組織が担う領域とその財源について検討し、その上で西大津だけで

なく他地域でも使えるレベルに応じた仕組みの検討。 
・先進地域の事例調査。 
→H17 山梨県富士河口湖町へ現地調査 

・防犯活動に関する傷害保険の研究検討。 
→H17 ２社と意見交換 

      ・マスコミ取材や報道でＮＰＯが先行したため急きょ対応方法を共有した。 
→H17 決めたルールにそって外部に提供する情報はＮＰＯ活動促進

室と調整しながら実施 
 

◇実績・予定・１７年度：保安官制度・防犯保険の検討 
 ・１８年度：７～８月→自主防犯組織（県内１２６団体）と地域住民を対象に

アンケート調査実施 
    他団体との意見交換 

      ・１９年度：新たな仕組みをモデル的に実施・検証 
            通常施策への反映調整 
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【活動経過】 
【H１７年度】 

第１回（H17.8.29 県合同庁舎多目的室 参加１４名） 
・課題認識について ・目指す姿について ・運営方法について 

第２回（H17.9.20 県合同庁舎多目的室 参加１２名） 
・会議の情報公開について ・第１回からの意見確認について ・目標設定について 

第３回（H17.10.26 県合同庁舎５－Ｄ会議室 参加１４名） 
・小出東大教授との意見交換会 

第４回（H17.11.24 県合同庁舎６－Ａ会議室 参加１４名） 
・防災ボランティア保険・青色回転灯や保安犬の運用・権限に係る規制や法的解釈 

県外現地調査（H18.1.10～11 山梨県富士河口湖町 参加３名） 
・防犯パトロール車・地域安全情報共有システム 

第５回（H18.1.18 しが協働ル～ム 参加１１名） 
・防犯ボランティア保険・県外調査報告 
・青色回転灯や保安犬によるパトロール実施予定・今後の取り組み 

第６回（H18.3.6 しが協働ル～ム 参加１１名） 
・今年度の取り組みのふりかえり 

＊内閣府都市再生プロジェクト「防犯対策等まちづくりの連携協働による都市の安全・安心 
の再構築」（新たな仕組みの構築や実験的手法の展開）１７年度選定案件 

【Ｈ１８年度】 

第７回（H18.4.20 しが協働ル～ム 参加１７名） 
・１８年度の進め方の確認 

第８回（H18.5.24 しが協働ル～ム 参加１２名） 
・目標設定について ・アンケート調査について 

第９回（H18.6.27 大津合同庁舎５－Ｂ会議室 参加１２名） 
・アンケート調査について 

第１０回（H18.9.27 予定 しが協働ル～ム） 
 ・アンケート調査結果検討 
 
次回以降（９月）、月１回程度開催予定 
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■つながる・かがやく・かわる 

～ しが環境学習推進ネットづくりプロジェクト 
 
○提案者  特定非営利活動法人 ＮＰＯ子どもネットワークセンター天気村 
      琵琶湖博物館はしかけグループ びわたん 
○県行政  エコライフ推進課（環境学習支援センター） 

