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各構成団体の取り組み状況について

機関名 取り組み事例 取り組みの概要 H26年度取り組み状況 H27年度以降の予定 関係機関

玉津小津漁業協同組合

①湾内、ゴミ収集作業
年４回実施（3月、７月、10月、12月）

②出漁時、各自漁場のゴミ、外来植物の収
集持ち帰り運動実施
（2月～6月末まで）

③航路、漁場回復作業
オオバナ除去作戦　2回（2月、5月）

④水産多面的事業参加

①湾内、ゴミ収集作業
年４回実施（3月、７月、10月、12月）実施予
定

②出漁時、各自漁場のゴミ、外来植物の収
集持ち帰り運動実施
（2月～6月末まで）

③オオバナ除去作業
繁茂状況を確認次第、随時除去作業実施
予定

④真珠棚周辺について、ハスのマンガンに
よる除去作業

④水産多面的事業参加

・小津自治会長会
・玉津小津漁業協同組合
・滋賀銀行
・NPO法人国際ボランティ
ア学生協会
・新守山をうつくしくする会
・守山市

認定NPO法人
びわこ豊穣の郷

①オオバナミズキンバイ除去プロジェクト
　　除去活動（場所未定）
・パトロール及び早期除去
　　プロジェクトメンバー間で成果の共有

②定点観察（写真撮影）

①オオバナミズキンバイ除去プロジェク
ト

②オオバナミズキンバイの定点観察

①昨年度に引き続き地域自治会や漁協、環境保護
活動団体、学生NPO、守山市で構成したプロジェク
トとして活動。月1回の対策会議や勉強会を開催す
ると共に、赤野井湾ワンドで合計2回の除去作業を
行なう。

②月１回赤野井湾ワンドで、オオバナミズキンバイ
の定点観測の実施

①オオバナミズキンバイ除去PJ
第３回オオバナミズキンバイ除去大作戦 実
施
　場所：赤野井湾ワンド
　刈取面積（約200㎡）　重量（約8ｔ）
（6/29）
・乾燥したオオバナミズキンバイの袋詰
（8/3）
・袋詰した水草を環境センターへ搬入（8/7）
勉強会（11/25）
講師：勉強会滋賀県生物多様性戦略推進
室
　　　　主幹　中井 克樹 氏
　内容：滋賀県の進めるオオバナミズキン
バ
イ除去状況とこれからのボランティア活動の
在り方について
対象：プロジェクト構成団体
・第4回オオバナミズキンバイ除去大作戦
（12/21）
　場所：天神川(えり市前）新守山川
　刈取面積（約1,500㎡）　刈取重量：10ｔ
　刈取オオバナミズキンバイの一部、環境
センターへ搬入（2/3）　※残は未処理
②毎月１回赤野井湾ワンド内の定点を写真
撮影
【参考資料1】
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近江ウェットランド研究会 ［参考資料2］

NPO法人国際ボランティ
ア学生協会

オオバナミズキンバイ除去活動および広
報活動

地域の方々と一体となってのオオバナミズキンバイ
除去活動の実施および広報活動

定期的な除去活動：12回
9月15∼17日に学生約600人での除去活動
H26年度の除去量：170t、7000㎡

【広報活動】
ＦＭ滋賀「style!平和堂マイデイリーライフ」
第4回びわコミ会議2014
イナズマロックフェス2014
立命館大学エシカルキャンパスアワード
シルバー賞、特別賞　受賞
立命館大学HP掲載
関西、関東、長崎の学園祭での展示
おおつ環境フェスティバル
草津市こども環境会議
川づくりフォーラム（守山市）＆こなん水環
境フォーラム
淡海の川づくりフォーラム　準GP受賞
生物多様性アクション大賞入賞
NPO法人瀬田川リバプレ隊と勉強会、意見
交換

【参考資料3】

現在、計画中
活動を年に数回実施予定
4月世界水フォーラムにて展示発表
9月上旬 大規模除去活動を実施予定

オオバナミズキンバイ除去
大作戦プロジェクト

（事務局：認定NPO法人び
わこ豊穣の郷）
琵琶湖外来水生植物対策
協議会
瀬田川流域クリーン作戦

赤野井湾再生プロジェクト

①赤野井湾ウォッチャー

②③④啓発活動

①赤野井湾・小津袋において、各団体が担当区域
を決め、月１回以上の監視を行い、①水草の繁茂
状況、外来生物・植物の生息状況の調査②ゴミ拾
い③できる範囲での外来植物の駆除を行う。
　また、活動報告書を毎月に市へ報告する。
　さらに、琵琶湖外来水生植物対策協議会の構成
員として、活動報告書を市を通じて、滋賀県に提出
する。

