
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 琵琶湖は、近畿 1450 万人の水源として、国民の１割以上が恩恵を受ける国民的資

産であり、琵琶湖の保全および再生は我が国における湖沼の保全及び再生の先駆けと

なり得る。 

○ この琵琶湖を「健全で恵み豊かな湖として保全及び再生を図り、もって近畿圏にお

ける住民の健康な生活環境の保持と近畿圏の健全な発展に寄与し、あわせて湖沼がも

たらす恵沢を将来にわたって享受できる自然と共生する社会の実現に資する」という

法の目的を早期に達成するためには、同法に基づく施策について、国庫補助や地方交

付税の拡充、地方債の配慮等、国の財政的支援や協力が必要。 

○ また、琵琶湖の保全および再生に向けた施策を推進していくためには、国や関係府

県市が連携して取り組んでいく必要があり、そのための枠組みとしての「琵琶湖保全

再生推進協議会」の設置と取組の推進が必要。 

 「琵琶湖の保全及び再生に関する法律」に基づく琵琶湖の保全およ

び再生の推進 

 平成２７年９月２８日施行の「琵琶湖の保全及び再生に関する法律」に基づき、本

県との密接な連携のもと、「国民的資産」として位置づけられた琵琶湖の保全および再

生を強力に推進されたい 

（１）法に具体的に明記された各施策の推進（※次頁以降に添付） 

○各条に位置付けられた各施策への取組の強化および支援が必要 

（２）国の「琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針」の早期策定 

○琵琶湖の生態系の回復は喫緊の課題であり、法制定の効果の早期発現のため、 

県の考え方も踏まえた上で「基本方針」の早期策定が必要 

（３）滋賀県による「琵琶湖保全再生計画」の策定への協力と、琵琶湖保全再生施策

への支援等 

○「琵琶湖保全再生計画」策定への協力と、これに基づく琵琶湖保全再生施策に 

対しての強力な財政的支援 

○保全再生計画策定までの間における、現在実施中の事業に対する財政的支援等の

継続および拡充 

（４）国や関係府県市等による「琵琶湖保全再生推進協議会」の設置と取組の推進 

○法の第８条に基づく「琵琶湖保全再生推進協議会」の設置と、協議会による 

取組の推進 

２．提案・要望の理由 

琵琶湖の保全および再生について 

【提案・要望先】総務省、文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省 

１．提案・要望内容 



1 琵琶湖の調査
（第9条関係）

P1

2 下水道等、流入負荷削減対策
（第10条関係）

P2

3 森林の整備・保全、獣害対策
（第11条関係） P5

4 ヨシ群落、人工湖岸の再自然化、内湖の再生事業
（第12条関係） P8

5 外来動植物による被害の防止
（第13条関係） P10

6 カワウによる被害の防止
（第14条関係） P13

7 水草対策、湖底の環境改善事業、漂着ごみ等
（第15条関係） P14

8 種苗の放流、在来魚の増殖対策、魚道の整備
（第16条関係） P17

9 環境に配慮した農業の普及その他琵琶湖の環境と調和の
とれた産業の振興
（第17条関係）

P19

10 エコツーリズムの推進等
（第18条関係） P24

11 湖上交通の活性化
（第19条関係） P25

12 景観の整備・保全
（第20条関係） P26

13 環境教育の充実、観光の振興
（第21条関係） P28

14 多様な主体の協働
（第22条関係） P32

琵琶湖の価値 P33

琵琶湖の水質等に関するデータ P35

琵琶湖の諸元 P36

「琵琶湖の保全および再生に関する法律」に
明記された各施策の推進に関する項目



１．琵琶湖の調査（第9条関係）

滋賀県においては、平成26年4月に、各試験研究機関と関係行政部局からなる「琵琶湖
環境研究推進機構」を設置し、在来魚介類のにぎわい復活に向けて、森・川・里・湖のつな
がりの再生に関する研究を始めるなど、連携による取組を進めている。

また、国立環境研究所の湖沼研究に係る部門について、国とのさらなる連携強化を図る
ことから、滋賀県への移転を働き掛けているところである。

1

琵琶湖には様々な課題があり、今後の対策の基礎的資料として、水質、底
質、生物、植生、漁獲量や生態系等の関係等、琵琶湖の環境の状態を総合
的に把握する調査が必要

推進項目の内容

○森林からの面源負荷



２．下水道等、流入負荷削減対策の状況（第10条関係）

2

下水道普及率は88.3%に達しているものの、市町によって普及率に差があ
り、琵琶湖の水質改善のためにも下水道整備の推進が必要

推進項目の内容

下水道普及率の推移 県内市町別下水道普及状況

88.3％（H26）

77.6％（H26）

全国第7位

市町間の格差

下水道整備による未普及地域の解消

さらなる琵琶湖の水質改善

水処理施設の増設 下水道管渠の整備

木之本西幹線管渠整備湖南中部浄化センター5系2/2増設

下水道整備の推進



3

下水道や農業集落排水施設等の持続的な運営のために、下水道施設等の
適切な点検・修繕による長寿命化と計画的な改築更新が必要

推進項目の内容

点検・調査

健全度評価

長寿命化・
改築更新計画

長寿命化修繕
改築更新実施

改築更新費の縮減

点検に基づく早期の
小規模修繕
→さらなる長寿命化

新設整備＋改築更新：今後１０年で約８０～１００億円／年事業費

琵琶湖流域下水道のストックマネジメント

持続可能な琵琶湖の水質保全

最初沈澱池

汚泥引抜ポンプ（1984）

最初沈澱池

最終沈澱池

・軸受、電動機に腐食

・劣化進行による能力低下

老朽化した下水道施設

湖西浄化センター1系水処理施設改築更新



市街地排水浄化対策事業

住宅地や道路など市街地からの排水を、
貯留・沈殿や植物、土壌等により浄化

水質保全対策事業

農地からの排水を浄化池で一旦貯留し、
循環かんがいを行い、用水として再利用
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面源からの水質汚濁物質の流入負荷量(COD)は、琵琶湖への流入負荷全
体の約６割を占めるため、継続した対策が必要

