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環境政策課

内線 3494 

 

 

【予算額：10,281 千円】 

 

１．ねらい・特色 

滋賀県地球温暖化対策推進計画の削減目標を達成するため、県内企業等との協働により、対

策の遅れている家庭部門でのＣＯ２排出削減の取組を促進する「家庭ＣＯ２削減プログラム」

を作成し、県域での展開を図る。 

   ■ 従来の普及啓発に加えて、削減見込み量を掲げ、県民の主体的な行動により実質的に

ＣＯ２を減らす取り組み。 

   ■ 企業の環境貢献による、県民の排出削減行動の促進。 

 

２．概 要  
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運営：県や市町、企業などによる推進協議会を設置し、運営にあたる。 

また、取組項目ごとの削減量算定基準を作成するため、基準作成委員会を設置する。 

ポイント 

・全体削減量の公表による、削減量の“見える化” 

→参加者の刺激とし、主体者意識を持ってもらう。 

 ・企業の協力を得て、参加者の取り組みを長続きさせる仕組み。 

 

 

３．ＣＯ２削減効果見込み  

このプログラムによって 1人 1日 1ｋｇの削減を行う場合 

５万世帯（H22 年度目標）が取り組むと、約５万５千トン／年の削減が見込まれる。 

 

□ 協働による「家庭 CO2 削減プログラム」推進事業 □ 

家 庭 

集計プログラム

参加家庭全体の

削減量を集計。 

家庭ＣＯ２削減
プログラム 
（web 上） 

エコライフ行動の取

り組み結果報告、電

気代などの記録 

参画企業 家 庭 

 

家 庭 
［5000 世帯］ 

家庭ごとの削減量（kg）

企業貢献量の報告 

１

・メールマガジン等の
情報発信 
・取り組みに対し、3
か月ごとに認定証を
発行 

２ 

登録・取り組み報告 

認定証を提示し、特典を得る ３

４
ホームページ上で

参画企業のＰＲ 

削減量の 

“見える化”

参加の呼びかけ 

エコライフ行動 

特典提供 

cf.滋賀県地球温暖化対策推進計画（H18～H22）では… 

県民の取り組みによる削減目標（H2 比）：２３万トン削減 

そのうち、日常の（継続的な）行動によるもの：１０万トン削減 



 

内湖再生検討事業について 【予算額 ９９，０００千円】 
 
 
・ 早崎内湖は、かつて内湖の中でも特に質の高い生態系が存在しました。 
・ 昭和 38 年から 45 年に、食糧増産のため農地に干拓されました。（８９ヘクタール） 
・ 干拓以後の社会的、経済的、自然的環境の変化を踏まえ、琵琶湖生態系保全の取り組みとし

て内湖再生を目指すこととしました。 
・ 早崎内湖再生は、次の２点から先端的なもので今後の『湖沼保全のモデル』となるものです。 

①一旦農地となった内湖を再生し、琵琶湖全体の生態系の回復、水質保全に活用しようとす
る大規模な自然再生事業 

②長期的視点に立ち、自然の力を活用した順応的管理を行って自然再生事業を実施 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○早崎内湖の再生の目標像と具体的指標（期待される効果）

琵
琶
湖 

丁野木川 

早崎干拓 

調査対象地域 

 

浅井町
高月町

伊吹町 
湖北町 

虎姫町 

びわ町 
長浜市 

町 

 

調査範囲

かつての
内湖境界

凡　　　例

海海老老江江集集落落  

丁丁野野木木川川  

湖湖北北野野鳥鳥セセンンタターー  

良好な生態系の再生(H18 年度までの結果)
 植物：３９８種の植物種の出現 
 鳥類：１０５種の鳥類が確認され、特にコハクチョウが多く飛来
魚類：ニゴロブナ等２３種が確認された。 

