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 1. 計画調査の背景 
  調査の目的及び調査の方向 
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【計画調査の目的】 

   琵琶湖の総合保全は、「健全な琵琶湖の次世代への継承」を基本理

念に平成11年3月に関係省庁（現国土交通省、現環境省、現厚生労働

省、農林水産省、林野庁）が共同でとりまとめた「琵琶湖の総合的な保

全のための計画調査」（以後「平成11年計画調査」と言う。）成果に基づ

き、関係省庁、関係自治体等の協力のもと、総合保全のための事業及

び連携の取組を推進している。平成11年度から平成32年度の計画期

間のうち、平成11年度から平成22年度を第1期計画期間、平成23年度

から平成32年度を第2期計画期間として、水質保全、水源かん養、自

然的環境・景観保全等に関し段階的に目標、施策の達成を目指してい

る。 

  平成23年度からの第2期計画期間の開始が迫る中、平成21年度に

とりまとめた「琵琶湖の総合的な保全のための計画調査第1期計画期

間の点検結果」を踏まえ、「平成11年計画調査」でとりまとめた第2期計

画期間の目標・取組の見直し、PDCAサイクルの実施のための指標等

について、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、環境省、林野庁、

水産庁及び滋賀県の連携･協力のもと、流域圏における各種の施策や

地域との連携等の視点に立って検討を行い、第2期計画期間における

琵琶湖の総合的な保全ための計画の検討・とりまとめを行う。 

【検討の体制】 
琵琶湖の総合的な保全のための計画調査の検討に際しては、多様

な専門領域の学識経験者からなる委員会「琵琶湖の総合的な保全の

ための計画検討調査委員会」、関係省庁等からなるワーキングを設

置し、それぞれ３回の会議を開催すると共に、関係省庁の地方支分

部局及び琵琶湖の水を利用する自治体からなる「琵琶湖総合保全推

進協議会幹事会」において意見聴取を行い、調査をとりまとめた。 

委員氏名 所属 

委員長 津野 洋 
京都大学大学院工学研究科 
都市環境工学専攻教授 

委 員 

井手 慎司 滋賀県立大学環境科学部教授 
河地 利彦 京都大学大学院農学研究科教授 
栗山 浩一 京都大学大学院農学研究科教授 

田中 宏明 
京都大学大学院工学研究科附属 

流域圏総合環境質研究センター教授 

西野 麻知子 
滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 
総合解析部門長 

服部 重昭 名古屋大学大学院生命農学研究科教授 
藤岡 康弘 滋賀県水産試験場長 
脇田 健一 龍谷大学社会学部教授 

■琵琶湖の総合的な保全のための計画検討調査委員会委員名簿 

厚生労働省 健康局 水道課 
農林水産省 農村振興局 整備部 設計課 
林  野  庁 森林整備部 計画課、経営企画課 
水  産  庁 漁港漁場整備部 計画課 
環  境  省 水･大気環境局 水環境課 
国土交通省 都市・地域整備局 都市・地域政策課 
         都市・地域整備局 下水道部 流域管理官 
         河川局 河川環境課 

    近畿地方整備局 建政部 計画管理課 
滋 賀 県  琵琶湖環境部 琵琶湖再生課 

■ワーキング組織 
H22.7  第1回WG 
H22.8  第1回委員会 
H22.9  第2回ＷＧ 
H22.10 第2回委員会 
H22.11 第3回WG 
H22.11 琵琶湖総合保全 
      推進協議会幹事 
      会意見聴取 
H22.12 第3回委員会 

■開催状況 



生命の源であり、社会基盤を支える代替困難な水資源 
近畿圏での壮大なビオトープ並びにネットワークの要としての存在 
洪水から人命・財産を守る重要な存在 
自然とのふれあいの機会を提供する存在 
我が国唯一の古代湖、近畿の歴史・文化への寄与 
多分野の高い研究成果を生み出す研究フィールド 

 2. 計画調査の概要 
  総合的な保全の必要性 

【琵琶湖を取り巻く環境の変化】 

気象を形成する大きな存在 
近畿圏の環境問題を語る上でのシンボル的存在 
地域の食文化を支える漁業の場 
観光資源としての価値 
多くの固有種を有する豊かな自然環境 

 

 

社会的環境の変遷 

【琵琶湖の価値】 

    

  

  
  

第1期 第1期以前 

■土地利用   ・水田・畑・農地・山林が減少し、市街地が増加 

              ・第1期前後でその変化傾向は変わらない 

■下水道 ・第1期以前：下水道普及率は飛躍的に増加 
            ・第1期：全国より高い普及率を維持 

第1期 第1期以前 

低い普及率で推移 

急ピッチで整備 

高い水準を維持 
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 「近畿圏」における琵琶湖の主な役割・価値を整理すると以下のようになる。 

 第1期以前は人口、工業は急激に増加し、下水道普及率も飛躍的な増加を遂げた。第1期計画期間では、人口、工業は緩やかな増加となり、   
  下水道普及率は順調な伸び率で推移している。土地利用は、第1期前後を通じて、農地、森林が減少し、宅地が増加している。 



環境基準値 

第1期 第1期以前 
減少 

緩やかな減少 

緩やかな減少 

緩やかな減少 

 2. 計画調査の概要 
  総合的な保全の必要性（水質保全分野における現状と課題）   

水質の推移 
・全窒素：第1期では減少傾向、環境基準を満たしていない 

・全リン：第1期では減少傾向、南湖では環境基準を満たしていない 

・BOD、COD：第1期ではBOD、CODともに横ばい傾向 
■全窒素 

赤潮・アオコの発生 
・赤潮は発生規模・回数とも低減 
 傾向 
・アオコは依然発生が続いている 

■赤潮 

■アオコ 

水草の変遷 

H19 H9-H10 H14 

・当初の分布域は沿岸部であったが、平成6年以降拡大し、  

 近年では南湖の約8割を占めるようになっている。 

 

 

水質保全に
関する課題 

（従来からの課題） 
 アオコの発生が継続 
 面源負荷の推定方法 

（新たな課題） 
 CODが減少傾向でない 
 N/P比が高い 
 底層の溶存酸素濃度の 

 低下 
 付着藻類等の大量発生 
 水草の大量繁茂 
 微量化学物質や新たな 

 有害物質 

■全リン 

■COD・BOD 

環境基準値 第1期 第1期以前 

減少 

増加 

減少 

減少 

第1期 第1期以前 
緩やかな増加 

横ばい 

緩やかな減少 
横ばい 

第1期 第1期以前 

減少傾向 横ばい 

第1期 第1期以前 

継続して発生 
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Ⅰ：水質汚濁防止法制定(S45)    Ⅱ：琵琶湖富栄養化防止条例の施行（S55） 

