
住宅等への再生可能エネルギーの導入

家庭 公共的施設（公共的施設等再生可能エネルギー導入推進事業）

自立・分散型の再生可能エネルギーを活用した低炭素地域づくり

資－琵環１

温暖化対策課
内線3494

補助金額 ２万円／ｋＷ
上限額 ７万円

太陽光発電システム
の設置補助

個人用既築住宅太陽光発電システム
設置推進事業 【予算額 75,900千円】

個人用既築住宅において太陽光発電
システムを設置した個人

・設置の施工者が県内事業者
・一定額以上の省エネ製品の購入等

市町（一部事務組合含む）

公共施設再生可能エネルギー等
導入事業補助金 【【予算額予算額 332828,,110000千円千円】】

再生可能エネルギー導入設備 ＋ 蓄電池の設置補助
【予算額 352,073千円】

定 額 １０／１０
上限額 ２,５５０万円／施設

・地方公共団体が所有する施設
・防災拠点となる施設 等

防災拠点施設を所有または管理し
ている事業者

補助率 １／３
上限額 ８５０万円／施設

補助金額 補助率等 補助率等

要 件 要 件 要 件
・耐震性を有する施設
・防災拠点となる施設 等

民間施設等再生可能エネルギー等
導入推進事業補助金

【【予算額予算額23,50023,500千円千円】】

対 象 対 象 対 象



行動

魚目線でのつながり再生にむけた取組

取り戻せ！つながり再生モデル構築事業
（平成２５年度～平成２６年度）

～ 認識から行動へ ～

「認識：つながりや生態系保全の重要性」を「行動：魚目線でのつながり再生に
向けた取組」につなげるため、①公募によるモデル地域の選定、②選定地域における
つながり再生にむけた取組の検討への支援、③ガイドブックの作成を実施する。

認識
・琵琶湖と川や内湖とのつながりの重要性

・生態系保全の重要性

・つながり再生や生態系保全にむけた行動の必要性

【 事業内容 】

・マザーレイク２１計画

・内湖再生全体ビジョン

・マザーレイクフォーラム
びわコミ会議

課題：琵琶湖生態系の変化

・在来魚介類の減少

・水草の異常繁茂

・プランクトンの異常発生と深水層のDO低下 等

取り戻せ！つながり再生モデル構築事業新
資－琵環２

琵琶湖政策課

内線3463【 予算額 1,700千円 】

等
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計画策定までの検討プロセスをガイドブックとしてまとめ、