推進項目の内容

河川浄化事業（流入河川対策）

河川から琵琶湖に流入する前に、一
時貯留池や水生植物により浄化



滋賀県の森林は、琵琶湖を取り巻くように分布しており、琵琶湖
の重要な水源地域となっている。

◆ 治山事業の実施
ほぼ全ての河川が琵琶湖へ流入する滋賀県では、山地災害の復旧や、水源涵(かん)養機能の強化に積極的に取り

組んでいる。

◆ 県土面積の半分は森林

単位：ha
県土面積 401,736ha

３．森林の整備・保全、獣害対策（第11条関係）

▼山腹崩壊状況

201,810㏊
53,000㏊

79,901㏊

67,025㏊

5

水源である森林を健全な姿で未来に引き継ぐことが重要であり、その仕組
みづくりが必要

推進項目の内容

琵琶湖水源林の水源涵(かん)養機能の維持のため、平成27年４月に琵琶湖森林づくり条例を改正するととも
に、水源林の適正な土地利用を確保するために滋賀県水源森林地域保全条例を施行

▼山腹工事施工後
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その他

予防治山

復旧治山

【治山実績の推移】

2,329百万円

428百万円

460百万円

1､396百万円

(百万円)

▲比叡の山麓から琵琶湖を望む



○琵琶湖森林づくり条例（H16.4施行）
・森林の持つ多面的機能の持続的発揮
・滋賀の森林を次世代に健全な姿で引き継ぐ
○琵琶湖森林づくり基本計画（計画期間H17～32年度）

・森林づくりに関する施策の総合的・計画的な推進
○滋賀県水源森林地域保全条例（H27.4施行）
・琵琶湖水源林の適正な土地利用の確保
※森林のもつ多面的機能

水源の涵(かん)養、土砂災害の防止、生物多様性の保
全、保健休養の場の提供など

【参考】

6

▲剥皮害

【ニホンジカによる森林被害面積と捕獲頭数の推移】

▲下層植生の消失

◆ ニホンジカ対策の推進

ニホンジカによる森林被害は近年に
なって急激に増加し、県内の森林に
深刻な影響を与えている。
植栽後間もない幼木の食害や成木
の剥被害など、樹木に対する直接
的被害に加え、近年は、森林の下
層植生に対する被害も問題になっ
てきており、土壌浸食が生じていると
ころもある。このため幹へのテープ巻
きや捕獲などの対策を進めている。
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◆ 間伐の推進 森林の持つ多面的機能の発揮を図りつつ、資源の循環利用を図るために搬出間
伐等の森林整備の推進に取り組んでいる。 一方、「県産材」への需要は、近年増加
しているものの木材生産流通体制の整備が十分に整っていないことから生産量が伸び
悩んでいるため、木材流通センター(滋賀県森林組合連合会)を中心とした森林組

合系統の体制強化に取り組む必要がある。

◂間伐を実施していない森林
（下層植生の消失・表土の流出）

間伐を実施した森林▶
（下層植生が豊か）

【間伐実施面積、利用間伐面積の推移】

利用間伐(ha)1,724ha 538ha

※利用間伐は、国庫補助金にかかるもののみを計上している。
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◂木材流通
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56千m3
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◆ 森林境界の明確化

本県の地籍調査進捗率は、全国的
にも低位であり、特に林地における進捗
率はきわめて低い。
森林の境界が不明確であることが原
因で適正な森林管理がされず放置され
た森林は、多面的機能の低下を招くば
かりでなく、災害復旧の妨げとなるなど、
琵琶湖環境の再生を図るうえで大きな
支障となっている。

【単独費による林地境界明確化実績の推移】
地域区分

ＤＩＤ地域

51%

8%

15%

47%

1%

13%

宅地

農用地等

林地

合計

全国 滋賀県

24%

53%

73%

44%

【全国の地籍調査実施状況】

(ha)
▲放置林防止対策境界明確化事業業

◆ 県産材の有効活用
県産材の利活用は、森林資源の循環を活発にし、健全な森林の整備に資することにつながるとと

もに、地球環境の保全や地域の再生に貢献するものである。
このため、県においては、住宅や公共建築物等における県産材利用の促進を図っているが、日常

的に木のある暮らしを実現するためには、木質バイオマスの利用を含め、さらなる県産材利用の推進
が必要である。

木質バイオマス発電施設
（いぶきグリーンエナジー）

木造公共施設整備
（自然体験学習施設・多賀町）

施設備品の木質化
（木の学習机等木製品利用促進事業）

住宅建築助成
（木の香る淡海の家推進事業）

薪ストーブ導入助成
（木質バイオマス利活用促進事業）

7



「滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例」の制定

平成４年に全国でも例のないヨシ群落保全条例
を制定し、ヨシ群落の保全に努めている。

ヨシ群落の保全と再生

○「水産基盤整備事業」
＝琵琶湖の水産資源の回復を図るため、フナ・モロコ等の産卵繁殖場となる水ヨシ帯を造成

【平成８年度～平成２５年度に、26.6haを再生】

○琵琶湖河川再生事業＝人工的な改変等により損なわれた自然湖岸機能の再生

【平成６年度～平成２５年度に、3800mを再生】

○琵琶湖ヨシ群落自然再生事業＝ヨシが自然に伸びる力を引き出して、失われたヨシ群落を再生

【平成１７年度～平成２５年度に、5.3haを再生】

４．ヨシ群落、人工湖岸の再自然化、内湖

の再生事業（第12条関係）

8

陸域から水域への移行帯は魚類や鳥類等の産卵、生息場所として重要で
あり、琵琶湖と陸域の連続性を回復することが必要

推進項目の内容

・ヨシ群落

・人工湖岸の再自然化



9

早崎内湖干拓地は、昭和４５年に完成した干拓農地である。
県では、平成１３年からその一部（約２０ha）で試験的に湛水し、内湖再生の可能性を探ってきたが、

モニタリング調査の結果、在来魚類をはじめ多様な生物の生息が確認されたため、試験湛水地の土
地を買収し、今後、具体的な内湖再生に着手して、琵琶湖生態系の回復につなげていく。