Ⅲ：琵琶湖流域下水道併用開始（S57）  Ⅳ：琵琶湖に係る湖沼水質保全計画の策定(S62) 
Ⅴ：58.5％；滋賀県下水道普及率（H11) Ⅵ：85.4％；滋賀県下水道普及率（H21） 



 2. 計画調査の概要 
  総合的な保全の必要性（水源かん養分野における現状と課題） 

水源かん養に関する課題 

（従来からの課題） 
 宅地・道路の増加（農地・森林が減少） 
 森林の維持管理を担う人員が減少 
 市街地における人為の貯留機能の向上 
 再利用型・節水型の水利用の促進 

（新たな課題） 
 野生鳥獣や病害虫などによる森林被害 
 伐採林齢を迎えた人工林の活用 
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■森林：人工林は緩やかに増加しているが、林業従事者数は 
    減少傾向にある 

人口林：緩やかな増加 

森林：減少 

第1期 第1期以前 

森林：減少 

従事者：急激な減少 

従事者：緩やかな減少 

■宅地：昭和40年後半で急激に増加し、その後第1期前後ともに同程度 
    の増加傾向にある 

第1期 第1期以前 

急激な増加 

緩やかな増加 
緩やかな増加 

■農地：昭和50年以降、第1期前後ともに減少傾向にある 

第1期 第1期以前 

急激な減少 

緩やかな減少 

緩やかな減少 

水源かん養分野の変遷（宅地・農地及び森林の変遷） 



 2. 計画調査の概要 
  総合的な保全の必要性（自然的環境・景観保全分野における現状と課題） 

■湖岸： 

湖岸堤の建設による湖辺域の改変 

昭和51年 平成11年 

減少傾向 

生物生息空間の変遷 

■ヨシ帯： 

減少 
増加 

第1期 第1期以前 

自然湖岸は湖岸や内湖の埋め立て等により減少(H3年以前) 
湖岸保全施策等により砂浜は堆積傾向(H3年以降) 

昭和28年から昭和50年頃にかけて減少 
保全等の取組により第1期前後で増加 
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減少傾向 

横ばい 

第1期 第1期以前 

■在来魚：第1期以前は、漁獲量は減少傾向 
     第1期で漁獲量は横ばい 

■外来魚：第1期で外来魚対策強化に 
     より外来魚駆除を実施 

（従来からの課題） 
 水域と湿地帯の連続性の消失 
 外来魚の増加 
 外来植物の繁茂 
 在来生物の減少 
 自然的景観の悪化 
 レジャー利用による環境負荷 

（新たな課題） 
 カワウの増加 
 湖岸域の変化 

 

自然環境・景観
に関する課題 

• 近年、不法投棄や不法占用等が出現 
• 琵琶湖景観が悪化、水草の大量繁茂 
• 湖辺域における集合住宅や商業施設の増加 
• 湖岸堤の建設や人工護岸の増加 

ゴミの不法投棄 不法占用 

 

第1期 

■景観： 

■カワウ：近年は３～４万羽で推移している 

生物関連 

第1期 



 3. 第2期計画の概要 
  基本理念・計画の基本事項 
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  平成11年計画調査では、琵琶湖の総合的な保全を推進するにあ

たっては、琵琶湖に係る全ての人々にとって取組の基盤となる基本

的な認識の共有が必要であり、このため、人と湖との調和した共存

関係を保ちつつ、琵琶湖の持つ特殊性・重要性は世代を超えて共有

すべきであると考え、基本理念を以下のように定めている。第２期計

画においても、引き続きその理念を継承する。 

【基本理念】 

「健全な琵琶湖の次世代への継承」 
―琵琶湖と人との共生― 

共  感 共  存 共  有 

基 本 理 念 

基 本 指 針 

共生 
琵琶湖と人との共生 

保全と活力ある 
くらしとの共存 

現在と未来とにおける 
共有 

人々と地域との 
幅広い共感 

計画期間； 平成23年度～平成32年度：10年間 

【計画の基本事項】 

計画対象地域； 
    琵琶湖から瀬田川洗堰ま

での流域分を除いた琵琶湖
集水域を対象とする。 

計画対象事項； 
 ■保全対策分野 
   ○水質保全： 水質保全のための方策の検討 
   ○水源かん養： 健全な水循環の確保のための方策の検討 
   ○自然的環境・景観保全： 生物多様性や生物生息空間の 
                  確保のための方策の検討 
    （調査・研究：    施策・事業、データ収集、モニタリングを一 
           連のものとして保全対策分野の中でそれぞれ 
           実施すべき事項として設定） 
  
 ■共通基盤分野 
   ○参画・実践：  多様な主体の参画と主体的行動のための 
            方策の検討 
   ○交流・情報：  様々な情報や人の交流のための方策の検討 
 
 
 



 3. 第2期計画の概要 
  連携の視点・推進の視点 

【連携の視点】 

多元的な視点 

    複雑な関連の上に生じている琵琶湖の課題に対応していくためには、琵琶湖に

関わる多様な人々が、個々の分野やその地域だけの視点で個別に事象を捉える

のではなく、分野や地域、世代を超えた多元的な視点を併せ持ち、課題を理解し共

有するという連携のもとに、琵琶湖を広く総合的にとらえることが必要である。 

連携の視点 

    琵琶湖の総合的な保全を推進するためには、諸計画や先行的な取組を踏ま

え、関係行政機関はもとより、地域住民、企業、各種団体等の主体的な取組を進

めつつ、琵琶湖の水を利用している琵琶湖・淀川流域圏の関係機関、関係省庁、

さらには国際的な広がりを持つ連携が必要である。 

課
題
の
特
性 

主
体
の
多
様
性 

水源 
 

かん養 

自然的 
 

環境・景観 
 

保全 

水質保全 

交流 
 

情報 

参画 

実践 

保
全
対
策
３
分
野 

共
通
基
盤
分
野 

琵
琶
湖
の
総
合
的
な
保
全 

琵
琶
湖
の
課
題
の
理
解
と
共
有 

分野 

地域 世代 

農地 市街地 

十
分
な
調
整
と
効
果
的
な
対
策
の
推
進 

影響の 
 

波及 

多様な 
 

地域制 

未解明 
 

な関係 

複雑な 
 

関係 

住民 

企業 
 
 

NPO 
 

等 

 