○早崎内湖の再生へのこれまでの取組

・早崎内湖再生モニタリング調査ほか 

平成１３年度より早崎内湖干拓地内の水田

（１７ｈａ）を通年にわたって試験湛水し、

内湖化した場合の生態系機能などについて年

間を通して調査を継続実施し、内湖機能再生

の可能性を検討。 

平成１９年３月 早崎内湖再生計画検討委員会が早崎内湖再生計画案作成 

○平成２０年度 事業概要

(1) 用地測量等の調査事業 【予算額 ８６，２００千円】 
      用地・地形等のデータを測定するとともに、これらのデータを活用しながら内湖再

生の実現に向けた実施計画を検討する。                    
◇用地測量、地形測量、地質調査、文化財調査、基本設計 

(2) モニタリング等の環境調査事業 【予算額 １２，８００千円】 
     試験湛水区域の水質浄化機能や水産資源の増殖機能の調査や湛水区域の水管理や環

境影響調査等を行う。 

琵琶湖再生課 

内線３４６０ 

資－琵環 ２ 

早崎内湖再生の具体的指標（期待される効果） 
①鳥類 

ガン・カモ・ハクチョウ類の一大飛来地（越冬地）
をめざします。 

シギ・チドリ類の一大中継湿地をめざします。 
ヨシ帯に依存して生息する鳥類の繁殖地をめざし

ます。 
②魚類 
  当面の指標（１０年程度） 
ゲンゴロウブナ、ニゴロブナにとって琵琶湖最大の
産卵場の復活をめざします。 
将来の指標（２０～３０年程度） 
イワトコナマズが時折、琵琶湖から訪れる多様な魚
類相をめざします。 

③植物 
 多様な植物帯を創出、生育をめざします。 
④水質 
内湖の水質は丁野木川から流入する平均的な水質
と同程度をめざします。 

○早崎内湖の再生のねらい

 
早崎内湖再生の目標像 
 
①在来生物が豊かに息づく内湖 

②安全で豊かな活力ある地域社会を支える内湖 

③伝統が息づき、新しい文化の創造の場となる内湖

④精神的な豊かさ、潤い、娯楽の場となる内湖 

⑤環境や様々な分野の研究と学習の場となる内湖 

⑥世界の湿地再生活動を勇気づける内湖 

平成２２年度までに実施計画作成 
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資－琵環 ３

循環社会推進課

内線３４７１

【予算額 千円】クリーンセンター滋賀に対する支援について 1,415,419

１ 施設の必要性

財団法人滋賀県環境事業公社は、次の３つをねらいとして公共関与により

産業廃棄物管理型最終処分場クリーンセンター滋賀の整備を甲賀市で進めて

きた。

・循環型社会を支える基盤として安全安心な管理型最終処分場の確保

・企業立地のための産業基盤の確保

・大規模災害発生時に発生する廃棄物の受け皿の確保

２ 施設整備の経過

・平成４年５月 旧甲賀町、旧土山町および地元との話し合い開始
・平成８年３月 埋立容量１３０万ｍ （廃棄物１００万トン）埋立期間３、

１５年で地元と覚書を締結
・平成１０年度～１５年度 環境影響評価を実施
・平成１５年度 旧甲賀町との協定締結
・平成１６年度 旧土山町および地元との協定締結
・平成１６年度 工事発注、平成１７年度 施設整備工事着手
・平成１９年度内 施設整備完了予定

３ 最終処分量の減少および経営見通し

・最終処分量の減少

県下で発生する産業廃棄物の最終処分量は、平成９年度が３８万８千ト

ンであったものが、平成１７年度には１４万２千トンと減少している。

・受入見込量

受入見込量は、当初予定の年間平均６万７千トンを大きく下回り、２万

トン程度と見込まれる。

・経営見通し

公社は、営業収入で投資的な経費や管理運営費を賄うととしているが、

受入見込量の減少に伴い、経営は非常に厳しいと予測される。

４ 支援

県としては、環境事業公社が管理運営することを基本に、公共関与を強め

て、投資的経費や管理運営費に対して支援を行う。

平成２０年度の支援額

クリーンセンター滋賀の経営安定と周辺整備事業の推進を図るため、公社・

に７億４，７９１万９千円を出捐する。

・また、円滑な管理運営を図るため、公社に短期資金４億６千万円を貸付け

る。
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５ 今後の経営見直し
開業後３年間程度の間、実際の受入状況や企業立地の動向等を見極め、さ

