
  

 

○新  個人住宅用太陽光発電導入・省エネグリーン化推進事業 

  【予算額 120,000 千円】 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 事業の目的 

  滋賀県が目標とする2030年の温室効果ガス排出量50％削減（1990年比）に向 
けて、全国状況を上回る水準で排出量が増加する傾向にある県内の家庭部門での 
対策を推進するために、太陽光発電設備の導入を推進するとともに、住宅の断熱 
化による省エネグリーン化を進める。 
 
２ 事業の概要 

  自ら居住する住宅への太陽光発電設備導入および省エネグリーン化改修（断熱 
施工）を同時に行う個人への支援を行う。 
・補助金交付の対象  住宅の新築または改修において太陽光発電設備の設置と 

断熱施工を同時に実施する個人を対象 
・補助金交付の件数  1,000件程度を想定 
・補助金の上限額  １件あたり120千円（予定） 

①家庭で消費されるエネルギー自体をグリーン化 
②住宅におけるエネルギー効率の向上 

補助金 

資－琵環１

環境政策課 

内線 3493

断熱施工太陽光発電 

［個人住宅用太陽光発電導入・省エネグリーン化推進事業］ 
太陽光発電による電力を、住宅の省エネ化によりさらに効果的に 

活用 

２０３０年温室効果ガス排出５０％削減にむけた着実な取組推進 



資－琵環２

環境政策課

内線3354 

      中小企業のＣＯ２排出削減取組の支援について 
 

        環境配慮型企業活動支援事業    【予算額  4,369千円】 

       新 省エネ設備整備事業        【予算額  30,000千円】 

 

１ 目的 

  低炭素社会（目標：2030年に温室効果ガス50％削減）の実現に向けて、総排出量の８

割を占める事業関連部門（産業、運輸、業務部門）での削減は重要であり、とりわけ、

ＣＯ２排出量が増加傾向にある中小企業における削減が課題です。 

  そこで、下記の３事業により、県内中小企業のＣＯ２削減を一体的に推進します。 

 
２ 事業概要 

 (1) ＣＯ２排出削減事業者への指導・助言 

 （細目事業名：環境配慮型企業活動支援事業 予算内訳：600千円） 

  平成21年度公募によりモデル事業所となってＣＯ２排出削減計画を作成・実践して

いる事業所に新たな指導・助言を行うとともに取組状況を把握し、取組事例を取りま

とめて他事業所への普及を図ります。 

 

 (2) ＣＯ２削減等の取組事例の普及 

 （細目事業名：環境配慮型企業活動支援事業 予算内訳：3,769千円） 

  教える企業・教えられる企業の輪づくりの仕組みを構築し、セミナーや勉強会、ｅ

ラーニングツールの開発等を通して、県内中小企業者にＣＯ２削減等の環境に配慮し

た取組を広く普及します。 

  この事業は、平成21年度協働提案制度に基づき採択された協働事業として、(社)滋

賀県環境保全協会と協働で進めます。 

 

 (3) 省エネ設備整備事業 （予算：30,000千円） 

  県内の中小企業が、専門家による省エネルギー診断もしくはＣＯ２排出削減のため

の指導・助言に基づき、施設・設備の改修を行う場合に、その経費の一部を助成しま

す。 

 補助率は１／３、限度額2,000千円です。 
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（１）ＣＯ２排出削事業者への指導・助言