行政 

多元的な視点 連携の視点 

森林 

山地 

湖辺域 

湖内 

調査 

研究 

河川 

【推進の視点】 

主体的実践 

   日常のくらしにおいては大量消費、大量廃棄型となっている形態

を見直し、水の有効利用を図る工夫の徹底や省エネルギー化の

推進、生産活動においては、環境保全のための技術開発を進め、

より環境負荷の少ない環境調和型産業への移行や低炭素社会の

実現を促進するなど、琵琶湖に極力負荷をかけないための取組と

して、身近なくらし、身近な活動における主体的実践を進め、この

ために必要な環境教育や実感・実体験の場の提供を進める。 

複層的協働 

    琵琶湖との関わり方や意識の違いに配慮した相互理解を図り

つつ、地域や流域、住民や企業、行政等における様々な形での

取組の調和を図り、参画住民の取組への有効性感覚を醸成する

地域活動のデータベース化や活動の可視化により複層的協働を

進める。 

持続的改善 

調査研究や技術開発の連携を促進する調査研究のデータベ

ース化、住民ニーズの把握等を進めるとともに、状況の変化、

新たな知見等を柔軟に取り入れた予見的な取組を行うため、施

策・事業、調査・研究、データ収集、モニタリングを同じ枠組みの

中で実施するとともに、目標と現状の認識を向上させ適正な計

画内容の見直しのため、施策・事業量の達成度でなく、アウトカ

ム及び指標の明確化を図り、施策・事業と平行したモニタリング

、指標による計画･取組の検証を行うPDCAサイクルの着実な

実施を行い、施策の展開を図る。 
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 3. 第2期計画の概要 
  第2期計画の構成 

◆ 計画期間   ◆ 計画対象事項   ◆ 計画対象地域 
◆ 計画策定の視点  等 

水質保全分野 

基本的事項と構成 

目標・指標 

保全対策分野の取組 

 ● 参画・実践 ； 基本的な考え方、重点的施策等 
 ● 交流・情報 ； 基本的な考え方、重点的施策等 
 ● 総合的な取組 

連携の取組 

 ●計画の推進に向けての方針 
 ●計画の推進に向けての体制 

水源かん養分野  自然的環境・景観保全分野 

 施策と進捗管理指標 
 調査・研究 
 規則、参画・実践、交 

 流・情報 

 目 標 
 指 標 

 重点事項 
 対策の構成 

 地域別施策 

 施策と進捗管理指標 
 調査・研究 
 規則、参画・実践、交 

 流・情報 

 目 標 
 指 標 

 重点事項 
 対策の構成 

 地域別施策 

計画の推進に向けて 
の方針及び体制 

 施策と進捗管理指標 
 調査・研究 
 規則、参画・実践、交 

 流・情報 

 目 標 
 指 標 

 重点事項 
 対策の構成 

 地域別施策 
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 保全対策3分野における目標・指標は、共通の考え方・分析により、3分野相互の関係に配慮しつつ設定。 
 地域住民、NPO、企業等の主体的な参画・実践、多様な主体及び場における連携・協働をこれまで以上に促進していくため、 

 参画・実践や交流・情報活動を促進する上での共通課題や方向性等の基本的な考え方、重点的な施策等を提示。 



 4. 目標・指標 
  目標・指標設定の考え方 

① 第1期計画の課題抽出と要因分析 

② 指標の抽出 

③ 関連指標データの傾向分析 

④ 目標・指標の設定 

施策の実施区域（場）の考え方 

施策を実施する場の区分図  

他事例におけ
る目標・指標
設定の考え方  

モニタリング
実施機関へ
のアンケート
調査結果  

・保全対策分野（水質保全、水源かん養、自然的環境･景観保全）と施策実施  
 区域（場）ごとに課題を整理 
・課題の要因分析 
・課題を解決するために必要な施策の抽出 

・施策の効果を把握できる指標の抽出 
・関連指標の整理（アウトカム指標、アウトプット指標） 
・モニタリングの可能性、継続性等の確認 
・指標として選定可能な項目の抽出 

・関連指標データの経年変化の分析  
・第2期計画目標の設定に関する視点の整理 

・第2期計画目標の設定（見直し） 
・目標管理指標、進捗管理指標の設定 

  
●アウトプット指標とアウトカム指標 
【アウトプット指標】 
    各施策の進捗管理を行うもので、施策の進捗率や整備面積などが該当する。 
【アウトカム指標】 
    各施策の実施による結果として得られる効果を示す指標で、目標に対する状況が
一般的に分かりやすいものであり、湖内水質，アオコ発生日数や在来生物の種数･個
体数などが該当する。 

●目標管理指標の設定 
   基本的にアウトカム指標を設定するが、モニタリングの可能性や継続性の観点等か
ら設定できない場合は、アウトカム指標に関連するアウトプット指標で代替する。 

■施策の実施区域（場）の分割の目的 

  ◎効率的・効果的な施策の抽出(施策間の連携) 

  ◎場の機能の保全・再生に向けた施策の展開 

■施策の実施区域（場）の分割の視点 

  ・機能に着目し、集水域と琵琶湖に区分 

  ・施策の実施場所から、集水域（森林･山地、市街地、農地、河川）、琵琶湖 

   （湖辺域、湖内）の6つに分割 

  ・流域や河川ごとの特性、北湖また南湖の特徴を考慮 

森林・山地 

農地 
農地 

河川 

湖辺域 

湖内 

市街地 

下流域 

市街地 

9 



 4. 目標・指標 
  課題と要因の分析に基づく必要な施策項目と関連指標（水質保全） 

10 ※指標(青)：モニタリングの可能性・継続性の観点から指標として選定可能な項目    ※指標(赤)：将来の指標として検討(モニタリング等)が今後必要と考えられる項目 

  施策を実施する場の機能に着目し、第1期計画の現状・課題を踏まえた主な課題と要因について現象を簡略化したフロー図を基に整理・分析 
   を行い、課題の解決に必要な施策項目及び施策に関連する指標を抽出した。 

  施策に関連する指標は、アウトプット指標とアウトカム指標に分類し、モニタリングの実施状況や継続性等から、指標として選定可能な項目を抽出した。 
 現状で目標を管理する指標としてアウトカム指標が設定できない場合には、アウトプット指標を代替の指標とし、調査・研究を継続的に実施し、 PDCA 

  サイクルによる事業進捗管理を行いながら、適切なアウトカム指標の設定に努めることとした。  



 4. 目標・指標 
  課題と要因の分析に基づく必要な施策項目と関連指標（水源かん養） 

11 
※指標(青)：モニタリングの可能性・継続性の観点から指標として選定可能な項目    ※指標(赤)：将来の指標として検討(モニタリング等)が今後必要と考えられる項目 



