
 
令和４年度 組織目標（部局目標） 

 

部局名  琵琶湖環境部     

NO. 項目名 

１ 持続可能な「社会」「森林」づくりに向けた「ひとづくり」「関係づくり」 

背景・課題（取り組むべき理由） 

１ 環境学習の推進 
・「持続可能な社会づくりに向けて、主体的に行動できる」人を育てる環境学習の役割が非
常に重要なため、令和３年３月に策定した第四次滋賀県環境学習推進計画に基づき、環
境問題や持続可能な社会の実現を「自分ごと」として捉え、実践・行動できる人材育成と
地域づくりを進める必要がある。 

 
２ 湖沼問題の解決に向けた国際協力と情報発信 
・滋賀県の高校生が琵琶湖をはじめとする滋賀県の環境について学び、姉妹友好州のミシ
ガン州の高校生に英語で説明することにより、英語でも説明できる人材を育成する。 

 
３ 森林・林業人材の確保・育成、木育の推進 
・滋賀もりづくりアカデミーでは、より実践経験を積んだ人材の育成が求められるととも
に、今年度に本県で開催する全国後継者大会を踏まえ、森林づくりへの新たな参加者を
育成することも求められている。また、木育指導者の育成が求められている。 

 
４ 行政のＤＸ化推進 
・デジタル活用（デジタルファースト、デジタルシフト）による業務効率化やサービス向上
を図る必要がある。 

 
５ 矢橋帰帆島の活性化 
・矢橋帰帆島公園は、下水道施設の未利用地を活用して設置しており、年間約 50万人以上
の利用者がいるが、利用の少ない施設も存在する。 

・淡海環境プラザは、年間 1,800 名程度の来館者に留まっているため、帰帆島公園に隣接
する利点を活かした効果的な活用が必要である。 

目標（今年度末に目指す状態） 

１ 環境学習の推進 
・エコ・スクール認定校数 20校 
 
２ 湖沼問題の解決に向けた国際協力と情報発信 
・ミシガン州の高校生と滋賀県の高校生とで、環境分野におけるオンライン交流を実施 
 
３ 森林・林業人材の確保・育成、木育の推進 
・滋賀もりづくりアカデミー修了生の就業と後継者大会に続く森づくりを担う人材の育成 
・治山･林道技術および 森林管理(林地開発等)の職員研修会開催 各 10回 
・ＣＯ２の固定に貢献する木造化に向けたアドバイス（プロモーション） ９回 
・木育指導者の育成のための研修開催 5回 
 
４ 行政のＤＸ化推進 
・自然公園法および県立自然公園条例に基づく許可情報や管理する土地の GISデータ化 
・自然公園区域の電子データ公開 
 
５ 矢橋帰帆島の活性化 
・ニーズ把握、利活用方法の具体案検討・絞り込み（令和５年度に実施予定の法令手続の整
理、国・市を含む関係者との調整、施設整備費用の算出などの準備や検討） 
・淡海環境プラザの来館者数 年間 4,000名 

 



 

取組内容（事業内容） 

 
１ 環境学習の推進 
・将来の社会づくりの主役である児童生徒が、主体的に環境学習・保全活動に取り組む力
を身に着けることを目的として、学校全体で地域の人と連携しながら環境学習をする活
動を教育委員会と連携しながら支援する。 

 
２ 湖沼問題の解決に向けた国際協力と情報発信 
・姉妹友好県州の若者の交流の促進として、ミシガン州の高校生と、滋賀県の高校生との
間で、環境分野におけるオンライン交流を促進する。（国際課、高校教育課と連携） 

 
３ 森林・林業人材の確保・育成、木育の推進 
・滋賀もりづくりアカデミーの新規就業者コースに林業インターン編を新設するととも
に、中高生を対象にやまの健康について広く知る授業や林業を体験する機会をモデル的
に設けるなど、森林づくりに関わる新たな人材の育成に取り組む。 

・若手職員等が早期に治山、林道にかかる技術力を獲得できるよう研修会を開催するとと
もに、林地開発許可などの許認可基準や知識を共有するほか、国の新たな盛土規制法の
動向を注視しつつ、部内および地方機関との情報共有を強化する。 

