
資料３－１

施策の構成
整理番
号

内容･主な施策（事業）等 平成23年度実施状況
平成23年度
事業費
（千円）

うち国費
（千円）

県事業名 担当課

11101

多様な主体との協働により、琵琶湖の価値を再
発見し、県域を越えた保全の仕組みをつくり、
滋賀･琵琶湖ブランドを県内外に発信する取り組
み

11102 ・マザーレイクフォーラム推進事業
マザーレイクフォーラムの設立およ
び第１回円卓会議の開催（H24.3.25)

568 0
マザーレイクフォーラム推
進事業

琵琶湖政策課

11103 ・淡海の川づくりフォーラム
公開選考式ワークショップ等 参加
数：16団体・グループ

270 0 単独河川改良事業 流域政策局

11104 ・びわ湖まちかどむらかど環境塾 ４地区で開催。参加者１２７名。 223 0
びわ湖まちかどむらかど環
境塾事業

琵琶湖政策課

11105 ・「近江水の宝」調査活用に関する事業

「近江水の宝」に関わる探訪や講座
等を14回（1,060人参加）開催。水の
宝マップ（25,000部）を刊行し啓発
を図った。

5,000 2,500
近江水と大地の遺産魅力発
信事業

文化財保護課

11106 ・エコツーリズムの推進

・おいでーな滋賀体感フェアの開催
・びわ湖・里山観光振興特区におけ
る集客交流施設立地促進（助成）
・全国ほんもの体験フォーラムin滋
賀の開催(助成）
・環境観光キーパーソンの招請

7,153 0

・おいでーな滋賀体感フェ
ア事業
・びわ湖・里山観光振興特
区推進事業事業
・全国ほんもの体験フォー
ラムin滋賀の開催助成
・環境観光キーパーソン招
請事業

観光交流局

琵琶湖の価値再
発見・県域を越
えた保全への参
画と滋賀ブラン
ドの創造

マザーレイク２１計画重点プロジェクトの実施状況

１ 「近い水」のある暮らし再生プロジェクト
水と関わる生活、文化、歴史が息づき、人々が日常生活の中で琵琶湖の恵みを享受し、琵琶湖への

感謝と気づかいが根付いている「近い水」のある暮らしを実現します。

●重点プロジェクト

（２）内湖再生プロジェクト
（３）外来生物等対策プロジェクト

１ 「近い水」のある暮らし再生プロジェクト
２ 琵琶湖の生きものにぎわい再生プロジェクト

（１）南湖再生プロジェクト

３ 森・川・里・湖のつながり再生プロジェクト
４ 水環境の保全プロジェクト
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施策の構成
整理番
号

内容･主な施策（事業）等 平成23年度実施状況
平成23年度
事業費
（千円）

うち国費
（千円）

県事業名 担当課

11201
農林水産業が活性化し、次世代に引き継がれて
いくための施策と琵琶湖流域の保全を同時に図
る取り組み

11202
・情報発信ポータルサイトの運用（環境学習情
報ＨＰ「エコロしーが」や滋賀県学習情報提供
システム「におねっと」等）

エコロしーが：アクセス件数
185,908件

913 0
エコロしーが：環境学習情
報システム保守管理業務委
託料

環境政策課

11203 ・南湖再生ワタカ放流事業 全長50mm種苗の放流 32万尾 3,000 0 ワタカ種苗生産放流事業 水産課
11204 ・魚を学ぶ体験学習促進に関する事業 学習会2日間、放流体験会2日間 400 0 環境学習事業 水産課
11205 ・水産試験場の一般公開 一般公開 １日間 参加者815人 0 0 水産試験場一般公開 水産課