 昭和38～45年 早崎内湖干拓事業
平成13年11月 干拓農地86haのうち、20haで試験湛水を開始
平成14年～ 早崎内湖再生協議会が「自然観察会」などを開催
平成17年12月 早崎内湖再生計画検討委員会を設置
平成19年 3月 早崎内湖再生計画案を策定
平成23年 3月 県より事業縮小(86ｈａ→20ｈａ)を提案
平成24年 1月 地権者総会において事業縮小の基本的な了解
平成25年 事業地(20ｈａ)の用地買収を実施出典：友田淑郎 昭和36年撮影

「琵琶湖とﾅﾏｽﾞ－進化の秘密をさぐる－（汐文社）」

【事業概要】内湖再生 ２０ｈａ
堤防築堤（堤防高：B.S.L. +1.3ｍ、Ｌ=3,300m）、琵琶湖接続ゲート 2箇所、取水施設 2箇所、湿地体験施設 他

【事業年度】平成13年度～
【H27年度】築堤箇所の実施設計、排水ポンプの設備工事等を実施予定

内湖再生は長期間にわたる大規模な自然再生事業となるため、国の継続し
た支援が必要

推進項目の内容

早崎内湖の再生



５．外来動植物による被害の防止（第13条関係）

○刺し網等による外来魚捕獲に対する経費補助 (380円/kg)

計画目標:235トン

○オオクチバス稚魚のたも網による捕獲

計画目標：600万尾

○漁業者が捕獲した外来魚の回収と有効利用

○産卵場に蝟集するオオクチバス親魚を、２隻の電気ショッカーボートを利用

し集中的に駆除

○新たな外来魚の拡散防止および効率的駆除技術開発研究

今後生息域を拡大し、被害が心配されるチャネルキャットフィッシュ、

コクチバスの生息状況の把握と効率的な駆除技術の開発

○「琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」により、釣り上げた

外来魚のリリースを禁止し、回収ボックス等を設置して回収

○オオクチバス抑制管理技術開発研究(水産試験場受託研究)

「リバウンド現象」の原因の解明、未成魚に特化した駆除技術の開発

◆国庫委託事業

◆滋賀県単独事業

◆国庫補助事業

外来魚（オオクチバス、ブルーギル）の状況

10

外来魚の生息量は減少傾向にあるが、これに伴い捕獲効率の低下が起
こっているため、駆除を確実に実行するための特別な財源確保が必要

推進項目の内容

いしゅう

◆外来魚推定生息量



琵琶湖で生育する侵略的外来水生植物

外来水生植物（オオバナミズキンバイ等）の状況

オオバナミズキンバイ

・中南米原産の外来抽水植物。
・琵琶湖では、平成21年（2009年）に南湖
で初確認。
・平成26年「特定外来生物」に指定。

（平成26年度）

琵琶湖における侵略的外来水生植物オオバナミズキンバイ等への対策として、平成26年度から機

械による徹底駆除を開始し、生育面積を最大値157,000㎡から年度末には46,000㎡まで減少できた。

（平成27年度）

前年度に機械駆除を行った場所の一部において急速な群落の再生が確認されている。さらに、琵

琶湖北湖周辺においても新たにオオバナミズキンバイの生育が確認されており、予断を許さない状

況にある。

11

急速に生息区域を拡大する侵略的外来水生植物の徹底的な駆除とともに、
早期発見と早期駆除を行うための監視・モニタリング体制の確立が必要

推進項目の内容

■生育面積と分布状況

高島市

東近江市

彦根市

米原市

長浜市

1
2

オオバナミズキンバイ
の南湖での分布状況
（Ｈ26/12調査結果）

北湖周辺におけるオオバナ
ミズキンバイ（★）とナガエ
ツルノゲイトウ（▽）の分布
拡大の状況． 大きな記号
が新たに確認された地点。
（Ｈ27/8現在）

琵琶湖周辺では、同じく特定外来生物に指定
されているナガエツルノゲイトウも、侵略的外来
水生植物として防除の対象となっている。

オオバナミズキンバイ
の生育面積の変化



急拡大する侵略的外来水生植物
オオバナミズキンバイ等への対策

12

●連携体制の構築
関係自治体、環境保全団体、漁業

協同組合等で構成される琵琶湖外来
水生植物対策協議会を平成26年３月
20日に設置。

●駆除方法の開発および駆除の実施
建設機械と大型クマデを使った方

法、水草刈り取り船と水中ジェット
ポンプを併用する方法を採用し、効
果的かつ効率的な大規模駆除を実

施。

●ボランティアによる駆除
環境保全団体、漁業協同組合、学

生ボランティア団体が自主的な駆除
活動を実施。

●国直轄事業＜近畿地方環境事務所＞
特定外来生物防除等推進事業によ

り実施。

■取組状況

【ＮＰＯ、漁協、学生ボランティア団体による駆除】

建設機械＋クマデ 刈取り船＋ジェットポンプ

【機械による駆除方法の開発】

・機械駆除した場所での再生が見られることから、再生を最小限に抑制する駆除
方法の検討。

・早期発見と早期駆除を行うため、巡回・監視によるモニタリング体制の確立。

■今後の課題

駆除前の生育状況(H26/10) 機械駆除直後(H27/4) 再生状況(H27/10)
平成27年３月に機械駆除を実施した後、同年夏に群落が急速に再生した地域（丸印は同じヨシの
株）。