 
４ 行政のＤＸ化推進 
・自然公園法および県立自然公園条例に基づく許可情報や管理する土地の GIS データ化を
図るとともに、自然公園区域の電子データを公開し、県民の利便性向上を図る。また、他
の行政サービスについてもＤＸ化の検討を進める。 

 
５ 矢橋帰帆島の活性化 
・矢橋帰帆島公園については、地元住民や利用者ニーズの把握、イベント開催等のソフト
対策と利用促進のための施設整備などの検討をしていく。 
・淡海環境プラザは、庁内の検討チームで利活用に向けたアイデアや課題を整理したとこ
ろであり、引き続き、下水道の啓発や水ビジネスの支援に加え、多様な環境課題の学び、
新たな活用方法も含めた検討を進める。 

 



 
      令和４年度 組織目標（部局目標） 

 

部局名  琵琶湖環境部 

NO. 項目名 

２ 地域循環型社会の実現に向けたＣＯ２ネットゼロの推進 

背景・課題（取り組むべき理由） 

１ ＣＯ２の森林吸収・固定化推進の取組（森林分野におけるグリーンインフラ推進） 
・「しが ＣＯ２ネットゼロ」の実現に向け、間伐等の森林整備を進めることで森林吸収源
を保全・強化する必要がある。 
・木材の利用は、大気中の二酸化炭素を固定化するほか、製造や加工に要するエネルギー
が他の建築資材に比べ少ないことなどから、ＣＯ２ネットゼロに貢献する。 

 
２ プラスチックごみ、食品ロス等削減対策 
・廃棄物の削減は、気候変動対策とも深く関係しており、使い捨てプラスチックや食品ロ
ス等の削減に向けた３Ｒを推進することによって、製品や食品の生産・製造から流通・
販売、廃棄までのライフサイクル全体でのエネルギーロスの削減に繋げる。 

 
３ 下水汚泥の有効利用の推進 

・滋賀らしい資源循環にかかる取組の推進が必要であることから、下水汚泥の肥料化、燃

料化を行う施設の整備や下水汚泥コンポストの地域バイオマス等との併用による付加価

値向上により、更なる利用推進を図る。 
・下水汚泥処理施設の更新は将来に渡り定期的に訪れるため、地域特性や汚泥性状に合っ
た技術を開発していく必要がある。 

 
４ 旧ＲＤ最終処分場問題対策                              
・旧ＲＤ最終処分場に起因する地下水汚染等の支障を除去するため、産廃特措法に基づく
実施計画により行ってきた二次対策工事を令和２年度末に完了したが、引き続きモニタ
リング調査や水処理等を実施し、令和４年度末までに実施計画の目標の達成状況を確認
して計画の完了を図るとともに、住民の安全・安心の確保につなげる必要がある。 

目標（今年度末に目指す状態） 

 
１ ＣＯ２の森林吸収・固定化推進の取組（森林分野におけるグリーンインフラ推進） 
・【ＤＸ推進】航空レーザ計測データを活用した森林解析業務区域 30,000ha 
・ＣＯ２の森林吸収に貢献する再造林の促進  再造林等面積       30ha 
・風倒木等被害対策によるライフラインの保全に取り組む市町数 2市 
・ＣＯ２の固定に貢献する木造化に向けたアドバイス（プロモーション） ９回(再掲) 
 
２ プラスチックごみ、食品ロス等削減対策 
・県内のマイボトル使用可能な給水スポットの拡大 15スポット増（56→71） 
・「三方よしフードエコ推奨店」登録店舗数の拡大 30店舗増（274→304） 
 
３ 下水汚泥の有効利用の推進 

・令和８年度完成予定の湖南中部燃料化施設（ＣＯ２削減量 5,000トン/年）の詳細設計 

・コンポストの使い方など、コンポスト利活用推進に関する意見交換会の開催 2回 
・汚泥有効利用新技術についてラボレベルからの研究の実施。3年程度の基礎的研究の後、
国の支援制度を利用したテストプラント等による実証試験を目指す。 



 

