第2章
課題解決・ビジョン実現のためのプロジェクト

1.「おらが川」人が親しめるきれいな川づくり
2. 野洲の里山の自然に触れよう、知ろう

自然分野

1. 自然分野

3. 野洲の自然を次世代につなぐ「自然案内人」を増やそう
4. 山の木を活用し、市民の手で野洲の山を守ろう
5. 葦地帯をみんなで増やそう
6. 琵琶湖を身近なものにしよう
7. 内湖の復活で琵琶湖を守ろう
8. まちなかの緑ボリュームアップ大作戦
9. 河畔林の再生
10. 鎮守の森再生
11. 環境保全型農業推進計画
1. 地球温暖化問題に関心の高い野洲市
2. 生ごみ・資源化システムづくり
3. 天ぷら油を捨てずにエネルギー（BDF）化しよう
4. お得で楽しいリユースステーションをつくろう

ごみ・資源
分野

2. ごみ・
資源分野

5．「こんなエコな店あるよ！」ガイドブック作成事業
1. 一人ひとりが自動車社会を見直す「エコドライブ活動」

市内移動が楽しめる交通体系整備

分野

2. バス利用大作戦
3. 自動車を利用しなくても、安心安全安価でクリーンな

まち・くらし

3. まち・
くらし分野

4. きらりと光る野洲の自然、まち、人応援プロジェクト
5. ごみを出さない売り方・買い方が広がるまち
6.「環境共育支援ネットやす」の設立と運営
7. 事業所環境保全取り組み向上プロジェクト
8. 三上山をはじめとする、野洲ならではの景観を守り育てよう
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1. 自然分野

ビジョン：

～山や森、川や湖が輝く、水と緑のまち～

南に三上山、妙光寺山、鏡山などの水源の山々、北はカ
イツブリやたくさんの水鳥が浮かぶ琵琶湖、東西は鈴鹿連
峰に流れを発した豊かな水量の日野川と野洲川に四方を囲
まれたまち野洲市。湖と川を行き来するビワマスは自然ゆ
たかな野洲市の象徴である。
川辺の森は山から湖まで連なり、まちなかの豊かな樹林
帯とともに緑の回廊をなす。鎮守の森は鳥のさえずりが心
地よく、里中にはせせらぎが流れ、子ども達の元気な声が
聞こえる。肥沃なデルタ地帯は、四季折々の季節の香りを
届け、琵琶湖の新鮮な魚や蜆とともに、とれたての食材を
市民に提供する。
野洲市は、命が輝き響き合い、自然と人間のつながりが
実感できるまちである。
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自然分野
プロジェクト紹介

自然分野プロジェクト展開図
（活動地域）

組織づくり
川

仲間づくり

No.1 「おらが川」人が楽しめるきれいな川づくり

組織づくり
山

湖沼

No.2

野洲の里山の自然に触れよう、知ろう

No.3

野洲の自然を次世代につなぐ「自然案内人」

No.4

山の木を活用し、市民の手で野洲の山を守ろう

No.5

葦地帯をみんなで増やそう

仲間づくり

組織づくり
仲間づくり

を増やそう

No.6 琵琶湖を身近なものにしよう
No.7

内湖の復活で琵琶湖を守ろう

No.8

まちなかの緑ボリュームアップ大作戦

No.9

河畔林の再生

組織づくり
緑地

仲間づくり

No.10 鎮守の森再生
組織づくり
農業

仲間づくり

各環境学習の取り組み・連携の
関連プロジェクト
まち・くらし分野

No.11 環境保全型農業推進計画

関連プロジェクト
まち・くらし分野 No.5
ごみを出さない売り方・買い方が広がるまち

No.6「環境共育支援ネットやす」
の設立と運営

野洲市環境基本計画

野洲市環境基本計画書.indd 35

35

07.4.6 3:37:53 PM

自然分野
プロジェクト紹介

プロジェクト名：

活動 N0.