■駆除後の再生例

刈取り船
（ハイドロモグ）
【国直轄事業】

平成26年度の機械駆除によって、沿岸のチクゴスズメノヒエ群落の間際まで駆除した
が、群落内に残存した植物体からの再生が起こったものと推測される。



６．カワウによる被害の防止（第14条関係）

13

竹生島 昭和50年代

カワウ

滋賀県 カワウ捕獲数の推移

平成19年平成23年

琵琶湖および河川ではアユを中心に漁業被害が発生し、また竹生島等のコ
ロニーでは、枝折りおよび糞などによる土壌悪化等の影響により植生被害が
発生している。各種対策により生息数は減少傾向にあり、植生も回復しつつ
あるが、管理しやすい程度まで生息数を削減できるよう対策の継続が必要

推進項目の内容

カワウ捕獲数（春期5月調査）の推移

(羽)



（１）南湖の水草現存量
南湖の水草現存量は、平成６年の大渇水以降増加し、2002年以降は乾重量で1万トンを超えるまで

大量繁茂していた。2012年には、水草現存量が1/3まで減少したものの、2014年は、再び大量繁茂と
なり、千切れた水草が大量に湖岸に漂着するなど、漁業や生活環境に影響を及ぼしている。

７．水草対策、湖底の環境改善事業、漂着ごみ等

（第15条関係）

対策範囲

2011 2012 2014

水草対策

14

南湖の水草現存量の変化図（琵琶湖博物館提供）

琵琶湖再生の大きな阻害要因としては、特に南湖における水草の異常繁茂
があり、新たな課題として、①湖底に堆積する大量の枯死した水草や、②湖
底をマット状に覆う糸状藻類の増加も確認されている。

湖底環境の改善を図るため、抜本的な水草除去対策の実施や、これら新た
な課題への対応が必要

推進項目の内容



図―５ 南湖の湖底から採取した糸状藻類（リングビア）

図―４ 南湖の湖底に堆積した枯死した水草

【新たな課題】
（１）湖底に堆積する大量の枯死した水草

長期にわたる水草の異常繁茂により、湖底には大量の水草が枯死した状態で堆積し湖底
環境を悪化させ、底生生物の生息に影響を与えている。

（２）湖底をマット状に覆う糸状藻類の増加

藍藻類の糸状藻類（リングビア）が湖底をマット状に覆う箇所が現れ、分布範囲の拡大
や２枚貝等の生息への影響が懸念される。
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シジミ スジエビ

（２）底生生物の状況

水草の根こそぎ除去を実施した水域では、湖底環境が改善されてきたことにより、これ
まで確認できなかったシジミの稚貝やスジエビ、テナガエビ等の回復が見られる。
今後、これらが成長できる環境まで回復しているかモニタリングしていく必要がある。



湖底の窪地を埋め戻し、湖底の耕耘、水草除去、セタシジミ・ワタカの放流、
ヨシ帯の造成およびヨシ帯前面の覆砂により、生物の生息環境の改善を行う。

湖底の環境改善事業

湖岸への大量の漂着ごみ

16

南湖において、シジミ漁場や在来魚の繁殖場を再生するには、窪地の埋戻
しや砂地造成を強力に進める必要

推進項目の内容

台風等の強雨により琵琶湖に流れ込み、湖辺に大量に押し寄せる漂着ご
み等への対策と支援が必要

推進項目の内容



８．種苗の放流、在来魚の増殖対策、魚道の

整備（第16条関係）

産卵場の造成や種苗放流などの増殖対策を実施しているニゴロブナやホンモロ
コについては漁獲量に増加の兆しがあるものの、全体の漁獲量は減少している。

17
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滋賀県では、水産重要種や琵琶湖の環境保全に寄与する琵琶湖固有種を放流している。
（H26実績）

①ニゴロブナ 全長 20mm        1,218万尾
全長120mm 124万尾

②ホンモロコ 全長 20mm 947万尾
③アユ 全長 5mm 18億尾
④セタシジミ 殻長0.3mm～0.4mm 1,180万個
⑤ビワマス 全長 60mm 59万尾
⑥ウナギ 体重50g       1.95トン
⑦ワタカ 全長50㎜ 18万尾

二ゴロブナ、ホンモロコ、アユ、セタシジミ等の水産資源を回復し、漁業の振
興を図る必要

推進項目の内容

・琵琶湖漁業の漁獲量の推移

・種苗の放流対策
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アユやマス等が河川を遡上できるようにするための魚道

魚等が琵琶湖と河川等とを移動できるようにするため、魚道の整備及びそ
の維持管理が必要

推進項目の内容

ホンモロコをはじめとするコイ科魚類の卵が正常にふ化し、生育できるよう
に、琵琶湖の水位操作を配慮することが必要

推進項目の内容

水位が下がって干出したホンモロコの卵
場所ごとのホンモロコ卵の干出状況(平成25年度）

・環境に配慮した水位操作により、コイ、フナ類では一定、卵の干出率が抑制
されるようになったが、最も影響を受けるホンモロコ卵の多くは依然干出し、
漁獲量が著しく減少 ◆漁獲量：平成６年以前は概ね200t以上→平成14年以降は20t以下

・現行操作では水ヨシ帯の多くが干上がり、産卵だけでなく稚魚の育成にも影響
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滋賀県ではナマズやフナが琵琶湖と田んぼを行き来し、産卵・繁殖をする「魚のゆり
かご水田」で栽培された米を、「魚のゆりかご水田米」として認証している。

９．環境に配慮した農業の普及その他琵琶湖の
環境と調和のとれた産業の振興（第17条関係）

（１）魚のゆりかご水田など「豊かな生きものを育む水田
づくり」の取組の推進

琵琶湖にも人にもやさしい環境に配慮した農業は通常より手間ひまがかかる
が、魚のゆりかご水田など「豊かな生きものを育む水田づくり」や「環境こだわ
り農業」等の取組を増やしていくことが、琵琶湖の環境を良くするために必要