つながり再生の取組を他の地域にも広げる。

（３）ガイドブックの作成

（１）モデル地域 の選定

自主的で持続的な取組につなげていくため、公募によりつながり再生への意欲のある地域を３地域
選定する。

・身近な水環境のもつ価値の発見、課題の共有を行うための「場」づくり。

・つながり再生に向けた具体的な取組手法の検討に関する情報の提供。

・つながり再生に向けた計画策定への支援。

（２）選定地域におけるつながり再生に向けた取組の検討への支援



資－琵環３

循環社会推進課

（最終処分場特別対策室）

内線３６７０

最終処分場特別対策事業 ＜ 二次対策工事に着手 ＞

【予算額３９９，４５２千円】

【事業の目的】

旧ＲＤ最終処分場に起因する生活環境保全上の支障またはその生じるおそれ（以下「支障等」とい

う。）を除去し、ＲＤ最終処分場問題を解決する。

【支障等と対策工事】

【平成２５年度予算措置】

１．最終処分場支障除去対策工経費 395,327 千円

（二次対策工事費、施設管理費、周辺環境影響調査費、その他事務費等）

２．事業者責任追及経費等 1,425千円

３．処分場管理費 2,700千円

（合計） （399,452 千円）

［支障等］

①法面の一部急峻、未覆土による廃棄物飛散流出のおそれ

②地下水の汚染拡散のおそれ

③硫化水素ガスの悪臭による周辺の生活環境への支障のおそれ

［対策工事（支障等の除去）］

年度 平成 24 年度 平成 25 年度～32 年度

区分 一次対策工事 二次対策工事

工事概要 ・有害物の掘削除去（東側焼

却炉付近）

・浸透水の揚水処理（既存水

処理施設を活用）

・有害物の掘削除去

・地下水帯水層への浸透水漏出部分の遮水

・浸透水の揚水処理（水処理施設新設）

・法面整形

・覆土等

工事費 約４億円 約７０億円

※ 工事費には水処理施設運転管理費・周辺地下水等モニタリング費等を含む。

※ 対策工事は産廃特措法に基づく国の財政支援を得て実施（費用の 90%が起債対象とな

り、その元利償還金の 50%について特別交付税措置される）。



資－琵環４

循環社会推進課

内線３４７２

買い物ごみ減量およびグリーン購入推進事業
【予算額１１,５９６千円】

【事業の目的】

・ 限りある資源を有効に利用し、また、貴重な最終処分場の延命を図るうえで、

「ごみの減量化」を一層進めていかなければならない。

・ 各種リサイクル法が施行されてリサイクルの取組が進捗し、リサイクル率の上

昇が頭打ちとなった現在において、さらなるごみの減量化は、２Ｒ（リデュー

ス、リユース）の促進にかかっている。

・このような状況の中、リデュースを広く展開する契機として、平成 25 年４月

から県内全域でレジ袋無料配布が実施されることとなったので、この取組を広

く啓発し、買い物で発生するごみの一層の抑制を呼びかけるための事業を展開

する。

【事業の内容】

１．講演会「ごみを減らそうフォーラム(仮称)」の開催（６月）

レジ袋の無料配布中止に関するスーパー店頭でのキャンペーンが一段

落する６月に、消費者の関心を再喚起し、マイバッグを持参する取組が一

層進むよう、フォーラムを開催する。

２．フォーラム「マイバッグから始めるエコ活動

(仮称)」の開催（12 月）

マイバッグの持参やグリーン購入への理解

が促進され、これらの取組が定着し、持続的に

展開されるようシンポジウムと展示会の二部

構成の啓発事業を行う。

３．県内小売店におけるレジ袋配布状況等調査

県内の小売店におけるレジ袋無料配布中止

の実施状況と今後の課題を把握するとともに、

グリーン商品の品ぞろえをはじめとするグリ

ーン購入の取組について調査を行う。



更なる搬出を支援 獣害簿除対策を支援

二酸化炭素のストック対策 次世代森林の育成促進

未来へつなぐ木の良さ体感事業【予算額１５２，４６５千円】

-

基盤となる路網の整備

-

補助林道 【予算額 １４４，９０９千円】

森林の多面的機能の維持向上

新 林業・木材産業流通コーディネーター設置事業【予算額２，０００千円】

木材加工流通施設整備事業【予算額２１，６００千円】

-

流通体制の強化 木材利用促進対策

持続可能な森林経営を支える施策

川下対策

川上対策

補助造林事業 【予算額 ７２０，３００千円】

間伐の推進

森林政策課
（県産材流通推進室）

内線3915
森林保全課
内線39375

資－琵環５

琵琶湖森林づくり事業による森林整備等の支援 【予算額 ３５６，８００千円】



急増する野生動物被害に対する捕獲対策

資―琵環６

森林政策課

(鳥獣対策室)
内線 3925

野生動物の生息数の増加や分布域の拡大等により、農林水産業の被害だけではなく、森林生態

系や生物多様性の保全を図るうえでも、脅威となっている。

背 景

人と野生動物の軋轢を解消し、長期的な観点からこれらの野生動物の保全を図るため、特定鳥

獣保護管理計画を策定し、個体数管理を中心とした対策実施。

個体数管理 被害防除対策 生息環境管理

野生動物対策の視点

対策の概要

鳥獣種別の対策方針および事業概要

・森林動物行動圏等調査

野生動物の行動圏・生息分布を調査し、捕獲の効果等を検証するとともに効率的な捕獲と森林の
保全につなげる

モニタリング調査

・湖国の森林と自然を守るニホンジカ特別対策事業 予算額 ８７，３００千円

捕獲目標を早期に達成するため、捕獲頭数に応じた助成。

・ニホンジカ防除対策モデル事業 予算額 ８，０００千円

奥山・高標高域での植生保全および効率的捕獲手法の検証。

・○新 ニホンジカ広域管理捕獲実施モデル事業 予算額 ３，６００千円
湖北・湖東地域の鳥獣保護区等の限定した地域に猟友会会員からチームを編成し捕獲を実施。

・ニホンザル個体数調整推進事業 予算額 ５，０００千円

市町等が実施する個体数調整への助成。

・琵琶湖北部カワウ等対策事業 予算額 ５，０００千円

琵琶湖北部地域でのカワウ等による被害対策として実施する個体数調整・営巣妨害
等に助成。

・○新 新規コロニー等拡大防止カワウ対策事業 予算額 ２，０００千円
新規コロニー等にカワウが定着することを防止するための捕獲への助成。

ニホンジカ

ニホンザル

カワウ

県内適正頭数 8,000 頭を目指し、捕獲能力最大限での捕獲の推進(H25 年度捕獲目標 14,000 頭)

被害地での防除を前提としつつ、特定の悪質な群れの個体数調整

コロニー毎の特徴を考慮しながら、管理しやすい程度まで生息数の速やかな削減



・生物多様性保全活動の効果的・効率的・計画的実施

・生物多様性に関する先進的な取り組みの連携強化

・生物多様性の社会への浸透

・生物多様性の現状の把握

・生物多様性にかかる主要課題の洗い出し

・ワークショップの開催(地域ごと、主体ごと）

・専門的知見を有する者からの意見聴取

生物多様性地域戦略策定事業(H25－H26）

事業の成果

・ふるさと野生動植物との共
生に関する基本計画(H19.3）、
ビオトープネットワーク長期
構想(H21.2）は、野生動植物
との共生に力点。今後、生物
多様性の社会への浸透が課
題となる。

新 生物多様性地域戦略策定事業

【予算額 4,500千円】

滋賀においては、それ
ぞれの地域や様々な主
体による、生物多様性
保全の活動が行われて
いる。

・生物多様性基本法
（H20.6）

・生物多様性国家戦略
2012-2020(H24.9）

【県】 【地域】 【国】

・目標の設定

・基本戦略の策定

・行動計画の策定

県民の意見

滋賀県生物多様性地域戦略(仮称）の策定

資－琵環７

自然環境保全課
内線 ３４８０



・環境活動の核となる次世代のリーダーの育成

・核となる人材を広い年代にわたる層として次々とつなぐ
仕組みの創出

・びわっこ大使の募集

・事前学習会の開催

・ESDのためのKODOMOラム

サール国際湿地交流への派遣

・報告会の開催

H20～H22の

先輩

びわっこ大使

サポート・連携

次の世代へつないでいく

ラムサールびわっこ大使事業

事業の成果

・環境保全活動の核となって行動する人材の育成が必要

・そういった能力は、自ら調べ、考え、そこから導き出したこと
を国際的な会議の場で発表することにより飛躍的に高まる

ラムサールびわっこ大使事業重

【予算額 2,872千円】

資－琵環８

自然環境保全課
内線 ３４８０


