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琵琶湖環境研究推進機構の設置について 

 

 滋賀県では、多くの要因が関係しあうことで複雑化・多様化している琵琶湖環境の課題に

対して、県の行政部局と試験研究機関が一堂に会して、課題の把握から、調査研究の実施、

研究成果を踏まえた対策の立案に至る琵琶湖と環境の保全スキームとして、琵琶湖環境研究

推進機構（以下「推進機構」という。）を平成 26年 4月 25日に設置した。 

 

１．琵琶湖環境研究推進機構の概要（別図１参照） 

 推進機構では、課題の関係整理、全体像の共有、調査・解明により取組を進める。 

・①本部会議、②幹事会議、③調査員会議の３つの会議体により組織。 

・①連携による研究方策の策定、②現状分析と課題の整理、③研究の調整と進行、④研究成

果の政策反映を役割とする。 

 

２．具体的な取組の進め方（別図２参照） 

（１）課題解決型のテーマ設定 

・琵琶湖環境に係る課題の情報収集を行い、解決すべき課題について現状把握を行う。 

・収集した情報に基づいて、それぞれの課題の関係性を整理し、全体像を共有する。 

・その上で、連携すべき課題群（大テーマ）を設定する。 

➢１つ目の大テーマ「在来魚のにぎわい復活」（別図３参照） 

➢その他の大テーマ設定については、課題の関係性整理の中で検討。 

 

（２）政策につなぐ研究の推進 

・大テーマの課題を解決するための対策を想定し、想定した対策を実現する上で必要となる

知見を洗い出すことで、解決までのシナリオを作成する。このシナリオの中で、個別研究

テーマを検討する。 

・シナリオの中で検討した個別研究テーマから、連携して取り組むものを選択し、研究を実

施する体制等を構築する。 

・個別研究は概ね３年程度を目途に、毎年の進捗確認を行った上で成果を評価する。これら

により得られた知見に基づき、対策による効果と影響を検討することで、研究成果を可能

な限り早期の対策実施につなげる。 

・研究成果は、施策実施に向けて活用可能な提言にとりまとめる。 

・なお関係する部局とは、推進機構の取組実施に当たり、可能な限り早い段階から連携する。 

 

（３）関係者との連携 

・推進機構における取組では、各段階において、大学等関係者との意見交換等の連携に努め、

外部からの指摘や意見を十分配慮する。 

・このため、推進機構で整理する課題の全体像や課題解決までのシナリオなどについて、可

能な限り検討状況を公開する。 

・「在来魚のにぎわい復活」など、全国的にも普遍的な課題については、国の競争的研究資金

を獲得できるよう努める。 



   琵琶湖環境研究推進機構の概要  

課題のキャッチ 

課題の関係整理 

全体像の共有 

調査・解明 

 
 

  ・連携方策検討 

  ・総合的研究方針策定 

  ・研究課題の調整 

  ・共同研究の設計、 

   進行管理 

  ・研究予算要求調整 

  ・研究成果の整理 

・湖国環境保全推進会議を通じ、分野別計画の進捗状況や課題を把握 

・担当者会議等を通じ、市町や県民のみなさんのご意見を収集                          

・琵琶湖や流域の生態系の大きな状況変化により、直面する環境課題の多くは、その要因が互いに関係しあうことで複雑化・多様化 

・このため、関係する多くの課題の全体像を俯瞰し、関係する各課が課題を共有して、研究を含め課題の解決に向けて連携することが必要 

・県の行政部局と試験研究機関が一堂に会して、課題の把握から、調査研究の実施、研究成果を踏まえた対策の立案に至る琵琶湖と環境の保全スキームとして、
琵琶湖環境研究推進機構を新たに創設し、運営する 