推進項目の内容

19



（２）「環境こだわり農業」の推進

環境こだわり農産物栽培面積と
化学合成農薬使用量の推移

環境こだわり農業で栽培する
近江米新品種「みずかがみ」

「環境こだわり農業」とは、農薬や化学肥料を通常の栽培の５０％以下に減らすとともに、琵琶湖をはじ
めとした周辺環境の保全のためさまざまな工夫を重ねて農作物の栽培を行う農業のこと。

厳しい栽培基準をクリアして栽培された農産物は、「環境こだわり農産物」として滋賀県が認証し、より
安全・安心な農産物として販売されている。

環境こだわり農産物をＰＲする
ポスター

20

栽培面積

「農薬使用量」は、県内への農耕地用農薬出荷量（成分換算）。前後を含む３年間の
平均で、平成12年度を100としたもの。



（３）環境こだわり農業を支える農地、農業水利施設の保全の推進

琵琶湖周辺では、琵琶湖総合開発事業などで整備された農地で環境こだわり農業が行われてい
る。環境こだわり農業を一層推進していくためには、農地の汎用化や農業水利施設の機能を健全な
姿で次世代に引き継いでいくことが重要である。

揚排水機場や用水路、排水路等の老朽化が進み、適切な保全対策によって機能を維持することが
必要である。

また、水源となっている農業用ダムでは、水源林の荒廃等による流入土砂の想定以上の増加が、農
業用水の安定供給や、琵琶湖に流入する河川環境などに影響を及ぼしており、堆砂対策等が求めら
れている。

さらに、近年、ゲリラ豪雨などが頻発し、琵琶湖周辺の干拓地などの低地では排水対策が大きな課
題となっている。

農業水利施設の機能保全対策 干拓地の農業排水路が越流し、ハウスや農地が湛水

（４）「家畜排せつ物の管理の適正化と利用の促進」の推進
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家畜排せつ物を適正に処理し、有機質資源として利用を促進することにより、環境と調和のとれた
農畜産業を推進している。

家畜ふん尿発生量 ２６１千ｔ（H27）

乳用牛 ５８千ｔ

肉用牛 １６８千ｔ

豚 １２千ｔ

採卵鶏 １８千ｔ

肉用鶏 ５千ｔ

発酵堆肥化
２４７千ｔ

(94.6%)

直接ほ場

還元１４千ｔ
(5.4%)

浄化５千ｔ

耕畜連携利用

１１７千ｔ
(66％)

畜産経営内利用

５６千ｔ (32％)

放流
３千ｔ(2%)

処理状況 利用量１７３千ｔ 利用可能面積

牛ふん：2t/10a
豚ふん：1t/10a
鶏ふん：0.8t/10a

農地10,450ha

牛舎 堆肥散布堆肥化処理



（１）ウォーターバレー滋賀・水環境ビジネスの推進

これまでの琵琶湖保全の取組の中で蓄積されてきた産学官民の技術やノ
ウハウ等を活かした水環境ビジネスを推進することを通じて、一層の琵琶湖
の保全・再生を図ることが必要

推進項目の内容

■ビジネスマッチングを図るためのセミナーの開催や見本市への出展等

本県では、水環境ビジネスの推進を図るためのプラットフォームとして、「しが水環境
ビジネス推進フォーラム」（参加企業・団体124社／H27.9月現在）を設置し、産学官民
に蓄積されてきた琵琶湖保全の技術や経験、ノウハウ等を活かしたビジネスプロジェ
クトの創出・展開等を図っている。

こうしたネットワークや取組等を基盤として、今後、水環境関連の企業や大学等の研
究機関、製品や技術、情報の集積を図り、琵琶湖をはじめ、国内外における湖沼等の
水環境課題の解決に貢献する産業の振興を図っていくことが重要である。

（２）水環境課題の解決に資する技術開発等の促進

滋賀県産業振興ビジョン（平成27年３月策定）では、重点的に取り組むイノベーションの一つに「水・エ
ネルギー・環境」イノベーションを掲げ、中小企業等が取り組む新製品や新技術等に関する研究開発か
らその成果の事業化までの取組を支援しているところ。

また、下水道技術をはじめとした企業等の技術開発を支援するとともに、国内外からの来訪者へ向け
た技術紹介などにより、水環境課題の解決にも貢献している。

琵琶湖の環境と調和した産業の振興に向け、国や関係団体、産学官金民等との連携のもと、これらの
取組を一層促進していく必要がある。
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■「びわ湖環境ビジネスメッセ」開催を通じた事業化・販路開拓支援

■ 下水処理場を活用した企業等の技術開発支援

（省エネ型水処理装置に関する共同研究）

■県内企業による「活性酸素による琵琶湖水草等分解処理と残渣の農業利用による付加価値
野菜栽培事業」

23

■ 下水道技術の紹介



１０．エコツーリズムの推進等（第18条関係）

「国民的資産」としての琵琶湖にふれあい、楽しみながら琵琶湖や農業農村
への理解を深めていただくとともに、本県への観光の振興のためにもエコ
ツーリズム等を推進していくことが必要

推進項目の内容
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例①：高島市針江地区の「かばた」
琵琶湖西岸、高島市の針江地区には、各家庭に「かばた」と呼ばれる

自噴井戸があり、人々が炊事等に活用するとともに、その水は水路に
より集落内を流れている。

この独特な水との暮らしを案内する「針江生水の郷委員会」の活動
は、平成25年の「エコツーリズム大賞」（環境省/日本エコツーリズム協
会）を受賞した。

（１）エコツーリズムの多様なフィールド

例②：琵琶湖に浮かぶ「沖島」の暮らし
近江八幡市の琵琶湖上に浮かぶ沖島は、国内で唯一の「人が住

む内陸の島」であり、小学校まである内陸の島は、世界的にも珍し
いといわれている。

漁業を基幹産業とする島では、現在約300名程の島民が暮らして

おられ、自動車が一台も無く、自分たちの食べる野菜を島の畑で
栽培するなど、持続可能な暮らしのモデルを体験することができる
場所である。

湖と暮らしの関係が深い琵琶湖周辺では、楽しみながら環境について学ぶことが
できる、多様なエコツーリズムのフィールドが存在する。

琵琶湖博物館では、「湖と人」をテーマに、琵琶湖の生い立ち
や湖と人との関わりの歴史の展示、琵琶湖や世界の主な湖沼
の淡水魚を集めた水族展示、子どもたちが五感を使って学ぶこ
とのできるディスカバリールーム等を設けており、湖沼の環境
や湖を守り育ててきた暮らしについて、楽しみながら学ぶため
の、環境・学習双方での拠点的な施設となっている。

