
「こんにちは！三日月です」（県民と知事との対話）開催一覧

年度
開催
回数

開催日 対話団体 対話テーマ
参加
人数

開催地

1 H26.9.27
沖島町自治会の皆さんと環びわ湖大学・地域
コンソーシアム学生支援事業「沖島活性化プ
ロジェクト」参加の県内大学生の皆さん

滋賀の未来への想い(県基本構想)に
ついて

19 近江八幡市

2 H26.10.7
草津市環境・福祉推進グループ　草津
ほほえみの会の皆さん

地域の皆さんの心を癒す街づくりの取
組と滋賀の未来への想い(県基本構想)
について

7 草津市

3 H26.10.18 甲賀市小原小学校教育後援会の皆さん
地域まるごと学校の取組と滋賀の未
来への想い（県基本構想）について

8 甲賀市

4 H26.11.5 滋賀県中小企業青年中央会の皆さん
中小企業の振興発展の取組と滋賀の
未来への想い(県基本構想)について

14 大津市

5 H26.11.24
赤十字奉仕団滋賀県支部委員会の皆さ
ん

地域の防災力を高める取組について 12 大津市

6 H26.12.4
湖東・東近江・甲賀地域の林業関係団
体の皆さん

湖東・東近江・甲賀地域の林業の取組
と滋賀の森林・林業の未来への思いに
ついて

9 多賀町

7 H27.1.15 長浜信用金庫の皆さん
県内での営業を通じて仕事や暮らし
の中で想うことについて

6 長浜市

8 H27.1.16 (株)ノエビアの皆さん
県内でのものづくりを通じて仕事や
暮らしの中で想うことについて

6 東近江市

9 H27.1.16 日東電工(株)の皆さん
県内でのものづくりを通じて仕事や
暮らしの中で想うことについて

7 草津市

10 H27.1.16
ダイキンレクザムエレクトロニクス
(株)の皆さん

県内でのものづくりを通じて仕事や
暮らしの中で想うことについて

6 草津市

11 H27.2.1 長浜市木之本町杉野の皆さん 湖北の暮らしの中での想いについて 9 長浜市

12 H27.3.29
県立八幡商業高等学校「近江商人再生
プロジェクトチーム」の皆さん

「三方よし」のこころを学ぶ「近江
商人再生プロジェクト」の取組につ
いて

5 近江八幡市

13 H27.4.30
滋賀県障害者働き・暮らし応援セン
ターの皆さん

誰もが誇りと生き甲斐を持って働き、暮ら
せる滋賀県の実現に向けて～働き・暮らし
応援センターの現状と課題～

8 草津市

14 H27.5.14 長浜市身体障害者福祉協会の皆さん
心のきずなで助け合い、支え合うま
ちをめざす福祉向上の取組について

10 長浜市

15 H27.6.26
滋賀プラス・サイクル推進協議会の皆
さん

滋賀のサイクルツーリズムについて 7 彦根市

16 H27.8.23 高島市消防団の皆さん
これからの消防団活動と、人口減少
社会における滋賀らしい豊かさにつ
いて

10 高島市

17 H27.8.25
風と土の交藝プロジェクトチームの皆
さん

「風と土の交藝in琵琶湖高島」開催による
田舎暮らしの魅力発信と、人口減少社会に
おける滋賀らしい豊かさについて

11 高島市

18 H27.8.26 広瀬小学校区の皆さん
広瀬小学校の跡地利活用による地域の活性
化と、人口減少社会における滋賀らしい豊
かさについて

8 高島市

19 H27.9.24 甲賀市山内自治振興会の皆さん
山内で暮らす－中山間地域での生活
とこれからについて－

10 甲賀市

20 H27.12.12
滋賀県就労継続支援A型事業所協議会
の皆さん

滋賀県の就労継続支援A型事業所の
あり方について

11 大津市

21 H28.1.8 葵機械工業株式会社の皆さん
県内でのものづくりをとおして、仕事や暮
らし等に関して感じておられること、考え
ておられることなどについて

9 湖南市
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22 H28.1.8 ＴＭＴマシナリー株式会社の皆さん
県内でのものづくりをとおして、仕事や暮
らし等に関して感じておられること、考え
ておられることなどについて