 
４ 旧ＲＤ最終処分場問題対策 
産廃特措法に基づく実施計画に掲げる目標の達成 
・廃棄物が飛散流出するおそれがないこと 
・下流地下水が環境基準を超過しないこと 
・臭気が法令等に定める基準を超過するおそれのないこと 
 

取組内容（事業内容） 

１ ＣＯ２の森林吸収・固定化推進の取組（森林分野におけるグリーンインフラ推進） 
・間伐等森林整備を計画的に実施することにより、森林吸収源対策をはじめとする森林の
多面的機能を持続的に発揮させる。 
・再造林等により森林の若返りを図り、生長旺盛な森林づくりにより二酸化炭素の吸収・
固定を促すとともに、伐採・生産された県産材の利用に取り組み、炭素固定を促進する。 
・公共施設等の木造化の促進に向けて、建築士等へのセミナー開催や木造化促進アドバイ
ザーによる木造化に向けたアドバイスを実施する。 
・気象災害が激甚化・頻発化するなか、インフラ施設周辺の予防伐採等の風倒木被害対策
を進める。 

 
２ プラスチックごみ、食品ロス等削減対策 
・プラスチックごみ削減や食品ロス削減の意識向上や実践取組を促すため、新たな取組と
して、「レジ袋削減の取組に関する協定」を見直し、プラスチック資源循環促進法が規制
するレジ袋以外のプラスチックの削減も盛り込んだ「（仮）しがプラスチックごみ削減行
動宣言」とすることや、先駆的で他のモデルとなる活動に対して資金面での支援を行う
制度の創設、これまで実施したことのない市町等と連携したフードドライブを実施する。 
・引き続き、滋賀県買い物ごみ・食品ロス削減推進協議会構成員など多様な主体と連携・協
力しながら、マイバックやマイボトル等の携帯・利用促進や「三方よしフードエコ推奨
店」の登録を広く呼び掛けるなど普及啓発に取り組む。 

 
３ 下水汚泥の有効利用の推進 
・湖南中部燃料化事業（消化＋燃料化施設）は、来年度の工事着手を目指して設計を開始。
なお、消化ガスは燃料化施設の燃料として効率的に利用する。（令和８年度供用開始） 
・高島コンポスト化施設の工事に着手する。（令和５年度供用開始） 
・コンポストの肥料効果や土壌改良効果の確認のため、生育期間等の異なる複数種の野菜
の栽培やヨシ、木炭等の地域バイオマスを混合した栽培試験を実施する。 
・コンポスト事業者などを加えた意見交換会を実施し、実用的な議論へシフトして緑農地
利用の連携体制を拡大する。 
・将来の下水汚泥処理施設の更新に活かすため、県内の大学や民間企業等の研究により、
脱水汚泥(原料)の物性把握や最適な製造条件、リンや重金属等の分離技術等の研究を実
施することで、滋賀らしい下水汚泥有効利用技術の知見集積を行う。 

 
４ 旧ＲＤ最終処分場問題対策                              
・地下水水質やガス等のモニタリング、場内浸透水の水処理、旧処分場跡地の適切な維持
管理を継続するとともに、住民の方々と協議会等を通じて情報共有や意見交換を行う。 
・事案の総括であるアーカイブの作成や、跡地の利用に向けた検討を進めていく。 
 
 



 
令和４年度 組織目標（部局目標） 

 

部局名 琵琶湖環境部  

NO. 項目名 

３ みんなでつくり、次世代につなぐ「森
もり

・川
かわ

・里
さと

・湖
うみ

・海
うみ

の健康」 

背景・課題（取り組むべき理由） 

１ マザーレイクゴールズ（MLGs）の推進 
・令和３年７月１日に策定されたマザーレイクゴールズ（MLGs）の理念や活動内容につい
て、周知・普及に向けて更に取り組んでいく必要がある。 

 
２ 「びわ湖の日」の活動推進 
・「びわ湖の日」を契機として、様々な世代、県内外（下流域を含む）の方々に、琵琶湖の
環境を自分ごとと捉え、環境保全につながる行動をするきっかけづくりを進める。 