「おらが川」人が親しめるきれいな川づくり

No.1

ビジョン
まち中の各集落を流れる川には清らかなせせらぎが流れ、それが家棟川などに流れ込み、琵琶湖にそそがれる。まち中
の小川の両岸の石垣の隙間にはサワガニや小魚が、また砂の川底にはカワニナやシマドジョウが棲み、子ども達は毎日
のように川に入って魚つかみに興じる。夏にはヘイケボタルやゲンジボタルが乱舞する。

目的・効果（主たる目的）

波及的効果

川づくりの仲間を増やし、川を親しみやすく、きれいにする

川に流れを取り戻し、自然環境を整えることで魚やホタルな

ことで琵琶湖がきれいになり野洲川や日野川にビワマスが行

どの生物が増え、子どもから大人まで川に親しむようになり、

き交う川と湖にする。

川を守り育てていく活動が展開していく。

実施主体

対象

環境基本計画推進組織、市（環境課 ･ 道路河川課 ･ 市街地整備課 ･ 都

これから川づくりをはじめようとする自治会、子ど

市計画課 ･ 商工観光課 ･ 農政課 ･ 学校教育課 ･ 教育研究所 ･ 生涯学習

も、市民

課）、すでに川づくりに取り組んでいる自治会、市民団体

内容・手法
第 1 段階 「おらが川」づくり仲間を増やす（ソフトづくりの取り組み）
1．環境基本計画推進組織、市民団体、自治会、市関係課で構成する「川づくり委員会」を組織し、以下の計画を実施する。
2．すでに川づくり・川育てを行っている地域への見学や昔のきれいな水、くらしや川戸について、地域の人に話を聞く調査ツアー
を実施。コミュニティ形成の場として、自治会がホタルやサワガニ、小魚が棲める川づくり活動をするよう奨励する。
3．川づくり、川そだて、そして川との関係をもふたたびやり直す活動の一環として、地域の有志と連携し、野洲の子どもたち
を舟に乗せて家棟川流域を案内する。将来、野洲内外の市民（観光）を対象にしたエコツアーとして展開する。
第 2 段階

交流活動による仲間づくりの拡大

1．それぞれの活動が展開してきたら「おらが川自慢大会」を開催し、川づくりの楽しさやゆたかさを披露。さらに川づくり、
川育てに取り組む自治会、事業者、市民団体を増やしていく。
2．「おらが川自慢大会」に参加した自治会、事業者、市民団体の「川づくり委員会」への新たな参加によって委員会を再結成し、
治水・利水と共に親水・保水などを大事にした総合的な川づくり、まちづくりを進めていく。また、川の維持管哩について
も委員会の検討課題とする。
第 3 段階

自然豊かな「おらが川」の環境整備（ハード整備の取り組み）

1．川の水源の無い地域について、関係部署と川づくり委員会で協議・検討を行い、自治会に対する水源確保の支援策により、
地域で川づくりを積極的に行うことができる環境を作る。
2．地域の合意が得られる川は、可能な限り多自然型工法を導入し、また川に接する地面はコンクリートではなく土・草等の自
然状態を維持し生物が住める環境づくりを行う。
3．川の遊びや川の生き物や水質調査を年間の環境教育プログラムとして展開する野洲川や日野川などの大きな川でも子どもが
愛着をもてる行事（例えば、間伐材を使った筏づくりと筏競争など）を実施する。

活動の期間

予算（必要な項目）

第 1 〜 2 段階：1 年目〜 5 年目

川の多自然型整備費、川の環境保全状況調査費、生き物調査

第 3 段階：4 年目〜 10 年目

費、水質調査費、水源確保支援対策費

評価基準
川づくりに取組む自治会・市民団体・事業所数、啓発活動に参加した子どもの数、エコツアーの参加人数、川のごみの量、水源
の無い川の箇所数、風情ある川景色の箇所数、河川水質、ホタルの飛翔箇所数

課

題：

問

題：

きれいな水の流れる川の復活を通した人づくり、まちづ

川がきたなく、水がない。その結果、琵琶湖が汚れる、

くりをする。

川に関心がなくなる。
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自然分野

「おらが川」人が親しめるきれいな川づくり

プロジェクト紹介



中ノ池川

家棟川

家棟川下り
野洲市環境基本計画
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自然分野
プロジェクト紹介

活動名：

活動 N0.

野洲の里山の自然に触れよう、知ろう

No.2

ビジョン
多くの自然案内ボランティアと共に、子供達や市民が自然体験学習の場として、またリクレーションや癒しの場として、
地元の里山で四季の風・水や生きものと親しんで自然への理解を深めている。