らに公益法人関連法の改正や災害時の廃棄物処理への対応等、総合的観点か
ら改めて経営の見直しを行う。

（参考）

１ クリーンセンター滋賀の１５年間の経営収支見込
（受入見込量２万トン／年×１５年間＝３０万トン）

単位：億円

収 入 支 出

１２ 国庫補助金 ９６ 施設整備費等

１２ 県費補助金
開業前

９ 県交付金 ２０ 地域振興費

８３ 借入金

１１６ 計 １１６

７１ 処分料金収入 ８３ 借入金元金返済額

１５ 県交付金 ８ 支払利息
開業後

４３ 地域振興費等

６８ 維持管理費

８６ 計 ２０２

１１６ 収支差額

※上記の試算については、平成１９年１２月１７日に環境・農水常任委員会および記者発
表で１２１億円と試算し公表したところであるが、借入金等を精査した結果１１６億円
となった。

２ 施設の概要

（１）場 所 滋賀県甲賀市甲賀町神６４５

（２）全体面積 約２２．７ｈａ

（３）埋立面積 約９．８ｈａ
３（４）全体埋立容量 １３０万ｍ

（５）廃棄物埋立容量 ９０万ｍ （１００万トン）３

（６）水処理施設処理能力 ３５０ 日m /３

（７）埋立計画期間 １５年間
（８）受入廃棄物

滋賀県内の事業所等から排出される産業廃棄物で、燃えがら・汚泥・廃プラスチ
ック類・紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず・金属くず・ガラスくずおよび陶
磁器くず・鉱さい・がれき類・ばいじんなど

（９）主要施設
貯留構造物、多重遮水工、遮水シート破損検知設備、浸出水貯留槽、浸出水処理
施設、防災調整池、管理棟、トラックスケール( トン）２基、展開検査場、仮40
保管庫等

（１０）その他
全量展開検査、浸出水処理水の公共下水道投入、 位置情報による出来形管理GPS



資－琵環４

森林政策課

内線3915

【予算額 １，７３６千円】新 滋賀県型木材生産流通システム構築事業

１ 本事業のねらい
＜現 状＞
◆戦後、植栽した人工林が成長し、伐採・利用が可能な時期を迎えている！

◆人工林の年間生長量３３万ｍ のうち利用されているのはわずか４万４千ｍ ！３ ３

山にある森林資源が十分に活用されていない・・・！

＜ねらい＞
① 伐採現場から消費者まで、県産材がしっかりと流れていくシステム

② 林業生産県ではない本県でも成り立ち、時代の変化に対応できるシステム

③ 違法伐採や造林放棄などによる森林荒廃のない環境配慮型のシステム

本県にふさわしい木材の生産流通システムの構築
（森林資源の循環利用の促進）

２ 事業内容
(1) 森林資源利用計画策定事業

今後の本県における森林資源の適切な利用を図るため、長期的な視点による

伐採・更新のシミュレーションにより森林資源利用計画を策定

◇予 算 額 １３０千円

(2) 生産流通システム調査事業
伐採・搬出体制、流通・加工体制、供給先、連携システム、環境への配慮等

の項目について、関係者を巻き込んだ調査検討を行い、本県にふさわしい生産

流通システムを提示。また、モデル地域におけるシステムを構築。

◇予 算 額 １，２７０千円

(3) 県域システム構築促進事業
県域において施業の集約化や木材の安定供給を図るために滋賀県森林組合連

合会が実施する①組合員への普及啓発、②生産流通専門研修会の開催、施業集

約化に取り組む組合に対する指導、④県産材安定供給協議会の開催、⑤情報収

集・提供に対して支援。

◇予 算 額 ３３６千円



資－琵環５  

自然環境保全課 

内線 3041 

伊吹山自然再生事業の概要 【予算額 5,000 千円】 

 

 