 
３ 国立環境研究所等との連携による調査研究 
・良好な水質と豊かな生態系の両立を目指す「新たな琵琶湖政策」の道筋を立てるために
は、県の研究機関と行政の連携に加え、国や国立環境研究所、大学、県民等との連携・協
働による調査研究等の推進が必要である。 

 
４ 汚水処理分野における海外技術協力 
・アジアを中心とした途上国では、衛生面や閉鎖性水域の水環境問題を抱える地域が多く
存在するため、本県の「琵琶湖モデル」を活用した技術協力を通じて、職員の技術力向上
や県内企業の海外進出支援を目指すとともに、滋賀の魅力を世界へ発信していく。 

目標（今年度末に目指す状態） 

１ マザーレイクゴールズ（MLGs）の推進 
・マザーレイクゴールズ総括会議による順応的管理や、学術フォーラムによる客観的評価
の実施 
・修学旅行等を視野に入れたＭＬＧｓ学習教材の作成 
 
２ 「びわ湖の日」の活動推進 
・「びわ湖の日」環境啓発イベント来場者数 2,000人 
 
３ 国立環境研究所等との連携による調査研究 
・新たな水質管理手法の検討に向けた知見の国への提供 ２件 
・国立環境研究所や大学、県民等との連携・協働による共同研究の推進 ５テーマ 
 
４ 汚水処理分野における海外技術協力 
・関係者によるワークショップの開催（現地または WEB） １回以上 
・国内においてビジネスセミナーの開催 １回以上 
・現地調査と現地機関との新規案件形成のための協議 １回以上 

取組内容（事業内容） 

１ マザーレイクゴールズ（MLGs）の推進 
・マザーレイクゴールズ総括会議および学術フォーラムを８～９月頃に開催し、多様な主
体と共に順応的管理を行うとともに、13のゴールについての客観的評価を実施する。 
・修学旅行等の誘致に繋がるよう、修学旅行等の事前学習で使用されるＭＬＧｓ学習教材
の作成を行う。 

 



 

 
２ 「びわ湖の日」の活動推進 
・環境保全啓発イベントの実施や 、MLGsと連携して、県内および下流域の若年層をターゲ
ットに SNS 等を活用した動画広告による「びわ湖の日」の情報発信を行う。また、市町
や民間団体、企業などに対して、様々な「びわ湖の日」に関連する事業の実施について、
協力を呼びかけるとともに、事業に関する情報を収集して県ホームページ「びわ活ガイ
ド」で発信し、県民を、琵琶湖をはじめとする自然に関わる活動等にいざなう。 

 
３ 国立環境研究所等との連携による調査研究 
・琵琶湖環境科学研究センターが中心となって、国立環境研究所や大学、県民等と連携・協
働し、在来魚介類のにぎわい復活等に向け、これまでの基礎研究の知見を踏まえ、より実
証的な調査研究を進める。 

 
４ 汚水処理分野における海外技術協力 
・ベトナム国クアンニン省では、ＪＩＣＡ長期派遣専門家と協力しながら、ワークショッ
プを開催し、カンボジア国では、草の根技術協力を目指すべく、現地調査・協議を行う。 
・国内では、県内企業等を対象にしたビジネスセミナーによる国際協力等の情報発信や、
海外政府関係者等の来県の際、淡海環境プラザにおいて企業の技術を紹介するとともに、
動画等のコンテンツを用いて海外に発信していく。 



 
令和４年度 組織目標（部局目標） 

                                 

部局名  琵琶湖環境部   

 

NO. 項目名 

４ 植樹祭のレガシーと地域資源の活用で築く「やまの健康」 

背景・課題（取り組むべき理由） 

・農山村地域では、過疎化や高齢化で農林業の担い手が減り、農地や森林に手が入らなく 
なったことから、耕作放棄地や放置林が顕在化している。 

 
・本県で 47年ぶりとなる第 72回全国植樹祭が令和 4年 6月 5日に開催されるなか、森林
の多面的機能を持続的に発揮するための森林整備、活力のある林業の推進や加工・流通
体制の整備、幅広い県産材の利用による林業の成長産業化、地域資源を活用して農山村
の魅力を発信するとともに、県民をやまへ導く農山村の活性化が一体となった「やまの
健康」の取組について、全国植樹祭のレガシーとしてより強力に推進する必要がある。 