6 大津市

23 H28.1.12 フジテック株式会社の皆さん
県内でのものづくりをとおして、仕事や暮
らし等に関して感じておられること、考え
ておられることなどについて

9 彦根市

24 H28.3.26
公益社団法人　滋賀県手をつなぐ育成
会　しが本人の会なかよし会の皆さん

知的障がいのある人の仲間づくりと暮らし
やすさを考える 15 草津市

25 H28.7.6 農業大学校で学ぶ学生の皆さん 「農大生の夢を語る！」 15 近江八幡市

26 H28.7.6 近江大中肉牛研究会ウシラボの皆さん
大中地区の若手肉牛生産グループの取り組
みと、近江牛の目指す姿について 13 近江八幡市

27 H28.7.22 朽木針畑地区で林業に携わる皆さん
朽木林業のこれまでの取り組みと水源森林
の未来に向けて 7 高島市

28 H28.10.4
高島市内において、水源の森を守り、
活かす活動に取り組む皆さん

琵琶湖の保全再生について 8 高島市

29 H28.10.7 やまなみ工房の皆さん 「私の幸せなこと」 10 甲賀市

30 H28.12.15 湖南･甲賀環境協会の皆さん
企業と行政の環境保全活動の協働体制につ
いて 12 草津市

31 H28.12.16
（新校）長浜北高校・長浜高校・長浜
北高校で学ぶ生徒の皆さん

「高校生の今」 10 長浜市

32 H29.1.9
東草野まちづくり懇話会と民藝創生プ
ロジェクト関係者の皆さん

移住促進と民藝創生による米原の地域活性
化について 7 米原市

33 H29.1.11 大野木長寿村まちづくり会社の皆さん 高齢者のがんばる場 10 米原市

34 H29.1.24 NPO法人しが盲ろう者友の会の皆さん
「しがのヘレンケラーってご存知です
か？」 11 近江八幡市

35 H29.2.6 びわこ日本語ネットワークの皆さん 外国人と地域社会をつなぐ日本語学習支援 9 大津市

36 H29.2.21
性暴力被害者総合ケアワンストップび
わ湖SATOCOの皆さん

SATOCOにおける性犯罪・性暴力被害者支援
について 8 草津市

37 H29.3.10
大津・南部地域木材供給協議会の皆さ
ん

地元製材業者連携によるびわ湖材利用拡大
の取組について 6 大津市

38 H29.7.19
奥永源寺の地域資源を活かし暮らす地
元住民の皆さん

奥永源寺の地域資源を活かした魅力発信・
地域活性化について 7 東近江市
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39 H29.7.21
地域医療福祉連携「チーム永源寺」の
皆さん

永源寺地域の医療福祉介護におけるチーム
員の役割と思いについて 10 東近江市

40 H29.8.6
日本プライマリ・ケア連合学会滋賀県
支部および家庭医療学夏期セミナーの
学生・研修医スタッフの皆さん

地域で働く医師がいない時・いなくなった
後はどうなるの？ 9 長浜市

41 H29.8.22 日吉子どもサミットの皆さん
私たちの暮らす地域で私たちができること
を探る～『環境』に視点をあてて～ 21 大津市

42 H29.9.1 滋賀県農協青壮年部協議会の皆さん 滋賀県農業の未来について 7 近江八幡市

43 H29.10.8
早崎ビオトープネットワーキングの皆
さん

早崎ビオトープの将来について 7 長浜市

44 H29.10.10
滋賀県私立中学高等学校連合会の皆さ
ん

県内私立学校の魅力づくりについて 11 大津市

45 H29.10.16
社会福祉法人滋賀県視覚障害者福祉協
会の皆さん

暮らしやすい社会に向けて～視覚障害があ
る人の日常生活を考える～ 7 彦根市

46 H29.12.9 おうみ未来塾卒塾生の皆さん おうみ未来塾での学びと地域活動について 10 大津市

47 H29.12.10
（一般財団法人）滋賀県遺族会青年部
の皆さん

戦没者遺族の想いを引き継ぐ 15 彦根市

48 H29.12.25 滋賀県青少年広報レンジャーの皆さん
レンジャーの活動を通じて考える滋賀県の
未来について 8 大津市

49 H30.1.10 冨田人形共遊団の皆さん
冨田人形がつなぐ人の輪～伝統は世代や国
境を越えて～ 13 長浜市

50 H30.1.16
滋賀県民生委員児童委員協議会連合会
の皆さん

民生委員制度創設１００周年を迎えて 9 守山市

51 H30.7.15 多賀語ろう会の皆さん
地域とともにつくる新公民館「多賀　結い
の森」について 15 多賀町

52 H30.11.25 淡海を守る釣り人の会の皆さん 釣り人ができる琵琶湖への恩返し 8 草津市

53 H30.12.17 長浜バイオ大学の学生の皆さん バイオの研究で地域貢献を願う学生の志 8 長浜市

54 H31.1.12
八幡高校社会福祉部（オレンジリボン
S’特派員）の皆さん

高校生の私たちに今できること～「オレン
ジリボンS’特派員」として児童虐待につい
て学んで得たこと～

14 大津市

55 H31.1.15
ジョブ・サポートセンター・メイピス
の皆さん

障害のある人の自立した生活について 9 高島市
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56 H31.1.15
マキノのメタセコイア並木を守り育て
る会の皆さん

