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1977年、琵琶湖で初めて
大規模な「淡水赤潮」が発生。
「淡水赤潮」とは、水中の「窒素」や
「リン」などの栄養分が多くなって
富栄養化が進み、植物プランクト
ンが大量に増えることで湖などが
赤褐色に変わる現象をいいます。
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環境学習の推進

世界の湖沼保全への貢献

県内の全小学５年生が参加する「びわ
湖フローティングスクール」には、就
航以来５５万人を超える児童が乗船し
ています。

「世界湖沼会議」はおよそ２年毎に世
界各地で開催され、世界の湖沼環境
の保全に向けた取組の議論の場と
なっています。

気候変動対策

2018年
第17回世界湖沼会議
開会式（茨城）

琵琶湖条例
県民が主体となった石けん運
動を背景として、１９８０年７月１
日に「滋賀県琵琶湖の富栄養
化の防止に関する条例」（通称：
琵琶湖条例）を施行しました。

石けん運動

赤潮の原因の一つが合成洗剤
に含まれる「リン」であると
知った滋賀の人々は、自分た
ちの力で琵琶湖をきれいにし
ようと合成洗剤をやめて粉石
けんを使う「石けん運動」を始
めました。

「びわ湖の日」の取組
毎年、７月１日前後には県内全
域で湖岸や河川、道路などの
清掃活動が行われるなど、琵
琶湖への思いをみんなで共有
して、環境を守る取組を行う
象徴的な日となっています。

多面的機能をもつ
森林づくり

琵琶湖と人々の暮らしを支え
るかけがえのない滋賀の森林
を健全な姿で未来に引き継ぎ
ます。

環境と経済の両立
環境負荷を低減する製品・技
術・サービス等を対象とした
環境産業の総合見本市「びわ
湖環境ビジネスメッセ」。

2代目うみのこ（2018年）

地球温暖化の原因となる温室
効果ガスの排出削減を進める
だけでなく、将来予測される気
候変動の影響による被害の回
避や軽減を進めていきます。

『持続可能な滋賀』に向けて

「びわ湖の日」の取組をはじめ、過去から積み重ねられて
きた滋賀の自然環境をいつまでも健全な姿で守ろうとす
る取組は、これからの持続可能な社会をつくる力です。

人間活動が原因で生じる問題に国際社会が協力して取り組むため、
2015年9月、気候変動やエネルギーなどの17の目標（ゴール）を定
めた「持続可能な開発目標（SDGs）」が掲げられました。SDGsの目
標はそれぞれ関係しており、環境だけでなく、経済・社会とのつなが
りを考え、ともに解決していくことが大切になります。
滋賀県に息づく、環境・経済・社会の調和につながる
考え方はSDGsの精神と合致するものです。

持続可能な開発目標（SDGs）って ？

滋賀県は「世界湖沼会議」を提唱・初開催

うみのこ就航はじまる

琵琶湖森林づくり条例を制定

琵琶湖を健全な姿で
次世代に引き継ぐために、
どうしたらよいかな？

平 成平 成

昭 和昭 和

令 和令 和

琵琶湖の総合保全

琵琶湖保全再生法で琵琶湖を
「国民的資産」と明記。法に基
づく計画により、琵琶湖を「守
る」ことと「活かす」ことの好
循環を創出することを進めて
います。

「琵琶湖の保全及び
再生に関する法律」が施行

侵略的外来水生植物の駆除

琵琶湖が「国民的資産」に 「水質保全」「水源かん養」「自然
的環境・景観保全」を推進。
第２期計画より「琵琶湖流域生
態系の保全・再生」や「暮らしと
湖の関わりの再生」を推進して
います。

2018年マザーレイクフォーラムびわコミ会議

マザーレイク２１計画を策定

滋賀県
気候変動適応センター設置

「びわ湖環境ビジネスメッセ」を
初開催

７月１日を
「びわ湖の日」に決定

持続可能ってどんな意味？
どのような取組が
行われているだろう？

「持続可能」とは
今の地球環境が保たれて
未来まで続くということ
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