◇目的：琵琶湖環境に係る複雑な課題に対し、行政部局と試験研究機関の連携による研究と施策の反映を推進 

◇組織：①本部会議 および ②幹事会議、③調査員会議 

◇役割：①連携による研究方策の策定、②現状分析と課題の整理、③研究の調整と進行管理、 

        ④研究成果の政策反映 

◇本部会議構成メンバー 

    議長  副知事 

    委員  琵琶湖環境部、健康医療福祉部、商工観光労働部、農政水産部の部長 

            琵琶湖環境科学研究センター、琵琶湖博物館、 

              衛生科学センター、工業技術総合センター、東北部工業技術センター、 

              農業技術振興センター、畜産技術振興センター、水産試験場の各機関長 等 

     研究推進顧問  琵琶湖環境科学研究センター長、琵琶湖博物館長、滋賀県立大学長 

    事務局 環境政策課、琵琶湖環境科学研究センター 

◇幹事会議 関係各課長、試験研究機関研究統括職員等 施策検討 

対策実施 

◇ 事業趣旨 

行政施策への展開        

    琵琶湖環境研究推進機構   

研究推進
顧問 在来魚介類

のにぎわい
復活 

イメージ 

テーマ 

議長 

部長 

ｾﾝﾀｰ長 場長 

部長 

別図１ 



２．政策につなぐ研究の推進 

①課題の情報収集、現状把握 

②課題の関係性整理、全体像の共有 

④課題解決への対策の想定 

⑤対策を実現する上で必要となる知見の洗い 

 出し、個別研究テーマ検討 

⑥連携して実施する個別研究テーマの選択、 

 体制の構築 

⑦予算案（資料）の検討、作成 

⑧個別研究の実施、進捗確認、成果の評価 

⑨施策への反映（提言）の検討、とりまとめ 

行政施策への展開へ 

庁内各課や県民等から、現状の課題

について情報収集 

対策（想定）に関係する機関と意見交換 

大学等の研究機関と議論、連携模索 

提言に関係する機関と協議 

課題の全体像 

課題解決までのシナリオ 国への政策提案 

関係機関等と意見交換 

１．課題解決型のテーマ設定 

③連携すべき大テーマの設定 

３．関係者との連携 

課題の全体像について、庁内各課や

県民等と意見交換 

琵琶湖環境研究機構での取組フロー 別図２ 
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(漁獲量の推移) 