目標（今年度末に目指す状態） 

１ 全国植樹祭の開催 
・県民の記憶に残る第 72回全国植樹祭の開催 
 
２ 森林の適正管理 
・【ＤＸ推進】航空レーザ計測データを活用した森林解析業務区域 30,000ha（再掲） 
・森林資源の循環利用に資する再造林の促進  再造林等面積     30ha（再掲） 
 
３ 林業の成長産業化 
・川中・川下の連携による木造化促進アドバイス（プロモーション） ９回（再掲） 
・木育ビジネス化に向けた取組 ２団体 
 
４ 都市を含めた県民をやまへ導く取組 
・やまの健康を具体化する企業等との取組数 10社 

取組内容（事業内容） 

１ 全国植樹祭の開催 
・6月 5日に本県で開催する第 72回全国植樹祭について、多様な主体と連携しながら、県
民のみなさんと森林に関わる人々の心に残る、滋賀らしい大会となるよう努める。 
   
２ 森林の適正管理 
・主伐・再造林や木材流通等の効率化により採算性を向上させるため、航空レーザ計測結
果を解析し、電子化された高精度の地形や森林資源情報等の基礎データを整備するなど
ＤＸ化を推進する。 
・森林資源の持続的な循環利用と森林吸収源の確保に向けて、再造林等により森林の若返
りを図り、二酸化炭素の吸収・固定を促すとともに、伐採･生産された県産材の利用に取
り組み、炭素の固定を促進する。 
   
３ 林業の成長産業化 
・令和 3年 10月に改正施行された「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等におけ
る木材の利用の促進に関する法律」を受け、公共施設等の木造化の促進に向けて、建築士
等へのセミナー開催や木造化促進アドバイザーによる木造化に向けたアドバイスを実施
する。また、民間ベースで木育を推進するため、木育ビジネス化に向けた取組を推進す
る。 
  
４ 都市を含めた県民をやまへ導く取組 
・脱炭素（琵琶湖カーボンクレジット）や生物多様性、健康経営に対する関心などから、企
業の森林へのかかわり方のニーズが多様化してきている中、企業に対して新たな森林へ
のかかわり方の情報発信を行うとともに、ニーズに合わせたかかわり方を提案する。 



 
令和４年度 組織目標（部局目標）         

 

部局名 琵琶湖環境部  

NO. 項目名 

５ 生物多様性の保全と地域資源の持続可能な利用 

背景・課題（取り組むべき理由） 

１ オオバナミズキンバイの戦略的な防除の推進 
・最大繁茂した平成 28年から徹底した駆除により生育面積は大幅に縮減してきたが、繁殖
期には、短期間で爆発的に繁茂するおそれもあることから、市町、農漁業者、NPO、学生
ボランティア団体等の多様な主体と連携しつつ、効率的な巡回・監視、早期駆除を徹底
し、琵琶湖全体を管理可能な状態として、低密度な状態を維持することが必要である。 

 
２ 森林生態系の保全と利活用 
・豊かな生態系を育むトチノキ等の巨樹・巨木林については、巨木の保全協定による保全
対策を行ってきたが、更なる協定の締結により保全を図る必要がある。 

・特に、杉野川源流域は、西日本最大級のトチノキの巨木林や豊かなブナ林が確認され、恒
久的な面的保全とエコツアーによる持続可能な利活用を図る必要がある。 

 
３ ニホンジカ対策の推進およびカワウ対策の検討 
・ニホンジカやカワウ等による農林水産業被害や森林生態系被害の軽減のため、個体数管
理、被害防除、生息地管理の個体群の状況に応じた総合的な対策が必要である。 

 
４ 水草等の有効利用の推進 
・琵琶湖の水草は、かつてたい肥として利用されていたが、近年では、特に南湖で大量繁茂
し、生態系や生活環境への影響を及ぼしている。そのため、水草の刈取除去を行うととも
に、地域資源としての有効利用の拡大を図ることを通じて「環境と経済・社会活動をつな
ぐ健全な循環の構築」を推進する必要がある。 