目的・効果（主たる目的）
○野洲の里山を保全する。

○里山を、子どもや市民が直接触れられる自然観察、体験学習の場として活用する。

○体験学習の場として活用する

波及的効果
○自然・歴史景観の保持・保全。

○里山に対する意識の改善。

○山の自然の大切さや有用性の気づき。

○楽しみや学習だけではなく、山の手入れが必要なことへの常識を高め、山の整備への参加の機運をつくる。

実施主体

対象

環境基本計画推進組織、市（農政課 ･ 環境課 ･ 学校教育課 ･ 教育研究所 ･

市民（子ども）

生涯学習課）、県、地元生産森林組合（地元自治会）、市民団体

内容・手法
1． 地元生産森林組合や地元自治会と協議を行い、理解と合意のうえ、共に計画に参加してもらう。
2． 市民（団体）・市・地元生産森林組合（地元自治会）・のメンバーによる「里山を保全・活用する協議会」を組織し、
以下の事柄を企画実施する。
3． 観察や自然体験にふさわしい場所の発見・設定等を行う。
4． 子ども達を対象としては、学校・ＰＴＡ・子ども会・コミセン等に働きかけ、自然体験学習会、歴史学習会を開催する。
5． 市民を対象としては、公園などのような人工的につくられたものではない「あるがままの自然」に触れることの出
来る自然観察会を開催する。
6． 自然の、案内や学習会等の企画ができる地元リーダーの養成を行う（野洲の自然を次世代につなぐ「自然案内人」
を増やそうのプロジェクト参照）。
7． 環境を守るうえで、自然の生態系を保全することの大切さについての啓発活動を行う。
8． 里山の保全状況について、モニタリング調査を継続的に行う。（自然案内人の活動として）

活動の期間

対象予算（必要な項目）

1 年目〜 10 年目

自然体験学習会（観察会）・歴史学習会の開催費、里山の
モニタリング調査費

評価基準
自然観察会や体験学習の開催回数および参加人数、里山の自然環境と景観の保全状態

課

題：

問

題：

・山の自然の持つ価値、役割の認識を高める（産業、自然、文化等）。

地元にたくさんの自然がありなが

・多くの子供や市民が自然の不思議さや有用性に触れ、学習や、楽し

ら、子供や市民の体験学習の場と

める場所として山に入れるよう自然を生かした最小限の整備を行い、

して十分に活用されていない。

活用する。

そんな中で山に関する関心が薄く

・自然に関する案内人の人材を増やす。

38
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自然分野
プロジェクト紹介

活動名：

活動 N0.

野洲の自然を次世代につなぐ「自然案内人」を増やそう No.3
ビジョン
たくさんの「市民自然案内ボランティア」が、四季を通して、子供や市民に野洲の自然の独自性や面白さ、素晴らしさ
について語り案内している。そして、子供も市民も、地元で自然に浸り癒され自然体験学習をする中で、自然の大切さ
や有用性について知り、生物の多様性や自然を守ることの大切さをよく知っている。地元の人たちと共に、余暇には保
全のためのボランティアにも多くの人が楽しく参加するようになっている。

目的・効果（主たる目的）
野洲市の自然環境に関しての「啓発活動」と「自然案内」の出来る人材の養成。

波及的効果
○自然が環境にもたらす大切な役割を啓発する。
○たくさんの市民が自然案内に関わることで、自ら自然の大切さ、保全作業の必要を周りの人に発信してゆく

実施主体

対象

環境基本計画推進組織、市（農政課 ･ 環境課 ･ 学校教育

市民（学生）

課 ･ 教育研究所 ･ 生涯学習課）、県、市民団体

内容・手法
第 1 段階

自然案内人の養成

1．野洲市内で自然案内が出来る人、したい人を市の広報等で公募し核となる仲間を増やす。
2．「自然解説の人材育成講座」を県環境学習支援センター等の外部講師の支援を受けて開催する。
第 2 段階

人材の確保と企画・活動

1．「養成講座」を終了した人・すでに活動している人・教師など、自然や自然環境の啓発活動が出来る人材を「環境基
本計画推進組織」に登録する。
2．推進組織に登録しているメンバーが主体となり、活動の企画や実施、経験交流を行う。
第 3 段階

人材養成の継続と自然の調査・研究

1．人材が確保できた段階で、登録メンバーが主体になり人材養成を行う。
2．登録メンバーが主体的に、野洲の自然についての調査・研究等を行う（生物、景観等のモニタリング調査）。

活動の期間

対象予算（必要な項目）

第 1 段階：1 年目〜 5 年目、第 2 段階：3 年目〜 10 年目

養成講座開催費用、生物 ･ 景観等のモニタリング調査

第 3 段階：4 年目〜 10 年目

費

評価基準
養成・登録した人材の人数、実際に活動した内容と回数および参加人員

課

題：

問

題：

野洲の自然を守っていくため、自然の持つ価値や面

野洲には、まだ自然がたくさんあるから大丈夫と思っ

白さなど、その役割の認識を広める必要がある。そ

ている市民は多いが、その実態は良く知られていな

のための自然を案内する人材を早急に増やす必要が

かったり、保全のために、かかわりをもっている人も

ある。

少なく、十分な活用もされていない。
野洲市環境基本計画
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自然分野
プロジェクト紹介

活動名：

活動 N0.