11206
・森林環境学習に関する事業（「やまのこ」
等）

・参加小学校 242校（14,707人） 93,126 0
森林環境学習「やまのこ」
事業

森林政策課

11207 ・農業体験に関する事業（「たんぼのこ」等）
県内対象小学校230校のうち203校で
実施

（自治振興
交付金）

0 たんぼのこ体験事業
食のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ推進
課

11208 ・琵琶湖一周ウォーキングの推進に関する事業 12回開催。延べ参加者数 1,483人 0 0
琵琶湖一周健康ウォーキン
グ

交通政策課

11209
・地域の人々が学校で活躍できる仕組みづくり
の推進に関する事業（「地域の力を学校へ」
等）

・学校支援ディレクター、しが学校
支援センター推進員(各1人)設置
・連携授業実施校数 71校

学校支援メニュー数 205
・担当者研修、広報活動等

6,431 3,303
「地域の力を学校へ」推進
事業

生涯学習課

11210
・びわ湖フローティングスクール（「うみの
こ」）

全小学校（特別支援学校等を含む）
で実施

257,815 0
びわ湖フローティングス
クール事業

びわ湖
ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞｽｸｰﾙ

11211 ・自然観察会の実施
木の岡ビオトープで３回開催
家棟川ビオトープで２回開催

0 0 流域政策局

11212
・外来魚対策啓発に関する事業（びわこルール
キッズ事業等

全国の小中学生を対象に、外来魚
のノーリリースに協力してもらえる
びわこルールキッズの募集、登録を
行い、報告のあった登録者の中か
ら、夏休み期間中に、釣り上げ数の
多かった者に対し、知事からの表彰
を行った。

参加者数741名（うち県内478名）

401 0 びわこルールキッズ事業 琵琶湖政策課

11301
県産農畜水産物が食卓に並び、できるだけ環境
への負荷の小さい商品の購入を奨励する取り組
み

11302 ・琵琶湖魚介類販路開拓に関する事業
・湖魚の消費拡大
・伝統食の復活・普及
・試食宣伝販売の実施

10,332 10,332
琵琶湖産魚介類販路開拓事
業

食のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ推進
課

環境学習・体
験・観光などの
事業の充実（つ
ながりを
生み出すための
多様な学びの場
の確保）
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施策の構成
整理番
号

内容･主な施策（事業）等 平成23年度実施状況
平成23年度
事業費
（千円）

うち国費
（千円）

県事業名 担当課

11303
・しがの農林水産物マーケティング戦略推進に
関する事業

・マーケティング戦略推進会議運営
・「滋賀の食材」PR活動 5,600 0

しがの農水産物マーケティ
ング戦略推進事業

食のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ推進
課

2,384 0

みんなが支える環境こだわ
り農業PR事業（しがの農水
産物マーケティング戦略推
進事業の一部）

62 0

「おいしが うれしが」
キャンペーン（しがの農水
産物マーケティング戦略推
進事業の一部 総合的なPR
活動の推進）

・県内地方卸売市場による地産地消
の推進

※県内４拠点市場での県産野菜取
扱高率 ２３．１％

500 0
市場流通県産農産物ファン
づくり事業

11305 ・学校給食への湖魚など地場産物の利用推進
学校給食への地場産物使用調査結果
（食材数ベース）
6月23.5% 11月26.3％

0 0 湖っ子食育推進事業 スポーツ健康課

11306
・県産材の普及促進に関する事業（未来へつな
ぐ木の良さ体感事業等）

・びわ湖材を使用した住宅の新築等
に対する助成 新築97戸、耐震改修1
戸
・公共性の高い施設などへのびわ湖
材製品設・の購入に対する助成 9市
町、6団体
・施設の木質化に利用するびわ湖材
購入経費の助成 3市町、4団体
・森林資源の利活用に関する研究に
対する助成 5団体
・びわ湖材の産地証明制度運営に対
する助成 14,441ｍ3

106,235 0
未来へつなぐ木の良さ体感
事業

森林政策課

11401
農林水産業が活性化し、次世代に引き継がれて
いくための施策と琵琶湖流域の保全を同時に図
る取り組み※再掲

11402 ・陽光差し込む健康な森林づくりに関する事業

・森林現況調査委託
・森林環境の調査委託
・環境林整備事業
・森林獣害調査委託
・農地漁場水源確保森林整備事業
・森林吸収源確保対策事業
・放置林防止対策境界明確化事業

166,181 48,373
陽光差し込む健康な森林づ
くり事業

森林政策課

地産地消や環境
への負荷の小さ
いグリーン購入
の推進

琵琶湖流域の保
全と両立する農
林水産業の活性

・環境こだわり農業の理解促進
・「おいしが うれしが」キャン
ペーンの運営

11304 ・しがの地産地消の推進に関する事業
食のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ推進
課
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施策の構成
整理番
号