（２）滋賀県立琵琶湖博物館の運営

例③：栗東市走井集落の「Ｈａrves-Ｔａ ＨＡＳＨＩＲＩ」
栗東市の走井集落は、びわ湖を一望する山頂にたたずむ小さな集落

で、四季折々の農産物などを育てている。この場所で都市住民と地域
住民が交流を図りながら食と音で祝う収穫祭を開催しており、平成26
年度は約120名が参加された。
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１１．湖上交通の活性化（第19条関係）

琵琶湖への関心向上や、環境負荷の軽減、災害時における輸送方法として
重要な手段となるため、湖上交通の活性化が必要

推進項目の内容

地域交通としての利用

②淡水湖内で集落を形成する島として世界でも希少な「沖島」と対岸を結ぶ通
船が運航（自治会による自主運航） （近江八幡市）

①漁船（小型兼用船）を活用した湖上タクシーの運航により、人と自転車の湖
上輸送サービスの実証実験を実施予定 （守山市）（※）

湖上遊覧を通じた琵琶湖への関心向上

沖島通船

①琵琶湖に面した立地を生かし、インバウンド観光需要を喚起するため、新たな旅客便を試験的に
運航予定 （守山市・大津市・草津市） （※）

③旅客船運航事業者により、琵琶湖をめぐるクルーズが運行

琵琶湖クルーズ遊覧船

災害時の湖上輸送手段

県では、災害時における人員や物資等の輸送に必要な客船等の業者と応援協定を結んでいる。

学習船「うみのこ」

④県では、県内小学校５年生を対象に学習船「うみのこ」を使った宿泊体験型の環境教育を展開

これらの取組により、湖上交通を活性化

②県では、遊覧船を活用した日本遺産周遊観光プランを実施予定（※）

③琵琶湖北部では、民間事業者により湖上タクシーが運航

客船（湖上輸送）による避難訓練の様子
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１２．景観の整備・保全（第20条関係）

歴史的な景勝地としての琵琶湖を中心とした、ひろがりとつながりのある一
体的な県土の景観の整備及び保全を図ることが必要

推進項目の内容

つながりの風景づくり
・歴史街道の風景
・沿道の風景
・河川の風景

近江八景～唐崎の夜雨～

湖国では、豊かな水をたたえる琵琶湖、そのまわりに広がる田園、これらを取り巻く山々、そこを舞台として形成
されたまちや集落の落ち着いたたたずまい、さらには数多くの歴史的文化遺産など水と緑が織りなす悠久の自然
と、そこで営々といとなまれてきた人々の生活とが水系と歴史的な街道によって密接な関係をもちながら、ひろが
りとつながりのある湖国ならではの風景が形づくられてきた。 （出典：滋賀県景観計画）

景観の整備及び保全のための各種事業

琵琶湖眺望景観【対岸の住民間合意】

風景の特性に応じた合意形成が必要不可欠 啓発と支援

近隣景観形成協定【集落の住民間合意】街道景観方針【宿場の住民間合意】

地域らしさの風景づくり
・集落の風景
・里地・里山の風景
・まちの風景
・歴史の風景
・四季の風景
・祭りの風景
・いとなみの風景

つながりの風景づくり 地域らしさの風景づくり

ひろがりの風景づくり
・琵琶湖の風景
・水辺の風景
・山並みの風景
・田園の風景

ひろがりの風景づくり

・行政区域をまたぐ広域行政間調整の仕組みづくり
広域景観政策を連携して協議・推進する景観行政団体協議会（条例による任意組織）を組織しており、その取り組みを
さらに強化する必要がある。

・景観政策に対する補助制度の継続・充実
地域住民団体への啓発・活動への支援や既存住宅の利活用コーディネート活動等に対する補助の必要がある。

対岸A市

対岸B市

※対岸同士が見る見られるの関係 ※県内を網羅してつながる歴史的街道（13街道）



27

重要文化的景観「近江八幡の水郷」 重要文化的景観「高島市海津・西浜・知内の水辺景観」

◆重要文化的景観は、人々の営みによって生み出された特色ある景観を文化財として保護する制度
である。平成１７年度に文化財保護法が改正されて誕生した新しい制度であり、これによって自然環
境のみならず、文化的景観という立場からも琵琶湖を中心とした県土の環境の整備及び保全を図るこ
とが可能となった。

◆滋賀県では平成20～22年度の３か年にわたって、琵琶湖とその集水域を対象とした文化的景観の

調査を実施し、『琵琶湖と水が織りなす文化的景観所在確認調査報告書』を刊行した。調査の結果、
琵琶湖は文化的景観としての高い価値をもち、その集水域には個別の存在としても高い価値を有す
る文化的景観が点在することが明らかとなった。

◆県内各市町では、こうした動きをうけて重要文化的景観の選定に向けての作業をおこなった。現
在、６件が選定され、今後の選定に向けた取組を順次進めているところである。

◆このため、重要文化的景観をはじめとする琵琶湖の歴史的な景勝地を保存、整備、活用を推進し、
一体的な県土の環境の整備及び保全を図るため、国の継続した支援が必要。

平成17年 3月 重要文化的景観の保護制度成立（文化財保護法改正）
平成20年 4月～23年3月

滋賀県による文化的景観調査
平成18年 1月 重要文化的景観「近江八幡の水郷」選定（選定第1号）
平成20年 3月 重要文化的景観「高島市海津・西浜・知内の水辺景観」選定
平成22年 8月 重要文化的景観「高島市針江・霜降の水辺景観」選定
平成26年 3月 重要文化的景観「東草野の山村景観」選定
平成26年10月 重要文化的景観「菅浦の湖岸集落景観」選定
平成27年 1月 重要文化的景観「大溝の水辺景観」選定