山の木を活用し、市民の手で野洲の山を守ろう

No.4

ビジョン
地元の生産森林組合や市民と共に作る「里山を保全活用する協議会」の活動で、山林の下草や植林木の枝打ち・間伐な
どが定期的に行われ、手入れが行きとどくようになっている。間伐材等の、資源は、地元の事業に使われたり（地産地消）、
市民のアイデアで無駄なく有効活用されるようになっている。

目的・効果（主たる目的）
○山の手入れをする人手の確保・育成。

○山の木を活用し、有効利用することで地産地消の拡大を図る。

波及的効果
○山林の現状を市民が知ることにつながる。
ての役割を知る。

○市民が地元に活用できる木のあることを知る。

○山の持つ環境とし

○景観の保持。・作業に参加することで、人の目が行き届き、山のごみや不法投棄が減る。

実施主体

対象

環境基本計画推進組織、市（農政課 ･ 環境課 ･ 学校教育課 ･ 教育研究所 ･ 生涯学

市民・事業者

習課 ･ 商工観光課）、県、地元生産森林組合（地元自治会）、市民団体

内容・手法
第 1 段階

活動組織の立上げ、保全活動の検討

1．山や森林の管理者、地元の生産森林組合（地元自治会）と協議を行い、市民参加で保全活動するための理解と協力を得る。
2．環境基本計画推進組織・市・地元生産森林組合（地元自治会）・市民団体等で、活動の主体となる組織「里山を保全活用す
る協議会」を組織し、以下の事柄を企画実施する。
3．山の保全作業の参加と内容について、市民の意向を把握するアンケート調査を行い、市民参加の保全活動の企画検討を行う。
4．間伐材などの利活用の可能性について、事業者や市民等に向けたニーズ調査を行う。
5．関係者協議の整った活動について、順次実施する。
第 2 段階

保全活動の実施、間伐材等の利用の拡大

1．市民参加による山林の保全活動を実施する。（下草刈・枝打ち・間伐・林道・登山道の整備等）。
2．木材（間伐材・切った枝など）の利活用を検討し、「地産地消」の拡大を図る。
3．市民への情報（山の下草刈りや枝打ち等の山作業の参加募集、間伐材などの利用、山の自然の見どころや時期など）の発信
を行う。
第 3 段階

継続的な保全活動の推進

1．市民参加による里山の保全活動を定期的に行う。
2．間伐材や山の資源の利活用を市民と共に検討し、地産地消の拡大を継続的に図る。
3．山の大切さを普及するための啓発活動（他に計画しているプロジェクトや、山の自然観察会や、市民に向けた講座など）を
定期的に行う。

活動の期間

対象予算（必要な項目）

第 1 段階：1 年目〜 3 年目、第 2 段階：2 年目〜 5 年目、

アンケート ･ ニーズ調査費、保全活動器具費用、参加者の保

第 3 段階：5 年目〜 10 年目

険代、ニュースレター作成費

評価基準
市民参加の保全活動の実施回数と参加人数、間伐材等の地元での使用量および商品開発 ･ 販売状況

問
課

題：

・山の価値、役割の認識を高める（産業、自然、文化等）。
・不法投棄を減らす。
・山を手入れし、管理する人を増やし、組織化する。
・地産地消をすすめるため、生産、商品開発の人材やシス
テムをつくる。

40

題：

・森林の経済的な価値が低迷している中で、里山で
の生産意欲が低下し、地域財産としての利活用が
難しい状況になっている。
・人手がなく山林の手入れが行き届かずごみの不法
投棄の場となることも多い。
・水源としての山や緑の保全の大切さに気づかれな
いまま開発が優先している。
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自然分野

山の木を活用し、市民の手で野洲の山を守ろう

プロジェクト紹介

4

平成 17 年度森林面積（1,246ha）
資料：平成 17 年度 滋賀県森林・
林業統計要覧
森林利用状況

植林作業

土地利用種類別面積（資料：固定資産税概要調査書）
野洲市環境基本計画
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自然分野
プロジェクト紹介

活動名：

活動 N0.