公募職員 ５名（行政経営改革室・子ども家庭課・自然環境保全課・ 
環境管理課・森林センター） 

○市行政  草津市まちづくり課（H18～） 
 
◇課題認識 ・環境学習プログラムは各機関や所属で連携なくバラバラ実施していることが 

多く、学習者にとってもどれを選択すればよいのか分かりにくい。 
      ・プログラムに参加しても学習者の力（生きる力）になっていない。 

・参加者が限られており拡がりが見られない。 
 
◇目  標 ・環境学習を環境だけの視点で捉えるのではなく、防災や福祉など多分野と絡

らめて身近感のある子どもに身に付くモデルプログラムを実施し、分野横断

的な事業モデルを構築する。（草津市内で２箇所実施予定） 
・各施設や各所属で実施している事業について、互いの取り組みを知ることに

より、参加者、実施者（行政・ＮＰＯ）にメリットのある連携モデルを実施

する。（環境学習のつどい） 
 
◇課 題 等 ・環境学習をめぐる課題認識にズレ（行政の縦割り、施設間の連携が少ない、

プログラムが力になっていない等）がある。 
・協議を十分にしたい行政と、早く実行に移したいＮＰＯという構図。 

→取り組み目標を手法や分野によって３つに班分け 
・防災を取り入れた環境学習プログラム実施・・・この指とまれ班 

   （H18.5.6 モデル事業をＰＲ版として草津で実施） 
・環境学習関連施設間の連携事業実施   ・・・かごめかごめ班 

  ・県庁内の連携・調整（マネジメント）実施・・・はじめの一歩班 
   （Ｈ18.5.23  庁内連絡会議でワークショップを実施） 

  →班分けしたことによって取り組み目標が明確になり、積極的な関わ

りがある反面、部活全体の議論が進まない課題がある。 
→環境学習支援センターは必要に応じた参加のみ（２回） 
 

◇実績・予定・１７年度：モデル事業の企画立案・調整  関係機関等への聞き取り調査 
 ・１８年度：環境防災モデルプログラムの地域（小学校区程度：草津市内）で

の実施検証 
            「環境学習のつどい」(12/3,5：エコライフ推進課主催)で企画出展     
      ・１９年度：上記のバージョンアップ      

通常施策への反映調整 
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【活動経過】 
【Ｈ１７年度】 
（H17.6.30・7.14・.7.28：天気村とびわたんのテーマ統合について話し合う） 

第１回（H17.8.18 環境学習支援センター 参加１２名） 
・課題認識について ・目指す姿について ・運営方法について 

第２回（H17.9.8 草津市まちづくりセンター 参加１０名） 
・目標設定について  

第３回（H17.9.16 草津市まちづくりセンター 参加５名） 
   ・目標設定について 

第４回（H17.10.13 琵琶湖博物館 参加１１名） 
   ・目標設定について（各部員からの宿題提案） 

第５回（H17.10.28 合宿（旧日赤山荘） 参加１０名） 
 ・班分けの確認 
第６回（H17.11.10 草津市まちづくりセンター 参加８名） 

   ・各班の内容検討 
第７回（H17.12.8 草津市まちづくりセンター 参加１２名） 

   ・各班の取り組み状況について 
第８回（H18.1.19 草津市まちづくりセンター 参加１２名） 

   ・各班の取り組み状況について 
第９回（H18.2.9 県婦人会館 参加１１名） 

   ・環境防災プログラムの内容検討 ・施設間連携の状況報告 
第 10 回（H18.3.9 草津市市民交流プラザ 参加８名） 

・庁内連絡会議でのワークショップの内容検討 ・施設間連携の状況報告 
【Ｈ１８年度】 

第11回（H18.4.13 県立男女共同参画センター 参加１１名） 
 ・環境防災プログラムの内容検討・施設間連携の内容検討 
・「子ども王国」で環境防災プログラムを実施     

（H18.5.6 草津市ロクハ公園 参加９名） 
「感・どーする！！生きるための知恵の輪」  → 

第 12回（H18.5.11 草津市まちづくりセンター参加７名） 
・環境防災プログラムのふりかえりと今後の展開 
・施設間連携の内容検討 

・環境学習推進会議連絡員会議（庁内会議） 
「つながりに気づき、つながりを築くワークショップ」実施 
（H18.5.23 県大津合同庁舎 参加１０名）     → 
第 13回（H18.6.8 県立男女共同参画センター 参加５名） 
第 14回（H18.7.13 天気村 参加１１名） 
第 15回（H18.8.19 合宿（栗東こんぜの里） 参加１０名） 

   ・これまでの取り組みについて振り返り、今後の取り組みについて話し合う。 

    

5/6 の様子 (約 400 名が体験) 

5/23 の様子 

(庁内 17所属が参加) 
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■持続可能な社会を実現するための県民行動とは？ 

－ フードマイレージ・ウッドマイレージの低減 
 
○提案者  水政課琵琶湖環境政策室 
○ＮＰＯ  特定非営利活動法人ＨＣＣグループ（公募）  

特定非営利活動法人エコ村ネットワーキング（公募） 
安曇川流域・森と家づくりの会（公募） 

○県行政  林務緑政課・農業経営課・環境こだわり農業課・森林センター(H18～) 
      公募職員１名（高島市出向） 
○関係機関 滋賀県地球温暖化防止センター 
      滋賀県立大学環境科学部 
      京都精華大学環境建築研究所 
 