内容･主な施策（事業）等 平成23年度実施状況
平成23年度
事業費
（千円）

うち国費
（千円）

県事業名 担当課

11403 ・長寿の森奨励事業 実施面積 3,209.03ｈａ 32,091 0 長寿の森奨励事業 森林政策課
11404 ・里山リニューアルに関する事業 実施箇所 13カ所（79.72ｈａ） 46,120 21,573 里山リニューアル事業 森林政策課

11405
・豊かな生きものを育む水田づくりに関する事
業

面積 123ha 17,264 0 みずすまし構想推進事業 農村振興課

11406 ・基幹水利施設管理に関する事業
8地区(日野川-1～-3、湖北-1,-2、野
洲川-1～-3)

236,219 70,865 基幹水利施設管理事業 耕地課

11407 ・琵琶湖魚介類販路開拓に関する事業※再掲
・湖魚の消費拡大
・伝統食の復活・普及
・試食宣伝販売の実施

10,332 10,332
琵琶湖産魚介類販路開拓事
業

食のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ推進
課

11501
家庭からの排水が琵琶湖に与える影響について
の調査結果をもとにした暮らしの見直しの提案

11502
・水質汚濁メカニズムの解明に関する調査研究
（暮らしと琵琶湖の水環境関連調査）

41102～41106に掲載 琵琶湖政策課

11503
・水環境保全の取り組みに関する資料の収集
・取りまとめ

上記に含まれる 琵琶湖政策課

施策の構成
整理番
号

内容･主な施策（事業）等 平成23年度実施状況
平成23年度
事業費
（千円）

うち国費
（千円）

県事業名 担当課

21101
水草の刈り取り等により、航行障害、漁業障
害、悪臭等の弊害を除去し、生態系の回復を図
る取り組み

水草刈取等 4,112t 150,117 15,246 水草対策事業等 琵琶湖政策課

水草刈取等 374t（中間水路） 13,200 0
流域下水道浄化センター周
辺水路の水草除去

下水道課

水草刈取等 962t（河川防災） 43,600 14,530 補助河川総合流域防災事業 流域政策局

21103 ・南湖再生ワタカ放流事業※再掲 全長50mm種苗の放流 32万尾 3,000 0 ワタカ種苗生産放流事業 水産課

21104 ・総合流域防災事業 守山地区 43,600 21,800 補助河川総合流域防災事業 流域政策局

21201
外来魚や外来植物などを除去し、琵琶湖本来の
生態系の回復を図る取り組み

21202 ・有害外来魚ゼロに向けた事業 外来魚駆除量 312トン 151,022 73,868 有害外来魚ゼロ作戦事業 水産課

水草の異常繁茂
への対策

暮らしと琵琶湖
の水環境関連調
査

２ 琵琶湖の生きものにぎわい再生プロジェクト
（１）南湖再生プロジェクト
良好な環境と適正な人間活動とのバランスの中で、水草の繁茂状況をかつての状態に戻すとともに、

21102 ・水草の刈り取りに関する事業

ニゴロブナ・ホンモロコ・セタシジミの漁獲量を回復します。

林水産業の活性
化
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施策の構成
整理番
号

内容･主な施策（事業）等 平成23年度実施状況
平成23年度
事業費
（千円）

うち国費
（千円）

県事業名 担当課

21203 ・レジャー条例の運営（外来魚ノーリリース）

琵琶湖周辺の湖岸や漁港に回収ボッ
クスやいけすを設置し、釣り人の協
力のもと外来魚の駆除を進めた。
・回収ボックス 回収量13.8t
・回収いけす 回収量 1.4t