葦地帯をみんなで増やそう

No.5

ビジョン
青々とした葦がなびき、浅瀬ではニゴロブナ、鯉、ワタカ、モロコなど在来魚がたわむれている。湖底にはきれいな砂、
白い葦の根や貝、シジミがよく見えている。今日も岸辺ではカイツブリが「ぴ−ひょろろ−」と、さえずっている。

目的・効果（主たる目的）
○在来魚の生息場所の拡大によって、琵琶湖本来の健全な生態系の復活を図る。
○葦群落の保全活動による、市民の琵琶湖環境保全の啓発。

波及的効果
水の浄化、自然景観（湖岸らしさ）の復活、岸辺の保護、野鳥の生息環境の保全、湖岸の侵食防止

実施主体

対象

環境基本計画推進組織、市（環境課 ･ 道路河川課 ･ 農政

市民、自治会

課 ･ 生涯学習課）、県、市民団体

内容・手法
1．環境基本計画推進組織、市民団体の活動で湖岸に葦群落を復活させる。場所、規模等は県（自然環境保全課）と協議
の上決定する。
2．葦群落復活作業に必要な資材（波による土壌流出を防ぐ消波柵に使用する木材）は、市内の森林組合と連携し、地元
の間伐材を使用する。
3．葦帯の維持管理については、市民参加の活動として葦刈りのイベントを開催し、葦を利用した物づくりを体験できる
企画において開催する（イベントは環境基本計画推進組織が開催する）。

活動の期間

対象予算（必要な項目）

葦群落の再生：1 年目〜 5 年目

葦群落の再生工事費、維持管理費（葦刈りイベント開

葦群落の維持管理：2 年目〜

催費）

評価基準
葦の繁殖面積、魚の種類数、葦群落の維持管理活動の参加人数

課

題：

問

題：

葦地帯を増やして、在来魚と生態系の復活に取り組

湖岸の開発が進んだ結果、葦が無い。そのため砂

む。

地の浸蝕がひどく、在来魚の生息場所が無い。
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自然分野
プロジェクト紹介

活動名：

活動 N0.

琵琶湖を身近なものにしよう

No.6

ビジョン
砂浜はごみが無いきれいな砂と、川から流れ出るきれいな水で光を放ち、大人も子供も楽しめる遊び場になっている。
市民はいっも浜辺で親しむことができ、琵琶湖を大切にしている。

目的・効果（主たる目的）
市民が琵琶湖の環境と自然の生態系の大切さを理解することで、湖の環境保全の推進を図る。

波及的効果
琵琶湖を汚さない美化意識の啓発、琵琶湖にそそぐ河川のごみの減少、水への愛着、地産地消の促進

実施主体

対象

環境基本計画推進組織、市（環境課 ･ 道路河川課 ･ 農政課 ･ 学校教育課 ･ 教育研

市民、自治会、事業所

究所 ･ 生涯学習課）、県、市民団体

内容・手法
1．砂浜で琵琶湖に関する環境学習会を行う。
環境学習会の開催は、市民団体、環境基本計画推進組織、市関係課で構成する「内湖再生協議会」が主催する。
＜環境学習内容＞
1. 琵琶湖の現状と今日までの琵琶湖について。
2. 琵琶湖の魚介類の古今の状態について。
3. 野洲市周辺の湖岸（浜辺）の現状と砂の流れ。
4. 琵琶湖に注ぐ野洲市の川の状況について（家棟川の清掃活動を含む）。
5. 琵琶湖に流れ出るごみの状況について（浜の清掃活動を含む）。
2．砂浜、琵琶湖において、琵琶湖に関する環境保全啓発イベントを行う。
環境啓発イベントの開催は、「内湖再生協議会」が主催する。
＜環境保全啓発イベント内容＞
1. シジミのつかみ取り、琵琶湖産魚介類の試食会。
2. 琵琶湖漁業の体験（エリ漁）。
3. 琵琶湖の水質調査（川と湖の水質について）。

活動の期間

対象予算（必要な項目）

1 年目〜 5 年目（状況により継続を検討）

環境学習会、環境保全啓発イベントの開催費

評価基準
環境学習会、環境保全啓発イベントの開催回数、参加者数、参加者のアンケートによる琵琶湖環境への関心度の向上

課

題：

問

題：

浜辺で市内の大人や子供に琵琶湖に関する学習会

琵琶湖の環境悪化による砂浜の変化により、従来

を開き、琵琶湖の大切さきに気づき、関心を持ち、

憩の場であった浜辺や湖そのものに対する人々の

みんなで琵琶湖を守っていく。

関心が薄れ、湖を大切にできなくなっている。
野洲市環境基本計画
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自然分野
プロジェクト紹介

活動名：

活動 N0.