○ 伊吹山の自然再生については、利害関係者も含め、地域住民、企業、ＮＰＯ、研究

者などの関係者も多く、これらの方々との合意形成を図りながら、自然再生の新し

いあり方を探る。 

○ これまで県では、ヨシ群落や早崎内湖の再生などに取り組んできたが、琵琶湖以外

の山岳部での自然再生事業としては初めての試み。 

 

 

１．調査対象区域面積  ９３９．８ｈａ 

２．内重点保全・再生対象区域面積 １０２．４ｈａ 

①特別保護地区のお花畑 55ha   ②５合目～８合目のお花畑 46ha 

③山頂部の一部 0.2ha       ④山頂遊歩道および登山道の両脇 1.2ha 

３．伊吹山の課題と自然再生の必要性 

(1)利用状況 

山頂部のお花畑に年間約 30 万人が訪れ、観光地化している。また、山麓から山

頂までの登山道やゴンドラを利用する登山客も年間３万人。 

(2)課題と必要性 

・外来植物（セイヨウタンポポ、オオバコ、ヒメジオン、ハルジオン、牧草類）が山

頂部一帯ならびに山頂遊歩道および登山道両脇に侵入している。これにより、固有

種であるイブキタンポポ、セイタカタンポポの駆逐や交雑が懸念され、また、お花

畑に侵入して高山植物への影響が及ぶおそれがある。 

・山頂お花畑において、チシマザサやアカソ群落等の遷移が進み、人の手を入れない

と他の貴重植物が生育できない状況にある 

・３合目から８合目にかけての以前にお花畑であった場所が、遷移が進んでマユミ、

コクサギ等の低木林やススキが繁茂し、お花畑が減少している。 

・山頂お花畑を中心に、踏み荒らしや盗掘等も見られる。 

・シーズン中は観光客の密度が非常に高くなる。また、交通の便の良さからハイヒー

ルで入ることやペットの持ち込みによる糞害がる。 

・古来からの採草が廃れてきたこと等により、地元住民と伊吹山との関係が希薄化している。 

・お花畑以外でも、石灰岩の採掘やスキー場の建設、ドライブウェイの開設等に伴う

自然環境や景観への影響がある。 

４．検討組織 

  伊吹山環境保全協議会を設置し、自然再生事業の方針・方法等を協議するほか、事

業対象地域以外の伊吹山の保全・活用方策についても協議する。 

(1)構成員   環境省、文部科学省、県、米原市、ＮＰＯ、地権者・地域住民、関係企

業、学識経験者等 

(2)開催回数  年 4 回程度 

(3)検討事項 

①伊吹山全体にわたる以下の事項について検討し、伊吹山再生全体構想を策定する。 

・課題の抽出と実態調査、自然環境の保全・再生の目標設定 

・自然環境の保全・再生の手法およびその事後評価の方法 

・保護および利用のためのルール設定、利用施設のあり方 

・受益者負担のあり方（協力金の徴収等）、伊吹山の価値の普及啓発、環境学習の推進 

・市民参加の促進および保全活動団体の育成  

  ②自然再生事業の具体的な事業実施計画について協議し、計画の進捗状況について

点検・評価する。 



 

５．事業の流れ 

 

    

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．事業スケジュール 

 

 20 21 22 23 24 備考 

全山での動植物調査       

自然再生全体構想および事業実施計画の策定       

外来植物等の除草・伐採作業       

監視パトロール       

人の侵入防止柵、種子持ち込み防止設備の整備       

啓発事業の実施       

保全活動団体の人材育成事業       

受益者負担制度の試行実験       

事業実施結果のモニタリング調査および事業評価       

米原市および保全活動団体による自立的で持続可

能な活動へ移行 

      

 