9,469 0 外来魚のリリース禁止 琵琶湖政策課

水草刈取等 4,112t 150,117 15,246 水草対策事業等 琵琶湖政策課

水草刈取等 374t（中間水路） 13,200 0
流域下水道浄化センター周
辺水路の水草除去

下水道課

水草刈取等 962t（河川防災） 43,600 14,530 補助河川総合流域防災事業 流域政策局

21301
湖と陸地とのつながりを再生し、生態系の回復
を図る取り組み

21302 ・ヨシ群落の保全・管理・再生に関する事業
・環境調査１式、測量、評価検討
・ヨシ群落再生0.08ha
・ヨシ刈取り9.89ha

35,232 2,250 ヨシ群落保全事業 琵琶湖政策課

21303 ・自然再生事業（砂浜保全） さいかち浜 40,050 19,800 補助河川総合流域防災事業 流域政策局

21304 ・湖岸保全整備事業（砂浜保全） 新海浜、近江白浜 26,329 0 単独みずべみらい再生事業 流域政策局

21305
・漁場環境保全創造に関する事業（ヨシ帯
・砂地の造成等）

・ヨシ帯造成 1.4ha
・砂地造成 5.5ha

273,664 136,832 漁場環境保全創造事業 水産課

21306 ・南湖の生きもの再生事業 21102水草、21402湖底改善など 琵琶湖政策課

21307 ・生態系に配慮した水位操作の検討・調整 琵琶湖の水位低下抑制策の検討 1,418 0
琵琶湖淀川流域自治推進事
業

流域政策局

21401
湖底の環境を改善し、シジミなど琵琶湖の在来
魚介類をはじめとする生態系の回復を図る取り
組み

21402 ・湖底環境の改善に関する事業 効果把握モニタリングを実施 2,500 0 改善漁場モニタリング事業 水産課

21403 ・水産基盤の整備に関する事業 セタシジミ仔貝放流 12.7億個 2,437 0 セタシジミ種苗放流事業 水産課
21501 安全・安心な水環境を確保する取り組み

21502
・湖沼水質保全計画の推進（流出水対策推進計
画の推進）

・赤野井湾流域流出水対策推進計画
（第2期）策定のための推進会議開催
・赤野井湾流域流出水対策推進計画
フォローアップ会議開催
・流入河川水質モニタリング調査実
施

1,060 0
湖沼水質保全計画（流出水
対策等）推進事業

琵琶湖政策課

下水道普及率 86.4％
汚水処理施設整備率 98.2％

19,783,739 3,750,508
流域下水道事業、
公共下水道事業等

下水道課

１地区 165,000 82,500 農業集落排水事業 農業振興課

外来種の駆除

水陸移行帯の
保全・再生

・下水道事業、農業集落排水事業等21503

21204 ・水草の刈り取りに関する事業※再掲

湖底環境の改善
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施策の構成
整理番
号

内容･主な施策（事業）等 平成23年度実施状況
平成23年度
事業費
（千円）

うち国費
（千円）

県事業名 担当課

・守山市整備面積 18ha
・雨水幹線の整備、汚濁負荷を流域
下水道汚水幹線に転送するポンプ設
備、配管の整備および維持管理

800,000 400,000
守山栗東雨水幹線整備事業

・各施設（貯留兼沈殿施設、接触酸
化施設、植生浄化施設、土壌浄化施
設）の運転管理

17,829 0
山寺川市街地排水浄化対策
事業

21505
・河川環境整備に関する事業（流入河川対策、
底質改善対策）

赤野井湾、平湖・柳平湖、木浜内
湖、西之湖

224,980 87,575
補助河川環境整備事業
補助河川総合流域防災事業

流域政策局

21506 ・環境こだわり農業の支援に関する事業
環境こだわり農産物の栽培面積
14,455ha

196,326 17,100 環境こだわり農業支援事業 農業経営課

21601

・琵琶湖環境科学研究センターによる調査
・研究（順応的管理に向けた南湖の生態系保全
方法の検討） 琵環センター

21602
・琵琶湖生態系の修復に関する研究

琵環センター

21603
・琵琶湖沿岸環境変動の影響に関する調査研究

琵環センター

施策の構成
整理番
号

内容･主な施策（事業）等 平成23年度実施状況
平成23年度
事業費
（千円）

うち国費
（千円）

県事業名 担当課

22101 ・内湖再生に関する事業 22102早崎、22103ビジョンなど 琵琶湖政策課

22102 ・早崎内湖再生検討事業
・生物環境モニタリング調査等
・地域主体型情報発信活動支援
・境界確定作業

20,540 9,243 早崎内湖再生検討 琵琶湖政策課

22103 ・内湖再生ビジョン ・検討委員会運営 4,416 0 内湖再生全体ビジョン策定 琵琶湖政策課

22104 ・自然再生事業（砂浜保全）※再掲 さいかち浜 40,050 19,800 補助河川総合流域防災事業 流域政策局

内湖を再生することにより、在来魚や希少動植物など豊かな生態系を回復するとともに、暮らしを
湖に近づけ、琵琶湖と人とのより良い関係を築き、地域資源を活用した社会成長を図ります。

