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試験研究機関連携研究

琵琶湖環境科学
研究センター
077-526-4801

水系・生物の「つながり」の再生に関する研究

【琵琶湖流域生態系における喫緊の課題】
＜複雑に絡み合う様々な要因＞

ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝの変化

予算額 26,591千円 （連携機関総予算額：30,671千円）
(漁獲量の推移)

湖底環境の変化

在来魚介類の減少

水系のつながり
分断

外来魚の増加
など

？

なぜ減少しているのか？どうすれば回復するのか？

【課題解決に向けた対応】
部局を超えた機関連携により、琵琶湖環境に関する知見を集結し、全体的視野から課題解決を図る。
〔琵琶湖環境科学研究ｾﾝﾀｰ・琵琶湖博物館・森林ｾﾝﾀｰ・水産試験場・農業技術振興ｾﾝﾀｰ〕

動物
ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ

魚介類

在来魚介類のにぎわい復活に向けて

植物
ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ

栄養塩

里
川

在来魚介類の生産性に影響する
２つの視点に着目

エサ環境の再生

湖

生息環境の再生
（ 「水系のつながり」から ）

（ 「生物のつながり」から）

■ 流域の変化による在来魚への影響把握
・堰などによる
在来魚の産卵や移動への影響
・水質変化による在来魚への影響

■ エサ環境における相互関係の把握
栄養塩～プランクトン～在来魚
■ エサ環境からみた
魚介類資源量への影響要因の解明

■ 底質環境の現況把握と影響の評価
・山からの土砂供給の影響
・人工湖岸化による影響

減少要因の解明と在来魚介類のにぎわい復活に向けた政策提案

山

新 個人用住宅太陽光発電・コージェネ普及促進事業

資－琵環２
温暖化対策課
内線3494

予算額【15,328千円】

背景
・家庭部門における二酸化炭素排出が増加。（2010年度：90年比31％増、2011年度：90年比65％増）
・家庭のエネルギー消費量の約３割を占める給湯時においてエネルギーの有効活用が必要

施策イメージ

エネルギー供給源
の多様化

○太陽光発電＋コージェネの効果
コージェネの導入による太陽光発電売電量の増加

ピークカット対策に寄与

低炭素社会
の実現
○太陽光発電+コージェネのCO２削減量
太陽光発電
年間 約1.9ｔ

+

コージェネ
年間 約1.3ｔ

＝

太陽光+コージェネ
年間 約3.2ｔ

一世帯あたりの年間排出量全量を削減

事業効果

事業内容

・給湯におけるエネルギー効率の向上
○補助対象：個人用住宅において太陽光発電システムと
コージェネ（エネファーム、エコウィル）を設置した個人への
補助
太陽光発電

＋
コージェネ

・家庭における節電意識の向上と、省エネルギー活動の促進
・太陽光発電売電量の増加によるピークカットへの寄与
・災害時等におけるエネルギー供給源の自立化、分散化の促進
・県内中小企業の活性化
・二酸化炭素の排出が少ない低炭素住宅の普及

新 湖沼に関する国際協力と情報発信事業

資－琵環３

【予算額 4,697千円】
琵琶湖政策課
内線3461

事業目的・ねらい

研究者

世界の湖沼問題の解決に向けて先進的な
本県の経験・知見を発信し、水問題で苦しむ
途上国等に対し、湖沼環境保全に流域社会
が一体的に取り組む仕組みづくりについて
提案するなどの国際貢献を行う。
世界の湖沼関係者との交流を図り、情報
入手を行うとともに、各国とのネットワークを
本県の琵琶湖政策に活かしていく。
「世界湖沼会議」、「世界水フォーラム」の
場を活用する。
来年度においては「世界湖沼会議」が開催
されるため、提唱者として、滋賀県の役割お
よび影響力を引き続き発揮する。

滋賀県から知事お
よび県職員の参加

住民代表として県議長
および県内ＮＰＯ、学生
等の参加

ＮＧＯ
等住民

世界湖沼会議の理念
研究者、行政、住民の三者が一堂に会し、世界の湖沼
及び流域の環境問題やそれらの解決に向けて議論を行う。

世界湖沼会議開催の歴史および予定

事業概要

行政

大学等研究機関
からの参加

世界湖沼
会議

ＩＬＥＣとの
共同による
参加支援

世界水
フォーラム

第１回

1984

滋賀県大津市

第２回

1986

米国ミシガン州マキノー島

第３回

1988

ハンガリー ケストヘイ

第４回

1990

中国 杭州

第５回

1993

イタリア ストレーザ

第６回

1995

茨城県つくば市

第７回

1997

アルゼンチン ｻﾝﾏﾙﾃｨﾝ･ﾃﾞ･ﾛｽｱﾝﾃﾞｽ

第８回

1999

デンマーク コペンハーゲン

第１５回世界湖沼会議（イタリア ペルージャ）

第９回

2001

滋賀県大津市

第１回

1997

モロッコ マラケシュ

○期間：平成26年(2014年)9月1日（月）～5日（金）
○主催：ウンブリア科学ミーティング協会
○共催：（公財）国際湖沼環境委員会（ILEC)
○会議テーマ：湖沼は地球の鏡
－生態系と人間活動の健やかな調和に向けて－