 4. 目標・指標 
  課題と要因の分析に基づく必要な施策項目と関連指標（自然的環境・景観保全） 

12 
※指標(青)：モニタリングの可能性・継続性の観点から指標として選定可能な項目 ※指標(赤)：将来の指標として検討(モニタリング等)が今後必要と考えられる項目 
※指標(緑)：重点エリア(例えば、南湖・沿岸部・施策の実施区域等)における指標として選定可能な項目 

 自然的環境・景観保全に係るアウトカム指標となる生物の生息数等の回復状況等は、琵琶湖全体では成果が把握しにくいことから、重点エリア（例え 
 ば、南湖・沿岸部・施策の実施区域等）を設定 し、生物の回復状況等の施策の成果を検証するとともに、その成果を他のエリアへ反映させることとした。 



  4. 目標・指標 
  保全対策分野の段階的目標（第2期目標の見直し） 

平成11(1999年度)   平成22(2010年度) 平成32(2020年度)      平成62(2050年度)～ 

琵琶湖のありうべき姿          琵
琶
湖
の
総
合
的
な
保
全 

第1期目標              
第2期目標               

現在 

  ありうべき姿  
 
■水質保全 
    汚濁が恒常化する兆候の現れ  
    る以前（昭和30年代）の水質 
 
■水源かん養 
    自然の循環を生かす淡海の森と    
     くらし 
 
■自然的環境・景観保全 
    多様な生物のいとなみを通して 
    四季の移り変わりを映し出す琵 
    琶湖  
 
 

 第2期目標   
■水質保全 
【分野目標】 
 健全な生態系を維持し、安心して飲め、安全なレクリエーション利用が可能な水質環境を目指す 
【具体目標】 
 ・環境基準値程度の湖内水質状況（全窒素、全リン） 
 ・CODは、難分解性有機物による影響等に関する調査研究を継続し、現状からの改善 
 ・アオコは、発生要因に関する調査研究を継続し発生がなくなる 
 ・水草の適正な管理方法の確立 
 ・水質汚濁メカニズムの解明に加え、レクリエーション利用の安全性の確保等に関する調査を進めるとともに、水質保全  
  分野に係る新たな環境基準等の検討の動向を注視しながら、関連指標の検討・導入 
 ・分野目標である水質環境の水準について、地域住民、利用者にとって分かりやすく、かつ多様な視点で評価できるよう 
   な手法の検討・導入 
 
■水源かん養 
【分野目標】 
 浸透貯留域の面的確保・機能向上と人為の水循環の改善を目指す 
【具体目標】 
 ・適切に管理された多様な森林(水源かん養保安林、針広混交林、複層林等)の増加  
 ・農地や市街地における浸透貯留域の保全 
 ・適正な水利用(節水型、再利用型水利用)の推進 
 
■自然的環境・景観保全 
【分野目標】 
 湖辺域の機能向上と在来生物の生息状況の回復を目指す 
【具体目標】 
 ＜生物＞ 
 ・在来生物の増加（重点エリアにおけるコイ科魚類等の在来生物の種数、個体数、分布域の増加） 
 ・外来生物の減少（重点エリアにおける外来生物の種数、個体数の減少） 
 ＜生息空間（ビオトープ）＞ 
 ・産卵また生息場としてコイ科魚類等の在来生物の増加に繋がる湖辺域の機能の向上 
 ⇒ヨシ帯、砂浜、河畔林等の水陸移行帯の面積の増加 
 ⇒在来生物が産卵し湖と行き来できる水田面積の増加 
 ⇒魚類等の在来生物が移動可能な河川数・河川延長の増加  

  第１期目標   
 
■水質保全 
    昭和40年代前半レベルの流入負     
    荷の実現 
 
■水源かん養 
    基盤となる浸透貯留域の面的確   
    保 
 
■自然的環境・景観保全 
    ビオトープのネットワークの骨格 
    の概成に向けた拠点確保  
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 第2期の目標は、保全対策分野それぞれにおいて、目指すべき目標（以降「分野目標」）とそれをより具体的に表現する目標（以降「具体目標」）の2段  
 階に分けて設定した。 



 4. 目標・指標 
  第2期の目標・指標 

分野  水質保全  水源かん養  自然的環境・景観保全 

第
2
期
計
画
目
標 

分野
目標 

健全な生態系を維持し、安心して飲め、安全なレクリエーション利用が可能
な水質環境を目指す 

浸透貯留域の面的確保・機能向上と人為の水循環の改善を目指す  湖辺域の機能向上と在来生物の生息状況の回復を目指す 

 

具体
目標 

①環境基準値程度の湖内水質状況（全窒素、全リン） 
②CODは、難分解性有機物による影響等の調査研究を継続し現状からの改善 
③アオコは、発生要因に関する調査研究を継続し発生がなくなる 
④水草の適正な管理手法の確立 
⑤水質汚濁メカニズムの解明に加え、レクリエーション利用の安全性の確保
等に関する調査を進めるとともに、水質保全分野に係る新たな環境基準等の
検討の動向を注視しながら、関連指標の検討・導入 
⑥分野目標である水質環境の水準について、地域住民、利用者にとって分か
りやすく、かつ多様な視点で評価できるような手法の検討・導入 

①適切に管理された多様な森林（水源かん養保安林、針広混交林、複
層林等） 
②農地や市街地における浸透貯留域の保全 
③適正な水利用(節水型、再利用型水利用)の推進 

＜生物＞ 
①在来生物の増加（重点エリアにおけるコイ科魚類等の在来生物の種数、
個体数、分布域の増加） 
②外来生物の減少（重点エリアにおける外来生物の種数、個体数の減少） 
＜生息空間（ビオトープ）＞ 
③産卵また生息場としてコイ科魚類等の在来生物の増加に繋がる湖辺域の
機能の向上 
⇒ヨシ帯、砂浜、河畔林等の水陸移行帯の面積の増加 
⇒在来生物が産卵し湖と行き来できる水田面積の増加 
⇒魚類等の在来生物が移動可能な河川数・河川延長の増加 

場/ 
指標 

関連指標※【目標管理指標：赤】  関連指標※【目標管理指標：赤】  関連指標※【目標管理指標：赤・重点エリア指標：緑】 
アウトプット(進捗管理)指標  アウトカム指標  アウトプット(進捗管理)指標  アウトカム指標  アウトプット(進捗管理)指標  アウトカム指標 