②大庄屋諏訪屋敷まつりにおける啓発ブースの出
展
　オオバナミズキンバイをはじめとする外来生物の
繁茂状況等について、パネル、チラシ、現物の展示
により啓発

③市民向け学習会の開催
　市民の希望者と船に乗り、赤野井湾に出て、ハ
ス、オオバナミズキンバイ等の繁茂状況、水質等、
実際に赤野井湾の状況を見てもらう学習会を開催
する。

④広報紙を発行予定（赤野井湾ウォッチャーの活
動報告等）

①活動団体数：
　　平成25年10月～　５団体が実施
　　平成26年度～　６団体が実施
　活動回数：毎月１回以上
　活動報告書：平成26年度から、毎月、市を
通じて滋賀県に提出

②11月１～２日の２日間開催

③８月３日開催
　参加者14人、船２隻

④全戸配付予定

①平成27年度も継続実施予定

②③④については、３月25日の会議で協議
予定のため、未定

小津学区
新守山川を美しくする会
玉津学区
玉津小津漁業協同組合
認定NPO法人びわこ豊穣
の郷
守山市ごみ・水環境問題
市民会議
守山南部土地改良区
夢・びわ湖
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大津市

草津市

・特定外来生物「オオバナミズキンバイ」
の啓発

・オオバナミズキンバイが特定外来生物であり、原
則として、栽培、保管、運搬等が禁止されているこ
とについて、市民に啓発

・啓発チラシを作成し、各市民センターに配
置するとともに、市広報及びＨＰに掲載

・引き続き市民への啓発

市民活動の支援 ・オオバナミズキンバイ等の外来水生植物の駆除
作業を行う自治会、団体等に対する報償費の支出

支出予定額：20万円 継続実施予定

・赤野井湾の再生を目指す団体である「赤野井湾
再生プロジェクト」の活動に対する報償費の支出・
事務局支援
（本プロジェクトでは、赤野井湾ウォッチャーと題し
た活動で、オオバナミズキンバイの監視、除去等を
実施）

支出予定額：50万円 継続実施予定

・ボランティアが駆除したオオバナミズキンバイの
処分

環境センターにおいて焼却処分の実施（処
分費は減免）

環境センターの能力を鑑みながら要検討

市民との協働 ・市内の自治会、環境団体、企業等で構成する「オ
オバナミズキンバイ除去大作戦プロジェクト」への
参画

・駆除作業の実施（６月29日、12月21日）
・プロジェクト会議への出席
・滋賀県や協議会の取組状況について情報
提供

継続実施予定

啓発活動 ・環境問題に取り組む「守山市ごみ・水環境問題市
民会議」による啓発活動（本市が事務局を担当）

・環境フェア（９月21日開催）における啓発
ブースの出展（パネル展示）
・広報紙に啓発記事の掲載（発行予定日：
12月11日）

未定

・Ｈ26取り組み状況・予定
　　平成26年度は、琵琶湖のなぎさ公園での漂着または繁茂の水草を定期的な湖岸清
掃とともに処分を実施している。また、今年も台風と水草の異常繁茂による水草の漂着
が大量に発生したので、なぎさ公園管理者担当の公園緑地課が協定締結者に委託して
除去した。
　　さらに、琵琶湖の水草の異常繁茂により瀬田川への漂着・滞留・異臭発生等が生じた
ため、流れ藻発生元の琵琶湖管理者の滋賀県、瀬田川管理者である国、当市が協議し
た結果、市民や学生、漁協等の協力も得て、陸揚げ後の水草については、当市の負担
で処分することとなった。
　　また、琵琶湖西岸の雄琴港付近のオオバナミズキンバイについては、環境省のモデ
ル事業として今秋以降に除去作業を滋賀県、当市も協力して実施された。