第10回

2003

米国 シカゴ

第２回

2000

オランダ ハーグ

第11回

2005

ケニア ナイロビ

第３回

2003

日本 琵琶湖・淀川流域（京都、大阪、滋賀）

第12回

2007

インド ジャイプール

第４回

2006

メキシコ メキシコシティ

第13回

2009

中国 武漢

第５回

2009

トルコ イスタンブール

第14回

2011

米国 テキサス州オースティン

第６回

2012

フランス マルセイユ

第15回

2014

イタリア ペルージャ (9/1~9/5） 予定

第７回

2015

韓国 大邱 （4/12～/17） 予定

「琵琶湖」の取り組み等の発表
本県のブース出展
ＩＬＥＣと共同で県内ＮＰＯ、学生等への
参加支援
国際機関との調整、情報交換 等

世界水フォーラム開催の歴史および予定
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急増する野生動物被害に対する対策
背

景

森林政策課(鳥獣対策室)
内線 3925
森林保全課
内線 3930
自然環境保全課 内線 3487

野生動物の生息数の増加や分布域の拡大等により、農林水産業
の被害だけでなく森林生態系への影響が顕著となり、土砂流出防
止機能や生物多様性の保全等森林の公益的機能の低下が懸念さ
れている。

１

捕獲等対策
対策の概要

特定鳥獣保護管理計画に基づく個体数管理を中心とした対策を実施

ニホンジカの食害により下層植生が
消滅した森林

鳥獣種別の対策方針および事業概要
ニホンジカ

県内適正頭数 8,000 頭を目指し、H26 年度は 15,000 頭の捕獲

・湖国の森林と自然を守るニホンジカ特別対策事業

予算額 １００，０００千円

捕獲目標を早期に達成するため、捕獲頭数に応じた助成
(助成額：許可捕獲 10,000 円/頭，狩猟 5,000 円/頭)

・ニホンジカ防除対策モデル事業

予算額

１３，０００千円

奥山・高標高域での植生保全および効率的捕獲手法の検証

・ニホンジカ広域管理捕獲実施事業

予算額

４，０９０千円

湖北・湖東地域の鳥獣保護区等の限定した地域に猟友会会員からチームを編成し捕獲を実施

ニホンザル

被害地での防除を前提としつつ、特定の悪質な群れの個体数調整

・ニホンザル個体数調整推進事業

予算額

７，５００千円

市町等が実施する個体数調整への助成

イノシシ

カワウ

里で被害を与える特定個体の捕獲（猟期の延長により捕獲を推進）

コロニー毎の特徴を考慮しながら、管理しやすい程度まで生息数の速やかな削減

・琵琶湖北部カワウ等対策事業

予算額

３，６１０千円

琵琶湖北部地域でのカワウ等による被害対策として実施する個体数調整・営巣妨害
等に助成

・新規コロニー等拡大防止カワウ対策事業

予算額

１，０００千円

新規コロニー等にカワウが定着することを防止するための捕獲への助成

モニタリング調査
・森林動物行動圏等調査
予算額
６，０００千円
野生動物の行動圏・生息分布を調査し、捕獲の効果等を検証するとともに効率的な捕獲と森林の
保全につなげる。

２

森林植生保全回復対策
対策の概要

ニホンジカの食害により生じている植生被害を食い止め、土砂流出防止機能や生物多様性の保全等の
森林の公益的機能を回復するため、森林土壌保全対策の指針策定および貴重植物の保護対策等を実施
事業概要
新 ニホンジカ森林土壌保全対策指針策定事業
○

被害状況の類型化、対策手法の体系化

被害状況に応じて森林を類型化するとともに植生および土壌保全の対策手法を体系化し、森林被
害を食い止める対策実施の礎となる土壌保全対策の指針を策定する。
予算額

シカの食害

こうなるまでに！

９，５００千円

表土流出

※矢印の先にシカがいます

山腹崩壊

■鈴鹿生態系維持回復事業
今後の森林保全に反映

新 鈴鹿生態系維持回復事業
○

貴重な植物群落の保全面積 １ha

鈴鹿国定公園内において、ニホンジカの生息状況や植生状況を把握
し、貴重植物の保護対策、ニホンジカの捕獲、登山道の整備等を順応
的管理の手法で実施することにより生態系の維持回復を図る。
予算額 １０，０００千円

オオイタヤメイｹﾞツ

・貴重植物の保護対策（防鹿柵の設置）

群落の剥皮被害

・登山道の整備（ロープ、柵工の設置）

鈴鹿生態系維持回復協議会

ロープ設置の事例

・関係行政機関、関係団体、専門家等による協議会を設置し、
情報を共有し連絡調整を図る。
防鹿柵の事例（単木保護）

新 水源林保全等検討事業
○
琵琶湖の再生
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予算額：1,281千円