＜新船の主な設備＞

・学習室

児童が一堂に会して議論できる学習室兼食堂を設置

・実験室

水質検査ができる実験室と多目的室を一体的に配置

・カッター艇

琵琶湖大橋周辺に保管して カッター活動を実施

・宿泊室（居室）

琵琶湖を一望できる３階に宿泊室を設置

１３．環境教育の充実、観光の振興（第21条関係）

環境教育の充実

学習船「うみのこ」

滋賀県では、自然のフィールドや豊富な学習資源を活かした自然体験型の
環境学習が行われており、各学校や関係団体などがより積極的に環境学習
や環境保全活動に取り組んでいくための支援が必要

推進項目の内容

２ 学習船「うみのこ」の新しい学習プログラムの開発

新船イメージ図

昭和５８年就航以来の学習船「うみのこ」の実績
〔平成２７年９月３０日現在 （ ）は1年間あたりの数〕

①就航以来の乗船児童数・・・506,532人（約16,000人）

②児童学習航海数（1泊2日）・・・3,066航海（約97航海）

③琵琶湖・淀川流域小学生交流航海乗船児童数・・・
6,077人

④琵琶湖・淀川流域小学生交流航海数・・・91航海

１ 学習船「うみのこ」による琵琶湖の環境に関する教育の拡充

○琵琶湖の環境の保全及び再生に関する教育や学習を推進

するため、学習船「うみのこ」を使った体験学習をこれまで以

上に充実する必要がある。

○他府県に対しても、国民に対する理解を深めるために学習

船「うみのこ」を使った宿泊体験活動を拡大する必要がある。

○実験室と多目的室を活用した学習プログラム

乗船した児童が定点観測をしたものを
データベース化するために、GPSによる
位置情報表示装置とデジタル式の水質
検査機が必要。

各学校の近くで採取した水と琵琶湖の
複数の地点の水の水質を調査するため、
水質検査のための薬や実験器具が必要。

○学習室兼食堂でのICTを活用した交流学習

児童が自分の課題をその場で解決したり、自分の考えを
出し合い、意見交流をするため、１人に１台ずつタブレット
PC（180台）が必要。

児童の意見を集約したり、提示したりするための大型の
電子黒板（４台）が必要。

新船建造 平成30年度就航予定

滋賀県では、学校教育の一環として、県内小学校５年生を対象

に、学習船「うみのこ」を使った宿泊体験型の環境教育を展開し、

自然や人、社会に主体的にかかわる力や豊かな心を育んできた。

平成２７年９月に施行された「琵琶湖の保全及び再生に関する

法律」では、琵琶湖の保全及び再生の重要性についての国民の

理解と関心を深め、琵琶湖の自然環境に関する教育及び学習の

振興のため、必要な措置を講じるよう求めている。
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５ 琵琶湖岸での自然体験プログラム

３ 琵琶湖の未来を創る環境教育のカリキュラム開発

「ESDグローバル・アクション・プログラム」をモデルに、ESDの取組みの推進・拡大を目指す新し
い環境教育について、文部科学省及び国の研究機関と共同研究を行う。

＜これまでの取組＞
平成24年度から３年間、「しが環境教育リーディング事業」に取り組み、持続可能な社会の実現に

向けて、人と環境とのよりよい関係を築く環境教育のあり方を明らかにするため、NPO法人や事業
所、琵琶湖博物館などと積極的に連携し、研究実践を推進した。

主なテーマ例
（小学校） 全校児童で描く「渋川生き物絵図」
（中学校） 「山門水源の森」の保全活動を通して
（高等学校） 「廃食油の燃料化実験」～小学校との交流を通して～

４ 子どもたちの農業体験学習

29

【たんぼのこ体験事業】
子どもたちが農業体験を通じて生命や食べ物の大切さを学ぶ「農からの食育」を推進するため、小学

生自らが田んぼや畑に入り、農産物を「育て」、「収穫し」「食べる」という一貫した体験学習に加えて、水
田などの動植物調査や水質調査などの取組を支援している。
（平成26年度は県内小学校228校の91％に当たる207校で実施）

たんぼのこ体験事業

流れや波が穏やかな湖沼は、河川や海に比べて安全性が
高く、子どもたちが自然に触れるためのフィールドとして最適で
あるため、下流域の京阪神地域を始め、県外からも体験型の
自然環境学習の場として、校外学習等で多くの方に琵琶湖を
訪問いただいている。

水鳥観察、しじみつかみ、ヨシ刈り体験、カヤックでの湖上体験など、体験を通じて環境についての
学びを深めることのできるプログラムの整備や、悪天候時でも対応可能な代替プログラムの確保等
が求められている。



琵琶湖観光の振興

琵琶湖を取り巻く風景や景色、生活文化は、四季や時間の移ろいの中で
様々な表情を持っており、観光客のニーズに合った滋賀ならではの観光を推
進することにより、琵琶湖観光をさらに活性化していくことが必要

推進項目の内容

30

１ 観光ブランド「ビワイチ」の取組

日本一大きな琵琶湖を中心に、豊かな自然、深い歴史と史跡に包まれた悠久の地－湖国・滋
賀。

琵琶湖を一周する「ビワイチ」の愛称は、全国のサイクリング、ウォーキングの愛好家たちから
親しまれ、滋賀県・琵琶湖の代名詞として広く根付いている。 滋賀県では、この「ビワイチ」を商
標登録し、滋賀に秘められた多彩な観光資源を活かした体験・体感型のツアーで県内を周遊す
る、観光ブランド「ビワイチ」の創造に取り組んでいる。