内湖の復活で琵琶湖を守ろう

No.7

ビジョン
内湖の復活で琵琶湖に入る濁水が減り、湖底の底質が改善され、多くの生物の復活の兆しと湖にきれいな水が甦る。内
湖には葦がざわめき、川下りの舟が往来し、釣人で賑わい春にはモロコや鮒も釣れ、ビワマスの遡上が始まっている。

目的・効果（主たる目的）
琵琶湖独特の生態系を形成していた生物生息空間を取り戻すとともに、河川からの濁水が直接琵琶湖へ流入することを
抑制し、湖の水質浄化を図る。

波及的効果
琵琶湖再生事業への関与、在来魚再生地の拡大、川の見直し（親水、保水）。

実施主体

対象

環境基本計画推進組織、市（環境課 ･ 道路河川課 ･ 農政

行政（市 ･ 県 ･ 国）、市民、自治会

課 ･ 生涯学習課）、県、市民団体

内容・手法
第 1 段階

琵琶湖の環境保全について、内湖の重要性を検証する。

1．環境基本計画推進組織、市関係課、市民団体で構成する「内湖再生協議会」を組織し、以下の計画の推進を図る。
2．琵琶湖の価値と環境保全の重要性を共有し、内湖復活の認識、理解を高めるため、以前内湖がどのような場所だった
のか地域の記憶を掘り起こし、昔の資料や高齢者へのヒアリングから琵琶湖と生活とのかかわりについて調査を行う。
3．琵琶湖と生活とのかかわりについて調査結果をまとめ、琵琶湖の環境保全についてのフォーラム・ワークショップを
開催する。
4．内湖の復活について国・県の関係部署と協議を行い、事業化の支援を要請する。
第 2 段階

国、県の支援を得て、内湖再生事業計画を推進する。

1．内湖再生の目標（内湖に期待する機能）の設定、目標の評価項目、維持管理手法の検討を行い、事業の効果算定を行う。
2．目標を達成するための方法（工法・規模・事業費）を検討し、事業内容・手法について協議・検討を行い事業計画を
立案する。
3．事業計画に基づき、内湖再生事業を実施する。
第 3 段階

内湖のモニタリング調査と検証。

事業実施後は、内湖の状態についてモニタリング調査を行い、計画時に設定した目標を達成するための仮説を検証し、
必要な場合、その結果に基づく事業内容の見直検討を行う。

活動の期間

対象予算（必要な項目）

第 1 段階：1 年目〜 4 年目、第 2 段階：4 年目〜 10 年目、

内湖調査費、フォーラム ･ ワークショップ開催費、事

第 3 段階：7 年目〜

業計画作成費、内湖再生事業負担金

評価基準
琵琶湖の水質と生物の数と種類、琵琶湖流入河川の河口の水質、内湖の水質 ･ 底質

課

題：

問

題：

内湖を復活し、琵琶湖に出る濁水の抑制と水、底

内湖や川をほとんど埋めた結果、内湖が持つ生態

質の改善を図り、琵琶湖（湖岸付近）の生態系を

系と水質保全機能が低下し、湖の水質・底質が悪

復活する。

化している。
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自然分野

内湖の復活で琵琶湖を守ろう

須原沼（左）・野田沼（右）（明治 26 年）
（資料：国土地理院仮製地形図）

プロジェクト紹介

4

須原沼（元禄 10 年）[ 安治区有文書第 918 号 ]

水質の推移（資料：公共用水域水質調査）
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自然分野
プロジェクト紹介

活動名：

活動 N0.