水陸移行帯の

（２）内湖再生プロジェクト

21504 ・市街地排水対策事業

・湖岸地形解析、流れ藻・侵略的外
来植物分布調査
・水位変動の生物への影響調査
・流向流速計・魚探計測
・水草除去の比較対照実験
・水草刈り取りによる水質、植物プ
ランクトンへの影響把握
・水草の遺伝子解析
・水生昆虫類の飛来量と住民意識調
査
・順応的管理のための制度的手法の
構築

健全な水環境の
確保

南湖生態系に
関する研究

17,463 0
【重点】南湖生態系の順応
的管理方法の検討

下水道課
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施策の構成
整理番
号

内容･主な施策（事業）等 平成23年度実施状況
平成23年度
事業費
（千円）

うち国費
（千円）

県事業名 担当課

22105 ・湖岸保全整備事業（砂浜保全）※再掲 新海浜、近江白浜 26,329 0 単独みずべみらい再生事業 流域政策局

22106 ・環境・生態系保全活動への支援に関する事業
・ヨシ刈り1.27ha
・ヨシボランティア助成

2,675 0
ヨシ群落保全事業の一部
（※再掲）

琵琶湖政策課

22107 ・琵琶湖生態系の修復に関する研究※再掲 21602に掲載 琵環センター

22108
・河川環境整備に関する事業（流入河川対策、
底質改善対策）※再掲

赤野井湾、平湖・柳平湖、木浜内
湖、西之湖

224,980 87,575
補助河川環境整備事業
補助河川総合流域防災事業

流域政策局

22109
・豊かな生きものを育む水田づくりに関する事
業※再掲

面積 123ha 17,264 0 みずすまし構想推進事業 農村振興課

22201 ・水産基盤の整備に関する事業※再掲 セタシジミ仔貝放流 12.7億個 2,437 0 セタシジミ種苗放流事業 水産課

22202
・漁場環境保全創造に関する事業（ヨシ帯・砂
地の造成等）※再掲

・ヨシ帯造成 1.4ha
・砂地造成 5.5ha

273,664 136,832 漁場環境保全創造事業 水産課

22203
・内湖の在来魚生産機能の回復・向上に関する
事業

・ﾆｺﾞﾛﾌﾞﾅふ化仔魚放流 227万尾
・ﾆｺﾞﾛﾌﾞﾅ20mm種苗放流 53万尾
・ﾎﾝﾓﾛｺ仔魚放流 208万尾
・外来魚駆除 2,412kg

13,400 0
内湖の在来魚生産機能の回
復・向上事業

水産課

水質保全対策お
よび調査・研究

22301
・琵琶湖環境科学研究センターによる調査
・研究（琵琶湖流域における水・生物・暮らし
の「つながり」の再生に関する研究等）

・琵琶湖流域水物質循環モデルのパ
ラメータ検証
・水系のつながりの現状と歴史的変
遷の把握
・水、栄養塩、有機物の動きと生物
の関わりに関する実態把握
・河川における生物と生息環境との
関わりに関する実態把握
・マザーレイクフォーラム円卓会議
等の進め方検討
・市民参加による生態回廊再生調査

6,813 0
琵琶湖流域における水・生
物・暮らしの「つながり」
の再生に関する研究

琵環センター

自然とふれあう
時間を増やせる
社会の仕組みづ
くり

22401
・仕事と生活の調和（ワークライフバランス）
推進に関する事業

滋賀県ワーク・ライフ・バランス推
進企業登録企業数５９７社
一般事業主行動計画策定企業数（従
業員300人以下）９９２社

1,415 0
ワーク・ライフ・バランス
企業応援事業

労働雇用政策課

22501 ・魚を学ぶ体験学習促進に関する事業※再掲 学習会2日間、放流体験会2日間 400 0 環境学習事業 水産課

22502 ・自然観察会の実施※再掲
木の岡ビオトープで３回開催
家棟川ビオトープで２回開催

0 0 流域政策局

水陸移行帯の
保全・再生

在来生物の保全
（増殖・栽培と
野生復帰・放
流）

環境学習・体
験・観光などの
事業拡充

（３）外来生物等対策プロジェクト
琵琶湖の生態系にとって喫緊の課題となっている外来魚やカワウ、外来水生植物等の駆除を図り、

在来生物の生息・生育環境を回復させます。
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施策の構成
整理番
号