「ビワイチ」を通して、全国の旅行ファンに悠久の滋賀を存分に楽しんでいただくことができる旅
のメニューと、レアな滋賀の地域情報の発信により、観光地「滋賀」の認知度向上を目指す。

ビワイチマテリアル「湖南蓮回廊」の熱気球体験

滋賀県には琵琶湖をはじめとする風光明媚な自然、多くの文化
財、地域に根ざした祭りや伝統芸能など「よいもの」が数多くある
が、その認知度は十分とは言えない。

琵琶湖の保全および再生の重要性についての国民の理解と関
心を深めるため、「日本一」というブランドを持つ琵琶湖を中心に、
各地域で知られることなく輝いている観光地「滋賀」の「よいもの」
を内外にアピールすることが必要である。

このため、県をはじめとする多様な主体が連携して、琵琶湖をは
じめとする滋賀の魅力を発信するとともに、その評価を高める取
組を進め、滋賀県が持つ豊富な資源をイメージできるような旅の
ブランドづくりに取り組んでいる。



琵琶湖の恵みを対象とする食育の推進

体験漁業や調理実習などを通じて、琵琶湖漁業や食文化を若い世代に伝
えるための支援が必要

推進項目の内容

体験漁業 調理実習31

２ 日本遺産「琵琶湖とその水辺空間～祈りと暮らしの水遺産」魅力発信事業の推進



１４．多様な主体の協働（第22条関係）

マザーレイクフォーラムの取組

琵琶湖の保全・再生には、国や県だけでなく、個人、事業者、ＮＰＯ等の多様
な主体の参画が必要であり、これらの者の交流を促進し、協働による取組を
推進していくことが必要

推進項目の内容

「びわコミ会議」は、関係者が一堂に会する場として
毎年開催しており、会議名の“びわコミ”には、琵琶湖
と、英語のコミュニティ（＝地域）、コミュニケーション
（＝対話）、コミットメント（＝約束）の意味が込められて
いる。

「マザーレイクフォーラム」は、県民、事業者、専門
家、行政など、多様な主体が、琵琶湖のあるべき姿に
向けて「マザーレイク」の名のもとに集い、琵琶湖を愛
する思いや課題によってゆるやかにつながることを通
じて、新たな活動への展開を創り出すことを目的として
いる。

また、「マザーレイク21計画（第2期）」に基づき、その
進行管理および評価・提言を行う役割も担っている。

多様な主体による企画・運営

参加者全員が「私のコミットメント（約束）」を掲げ、これから
一年間に自分が行うことを自ら約束する。

様々な背景を持つ者によりテーマ別に
議論を深める

団体紹介のブースを設置し、各団体の
活動概要を紹介している。個人や団体
の「つながり」の促進を意識して実施。

32



①近畿1450万人の水源としての価値

琵琶湖からの給水人口(H20)
・滋賀県 1,148,702人
・京都府 1,811,645人
・大阪府 8,817,876人
・兵庫県 2,757,285人
合 計 14,535,508人

琵琶湖は様々な価値を持つ「国民的資産」

②豊かな自然環境としての価値

琵琶湖水系に生息する固有種（６０種以上）
・プランクトン（４種） ・寄生動物（１種）
・水草（２種） ・底生動物（３８種）
・魚類（１６種）

アナンデールヨコエビ

ニゴロブナ スズキケイソウ
ビワコオオナマズ

約４００万年前に誕生。バイカ
ル湖やタンガニーカ湖に次ぐ、
「世界有数の古代湖」
６０種以上もの固有種を誇る

琵琶湖はわが国最大
の湖で、第２位の霞ケ
浦の約４倍の面積

日本の人口の１割以
上を支える「命の水」
の源

琵琶湖の価値

33



③水産業の場としての価値

④観光資源としての価値

↑セタシジミ

↑ふなずし↑エリ

↑ホンモロコ

↑
コアユ

独特の漁法が発達し
た漁業文化
全国的に名高い「ふ
なずし」の食文化
アユやセタシジミなど
の魚介類

琵琶湖八景や近江八景
の美しい景観

歴史の舞台にことかか
ない城郭や寺院

湖上スポーツのメッカと
しても人気
遊覧船が多数就航

34

⑤琵琶湖の文化的価値

建部大社船幸祭 白鬚神社

ヨシ刈り 針江のカバタ

◆ 琵琶湖周辺では、
豊かな自然と
人々の暮らしの
関わりの中で、
独特の文化が
育まれている。

◆「琵琶湖とその水辺
景観－祈りと暮らし
の水遺産」は、平成
27年に文化庁に「日
本遺産」として認定。



琵琶湖の透明度

琵琶湖のBODとCOD

従来の水質保全対策の枠を超えた
生態系保全・再生に向けた取り組みの必要性

水質（有機物）
・内部生産由来

（光合成など）

・陸域由来
（暮らしの変化・面源など）

・魚の餌環境の再生に向け、水質（有機物の質的な変化）とプランクトンなど生態
系底部の関係を把握
・新たな有機物指標（TOCなど）による評価
・生態系保全を含めた、新たな水質管理手法の確立

植物
プランクトン・
バクテリア

動物
プランクトン

難分解性
有機物

魚

琵琶湖の全窒素（T-N)

琵琶湖の全リン（T-P)

琵琶湖の水質等に関するデータ
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北湖

南湖
北湖

南湖

北湖

北湖

南湖

南湖

北湖

南湖



琵琶湖の面積 : 670.25㎢ （県面積の約１/６）

滋賀県の面積 : 4017㎢

湖岸線延長: 約 235km
貯水量: 約 275億 ㎥

(北湖: 約 273億 ㎥)
(南湖: 約 2億 ㎥)

平均深度: 約 41m
(北湖:約 43m) 
(南湖:約 4m)

最大深度:103.58m
最小幅：琵琶湖大橋の所 1.35km
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琵琶湖の諸元