取組状況をＨＰで公表

（３）省エネ設備整備事業

助成対象
の募集

審査

施設・設備の省エネ改修経費
に対する助成

補助率1/3、限度額200万円

専門家による省エネル
ギー診断、CO2排出削
減のための指導・助言

企業間ネットワークを構築・活用し、CO2削減の優良事例を普及

（２）ＣＯ２削減等の取組事例の普及

講習会・セミ
ナーの開催

勉強会
の運営

現地研修
の実施

ｅラーニング
ツールの作成優良事例として

活用

（財）省エネル
ギーセンター
による省エネ
ルギー診断
等

モデル事業所の取組

CO2削減計画の実行 取組結果の確認

コンサルティング

中小企業のＣＯ２排出削減取組の支援
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資－琵環３

琵琶湖再生課

内線3460

暮らしと琵琶湖の水環境関連調査
　
　

水質汚濁汚濁メカニズム解明調査
　

水質汚濁
メカニズム
解明調査
　

湖沼水質保全
計画の策定

湖内生産および分解の変化と
難分解性有機物を考慮した
有機物汚濁メカニズムの

解明調査

新

　　　　　　　　　生活系排水の有機物負荷量調査

　○暮らしに係る難分解性有機物調査
　○昭和30年代から現在にいたる生活排水の変化に関する調査

　施策に活用するためのシミュレーション
　モデルの改良

○昭和30年代～における有機物収支の再現
○将来シミュレーション

　　　　　水質とプランクトン種との関連調査

○窒素/りん比とプランクトンの変遷解析
○魚網付着藻類の調査

　　　　　難分解性有機物の影響把握調査

○影響把握手法の検討
○影響把握調査の実施

有機物収支を
考慮した

シミュレーション
モデルの改良

難分解性有機物
モニタリング

　　シミュレーション
　　モデルの運用

琵琶湖の総合保全に向けての総合的・学際的調査

                                                          　　　　　   　　　         【予算額26,283千円】

　琵琶湖における COD 上昇の原因と考えられる難分解性有機物について、こ
れまでの調査で得られた知見を基に水質シミュレーションを実施し、マザーレ
イク２１計画の推進や湖沼水質保全計画の策定に活用していく。
　また、難分解性有機物が水環境に与える影響を把握するための手法を検討し
ていくとともに、昭和３０年代における生活系排水中の有機物の負荷量を調査
し、琵琶湖に流入する有機汚濁負荷の影響とその特性の変化を把握していく。

マザーレイク２１計画の推進



資－琵環４ 

最終処分場特別対策室

内線 3670 

 

          最終処分場特別対策事業    【予算額 183,862 千円】 

１ 事業の目的と経緯 

ＲＤ産業廃棄物最終処分場問題の解決については、同処分場からの生活環境保全 

上の支障等の除去を目的とし、平成20年度に、対策工の「よりよい原位置浄化策」

の実施について周辺７自治会に同意を求めましたが、６自治会が不同意とされまし

た。 

このことから平成21年度当初予算への対策工の予算計上を見送り、同処分場から

の生活環境保全上の支障のうち、たちまち放置できない焼却炉撤去などの支障除去

を緊急対策として実施しているところです。 

２ 今後の県の対応 

本年１月23日に本事案について環境省から助言がありました。県は助言を受けて、 

次のとおり対応することとし、平成22年度当初予算に必要な予算を計上します。 

 (1) 基本方針 

  ① 区域内の有害物をできる限り除去することを盛り込んだ対策工法を最終決 

   定するための最後の調査として、これまで実施してきたボーリング調査等に追 

  加して、新たなボーリングによる詳細な有害物調査および既存井戸の浸透水・ 

  地下水等の測定を行う。 

 ② 当該調査で見つかった有害物は、対策の一環として除去する。 

 ③ 調査の実施に当たっては、学識者による有害物調査検討委員会を設置する。 

 ④ 有害物除去を実施しても、なお残存すると考えられる有害物は、浸透水およ  

  び地下水を揚水し、水処理し、浄化することを考える。 

 ⑤ 平成22年度予算には、有害物調査、既存井戸の浸透水等測定および有害物調 

  査検討委員会の運営に必要な予算を計上する。また、産廃特措法の支援を受け 

るために、実施計画書策定のための検討調査費を計上するとともに、平成21年

度から実施している緊急対策の残余工事費を計上する。 

 (2) 有害物の調査・除去 

  ① ここでの有害物は特別管理産業廃棄物相当とする。対象廃棄物としては、汚 

  泥、焼却灰、ドラム缶等とする。 

  ② 今回実施するボーリング調査は、30ｍメッシュおよび必要により、10ｍメッ 

   シュのボーリング調査を実施する。 

  ③  有害物調査により特別管理産業廃棄物相当を超えないが、環境基準を超過す 

る有害物がまとまって存在しているところが見つかった場合は、事案の区域の

早期安定化の観点から、当該有害物の除去を検討する。 



 (3) その他予算執行等 

  ①  有害物調査の結果や有害物調査検討委員会からの助言を踏まえて、周辺自治

会と話し合いを進め、県としての対策工法の最終決定を行う。 

  ② これまでのボーリング調査等の調査結果については、わかりやすく整理し、 

   今後の関係者との調整等の場における説明の際に活用する。 

  ③ 上記(1)基本方針および(2)の有害物調査・除去に関する平成22年度予算は、 

   周辺自治会の同意なしには執行しないものとする。 

 

