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平成 26 年度における侵略的外来水生植物対策の実施状況 
 

１．オオバナミズキンバイの生育面積の推移 

 平成 21 年に琵琶湖南湖・赤野井湾で初めて確認されたオオバナミズキンバイは、毎年、

生育面積が拡大し、平成 25 年度末には 64,880 ㎡となった。 
 平成 26 年度の生育状況については、野外での GPS を用いた調査を１２月上旬に完了

し、約 157,000 ㎡となった。 
 

表１．オオバナミズキンバイの生育面積の経年変化． 

年度 平成 21 
(12 月) 

平成 22 
(11 月) 

平成 23 
(12 月) 

平成 24 
（12 月） 

平成 25 
（年度末） 

平成 26 
（12 月） 

生育面積 142 ㎡ 478 ㎡ 1,638 ㎡ 18,292 ㎡ 64,880 ㎡ 約 157,000㎡ 
  
 

２．対策の基本的な考え方 

① 大規模生育エリアに対しては、機械や水草刈取船を投入して効率的に駆除する。ま

た、小規模生育エリアは、人力によるきめ細やかな駆除を実施する。 
② 駆除は特定の区域を単位とし、そこに生育するオオバナミズキンバイは取り残しが

ないよう徹底した駆除を行う。 
③ 駆除が完了した区域は、「巡回・監視区域」（管理可能な状態）とし、定期的な見回

りにより、群落の再生や新規発生を継続的に監視し、再生した群落は早期に駆除す

る。 
④ 巡回・監視と早期駆除を継続することで、区域単位での根絶を図る。 
⑤ 根絶した区域の数を順次、増やしていくことにより、琵琶湖からの完全排除をめざ

す。 
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３．平成 26年度の事業内容 

（１）協議会事業 

・ 平成 26 年 3 月 20 日に設置した「琵琶湖外来水生植物対策協議会」が事業主体

となり、国、関係市、NPO など協議会構成団体と連携して駆除を推進。 
・ 今年度は、主に大規模生育エリアを対象とし、建設機械（特製クマデ、ウィン

チ、グラップル装備）や水草刈取船を用いた駆除を実施（写真１）。 
＜事業内容＞ 
予算区分 事業内容 事業費 内訳 

当初予算 ・生態の実態解明と生育面積の調査等 
・建設機械を主力とした駆除 18,000 千円 国費：8,000 千円 

県費：10,000 千円 

補正予算 建設機械・水草刈取船を用いた駆除 46,000 千円 国費：3,000 千円 
県費：43,000 千円 

 

 

 

（２）その他の事業  

 ① 特定外来生物防除等推進事業（国直轄事業） 16,500 千円 

・ 新たに指定された特定外来生物を対象とした「モデル事業」 

・ 南湖西岸の雄琴港に生育するオオバナミズキンバイを駆除 

 

 ② 外来生物防除対策事業（県単独事業） 3,900 千円 

・ 保全団体等への用具の貸出し等による駆除活動への支援 

・ 赤野井湾内湖（オオバナミズキンバイ・7月実施）や彦根市神上沼（ナガエツル

ノゲイトウ・3月実施）で駆除の試験施工と地域住民等への普及啓発 

 

 ③ NPO 等による取組 

・ 「オオバナミズキンバイ除去大作戦プロジェクト」（6月 29 日、12 月 21 日） 

参加団体・・・・認定 NPO 法人びわこ豊穣の郷、赤野井湾再生プロジェクト、      

玉津小津漁協、国際ボランティア学生協会、地元自治会等 

・ 国際ボランティア学生協会による「琵琶湖外来水生植物除去大作戦」 

     9 月 15 日から 17 日の 3日間、全国から約 600 人の学生が参加 

  

駆除前 駆除作業中 駆除後 

写真１ 建設機械による駆除の前後の状況（守山市木浜内湖） 
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４．平成 26年度の取組実績 

・ 7 月 1 日に実施した試験施工に基づき、建設機械（特製クマデ、ウィンチ、グ

ラップル装備）を使用することで効率的な駆除が可能となった。 
・ 年度内に協議会事業（補正予算）と国直轄事業などを合わせて約 115,000 ㎡の

駆除を実施する予定である。(表２) 
・ これにより、平成 26 年度末の残存面積は 42,000 ㎡になる見込みである。（表３） 
・ 木浜内湖、津田江内湖、中間水路等の区域で「巡回・監視区域」（管理可能な状

態）に移行する見込みである。（表４） 
 

表２．平成 26 年度における実績見込み              単位：㎡ 

 
当初 補正 その他の主体 

による駆除 
計 

第１号 第 2号 第 3号 

事業計画 20,100 18,300 60,900 18,540 117,840 

事業実績 21,000 17,000 58,000 18,540 114,540 

 
表３．平成 26 年度末における生育面積の見込み 単位：㎡ 

平成 26 年（12 月） 駆除面積 平成 26 年度末 

157,000 114,540 42,460 

 

表４．主な区域における「巡回・監視区域」への移行見込み      単位：㎡ 

地域 地区 生育面積 
協議会駆除事業 他者による

駆除実績 
残存面積 

第 1号 第 2号 第 3号 

南湖東岸北部 

木浜内湖 9,500 ＋ ＋  漁協 0 

赤野井湾内湖 12,900 ＋   漁協、NPO 0 

堺川内湖 3,400    南部土木 0 

木浜湖岸 10,800     10,800 

赤野井湾湖岸 24,300 ＋ ＋ ＋ NPO 7,500 

烏丸半島湖岸 6,000    NPO 2,500 

南湖東岸 

中央部 

津田江内湖 10,000  ＋ ＋  0 

津田江,志那,下笠湖岸 2,500  ＋  NPO 1,800 

北山田湖岸 1,000  ＋  NPO 200 

南湖東岸南部 

矢橋中間水路 32,900  ＋ ＋ 下水道 0 

新草津,十禅寺,狼川 700     700 

瀬田浦クリーク 1,000     1,000 

新浜湖岸 2,900  ＋   2,200 

南湖西岸北部 

堅田湖岸 200     200 

山の下湾 16,400  ＋ ＋  1,800 

雄琴北部湖岸 2,900     2,900 

雄琴港周辺湖岸 9,400    環境省 0 

南湖西岸 

中央部 

坂本湖岸 6,100     6,100 

唐崎,西大津湖岸 1,800     1,800 

南湖西岸南部 膳所公園湖岸 2,300    NPO 2,100 

合計 157,000 21,000 17,000 58,000 約 19,000 約 42,000 
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