内容･主な施策（事業）等 平成23年度実施状況
平成23年度
事業費
（千円）

うち国費
（千円）

県事業名 担当課

施策の構成
整理番
号

内容･主な施策（事業）等 平成23年度実施状況
平成23年度
事業費
（千円）

うち国費
（千円）

県事業名 担当課

カワウの対策 23101 ・カワウの対策推進に関する事業

・植生被害調査
・銃器によるカワウの捕獲
・管理用歩路の整備
・カワウの追い払い

3,460 0 カワウ総合対策推進事業 森林政策課

23201 ・有害外来魚ゼロに向けた事業※再掲 外来魚駆除量 312トン 151,022 73,868 有害外来魚ゼロ作戦事業 水産課
23202 ・琵琶湖生態系の修復に関する研究※再掲 21602に掲載 琵環センター

23203 ・外来魚の撲滅総合対策に関する研究
オオクチバス等の効率的・効果的な
駆除技術等の開発

1,800 1,800
オオクチバス等外来魚撲滅
総合対策研究

水産課

23204 ・外来水生植物除去に関する事業 外来水生植物除去量２１ｔ 26,226 24,823
エイリアン・バスター事業
等

自然環境保全課

23205 ・ニゴロブナ栽培漁業推進に関する事業
・全長20mm 1,282万尾
・全長120mm 85万尾

16,128 0
ニゴロブナ栽培漁業推進事
業

水産課

23206 ・多様な水産資源維持対策に関する事業
・ウナギ20g 286kg
・ビワマス全長60mm 75万尾

4,250 0
多様な水産資源維持対策事
業

水産課

23207 ・カワウの対策推進に関する事業※再掲

・植生被害調査
・銃器によるカワウの捕獲
・管理用歩路の整備
・カワウの追い払い

3,460 0 カワウ総合対策推進事業 森林政策課

23208
・外来魚対策啓発に関する事業（びわこルール
キッズ事業等）※再掲

全国の小中学生を対象に、外来魚
のノーリリースに協力してもらえる
びわこルールキッズの募集、登録を
行い、報告のあった登録者の中か
ら、夏休み期間中に、釣り上げ数の
多かった者に対し、知事からの表彰
を行った。

参加者数741名（うち県内478名）

401 0 びわこルールキッズ事業 琵琶湖政策課

施策の構成
整理番
号

内容･主な施策（事業）等 平成23年度実施状況
平成23年度
事業費
（千円）

うち国費
（千円）

県事業名 担当課

外来生物の防
除・駆除と在来
生物の保全

３ 森・川・里・湖のつながり再生プロジェクト
流域を一つの系として保全するための取り組みの方向性を各主体・施策間で共有し、森・川・里・

湖のつながりを生態系と暮らしの両面において再生します。
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施策の構成
整理番
号

内容･主な施策（事業）等 平成23年度実施状況
平成23年度
事業費
（千円）

うち国費
（千円）

県事業名 担当課

31101 ・森林整備地域活動支援に関する事業

・森林整備地域活動支援交付金基金
積立金 残高106,976,294円
・森林整備地域活動交付金 12市町
に交付
・森林整備地域活動支援推進交付金
県および6市町に交付

144,299 106,725 森林整備地域活動支援事業 森林政策課

31102
・陽光差し込む健康な森林づくりに関する事業
※再掲

・森林現況調査委託
・森林環境の調査委託
・環境林整備事業
・森林獣害調査委託
・農地漁場水源確保森林整備事業
・森林吸収源確保対策事業
・放置林防止対策境界明確化事業