守山市
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東近江市

・外来水生植物分布調査（船・陸から）年
２回程度
・外来水生植物駆除事業（H25）

・伊庭内湖や琵琶湖沿岸部に繁茂する外来水生植
物の生育状況について、近江ウエットランド研究会
様の協力を得て、年２回程度船及び陸側から分布
調査を実施。
・中規模の群生地について、平成25年2月に重機を
用いた駆除作業を実施、仮置きした後、焼却施設
に搬入。（2トン車5台）。翌年、仮置場に繁茂したの
で、重機で表土鋤取り及び手作業にて駆除。
・大規模群生地については、市では対応困難な状
態。県等に要望させていただいている状態。
・市内で問題となっている主な外来水生植物は、ナ
ガエツルノゲイトウ。

・近江ウエットランド研究会様と、船及び陸
側から分布調査を実施。
・中規模の群生地については、地元関係者
で構成する「伊庭の里湖づくり協議会」を中
心とする駆除作業を検討しているが仮置き
場等が課題。
・大規模群生地除去に苦慮しており、県全
体の抜本的な対策について、滋賀県市長
会を通じ要望。
・現地において、県等へ現状説明を行った。

・中規模の群生地については、27年度に県
事業を活用し、地元協議会と連携し、駆除
作業を実施したい。
・大規模群生地除去などの対応について
は、県等と具体的な協議。
・駆除後は、地元協議会において、定期的
な監視や小規模駆除方法を検討。
・その他、対策方法については、県協議会
等と協議し、実施検討。

・滋賀県
・伊庭の里湖づくり協議会
・近江ウエットランド研究会

滋賀県琵琶湖環境部
琵琶湖政策課

・水草刈り取り事業
【参考資料4】

・異常繁茂している水草による生活環境や生態系
への影響を改善するための刈り取りを実施し、農
地等で有効利用を行っている。

・表層部（1.5ｍ）の水草刈取事業
■除去量：1,139ｔ
・根こそぎ刈り取り事業
■面積：886ha
・有効利用
■農地等

□平成27年度
・表層部（1.5ｍ）の水草刈取事業
■除去量：約1,300ｔ
・根こそぎ刈り取り事業
■面積：約400ha
・有効利用
■農地等
□平成27年度以降
平成26年度以降の水草繁茂状況を確認し
て実施

（公財）淡海環境保全財団
滋賀県

滋賀県琵琶湖環境部
下水道課

「流域下水道浄化センター周辺水域（中
間水路）の水草除去」

船舶の航行障害や悪臭の発生等、県民生活への
影響対策。
平成18年度から実施
■ヒシ表層刈取り ： 刈り取り専用船による表層刈
取り(水面下１．５mまで)
■根こそぎ除去 ： マンガンによる水草基底部から
の除去

■ヒシ表層刈取り　２．２ha
■ヒシ根こそぎ刈取り　２．２ha
■スズメノヒエ刈取り　1800m2
合計234ｔ

　前年度のヒシ根こそぎ刈り取り箇所のモニ
タリング結果をもとに施工方法や施工箇所
を検討します。
■ヒシ表層刈取り　４．０ha
■ヒシ根こそぎ刈取り　２．３ha

（公財）淡海環境保全財団



  資料３

各構成団体の取り組み状況について

機関名 取り組み事例 取り組みの概要 H26年度取り組み状況 H27年度以降の予定 関係機関

滋賀県農政水産部
水産課

草津市志那沖150ｈａの湖底耕耘（水草
根こそぎ除去）

湖底耕耘（水草根こそぎ除去）による漁場環境保
全。
平成25～26年度実施。

約240トンの水草を除去 継続実施。 滋賀県漁業協同組合連合
会

（公財）淡海環境保全財団

滋賀県水産多面的機能
発揮対策協議会

水産多面的機能発揮対策事業 漁業者を中心とした活動組織が、湖岸やヨシ帯な
どの水草除去などを実施する。

大津市から守山市の６活動組織が湖岸やヨ
シ帯などの水草除去などを実施している。

継続
本事業はH27年度まで

水産庁

・水草刈り取り事業 ・琵琶湖南湖における健全な生物生息空間の再
生。

・根こそぎ刈り取り事業
■面積：40ha

・根こそぎ刈り取り事業
■面積：30ha

（公財）淡海環境保全財団
滋賀県

・オオバナミズキンバイ除去 ・山賀川と堺川の河口部にある山賀堺内湖におい
て、オオバナミズキンバイの駆除を行う。

・重機を使用した機械駆除にて実施。
■面積、除去量：約4,000m2、約76ｔ
■作業日：H27.2.23～H27.2.28
【参考資料5】

・山賀堺内湖の経過観察

環境省
近畿地方環境事務所

オオバナミズキンバイ防除試験事業実
施

大津市雄琴港内に繁茂するオオバナミズキンバイ
を試験防除し、効果検証を行う。防除に際しては出
来るだけ効率的に防除出来る機械的防除方法を
採用し、可能な限り広範囲での防除を目指すと共
に、在来植生回復やオオバナミズキンバイの再繁
茂を監視できるよう実施後に植生調査を併せて実
施する。