 
◇課題認識 ・持続可能な社会のためには、分かりやすい指標を使ったビジョンの提示とそ

れを実現するための具体的な施策が必要である。 
・域内生産・流通・消費の実現に向けた検討を進めることで、食の安全確保、

エネルギー消費の削減、ＣＯ２排出量の削減等を実現することができる。 
 
◇目  標 ・マイレージＣＯ２（流通にかかるＣＯ２排出量）という指標を調査研究し、実

証実験を踏まえながら県民、事業者に普及するための方策を検討する（対象

品目について、現状と県内自給した場合のＣＯ２排出量のデータを比較する）。 
 
◇課 題 等 ・需要側へのアピール手法の検討が必要。 

→大まかなウッド（木材）・フード（ほうれん草）のマイレージは算定

できそうだが、その意味や分かりやすく比較できるＰＲ方法を検討 
→普及啓発のためびわ湖環境ビジネスメッセへ出展 

・先行、先進事例の調査研究。 
→先行研究成果の活用 
→H18.5.23 京都府で実施中の「ウッドマイレージＣＯ２認証制度」につ

いて勉強会開催 
 
◇実績・予定・１７年度：基礎データの収集・整理 

・１８年度：実験事業の企画・実施・検証 
      地域材セミナー（ウッドマイルズ研究会主催、滋賀県後援）で部

活の活動を発表（H18.9.6） 
      「びわ湖環境ビジネスメッセ」(H18.10.25,26,27)への出展 
      最終報告作成  通常施策への反映調整 
＊２年間で解散予定 

→「持続可能な滋賀社会づくり構想」（H19 策定予定）への反映 
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【活動経過】 
【Ｈ１７年度】 

第１回（H17.8.26 県合同庁舎多目的室 参加１７名） 
・マイレージについて ・課題認識について ・目標について ・運営方法について 

第２回（H17.9.16 県合同庁舎３－Ｃ会議室 参加１２名） 
・ルールの確認 ・進め方について ・対象品目について  

第３回（H17.10.17 県合同庁舎多目的室 参加１５名） 
 ・対象品目の決定（ﾌｰﾄﾞ：米・麦・ほうれん草） ・役割分担の決定  
第４回（H17.11.4 県合同庁舎５－Ｃ会議室 参加１４名） 
 ・取り組みスケジュールの確認（現状調査・事例検証・可能性評価調査） 
第５回（H17.12.15 しが協働ル～ム 参加１１名） 
 ・各班の取り組み状況 ・原木市場調査報告 
第６回（H18.1.17 しが協働ル～ム 参加８名） 
 ・フードマイレージの取り組み検討 
第７回（H18.2.28 しが協働ル～ム 参加１０名） 
 ・フードマイレージの取り組み検討 原木市場調査の結果報告 
第８回（H18.3.30 しが協働ル～ム 参加９名） 
 ・今年度のふりかえり 

【Ｈ１８年度】 
第９回（H18.4.24 しが協働ル～ム 参加９名） 

・フードマイレージのアンケート調査・販売実験の検討 
・ウッドマイレージの普及啓発方法の検討 

第 10 回（H18.5.23 しが協働ル～ム 参加１２名） 
 ・京都府「ウッドマイレージＣＯ２認証制度」の勉強会（講師：京都府庁担当者） 
第 11 回（H18.6.27 しが協働ル～ム 参加１１名） 
 ・「協働」の取り組みを再確認  ・マイレージのデータ整理 
第 12 回（H18.7.20 しが協働ル～ム 参加７名） 
 ・びわ湖環境ビジネスメッセの出展内容の検討 
第 13 回（H18.8.31 しが協働ル～ム 参加１１名） 
 ・びわ湖環境ビジネスメッセの出展内容の検討 
 ・ウッドマイルズ地域材セミナーでの発表内容の確認 
第 14 回（H18.9.13 しが協働ル～ム 参加６名） 
 ・びわ湖環境ビジネスメッセの出展内容の検討 
 
次回(１０月中旬を予定)以降、月１回程度開催 

 