集
水
域 

森林・
山地 

・民有林(水源かん養保安林,複層林,針広
混交林等)、国有林の保全整備面積 

＜・渓流水質＞ 
＜・排出負荷量＞ 

①民有林(水源かん養保安林,複層林,針広混交林
等)、国有林の保全整備面積 
①野生鳥獣や病害虫による被害面積 
①除間伐を必要とする人工林の整備率 
・県産材の素材生産量 
・路網の整備延長 
・地域の森林づくりを推進する集落数 

＜・地下水位＞ 
＜・流出量＞ 
＜・渓流水量＞ 

・民有林(水源かん養保安林,複層林,針
広混交林等)、国有林の保全整備面積 

①在来生物の種数、個体数、分
布域 
（哺乳類、両生類、爬虫類、鳥
類等） 

市街地  ・負荷削減施設の普及率、水洗化率、整
備面積、機能高度化整備量 

＜・河川水質＞ 
＜・排出負荷量＞ 

②浸透貯留施設の設置数,貯留量,整備面積 
③節水型水利用施設の整備数 

＜・地下水位＞ 
＜・流出量＞ 

・緑地等の保全整備等(整備数量) 
－ 

農地 

・化学合成農薬・肥料を低減する等の環
境に配慮した営農活動の取組面積 
・浸透貯留域(農地等)の保全整備等(整備
数量) 
・負荷削減施設の保全整備及び施設機能
の保全整備(整備数量) 

＜・河川水質＞ 
＜・排出負荷量＞ 

②浸透貯留域(農地等)の保全整備等(整備数量) 
③節水型・再利用型水利施設等の保全整備及び施
設機能の保全整備（整備数量） 
②農地、農業用水等の資源の保全向上に係る地域
共同活動の取組面積 

＜・地下水位＞ 
＜・流出量＞ 

・生態系に配慮した水田、ため池等の
保全整備等(整備数量) 
・農地、農業用水等の資源の保全向上
に係る地域共同活動の取組面積 

①在来生物の種数、個体数(産卵
量、生息量等)、分布域 
（魚類、両生類等） 

河川 

・自然浄化場の保全整備面積 
・負荷削減流域面積 

・流入河川水質 
 BOD(COD),全窒素,全リン 
＜・排出負荷量（河川流量・水
質）＞ 

－  － 

③自然浄化場の保全整備面積 
③魚類等の在来生物が移動可能な河川
数・河川延長(魚道の整備数等) 

①在来生物の種数、個体数(産卵
量、生息量等)、分布域 
（底生生物、魚類等） 

琵
琶
湖 

湖辺域 

・ヨシ帯、砂浜の保全整備面積 
・水草刈取量 
・プレジャーボートの環境対策型エンジ
ン普及率 

・湖内水質 
②COD 
①全窒素 
①全リン 
＜DO,SS,pH,透明度,底層DO, 
TOC,N/P比,衛生指標(大腸菌数)
＞ 
③アオコの発生日数、水域数 
＜・水草現存量＞ 
＜・流入負荷量＞ 

－  － 

③ヨシ帯、砂浜の保全整備面積 
③在来生物が産卵し湖と行き来できる
水田面積 
・再自然化湖岸の整備延長 
・自然湖岸の割合 
・湖岸緑地の整備面積 
・魚の放流量 
・外来生物の駆除量 
・浚渫、覆砂面積 
・水草刈取量 
・プレジャーボート騒音苦情件数 

①在来生物の種数、個体数(産卵
量、生息量等)、分布域 
（魚介類、水辺植物等） 
①水田で孵化し湖へ下る稚魚の
種数、個体数 
②外来生物の種数、個体数(生息
量等) 
＜・レッド･リスト･インデック
ス＞ 

湖内 

・浚渫、覆砂面積 
・水草刈取量 

－  － 
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 水質保全分野、水源かん養分野、自然的環境・景観保全分野における第2期計画目標（分野目標と具体目標）を上段に、その目標達成のため 
 の各場での指標（アウトプット指標、 アウトカム指標）を下段に整理した。 

※関連指標：課題と要因の分析に基づき抽出した指標   ＜ ＞：将来の目標管理指標として検討(モニタリング等)が今後必要と考えられるアウトカム指標 



 5. 保全対策分野の取組 
  水質保全分野の取組 
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•  点源負荷削減対策の更なる普及・推進  ■点源負荷削減対策の更なる普及・推進 
・市街地、農地における負荷削減対策の推進 
・市街地における工業系、事業場排水対策等の推進 

＜合流式下水道の改善例＞ （出典：滋賀県大津市ホームページ） 

■面源負荷削減対策の推進 
・森林・山地系負荷削減対策の推進 
・市街地負荷削減対策の推進 
・農業系負荷削減対策の推進 
・河川や湖辺域における負荷削減対策の推進 

（木浜地区水質保全対策事業）     （浮舟地区水質保全対策事業） 
＜農業系負荷削減対策の事例＞  

              （出典：琵琶湖水質保全対策行動計画推進協議会「夢こうどう」第7号 ） 

 ■ 水質汚濁メカニズム等に関する調査・研究及びモニタリングの推進 
・水質汚濁メカニズムの検討（難分解性有機物の影響、アオコの発生機構等） 
・集水域に関する面源負荷の実態把握や原単位の推定方法等に関する検討 
・湖内水質環境を表す新たな指標（基準値等）の検討 
・水草の異常繁茂対策の検討、水草の処分に関する検討 
・水利用やレクリエーション利用における安全性の確保や危機管理に関する検討 
・地球温暖化等の気候変動による影響の検討（湖底層の溶存酸素の低下等） 
・地域住民、利用者にとって分かりやすく、かつ多様な視点で評価できる手法の検討 

＜地域住民、利用者にとって分かりやすい水  
  質環境の評価手法の例＞ 

（出典：国土交通省河川局河川環境課(2010.3) 
「今後の湖沼水質管理の指標について(案)」 ） 

•  点源負荷削減対策の更なる普及・推進  ■ 規制、参画・実践、交流・情報等に係る取組の推進 
・条例等に基づく排水・負荷排出等の監視、指導による水質事故防止等の水質保全 
・化学物質排出移動量届出制度（PRTR）の促進 
・公共水域に排出される指定化学物質の監視、微量化学物質のモニタリング等を推進 
・流域住民、NPO、企業等と連携した水質調査や水質浄化実験等による負荷削 
 減対策等の水質保全に係る活動、モニタリング、調査・研究を推進  