166,181 48,373
陽光差し込む健康な森林づ
くり事業

森林政策課

31103 ・長寿の森奨励事業※再掲 実施面積 3,209.03ｈａ 32,091 0 長寿の森奨励事業 森林政策課

31104 ・間伐材利用促進に関する事業
・県産材仕分量 18,200ｍ3
・間伐材搬出路 12,730ｍ

57,229 0
森林を育む間伐材利用促進
事業

森林政策課

31105 ・森林病害虫等防除に関する事業 野生鳥獣被害防除194haほか 22,946 14,756 森林病害虫等防除事業 森林保全課
31106 ・造林事業 森林整備1950ha 540,333 339,170 補助造林事業 森林保全課
31107 ・林道事業 林道整備1.9km 174,511 86,075 補助林道事業 森林保全課
31108 ・治山事業 山地治山32haほか 1,134,175 537,912 補助治山事業 森林保全課
31109 ・保安林整備等管理に関する事業 保安林指定調査19件ほか 8,167 1,797 保安林整備等管理事業 森林保全課

農林水産業の活
性化と、それが
琵琶湖流域の保
全につ
ながる施策の検
討と実施

31201
・県産材の普及促進に関する事業（未来へつな
ぐ木の良さ体感事業等）※再掲

・びわ湖材を使用した住宅の新築等
に対する助成 新築97戸、耐震改修1
戸
・公共性の高い施設などへのびわ湖
材製品設・の購入に対する助成 9市
町、6団体
・施設の木質化に利用するびわ湖材
購入経費の助成 3市町、4団体
・森林資源の利活用に関する研究に
対する助成 5団体
・びわ湖材の産地証明制度運営に対
する助成 14,441ｍ3

106,235 0
未来へつなぐ木の良さ体感
事業

森林政策課

31301 ・里山リニューアルに関する事業※再掲 実施箇所 13カ所（79.72ｈａ） 46,120 21,573 里山リニューアル事業 森林政策課

31302 ・砂防事業 砂防えん堤、流路工 2,148,033 1,030,233
補助砂防事業費、
補助砂防総合流域防災事業

砂防課

31303 ・環境こだわり農業の支援に関する事業※再掲
環境こだわり農産物の栽培面積
14,455ha

196,326 17,100 環境こだわり農業支援事業 農業経営課

31304
・豊かな生きものを育む水田づくりに関する事
業※再掲

面積 123ha 17,264 0 みずすまし構想推進事業 農村振興課

森林の保全・再
生

中山間部や平野
部
における環境の
保
全・再生
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施策の構成
整理番
号

内容･主な施策（事業）等 平成23年度実施状況
平成23年度
事業費
（千円）

うち国費
（千円）

県事業名 担当課

31401
・情報発信ポータルサイトの運用（環境学習情
報ＨＰ「エコロしーが」や滋賀県学習情報提供
システム「におねっと」等）※再掲

エコロしーが：アクセス件数
185,908件

913 0
エコロしーが：環境学習情
報システム保守管理業務委
託料

環境政策課

31402 ・南湖再生ワタカ放流事業※再掲 全長50mm種苗の放流 32万尾 3,000 0 ワタカ種苗生産放流事業 水産課

31403 ・魚を学ぶ体験学習促進に関する事業※再掲 学習会2日間、放流体験会2日間 400 0 環境学習事業 水産課

31404 ・水産試験場の一般公開※再掲 一般公開 １日間 参加者815人 0 0 水産試験場一般公開 水産課

31405
・森林環境学習に関する事業（「やまのこ」
等）※再掲

・参加小学校 242校（14,707人） 93,126 0
森林環境学習「やまのこ」
事業

森林政策課

31406
・農業体験に関する事業（「たんぼのこ」等）
※再掲

県内対象小学校230校のうち203校で
実施

（自治振興
交付金）

0 たんぼのこ体験事業
食のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ推進
課

31407
・琵琶湖一周ウォーキングの推進に関する事業
※再掲

12回開催。延べ参加者数 1,483人 0 0
琵琶湖一周健康ウォーキン
グ

交通政策課

31408
・地域の人々が学校で活躍できる仕組みづくり
の推進に関する事業（「地域の力を学校へ」
等）※再掲

・学校支援ディレクター、しが学校
支援センター推進員(各1人)設置
・連携授業実施校数 71校

学校支援メニュー数 205
・担当者研修、広報活動等

6,431 3,303
「地域の力を学校へ」推進
事業

生涯学習課

31409
・びわ湖フローティングスクール（「うみの
こ」）※再掲

全小学校（特別支援学校等を含む）で 257,815 0
びわ湖フローティングス
クール事業

びわ湖
ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞｽｸｰﾙ

31410 ・自然観察会の実施※再掲
木の岡ビオトープで３回開催
家棟川ビオトープで２回開催

0 0 流域政策局

31411
・外来魚対策啓発に関する事業（びわこルール
キッズ事業等）※再掲

全国の小中学生を対象に、外来魚
のノーリリースに協力してもらえる
びわこルールキッズの募集、登録を
行い、報告のあった登録者の中か
ら、夏休み期間中に、釣り上げ数の
多かった者に対し、知事からの表彰
を行った。