2月下旬から3月上旬にかけて、アーム付水
上作業船（ジャパンレイクアンドキャナル社
所有　ハイドロモグ）による機械的防除およ
び人力による防除を9日間実施。防除目標
面積6300㎡に対し、約8500㎡、水揚げ重量
にしておよそ122トンの防除を実施し、雄琴
港内の大部分のオオバナミズキンバイを防
除した。防除を実施するにあたっては様々
な問題があったが、仮置き場については隣
接する琵琶湖グランドホテルの敷地を提供
いただけたこと、また処分については大津
市の最終処分場で埋設処分をしていただく
など地域関係者及び自治体に多大な協力
をしていただけたため実施が可能となった。

26年度と同程度の規模での防除試験を実
施する予定。
実施については協議会事務局と調整すると
共に、自治体及び地域関係者の協力が不
可欠。

滋賀県、関係市町等及び
地域関係者

滋賀県土木交通部
流域政策局河川・港湾室
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侵略的外来水生植物徹底駆除事業 南湖で生育面積が拡大中の特定外来生物オオバ
ナミズキンバイ等を対象に、機械駆除を導入した
「徹底駆除事業」と生育面積の現況把握等、駆除
事業の適正な実施の基盤となる「生態解明事業」
を、関係主体で構成された「琵琶湖外来水生植物
対策協議会」が、県費と環境省からの「生物多様性
保全推進支援事業交付金」により実施。

■徹底駆除事業（協議会）
約98千㎡(年度末見込み：県当初予算＋交
付金＋県補正予算)
■生態解明事業（協議会）
生育状況解明：最大生育面積＝約157千㎡
■その他の主体による事業・活動（環境
省、南部土木、南部流域下水道、NPO等）
約19千㎡（年度末見込み）

平成27年度
・大規模群落に対する機械駆除事業の継
続
・小規模群落等、機械駆除が困難な群落に
対する人力駆除（効果的な駆除方法の確立
を含む）
・駆除済みエリアにおける、再生・回復状況
監視と早期駆除の体制確立と実施

滋賀県、環境省、琵琶湖
外来水生植物対策協議
会、ボランティア等

■危険な外来水生植物に関する情報収集
滋賀県内における観賞用、水質浄化用等
の外来水生植物の流通・販売等の状況把
握を行うとともに、国内外での外来水生植
物による被害情報や防除技術に関する情
報を収集し、滋賀県における対策実施のあ
り方に関する提案を行う。

■侵入防除のための仕組みづくりの検討
全国各地で実施されている侵略的外来水
生植物に関する防除事例に関する情報収
集を行うとともに、滋賀県・琵琶湖における
関係各主体を対象にヒアリング等を行い、
外来種防除の専門家等で構成する検討会
による指導・助言を得ながら、地域での早
期発見、防除の仕組みづくりを検討する。

■重点地域での防除体制整備
防除する必要性の高い重点地域を選定し、
駆除事業を事前に周知して実施するととも
に、地域住民等の関係各主体に対して普及
啓発のための情報発信や、防除のノウハウ
について技術移転を行い、地域において防
除重点地域としての自覚を育成しながら、
適切な防除の仕組みづくりを行い、他の地
域へも波及させる。
例
・侵略的外来種の理解を得るための勉強会
 ・外来種被害防止のための、捕獲・排除手
法を習得するための技術講習会
・地域での外来種防除の実施

■彦根市神上沼におけるナガエツルノゲイ
トウ駆除実演と研修会（滋賀県、彦根市と
共同）
■NPO等による自主的な侵略的外来水生
植物駆除活動の支援
約10件

外来生物防除対策事業

滋賀県琵琶湖環境部
自然環境保全課

滋賀県、ボランティア等多様な主体による自主的活動の支援、および技術
移転や地域参画等をめざした普及啓発活動を実
施。


