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滋 賀 県  

滋賀県は持続可能な開発目標(SDGs）を支援しています。 



 
 

滋賀の環境 2021（令和３年版環境白書）は、滋賀県環境基本条例第９条に基づく年次報告書とし

て、同条例第 12 条に基づき策定した「滋賀県環境総合計画」の進捗状況も含め、滋賀の環境の現況

ならびに本県が環境の保全に関して講じた施策および講じようとする施策について公表するものです。 
  

 

１ 本書に掲載したデータは、原則として令和２年度のものです。 

２ 本書に掲載の調査担当機関名は、令和３年度調査時点の名称です。 

 

■参考 

過去の環境白書は、以下の URL から滋賀県ホームページをご覧ください。 

（https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/kankyou/11319.html） 

また、滋賀県庁県民情報室、各環境事務所（南部・甲賀・東近江・湖東・湖北・高島）の行政情

報コーナーや、県内各市町の図書館などで閲覧することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本書の活用にあたって 

みなさんのご意見をお寄せください 

 滋賀の環境 2021（令和３年版環境白書）をご利用いただきありがとうございます。 

今後の環境白書作成の参考とさせていただきますので、本書に関するご意見、ご感想、お

気づきの点などをお寄せいただきますようお願いします。 

あて先 滋賀県琵琶湖環境部環境政策課 

〒５２０-８５７７ 大津市京町四丁目 1－1 

TEL ０７７-５２８-３３５4   FAX ０７７-５２８-４８４４ 

E-mail de00@pref.shiga.lg.jp 
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本県は琵琶湖を中心に、

自然豊かな山々に囲まれ

「森-川-里-湖」が一体とな

り、多様で豊かな生態系や

歴史・文化が育まれてきま

した。これから先も私たち

は、将来世代にとっての「よ

き祖先」となれるよう先人から受け継がれてきた、

多様で豊かな生態系や歴史・文化を次の世代へ引き

継いでいかなければなければなりません。 

 

1977 年に琵琶湖で初めて大規模な淡水赤潮が

確認されたことを契機に、碧い琵琶湖を取り戻すた

め、県民が立ち上がり、1980 年に「滋賀県琵琶湖

の富栄養化の防止に関する条例」（琵琶湖条例）が

施行されました。その翌年に７月１日を「びわ湖の

日」と決定してから、40 年の年月を重ねてきまし

た。 

現在の琵琶湖は、県民や事業者をはじめとする皆

様の協力により、2010 年以降、淡水赤潮の発生は

確認されず、一時期に比べて水質は改善してきてい

ます。 

一方で、在来魚の生息環境の問題など、複雑化・

多様化する生態系の課題がますます重要になって

くると考えられます。また本県においても、本格的

な人口減少が進み、特に中山間地などにおいては、

人の手が入らなくなることによって、獣害の増加や

多面的機能を持つ森林の劣化などが進むことが懸

念されます。さらに、近年は気候変動やプラスチッ

クごみの削減など、新たな課題への関心が高まって

います。 

こうしたことから、これまでの「いかに環境への

負荷を抑制するか」という視点に加えて、「いかに

適切に環境に関わるか」という、より広い視点に立

って、施策を進める必要があります。 

「びわ湖の日」40 周年を迎えた令和３年 7 月に

は、琵琶湖や環境、私たちの暮らしの目指すべき方

向性や具体的な目標を示す「マザーレイクゴールズ

（MLGs）」をスタートさせました。 

マザーレイクゴールズは、琵琶湖版の SDGs と

して、2030 年の琵琶湖と琵琶湖に根ざす暮らし

に向けた １３のゴールを設定したもので、琵琶湖

を通じて、石けん運動以来４０年にわたる県民等多

様な主体による活動が SDGs につながっている

ことを発見する仕組みと言えます。 

「琵琶湖は私たちの暮らしを映す鏡」でもあり、

「地球環境を見通す窓」でもあります。琵琶湖を中

心とする滋賀の自然環境をより良い状態にするた

め、マザーレイクゴールズ（MLGｓ）の目標の達成

に向けて行動するなど、新たな取組も進めながら努

力を積み重ねていきたいと思います。 

 

「びわ湖の日」40 周年や「マザーレイクゴール

ズ（MLGｓ）」などを契機に、県民、事業者、NPO

など様々な主体の皆さんが一体となり、琵琶湖に思

いを寄せながら身近な自然や暮らしの中で、琵琶湖

を見つめ直し、これからを考え、行動するなど、そ

れぞれの立場から琵琶湖との関わりを見つけても

らいたいと思っています。 

「変えよう、あなたと私から」 

一緒に頑張りましょう！ 

 

 

令和４年（2022 年）１月 

 

滋賀県知事 

は じ め に 
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