マキノ地域の活性化と未来に向けて～地域
が誇る美しい並木空間の維持・創造～ 9 高島市

57 H31.1.20 滋賀県青少年広報レンジャーの皆さん
レンジャーの活動を通じて考える滋賀県の
未来について 5 大津市

58 H31.3.26 子ども編集委員の皆さん 子どもにも楽しい観光を！ 17 大津市

59 R1.6.18 子育て応援カフェLOCOの皆さん
女性の出産・子育てと“働くこと”につい
て 9 長浜市

60 R1.6.27
滋賀県交通安全女性団体連合会の皆さ
ん

「交通事故のない滋賀」の実現に向けて 12 大津市

61 R1.7.4
滋賀いのちの電話の電話相談員の皆さ
ん

“いのち”の電話で生きづらさに寄り添う 9 大津市

62 R1.7.10
ミシガン州立大学連合日本センターの
外国人留学生の皆さん

留学生から見た滋賀のイメージについて 12 彦根市

63 R1.8.18
『「スカーレット」で甲賀を盛り上げ
る推進協議会』の皆さん

連続テレビ小説「スカーレット」の舞台・
信楽の魅力と可能性について 9 甲賀市

64 R1.8.21
「油日・上野共有生産森林組合」およ
び「生活協同組合コープしが」の皆さ
ん

企業等と地域が一体となっての森づくりの
推進について〜生き生きした森林の姿を未
来に引き継ぐために〜 11 甲賀市

65 R1.10.21 滋賀県建築士会女性委員会の皆さん
女性建築士のライフワーク
〜住みよい居住空間の創出のために〜 7 大津市

66 R1.12.23 滋賀県造園協会の皆さん
自然を生かした緑豊かなまちづくりについ
て 7 大津市

67 R2.2.12 にしあざい診療所の皆さん
にしあざい診療所における地域医療の取組
～誰もが安心に暮らせる西浅井の実現に向
けて～

10 長浜市

68 R2.2.12 滋賀県木材協会伊香支部の皆さん
湖北で考えるこれからの森林の姿
〜県産材の利用とやまの健康について〜 17 長浜市

69 R2.2.13
「ウォームアップスクール ここか
ら」の皆さんと卒業生および地元住民
の皆さん

不登校児童生徒たちに寄り添った自立支援
～『ここから』新たにスタートするために
～

8 長浜市

70 R2.2.22
「琵琶湖とつながる生きもの田んぼ物
語推進協議会」の皆さん

「豊かな生き物を育むための水田づくり」
について 7 大津市

71 R2.6.4 滋賀県内の高校生の皆さん
今、高校生が考えること～新型コロナの影
響とこれからの自分たちについて～ 8 WEB会議

72 R2.6.12 滋賀県内の介護事業者の皆さん
新型コロナウイルス感染症の予防と発生し
た場合の取組について 11 WEB会議
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73 R2.8.8 日野町連合青年会の皆さん
若者世代が考える将来を見据えた地域づく
り～日野・滋賀の未来について～ 18 日野町

74 R2.11.24 滋賀県内の保育士の皆さん
コロナ禍における保育現場の状況と今後の
取組について 10 大津市

75 R2.11.29 長浜小学校合唱団の皆さん
自分たちに出来る事を行動に移す！
～みんなの笑顔のために～ 17 長浜市

76 R3.1.18 ＪＡしが女性協議会の皆さん
ＪＡしが女性協議会のコロナ禍での取組に
ついて 9 大津市

77 R3.6.5 伊庭内湖の自然を守る会の皆さん
伊庭内湖の自然を守る活動について～内湖
の自然を未来に引き継いでいくために～ 8 東近江市

78 R3.7.3
Fridays For Future Shiga と　守山
市立守山中学校の皆さん

私たちの生きる未来と滋賀県の環境につい
て～今、私たちが思うこと～ 11 大津市

令和
４年
度

79 R4.9.8
県北部で活躍されている企業家の皆さ
ん

県北部地域の課題と可能性について 7 長浜市

開催回数： 79回（参加人数  計 784 人）
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