予算額 26,591千円 （連携機関総予算額：30,671千円） 

ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝの変化 

水系のつながり
分断 

外来魚の増加 
在来魚介類の減少 

など 

＜複雑に絡み合う様々な要因＞ 湖底環境の変化 

在来魚介類のにぎわい復活に向けて 

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 

生息環境の再生 

（ 「水系のつながり」から ） 

エサ環境の再生 
（ 「生物のつながり」から） 

在来魚介類の生産性に影響する 
２つの視点に着目 

別図３① 

  〔琵琶湖環境科学研究ｾﾝﾀｰ・琵琶湖博物館・水産試験場・農業技術振興ｾﾝﾀｰ〕 

山 

川 

里 
湖 魚介類 

動物 
ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ 

植物 
ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ 

栄養塩 

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。 

機関連携 
による対応 

琵琶湖 
環境科学研究 

ｾﾝﾀｰ 

水産 
試験場 

琵琶湖 
博物館 

森林 
ｾﾝﾀｰ 

農業技術 
振興ｾﾝﾀｰ 

■ 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 

なぜ減少しているのか？どうすれば回復するのか？ ？ 

【琵琶湖流域生態系における喫緊の課題】 

■ 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 

■ 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 

【課題解決に向けた対応】 

    試験研究機関連携研究  
    水系・生物の「つながり」の再生に関する研究 新 



 研究体系・体制 

総 括 
（総合解析） 

サブテーマ1 
 

  底質・湖岸環境ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

サブテーマ２ 
 

  流域(陸域)環境ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

サブテーマ３ 
 

 えさ資源環境ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

湖岸解析班 

底質解析班 

・琵琶湖環境科学研究センター   ・琵琶湖政策課 
・流域政策局              ・龍谷大学 
・水産課 

・琵琶湖環境科学研究センター   ・琵琶湖政策課 
・流域政策局 
・水産課 

 人工的湖岸と自然的湖岸の生態系比較 
 （流況、植物プランクトン、底質、底生生物 等） 
 

 人工湖岸化による影響評価 

水系のつながり分断による 
底質環境への影響評価 

見える化マップ 
作成班 

・琵琶湖環境科学研究センター  ・琵琶湖政策課 
・琵琶湖博物館            ・滋賀県立大学 
・水産試験場 

 ヒアリング、文献調査による県内河川の魚類分布変化の把握 

 魚類生息への影響要因のマップ化と対応策の提案 

栄養塩解析班 

植物プランクトン 
解析班 

・琵琶湖環境科学研究センター 
・農業技術振興センター 
・琵琶湖政策課 

・琵琶湖環境科学研究センター 
・琵琶湖政策課 

 河川、琵琶湖における水質の長期変化解析 

 流入負荷量の長期変化解析、農業系負荷量の推定 

 植物プランクトンの種類別細胞数、体積等の長期変化解析 

 水質等の環境変化と植物プランクトンの関係解析 

動物プランクトン 
解析班 

・琵琶湖環境科学研究センター  ・琵琶湖政策課 
・水産試験場             ・滋賀県立大学 
・水産課 

 動物プランクトンの種類別個体数の長期変化の把握・解析 

 植物プランクトンと動物プランクトンの関係解析 

食物連鎖モデル 
解析班 

・水産試験場 
・琵琶湖環境科学研究センター 
・水産課 

 食物連鎖モデルの構築、食物連鎖構造の解析 

 餌資源からみた魚介類資源の評価 

魚介類資源 
解析班 

・水産試験場 
・水産課 

 主要魚介類の資源推定 

 主要魚介類の食性調査 

餌環境のつながりからみた 
在来魚介類資源量への 

影響評価 

水系のつながりと 
在来魚介類の分布・移動 

との関係把握 

 底生生物や二枚貝に望ましい 
   底質、湖岸環境条件の解明と 
  対応策の提示 

 流域における在来魚への 
  影響要因の解明 

 生息環境の再生に向けた 
   対応策の提示 

 餌環境からみた在来魚への 
  影響要因の解明 

 餌環境の再生に向けた 
  対応策の提示 

・全体マネジメント 

・結果の総合解析 

・施策への活用検討 

・推進機構との調整 

 南湖における底質と底生生物の関係性の把握 

 土砂供給状況が異なる河川河口域間での底生生物等の比較 

森林解析班 
・琵琶湖環境科学研究センター 
・京都大学 

 森林管理による土砂流出等への影響把握 

 土砂流出の異なる渓流での土砂流出量、水質、生物等調査 

協働のあり方 
検討班 

・琵琶湖環境科学研究センター 
・琵琶湖政策課 

 家棟川等におけるNPO・住民との協働調査のあり方検討 

水田・内湖・琵琶湖
つながり解析班 

・水産試験場             ・農村振興課 
・琵琶湖博物館            ・水産課 
・農業技術振興センター       ・琵琶湖政策課 
・琵琶湖環境科学研究センター 

 水田地帯に産卵遡上するフナ・モロコ類親魚の 
             時期、量、気象条件等の調査 
 

 放流したフナ・モロコ類の産卵状況の調査 

河川解析班 
・琵琶湖環境科学研究センター  ・流域政策局 
・水産試験場             ・滋賀県立大学 
・琵琶湖博物館 

 土砂供給、底質、栄養塩濃度等の 
  環境条件の違いによる魚類等分布への影響把握 

〔 構成メンバー 〕 〔 主な取組内容 〕 

水系・生物の「つながり」の再生に関する研究 

排水解析班 
・琵琶湖環境科学研究センター  ・農村振興課 
・水産試験場             ・水産課 
・下水道課 

 下水処理水、農業集落排水放流先の水質等調査 

 動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝを用いた生物影響試験、魚類の忌避行動調査 

別図３② 