琵琶湖森林づくり条例施行(H16.4.1)後の新たな課題への対応を検討

目的不明な土地取得
→土地取引の事前届出制度等の監視の仕組みが必要

琵琶湖を保
全するため
には水源で
ある
森林を健全
な姿で未来
に引き継ぐ
ことが必要

鳥獣被害の深刻化
→獣害が森林に及ぼす影響への対策が必要
→治山事業で対応できない林地保全対策が必要

県民・森林所有者の期待の高まりへの対応
→間伐材の搬出対策、巨樹・巨木の保護、境界明確化などへの対策の強化が必要

近畿府県の水源としての琵琶湖の価値の評価
→下流府県へ安定的に水を供給する水源としての琵琶湖の価値の高まりへの評価が必要

県民や市町の意見を聞きながら琵琶湖森林づくり条例改正を検討
事業の概要
県民フォーラムの開催（案）
県民に琵琶湖の水源である森林の重要性を再確認していただく機会を設け、県民の水源林保全の意識の
醸成と条例改正の検討に必要な情報収集や意見交換を行う場としてフォーラムを開催する。
第1部 有識者による基調講演『水源林を取り巻く課題について』
第2部 パネリストによる座談会・県民との意見交換

森林審議会による検討
学識経験者による水源林保全のための仕組みづくりの検討。

森林政策課
（林政企画担当）
内線3914

外来水生植物対策

資―琵環６
自然環境保全課
内線 ３４８３

現状と課題
侵略的外来種の対策については、外来生物被害予防三原則（入れない、捨てない、広げない。）に基づき、
外来生物法の防除実施計画の作成やエイリアン・バスター事業等により普及啓発、駆除作業などを推進して
きたところであるが、依然として次のような課題がある。
１）オオバナミズキンバイについては、侵入から年月が経過しておらず、また、全国的な生息域は大きくない
ことなどから、生態が十分に解明されておらず、効果的かつ効率的な対策手法が見出されていない。
２）次々と新たな外来種が侵入する状況にあり、情報の共有と発信、継続的なモニタリング（監視）が必要。
３）外来種の侵入状況や危険度などを取りまとめた基準書や計画が未整備。

外来種対策の全体像
新 侵略的外来水生植物徹底駆除事業
【予算額 10,000千円】
県は、国や市町、県研究機関などと連携して、より効果的・
効率的な駆除により、琵琶湖の生物多様性を脅かす侵略的
外来水生植物を徹底的に駆除する。
＊環境省生物多様性支援事業20,000千円（国1/2,県1/2）

生態解明

効果的駆除方法確立・駆除

外来種の生態を明らかにして、効果的かつ効率的な駆除方
法の確立と駆除の実施。

（仮称）琵琶湖外来水生植物対策協議会の設置
国、県、市町などで情報共有、対策検討等。

新 外来生物防除対策事業
（マザーレイク基金・琵琶湖管理基金）

【予算額 3,900千円】
県民やNPO法人、市町などの多様な主
体と協働で侵入した外来生物の拡大を阻
止する。
普及啓発
早期発見
駆除活動
普及啓発や、多様な主体による新たな
侵入種等の早期発見・監視、駆除活動を
支援。
外来種リスト・防除計画作成
外来生物の侵入状況や生態、危険度、
防除対策の優先順位を明確化。

特定外来生物防除等推進事業（環境省）【要請中】
環境省（近畿地方環境事務所）が、外来生物による生態系の被害が発生している重点地域において行
う防除事業。また、オオバナミズキンバイの特定外来生物への指定手続き。

目指す成果

オオバナミズキンバイ等の侵略的外来種の根絶！

市町と連携した不明水対策検討会
背

新 不明水対策費【予算額 1,600 千円】
○

景

不明水の主な浸入箇所

・台風１８号(平成 25 年 9 月 15 日～16 日)の記録的な豪雨により発生した多量の
流入不明水が原因で、本県で初めて下水道施設に大きな被害が発生した。
・不明水は、主に下水道管の老朽化による損傷個所や住宅排水設備の宅内ますな
どから流入すると考えられる。

・流域下水道は、県が管理する施設と関連市町が管理する施設が一体となったシ
ステムであり、また不明水の対象範囲が市町をまたぐ広範囲なものである上に、
各市町の状況も異なることから、県が主体となって広域的な調整を行い、市町と
連携して不明水対策を行うこととする。
・不明水の原因究明や対策の実現に向けて、新たに「不明水対策検討会」を組織
し、不明水対策への認識を共有するための調査・研究などを行う。

【不明水対策検討会】（平成 26 年度）
①(講義)

“不明水対策に取り組む先進地から学ぶ”
“不明水対策の先進技術を学ぶ”
②(先進地の視察)
③(講義) “事例や先進地から学んだ市町の課題を議論”
④(モデル地区調査デモ)
“モデル調査デモにより、浸入水調査の実務を学ぶ”
⑤(モデル調査現地見学)
⑥(講義) “今後の不明水対策の進め方、実施計画等検討”

☆将来の効果☆
・不明水の流入を減らす
ことにより、台風１８
号のような豪雨による
被害の防止を図る。

資－琵環７
下水道課
内線 4223