 
５ ヨシ群落維持再生 
・ヨシ群落の面積は概ね昭和 28年と同程度まで回復したが、ヨシ群落の構成種の１つであ
るヤナギの面積比率が大きくなることでヨシの生育が阻害され、ヨシ群落としての健全
性が低下してきている。 

 
６ 自然公園の魅力向上 
・ビワイチの推進やコロナ禍による生活様式の変化等により、自然環境や生態系サービス
を享受する場、機会が再評価される中で、生物多様性の保全を図りつつ身近な自然に親
しむことができる自然公園施設の利便性を向上し、利用の促進を図る必要がある。 

 

目標（今年度末に目指す状態） 

１ オオバナミズキンバイの戦略的な防除の推進 
・ボランティア等多様な主体によるオオバナミズキンバイ駆除活動 10件 
・駆除困難地における遮光シートの設置等新たな技術手法によるオオバナミズキンバイの
駆除を実施 ３箇所 

 
２ 森林生態系の保全と利活用 
・杉野川源流域における巨木の保全協定の締結 60本  
・杉野川流域および高時川流域におけるエコツアーのモデル的な実施 10回 
 



  

 

 
３ ニホンジカ対策の推進およびカワウ対策の検討 
・シカの年間捕獲目標頭数 15,000頭 
・カワウの地域ごとの課題に応じた検討会の開催 ３回 
 
４ 水草等の有効利用の推進 
・水草等対策技術開発支援により検証された技術件数 ４件 
 
５ ヨシ群落維持再生 
・巨木化するなどしてヨシ等の生育に影響を及ぼしているヤナギの伐採数 100本 
 
６ 自然公園の魅力向上 
・自然公園施設の利用者数 奥琵琶湖パークウェイの過去 5 年間の利用者数平均（133 千
人）の 10％増（146千人） 
・自然公園の魅力向上に向けた協議会の設立(8月まで)・開催３回 
 

取組内容（事業内容） 

 
１ オオバナミズキンバイの戦略的な防除の推進 
・駆除と巡回・監視の徹底による再生の防止等の取組を多様な主体との協働により実施す
る。駆除困難地において拡大防止フェンスの設置や遮光シートにより駆除を実施する。 

 
２ 森林生態系の保全と利活用 
・協定の締結に至っていないトチノキの巨樹・巨木林について、保全協定の締結により保
全を図るとともに、杉野川流域および高時川流域の地域資源を再評価し、エコツーリズ
ムによる利活用を図る。また、滋賀県初の自然環境保全条例に基づく自然環境保全地域
の指定(令和 5年度)に向け、土地所有者、地域、関係機関との調整等を行う。 

 
３ ニホンジカ対策の推進およびカワウ対策の検討 
・滋賀県ニホンジカ第二種特定鳥獣管理計画に基づき、市町の有害捕獲に対する支援や捕
獲困難地の奥山等での捕獲を継続するとともに、森林・林業分野と連携して防除の技術
向上を図る。また、生息状況に変化がみられるカワウの分布状況に応じて地域ごとの検
討を進める。 

 
４ 水草等の有効利用の推進 
・琵琶湖に大量繁茂する水草に対し、計画的に表層刈取りを行うとともに、南湖中央部等
で水草の根こそぎ除去を実施する。これらの取組により得られた水草をたい肥化して有
効利用するとともに、企業等による水草（オオバナミズキンバイ等を含む）の有効利用等
に関する技術開発を支援し、水草活用等の高度化を図る。 

 
５ ヨシ群落維持再生 
・ヨシ群落の健全性を回復させるため、ヨシ群落保全区域のヤナギの伐採を強化するとと
もに、ヤナギを「地域資源」と捉え、有効利用に向けた取組を検討する。 

 
６ 自然公園の魅力向上 
・より魅力ある公園づくりを行うため、国の自然環境整備交付金等を活用し、緊急性、危険
性の高いものから優先的、計画的に自然公園施設の改修等を図る。 
・地域、活動団体、民間事業体等の多様な主体との協議会等の開催を通じて、園地の特徴、
課題、将来のあるべき姿等について検討し、地域主体、民間活力等によるグリーンで持続
可能な維持管理の手法・仕組みを検討する。 

 