まちなかの緑ボリュームアップ大作戦

No.8

ビジョン
公共施設や JR 駅近くの高層住宅、工場周辺は緑の喬木で囲まれ、駐車場や駐輪場も木の茂みのなかに配置され、木々の
緑で目が洗われんばかりである。木間を通り抜ける涼風は爽やかで、あらゆるところで野鳥がさえずり多くの蝉が鳴き、
子どもたちは木登り、夏場にはカブトムシやクワガタムシ採りに興じる。
森や林は子ども達の自然学習や冒険遊びの場として利用され、路側林の緑の回廊はハイキングやサイクリングを楽しめ
る田園に向う小道となっている。

目的・効果（主たる目的）
市内の拠点施設について緑化の拡大を行い、緑の潤いのあるまちづくりを目指し、環境都市としてのイメージアップを
図る。

波及的効果
自然のクーラー、散歩やサイクリング、憩いの場、子供の野外学習の場として活用、剪定枝チップ材のエネルギー利用

実施主体

対象

環境基本計画推進組織、市（市街地整備課 ･ 環境課 ･ 総務課 ･ 道路河川課 ･ 都市計画課

市民、事業者

･ 農政課 ･ 商工観光課 ･ 学校教育課 ･ 教育研究所 ･ 生涯学習課）、県、市民団体

内容・手法
第 1 段階

推進組織の立ち上げ、まちなかの緑化の状況調査

1．まちなかの緑を増やすため、行政の率先行動として公共施設ならびに主要道路から緑化検討を始める。
2．市、各公共施設管理者と環境基本計画推進組織、市民団体、事業者等で構成する「緑の推進委員会」を組織し、各施
設の状況調査を行い、調査結果に基づき緑ボリュームアップ推進の計画（緑化計画）を協議し、緑化モデル実施区域
を定め、緑化推進が可能な場所から着手する。
第 2 段階

協働による緑化推進計画の検討

1．緑化計画に伴う植生の選定や維持管理手法の検討については、緑化推進フォーラムを開催し自治会・市民・市民団体・
NPO の参画を促し、地域における緑化推進の同意形成を図る。
2．検討課題として、樹木の生育や地下水涵養を目的とした雨水の有効利用や雨水地下浸透手法についても考慮する。
第 3 段階

官民連携による緑化推進の拡大

1．緑化施工後は植生環境や建物環境（建物内気温や外気温など）のモニタリング調査を行う。
2．官民連携による緑のボリュームアップ大作戦として、工場、事業所の周りに豊かな環状林を造る支援を行う。

活動の期間

対象予算（必要な項目）

第 1 〜 2 段階：1 年目〜 5 年目

緑地調査費、フォーラム（ワークショップ）の開催費、緑化工事費、緑地モ

第 3 段階：4 年目〜 10 年目

ニタリング調査費、事業所緑化支援費、雨水浸透施設整備費

評価基準
公共施設・道路・河川・事業所等の緑化率および緑化面積、緑地の維持管理（生育）状況

課

題：

問

題：

緑化に対する意義を共有し、市民、事業者、行政が

緑地よりも施設機能を優先した結果、緑の潤いのあ

ともに緑を大切にしたまちづくりを実践する。

る生活空間が確保されていない。
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自然分野
プロジェクト紹介

活動名：

活動 N0.

河畔林の再生

No.9

ビジョン
三上山の頂から北を見ると、一時は緑の無くなった日野川、童子川、家棟川、新川の堤防の傍に河畔林が復活し、旧野
洲川北流跡の数箇所には市民の森が存在し、森の中の広場には牧場やスポーツ施設、散策道路を利用し市民が余暇を楽
しんでいる。森や林は子ども達の自然学習や冒険遊びの場として利用され、河畔林や路側林の緑の回廊は、ハイキング
やサイクリングを楽しめる田園に向う小道となっている。

目的・効果（主たる目的）
温暖化抑制、豊かな自然環境の整備、市民への自然（緑）、環境の提供

波及的効果
自然のクーラー、散歩やサイクリング、憩い ･ 癒しの場、子供の自然学習の場として活用

実施主体

対象

環境基本計画推進組織、市（市街地整備課 ･ 環境課 ･ 道路河川課 ･ 都市計画課

市民

･ 農政課 ･ 学校教育課 ･ 教育研究所 ･ 生涯学習課）、県、国、市民団体

内容・手法
第  段階

昔の河畔林の調査と情報の提供

1. 市と環境基本計画推進組織、市民団体、事業者等で「緑の推進委員会」を
組織する。
2．野洲川、日野川、童子川、家棟川、新川の河畔林がどのような場所だったのか、
地域の記憶を掘り起こし、共有する調査を行う。かつての河畔林と生活や
遊びとの関わりの情報を地図で表現し、古い写真なども集め情報を収集す
る。
また、調査結果を基に学習会、報告会（ワークショップ）を開催し、河畔
林再生に関係する情報を市民に伝える。
3．旧野洲川北流の湖岸緑地整備等、緑地整備が予定されている地域について
関係者協議を行い合意が得られる地域については、可能な限り現状の自然
環境を保持した整備を行うよう留意する。
第  段階