＜化学物質排出移動量届出制度（PRTR） 
  の仕組み＞ 
（出典：環境省ホームページ PRTRインフォメーション広場） 

＜パックテストによる水質調査＞ 

（出典：滋賀県提供資料）  



 5. 保全対策分野の取組 
  水源かん養分野の取組 
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•  点源負荷削減対策の更なる普及・推進  ■多様な森林の面的確保と適正管理・担い手の確保の 
    更なる推進 
    ・森林の保全、再生の推進 
    ・森林管理の支援の推進 

＜森林の保全、再生に係る
森林管理・整備のイメージ＞ 
 
（出典：滋賀県「滋賀の環境2010
（平成22年版環境白書）」）  

■ 農地における浸透貯留域の保全整備     
    と農業用水の循環再利用の更なる推進 
   ・浸透貯留域（水田、ため池等）の保全整備 
   ・節水型、再利用型水利施設等の保全整備 

＜節水型・再利用型水利施設等の保全整備のイメージ
（循環かんがい施設）＞  
                          （出典：滋賀県提供資料）  

 ■ 規制、参画・実践、交流・情報等に係る取組の推進 
     ・森林生態系のしくみや森林機能等に関する体験学習の場の提供  
     ・森林ボランティア等をはじめとする都市住民等の森林整備への参画を推進  
     ・農業体験学習への参画を推進し、農業の役割への理解や環境に対する関心の向上 
     ・棚田ボランティア等の取組を推進   
     ・企業と生産森林組合とのパートナー協定等による浸透貯留機能の向上対策等の水     
    源かん養に係る活動、モニタリング、調査・研究を推進  

＜棚田トラスト制度の概要＞ 

•  点源負荷削減対策の更なる
普及・推進 

 ■市街地における人為的浸透貯留 
  機能の向上の更なる推進 
    ・浸透貯留施設の整備 
    ・節水型水利用施設の整備 

＜浸透貯留施設の
整備イメージ（雨水
貯留浸透施設）＞  
 
（出典：大津市ホーム
ページ）  

＜浸透貯留施設の
整備イメージ（透水
性舗装の歩道）＞  
 
（出典：滋賀県ホーム
ページ） 

•  点源負荷削減対策の更なる普
及・推進 

 ■森林や農地の水源かん養機能等に関 
    する調査・研究及びモニタリングの推進 
    ・森林機能回復に関する間伐等の適切かつ効    
      果的な森林管理等の検討 
    ・適切な水利用による健全な水循環のあり方    
      に関する検討 
    ・水質や自然的環境との関わりの中での流域   
      特性に応じた対策のあり方に関する検討 

＜水循環のあり方に関する
検討イメージ（森林に降った
雨がどのように流出するかを
量水堰により調査）＞  

＜森林管理に関する検討イ
メージ（残存木の生長や下層
植生の変化を調査）＞ 

（出典：滋賀県提供資料）  （出典：滋賀県提供資料）  

（出典：滋賀県「滋賀の環境2010（平成22年版環境白書）」）  



 5. 保全対策分野の取組 
  自然的環境・景観保全分野の取組 
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 ■湖辺域の機能向上（生物生息 
  空間の質的向上）の更なる推進 
    ・湖辺域の保全、再生の推進 

＜漁場環境保全創造事業（フナやモロコ等の産卵
と繁殖の場の確保と湖辺域の生態系の保全）＞ 

＜琵琶湖河川再生事業（人工護岸を自然的環
境に復元し、埋め立て以前の湖岸を再生）＞ 

（出典：滋賀県提供資料）  

 ■琵琶湖と陸域との連続性（生物 
  移動経路）再生の更なる推進 
    ・水陸移行帯の保全、再生の推進 
    ・農地の保全整備の推進 

＜水陸移行帯の連続性改善に関連する取組＞ 

（出典：近畿地方整
備局琵琶湖河川事
務所 水陸移行帯
ワーキンググループ
会議資料）  

＜農地の保全整備のイメージ（生物の生活史と移動経路と
の関係の例）＞                             
 
（出典：食料・農業・農村政策審議会 農村振興分科会 農業農村整備部会    
     技術小委員会(2006.3) 

 ■外来生物対策の更なる推進 
    ・外来生物の侵入防止、駆除・徐去対   
      策の推進 

＜外来魚駆除＞  

＜外来魚回収ボック
スからの回収風景＞  

＜ナガエツルノゲイ 
トウ駆除作業＞ 

（出典：滋賀県提供資料）  

 ■琵琶湖の生態メカニズムの解明等の調査・研 
  究及びモニタリングの推進 
  ・水質等の湖内環境変化に伴う琵琶湖の生態メカニズムの   
   解明 
  ・瀬田川洗堰による環境に配慮した水位操作に関する検討 
  ・人工湖岸等の再自然化手法に関する検討 
  ・総合的な土砂管理に関する検討 
  ・湖岸の攪乱のあり方に関する検討 
  ・生物生息環境や状況や表す新たな指標の検討 
  ・継続的なモニタリングの実施（重点エリア） 

 ■規制、参画・実践、交流・情報 
  等に係る取組の推進 
  ・地域住民の自主的な参画を得て実施されて 
   きた総合的な生態系調査の推進 
  ・住民参画型調査等の身近な生物や景観等を 
   対象とした取組の推進 
  ・環境ボランティアや生物環境アドバイザー等 
   の育成・支援等を推進 
  ・流域住民、NPO、企業等と連携した生物調査 
   やヨシの植栽、外来種・水草の有効利用等の 
   活動、モニタリング、調査・研究を推進 

＜河川での生き物調査＞ 
＜地域活動としての 
 ヨシの刈取＞ 

（出典：滋賀県中期計画、滋賀県提供資料）  

＜モニタリング実施のイメージ＞ 
（出典：近畿地方整備局琵琶湖河川事務所  
       水陸移行帯ワーキンググループ会議資料より抜粋）  



 6. 連携の取組 
  参画・実践と交流・情報 

「うみのこ」体験学習の状況  「やまのこ」体験学習の状況 
                        （出典：滋賀県提供資料） 

【参画・協働の重点的施策】 
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■ 地域社会の一員としての住民や企業の積極的な参画の推進 
■ さまざまな取組の実施主体のネットワーク化 
■ 世代を超えた意識の共有 