参加者数741名（うち県内478名）

401 0 びわこルールキッズ事業 琵琶湖政策課

31501
・ヨシ群落の保全・管理・再生に関する事業※
再掲

・環境調査１式、測量、評価検討
・ヨシ群落再生0.08ha
・ヨシ刈取り9.89ha

35,232 2,250 ヨシ群落保全事業 琵琶湖政策課

31502 ・自然再生事業（砂浜保全）※再掲 さいかち浜 40,050 19,800 補助河川総合流域防災事業 流域政策局

31503 ・湖岸保全整備事業（砂浜保全）※再掲 新海浜、近江白浜 26,329 0 単独みずべみらい再生事業 流域政策局

31504
・漁場環境保全創造に関する事業（ヨシ帯
・砂地の造成等）※再掲

・ヨシ帯造成 1.4ha
・砂地造成 5.5ha

273,664 136,832 漁場環境保全創造事業 水産課

環境学習・体
験・観光などの
事業の充実（つ
ながりを
生み出すための
多様な学びの場
の確保）

水陸移行帯の保
全・再生
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施策の構成
整理番
号

内容･主な施策（事業）等 平成23年度実施状況
平成23年度
事業費
（千円）

うち国費
（千円）

県事業名 担当課

31505 ・南湖の生きもの再生事業※再掲 21102水草、21402湖底改善など 琵琶湖政策課

31601 ・多自然川づくりに関する事業
・杭柵護岸、張ブロック、カゴマッ
ト L=0.6km

787,700 353,750
広域河川改修事業
総合流域防災事業
単独河川改良事業

流域政策局

31602 ・南湖の生きもの再生事業※再掲 21102水草、21402湖底改善など 琵琶湖政策課

施策の構成
整理番
号

内容･主な施策（事業）等 平成23年度実施状況
平成23年度
事業費
（千円）

うち国費
（千円）

県事業名 担当課

41101 水質汚濁メカニズムに関する調査研究

41102
・琵琶湖流域における水・生物・暮らしのつな
がりの再生調査

・琵琶湖流域水物質循環モデルを用
いた現況再現と将来予測計算の実施
・第6期水質保全計画にかかる水質調
査

13,625 0
琵琶湖総合保全対策費
（※金額は以下の４事業を
含む合計）

琵琶湖政策課
琵環センター

41103 ・難分解性有機物の影響把握手法検討調査

・難分解性有機物の湖水からの抽出
方法の検討
・難分解性有機物の生物影響評価の
方法の検討

※ 琵琶湖総合保全対策費 琵環センター

3,911 3,911
漁網への付着の増加等、生
物生産過程に見られる変化
の現状把握と原因の解明

水産課

※ 琵琶湖総合保全対策費 琵環センター

41105
・琵琶湖における有機物の新たな水質管理のあ
り方の提示

・琵琶湖の有機物管理に関する研究
会の開催
・湖沼水質保全計画への研究成果の
活用

※ 琵琶湖総合保全対策費 琵環センター

41106
・暮らしと琵琶湖の水環境関連調査その他、琵
琶湖の水質、生態系に関する調査

・琵琶湖流域水物質循環モデルを用
いた現況再現と将来予測計算の実施
・第6期水質保全計画にかかる水質調
査

※ 琵琶湖総合保全対策費
琵琶湖政策課
琵環センター

水質保全対策の
ための調査・研
究

河川を中心とし
た生態回廊の再
生

４ 水環境の保全プロジェクト
琵琶湖の水質汚濁メカニズムを解明し、新たに設定した汚濁指標に基づく水環境の保全対策への道

筋を明示します。

・漁網等付着藻類の調査41104
・刺網付着藻類の種組成調査
・試験刺網を用いた付着実験
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