①現状の把握 

→植生を中心とした動植物調査（過去の状況の文献調査および現状の実地調査）

  ※事業対象地のほか伊吹山全体を視野に入れた調査を行う。 

②課題の抽出、目標設定、自然再生手法等の検討 

→伊吹山環境保全協議会の開催 

③伊吹山再生全体構想および事業実施計画の策定 

④事業の実施 

・外来種侵入対策（セイヨウタンポポ、ヒメジオン、オオバコ、牧草など） 

→除草、持ち込み種子調査、人の進入防止柵の設置、種子持ち込み防止設備

の設置（エアシャワー、靴の裏洗浄など） 

・植生遷移対策（アカソ、ススキ、コクサギ、マユミ群落など） 

→伐採（適正な規模を設定し、それ以上拡大すればその範囲を伐採する。） 

・監視パトロール 

→利用可能区域と侵入防止区域を明確化した上で、監視パトロールを行い、

踏み荒らしや盗掘を防ぐ。 

・保全活動団体の組織・人材育成（組織経営や除草伐採技術の研修） 

  →保全活動および自然環境学習の推進 

・お花畑の保全のための受益者負担制度の試行実験（協力金の徴収方策の検討） 

・啓発事業 

⑤事業の効果検証 

 ・事業地における植生遷移のモニタリング調査 



資－琵環６

自然環境保全課

内線3481

「ラムサール条約COP10・滋賀県こども環境特派員」(仮称)
【予算額3,918千円】の派遣について

○これまで滋賀県では 「こどもエコクラブ 「うみのこ 「やまのこ」など、積極的に子、 」 」
どもたちの環境学習に取り組んできた。

○加えて、世界における環境保全活動の比較検討をしつつ、滋賀県での取組の国際的な展
開を図ることとした。

○このため、第１０回ラムサール条約締約国会議（ＣＯＰ１０）での西の湖の登録（現在
要望中）を機会に、本県の子どもや若者を開催国・韓国に派遣し、本格的な国際会議に
ふれるとともに、本県の取り組みを琵琶湖から世界に発信する。また、韓国の登録湿地
を訪問し、現地の子どもや若者との交流を深める。

１．派遣者
◇小・中・高校生 １０名程度

２．派遣時期
◇平成２０年１０月～１１月 ５日間程度

３．派遣先
◇大韓民国慶尚南道・ 昌 原 市（ ＣＯＰ１０」開催市）「

チャンウォン

◇その他韓国の登録湿地等

４．派遣内容
◇事前学習会の実施 ３回程度
◇「KODOMOラムサール国際湿地交流inにいがた」への代表者派遣

開催期日：平成２０年８月
派遣人員：環境特派員の代表２名

◇「ＣＯＰ１０」に参加
西の湖の認定書授与式に出席、琵琶湖および西の湖ならびに子どもたちの環境

活動の紹介（パネル展示、報告等）
◇韓国との交流

韓国のラムサール登録湿地等の見学および環境団体や子ども・若者との交流
◇報告会

「ＣＯＰ１０」および韓国での交流の報告を行う。

５．参加費
◇一人当たり２３，０００円

６．運営方法
◇「琵琶湖ラムサール研究会 「こどもエコクラブ」等の関係団体および学識経験者」

により「ＣＯＰ10・滋賀県こども環境特派員」企画運営委員会を組織し、事前学習
会、現地プログラム、報告会等の企画・運営を行う。

７．事業実施後の展開
◇今回の事業を踏まえ、名実ともに、本県が日本における子ども環境活動の一大拠点

となるように事業展開を図る。
◇県内各地域における湿地や水辺の保全活動を推進する。



琵琶湖森林づくり県民税の活用

《平成20年度予算》
環境を重視した森林づくり 県民協働による森林づくり 琵琶湖森林づくり県民税（475,893千円） （283,648千円）

１ 陽光差し込む健康な森林づくり事業 299,803 ５ 協働の森づくりの啓発事業 18,347 個人：１人年額 800円

２ 長寿の森奨励事業 45,000 ６ みんなの森づくり活動支援事業 43,178 法人：資本金等 2,200円～88,000円

３ 森林を育む間伐材利用促進事業 30,180 ７ 未来へつなぐ木の良さ体感事業 126,862 税収見込み （平成２０年度）

４ 里山リニューアル事業 100,910 ８ 森林環境学習「やまのこ」事業 95,261 641,000千円
内訳 （個人）487,000千円

７５９，５４１千円 （法人）154,000千円合 計 （うち国庫９３，９８０千円）

従来からの取組
県民税による取組