【交流・情報の重点的施策】 

■ 取組の可視化・情報交換のためのデータベース化による交流推進 
■ 広域的な交流の展開 
■ 世界に向けた情報発信 

国際湿地再生シンポジウム 
    2006の開催状況 

【具体的な取組例】 
施 策 区 分 取組の例 

取組の可視化・情
報交換のための
データベース化に
よる交流推進 

環境保全に関するデー
タの整理と情報の発信 

・ラムサール条約の普及啓発 
・レッドデータブックの作成（5年ごと） 
・環境情報の提供 

行事や催し物等に関す
る情報提供の充実 

・環境学習情報HPエコロしーがの運用 
・生涯学習HPにおネットの運用 
・淡海ネットワークセンター支援事業 

広域的な交流の
展開 

地域間の対話・交流の
活発化 

・都市農村交流事業 

琵琶湖に関する研究情
報ネットワークの構築 

・調査･研究等情報･成果の活用ネットワーク 
 の構築 

世界に向けた情報
発信 

国際交流の推進 ・生態学琵琶湖賞の顕彰 
・国際会議・学会等の開催 
・古代湖をキーワードにした国際的な研究交 
 流の機会創出検討 

国際協力の推進 ・（財）国際湖沼環境委員会（ILEC）の研修 
 生受入れ、派遣等の取組 

 保全対策分野（水質保全、水源かん養、自然的環境・景観保全）における効率的かつ効果的な施策展開を図るためには、流域住民、NPO、企業、行政等の多様  
  な主体、また森林・山地、農地、市街地、河川、湖辺域、湖内等の様々な場における連携・協働による複層的な取組を推進することが重要であることから、効率的    
   かつ効果的な施策展開を図るために重要となる共通基盤分野（参画・実践、交流・情報）の取組及び施策間、場間、分野間、主体間等の連携・協働による総合的な    
   取組をとりまとめた。 

施 策 区 分 取組の例 

地 域 社 会
の一員とし
て の 住 民
や 企 業 の
積 極 的 な
参 画 の 推
進 

自然環境に配慮したく
らしの推進とその意義
の再発見 

･仕事と生活の調和推進事業 
･滋賀県ごみの散乱防止に関する条例の運用 
･住民参加の一斉清掃活動 
･環境管理システムの構築推進 
･琵琶湖の価値再発見事業 
･「近江水の宝」調査活用事業 

地産地消の推進による
地域と琵琶湖のつなが
りの再生 

･しがの農林水産物ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略推進事業 
･しがの地産地消推進事業 
・琵琶湖魚介類販路開拓事業 

さまざまな
取 組 の 実
施 主 体 の
ネ ッ ト ワ ー
ク化 

地域でのPDCAｻｲｸﾙ

による順応的管理 
･県民活動支援の総合推進 

地域の保全活動やネッ
トワーク化を支援する
仕組みの構築 

･淡海ネットワークセンター支援事業 
･環境・生態系保全活動支援事業 
･滋賀県世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策事業 
･環境・生態系保全対策 
･ふるさとの川づくり協働事業 
･環境ボランティアの育成 
･地域に根ざした住民参画・協力の体制づくり 

世代を超え
た 意 識 の
共有 

環境学習・体験・観光
等の事業の充実 

･琵琶湖博物館における調査・研究等 
･琵琶湖総合保全に係る出前講座 
･豊かな湖づくり活動推進事業 
･南湖再生ワタ力放流事業（学習会） 
･水産試験場一般公開 
･魚を学ぶ体験学習促進事業 
･自然観察会の実施 
･琵琶湖一周ウォーキング推進事業 
･琵琶湖環状線小学生体験学習ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ支援事業 
･エコツーリズムの推進 
･淡海生涯力レッジ開設事業 
･「地域の力を学校へ」推進事業 
･びわこフローティングスクール 

【具体的な取組例】 



水質保全  水源かん養  自然的環境・景観保全 

施策項目 

施
策
に
参
画 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

研
究
・開
発 

施策項目 

施
策
に
参
画 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

研
究
・開
発 

施策項目 

施
策
に
参
画 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

研
究
・開
発 

集
水
域 

森
林
・山
地 

・森林の保全、再生 
（保安林、里山等の整備） 

● 

・森林の保全、再生 
（保安林、里山等の整備） 

● 
・森林の保全、再生 
（保安林、里山等の整備、
生物生息空間の確保） 

● ・森林管理の支援 
（路網整備、林業の担い手
育成等） 

● 

市
街
地 

・負荷削減対策 
（生活系、工業系対策、市街
地排水対策等） 

・浸透貯留施設の整備 
（雨水貯留浸透施設の整備
） 

・緑地等の確保 ● 
・節水型水利用施設の整備 
（住宅等の節水型施設整
備） 

● 

農
地 

・環境保全型農業の推進 
（化学合成農薬・肥料を低減
する等の営農活動への支援） 

・浸透貯留域（農地等）の
保全整備 

● 
・農地の保全整備 
（ため池、生態系保全型水
田等） 

● 

・浸透貯留域（農地等）の保
全整備 

● 

・節水型・再利用型水利施
設等の保全整備及び施設機
能保全の推進 
（循環かんがい施設等） 

・地域共同活動の推進 
（農地、農業用水等の資源
の保全向上に係る地域共同
活動への支援） 

● 

・負荷削減対策及び施設機能
保全の推進 
（循環かんがい施設、水質浄
化施設等の保全整備） 

●  ● 

・地域共同活動の推進 
（農地、農業用水等の資源
の保全向上に係る地域共同
活動への支援） 

● 

河
川 

・自然浄化場の保全、再生  ●  ●  ●  ・自然浄化場の保全、再生 ●  ●  ● 
・負荷削減対策 
（水質浄化施設の整備） 

●  ●  ・水陸移行帯の保全、再生 
（河畔林、魚道等の整備） 

●  ● 

琵
琶
湖 

湖
辺
域 

・湖辺域の保全、再生 
（ヨシ帯、砂浜の保全） 

●  ● 

・湖辺域の保全、再生 
（ヨシ帯、砂浜の保全、連
続性の確保） 

●  ● 

・水辺景観の保全、再生 
(人工湖岸の再自然化) 