３ 平成22年度予算措置 

① 有害物の調査検討費、実施計画の検討調査費      （128,631千円） 

② 緊急対策費（下水道接続工、西市道法面工、地下水揚水工）（31,239千円） 

③ その他（周縁モニタリング、責任追及等）の経費     （23,992千円） 

                       合 計  （183,862千円） 



資－琵環５

森林政策課

内線3914

琵琶湖森林づくり事業の新たな取り組み

事業のポイント

今年度琵琶湖森林づくり基本計画が策定後５年を迎えたことから、社会経済状況の

変化に対応するため戦略プロジェクトの見直しを行いました。平成22年度から、この

戦略プロジェクトの具体的な施策として、地球温暖化防止のため森林吸収源対策の推

進、県産材の安定供給体制の整備および森林保全のためのニホンジカ対策等に取り組

みます。

【背景】

琵琶湖森林づくり基本計画は、平成17年度に策定した平成32年度までの長期計画です

が、社会経済情勢の変化に対応するため、中期計画である戦略プロジェクトは５年ごと

に見直しすることとしており、５年目にあたる平成21年度に見直しを行いました。

社会経済状況の変化

・地球温暖化防止のため温室効果ガスの吸収源として森林の果たす役割が大きくなっています。

・本県の森林資源の多くが利用可能段階になってくることから、木材の生産、加工、流通を含

た川上から川下までの一貫した総合施策が求められています。

・ニホンジカ等の野生獣による森林被害が急増しています。

主な戦略プロジェクト（平成22年度～平成26年度）

・ＣＯ２吸収・固定に向けた総合的で計画的な間伐の推進

・地域の特性に応じた森林づくりの推進

・間伐材の搬出利用のため、作業路網等の整備や高性能林業機械の導入の推進

・ニホンジカ等の被害対策

・生産性の向上、低コスト化による県産材の安定供給体制と流通拠点の整備

・企業等多様な森林づくりの取り組みを促進する環境整備

琵琶湖森林づくり県民税を活用した平成22年度からの新たな取り組み

・森林吸収源確保対策事業の創設 【予算額 47,600千円】

・間伐材搬出対策事業の拡充（高性能林業機械の利用支援） 【予算額 6,500千円】

・湖国の森林と自然を守るニホンジカ特別対策事業の創設〔自然環境保全課〕

【予算額 53,320千円】



○新 森林吸収源確保対策事業 【予算額 47,600千円】

事業のポイント

森林吸収源確保に必要な除間伐を推進するため、森林所有者が除間伐を行う場

合に、地球温暖化対策に対する貢献としてこれを評価し、交付金による支援を行

います。

・地球温暖化対策において、森林吸収源としてカウントするためには、除間伐等の

手入れが行われる「管理された森林」の確保が必要です。

・目標面積を定めて、除間伐の推進に取り組んでいますが、実施するためには自己負

担金が必要ですので、目標達成が難しくなっています。

・そのため、「管理された森林」の育成に努力する森林所有者に対して、地球温暖化

防止対策としての貢献度を評価し、交付金による支援を行います。

【補助率】 定額

【事業主体】市町、森林組合、森林組合連合会等



資－琵環６ 

自然環境保全課

内線3483 

  ○新  湖国の森林
も り

と自然を守るニホンジカ特別対策事業について 

【予算額 53,350 千円】 

 
 
○平成 21 年度に特定鳥獣保護管理計画

(ニホンジカ)（計画期間 H17～H23）を変

更 

○生息数を平成16年度の半数に抑制する

ために、年間捕獲目標数を 8,500 頭(うち

メスは 4,600 頭以上)と設定 

○狩猟の促進、自治振興交付金による支

援を行ってもなお、捕獲数は 5,000 頭を下

回る 

○農林業被害の増加・生息数の増加に歯

止めがかかっていない 

○下層植生の食害も深刻で、土壌流出など森林の持つ公益的機能が著しく低下するおそれがある 

 
 
 
○捕獲目標を早期に達成し、農林業や森林生態系へ

の被害を軽減する 

○従来の枠組みによる捕獲に加え、森林の公益的機

能の保持・生態系の保全の観点から、追加的に必

要な4,300頭について、期間を限定した特別対策とし

て、市町が行う捕獲に対する経費を補助 

○上記の観点から、森林づくり県民税を充当 
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農業被害額 2,356 3,519 7,476 7,856 7,616 24,120 12,749 25,878 23,900 36,670 34,083 44,291 34,526 35,354 46,804

林業被害面積 5.40 16.40 19.00 16.81 35.93 43.78 48.65 83.64 102.27 146.27 224.22 185.92 260.56 219.73 194.73

H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19

１．現状と課題 
円 ha

農業被害額（円）

林業被害面積（ha）

シカの食害により下層植生が喪失している（高島市朽木）

  
〈〈新新たたなな枠枠組組みみにによよるる捕捕獲獲〉〉  
森森林林のの公公益益的的機機能能・・生生態態系系保保全全をを

含含めめたた特特定定鳥鳥獣獣保保護護管管理理計計画画のの

目目的的のの実実現現  

 

〈従来の枠組みによる捕獲〉 

  自治振興交付金、市町単独事業等  

＋〈狩猟等による捕獲〉 

４２００頭 ４３００頭 

２．事業の趣旨・内容 

３．事業の概念図 

捕獲目標（８５００頭）の達成