● 

・水草の異常繁茂への対策  ● 

・水辺の保全的活用の促進 
（湖岸緑地再生） 
・在来生物の保全 
（増殖・栽培と野生復帰、
放流等） 

●  ● 

・レジャー利用による環境負
荷の軽減 

●  ・外来生物の駆除 ● 

湖
内 

・底質改善対策 
（底泥浚渫、覆砂） 

・湖底環境の改善 
（底泥浚渫、覆砂等） 

・水草の異常繁茂への対策  ● 
・水草の異常繁茂への対策 ● 
・レジャー利用による環境
負荷の軽減 

● 

6. 連携の取組 
NPO等の施策への参画・協働の可能性 

NPO等が施策へ参画・協働していく上での課題 NPO等の施策への参画・協働の可能性 

※ 施策に参画：施策に参画・協働が可能、モニタリング：施策のモニタリングに参画・協働が可能、研究・開発：施策の研究・開発に 
  参画・協働が可能 19 

 地元NPO団体やへのアンケート調査による施策への参画・実践の可能性及び継続して活動していく上での今後の課題を以下に示す。 

環境向上意識の継続に関する課題 
 市広報やテレビ、新聞等で繰り返しアピールすること 
 びわこ景観等の主旨説明の推進 
 働き手世代の環境意識の向上 
 中心になる人のモチベーションの持続 
 専門的な知識の不足 
 学習会や研修等の環境にふれる機会の維持・増大 
 環境保全計画の県民への更なる浸透 
 地球環境問題と関連付けた水環境の理解 
 水資源・水供給等との関連性の理解の促進 
 県民の意識の変化を考慮した県民参加型の政策形成 
人材育成（後継者、参加者）に関する課題 
 指導者としての知識や経験を養う期間（数年間）の生活補償 

 
誰もが、どこでも、いつでもできることを着実に実践する風土づ
くり 

 社会人での活動離れ（仕事との両立） 
 日々の暮らしとの両立 
 限られた活動参加メンバー 
 幅広い分野からの人材の参加 
他団体との連携に関する課題 
 地縁団体との協力による事業拡大 
 漁協との連携が弱い 
 近くに環境団体がない 
 先進地への見学・研修の推進 
 地元諸団体（自治会・企業・各種団体・学校・行政…）との連携 



 6. 連携の取組 
  総 合 的 な 取 組 

 琵琶湖の保全の対象は幅広い分野にまたがり、講ずるべき施策も多岐にわたることから、それぞれの分野に関わる施策の目的に応じて施策間、 
 場間、分野間、主体間の連携を推進し、総合的な取組を行っていく必要がある。 

【具体的な取り組み例】 

農業排水対策、市街地排水対策、河川等の浄化対策が実施され、琵
琶湖の水質保全・環境保全を進めるとともに、NPO、漁協、自治会
等の地元組織や市町と連携した環境モニタリングや啓発活動が行わ
れている  

 赤野井湾流域流出水対策推進計画模式図  
（出典：滋賀県・京都府（2009.3）「琵琶湖に係る湖沼水質保全計画 第5期」） 
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（赤野井湾） 
（高島市うおじま） 
魚道の設置、魚のゆりかご水田、湖辺域の整備（ヨシ帯、砂浜等の整備）
等の個々の事業の主体性を尊重しながら、取組・連携が図られている  

 高島市うおじまプロジェクト 
（針江地区）  

 
 （出典：琵琶湖河川事務所提供資料） 

流域一貫となった総合的
な土砂管理 
出典：国土交通省ホームページ 

（総合的な土砂管理） 
ダム・砂防施設整備、河川改修、砂利採取、琵琶湖の水位変動、湖岸構造物の

設置等は、河道域から湖岸域における流域一体となった土砂管理の視点から

連携していくことが重要であり、生物生息空間・景観の質的向上、森林・河川・湖

岸の適正な利活用を図ることについても、調査・検討する必要がある 



7. 計画の推進に向けての方針及び体制 
◆ モニタリング調査の成果や新たな技術、水質汚濁メカニズムの解明等新たな知見、NPO活動の展開等の社会の動向、施策の進捗状況、財政状況等  
 を適時適切に計画に反映させる柔軟な計画の推進 
◆ 保全対策分野間や共通基盤分野間、行政、住民、企業、研究者の主体間における適切な調整を図り、取組の相乗的・副次的な効果の実現 

 計画の柔軟な推進  
 ・順応的な管理（PDCAサイクルによる計画の評  
  価・見直し）の実施と進捗管理指標による評  
  価、公表 
 ・概ね3～5年毎に計画内容､計画目標の見直し 
 

 モニタリング、調査・研究、技術開発  
 の反映  
   ・ 研究機関等の連携等成果の共有化による効率  

   的・効果的な調査・研究、技術開発の推進 
   ・ 琵琶湖の様態の適切な把握による計画・評価・  

   指標への反映 
 

 計画の進捗と評価の反映  
 ・計画の進捗と費用対効果を適切に把握  
 ・住民参画等による多様な評価手法の検討 
 ・モニタリング情報や指標との相関関係等に基  
  づく定量的な把握 
 

 主体間、施策間の調整と住民参画 
 ・施策内容に関する情報共有と相互理解の促進 
 ・参画意識の醸成を図り、NPOや企業、地域住民  
  等の連携・協働による効果的な取組の推進 
 

 手順  
 ・順応的な管理の基本的な手順は、以下のとおり 
  計画→実行→確認・評価→見直し・改善 
 ・進捗指標(施策の確認)と目標管理指標(目標達  
   成状況の評価)を設定し、効果を把握するため    
   のモニタリングを継続して実施  

計画の推進に向けての方針 

・ 関係省庁支分部局と2府2県3市の地域的取組につい 
    て情報交換を図る。 
・ 構成機関；近畿農政局、近畿地方整備局、近畿中国  

           森林管理局、近畿地方環境事務所、 
           大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、 
           大阪市、神戸市、京都市 
 
 
 

  

計画の推進の体制 

■ 琵琶湖集水域内(河川流域等)の地域組織、  
    琵琶湖水利用区域の各府県市組織、琵琶湖・ 
     淀川流域圏、関係省庁等の連携強化  
■ 個人、コミュニティ、自治会等と河川流域等の 
   地域組織とが一体的に連携していくために、そ 
   れぞれの場面で行政、企業、学識者等がサポー 
    ト・協働できる取組・体制の構築が必要 
 

・  関係省庁の連携による総合保全を推進するため各省 
     庁の情報及び意見交換を図る。 
・  構成機関 ;厚生労働省、農林水産省、林野庁、 

      水産庁、国土交通省、環境省 

■ 琵琶湖総合保全推進協議会 

■ 琵琶湖総合保全連絡調整会議 

■ 活動に参加する多様な主体が自ら情報発信 
    を しつつ、インターネット等での交流や情報交  
   換を促進しやすくするための情報基盤の整備  
   （地域活動の可視化・活動情報交換のための 
    データベース化） 
■ 実施主体、住民、専門家等が参画する場を 
   通じて、目標管理指標をもとに計画の進捗確   
   認・評価及び琵琶湖の変化の総合把握を概ね 
   3～5年毎に行い、必要に応じて計画内容や計  
   画目標そのものについても見直しを図る。 
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