河畔林の再生（絵：中塚 勝氏 画）

河畔林再生の研究

上記の調査結果を基に河畔林再生の検討として、復活させる植生、管理方法や管理組織について調査研究を行い、河畔林再生の
整備方針を決定する。
第  段階

合意形成のための協議・検討

合意が得られる地域については、敷地調査や土地所有者への聞き取り調査を行い、河畔林再生の敷地選定に関する土地の取得方
法、貸借条件について地権者、市、自治会、緑の推進委員会等で協議検討を行う。
第 4 段階

河畔林拡大の検討

旧野洲川北流跡地に森林帯を造るべく敷地選定のための調査研究を行う。

活動の期間

対象予算（必要な項目）

第 1 〜 2 段階：1 年目〜 5 年目

河畔林再生調査研究費、学習会・報告会（ワークショップ）

第 3 〜 4 段階：5 年目〜 10 年目

開催費、河畔林造成工事費

評価基準
河畔林再生プランの評価と合意形成状況、河畔林の面積、河畔林の生育状態、市民の利用状況

課

題：

問

題：

河畔林の有効性について共通理解を深め、用地の確

緑の潤いの場であった従来の河畔林、堤防の林が減

保、維持管理について市民、自治会の理解を得る。

少し、緑に親しむ場所や機会が少なくなっている。
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活動名：

活動 N0.

鎮守の森再生

No.10

ビジョン
鎮守の森の木々が豊かに茂り、木々の緑で目が洗われんばかりである。木間を通り抜ける涼風は爽やかで、あらゆると
ころで野鳥がさえずり多くの蝉が鳴き、子どもたちは木登り、夏場にはカブトムシやクワガタムシ採りに興じる。地域
の森や林は子ども達の自然学習と冒険遊びの場や多世代交流の場として利用されている。

目的・効果（主たる目的）
温暖化抑制、豊かな自然環境の整備、地域文化の復活、市民への自然環境の提供・整備

波及的効果
自然のクーラー、散歩やサイクリング、憩いの場、子供の野外学習の場として活用、剪定枝チップ材のエネルギー利用

実施主体

対象

環境基本計画推進組織、市（市街地整備課 ･ 環境課 ･ 都市計画課 ･ 農政課 ･ 学校教育課

市民

･ 教育研究所 ･ 生涯学習課）、県、市民団体

内容・手法
第 1 段階

鎮守の森の調査、情報の提供

1. 市と環境基本計画推進組織、市民団体、事業者等で「緑の推進委員会」を組織する。
2．市内に存在するシンボル的な大木、名木、古木を調査選定し、収集した情報を市民に紹介することにより、木や森を
大切にする保全意識の啓発を図る。
3．各自治会に出向き、過去から現在までの鎮守の森の様子や植生、祭り、生活や遊びとの関わりを調査し、その情報を
地図にまとめ、報告会や意見交換ワークショップを開催し、鎮守の森再生に関係する情報を市民に伝える。
第 2 段階

鎮守の森再生を目指して

昔から広場を有し、祭りや地域の伝統行事が継承されてきた鎮守の森の再生を目指し、合意が得られる地域は、鎮守の
森管理者と再生すべき植生や管理方法、管理組織等について協議を行い、協議内容の整った地域から順次保全活動の支
援を行う。
第 3 段階

森のモニタリング調査、有効利用の取り組み

事業実施地域においては、森の微気象、生態系のモニタリング調査を継続的に行うと共に、市民（子ども）の環境教育
の場として利用し、また、子どもが思いっきり遊べる場所にするべく、インタープリターやプレイリーダーの養成を図り、
森を利用した環境教育や自然遊びのプログラムを市民に提供する。

活動の期間

対象予算（必要な項目）

第 1 段階：1 年目〜 5 年目、第 2 段階：4 年目〜 10 目

鎮守の森調査費、学習会・報告会（ワークショップ）開催

第 3 段階：6 年目〜 10 年目

費、保全活動支援費、森のモニタリング調査費、インター
プリター・プレイリーダー養成講座開催費

評価基準
自然環境に配慮し保全管理されている鎮守の森の箇所数、鎮守の森保全活動・環境学習への参加人数

課

題：

残された緑地を守るとともに、森林の復活に努め、

問

題：

地域的に森や林が少なすぎる。

森林の価値の認識を高める。
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活動名：

活動 N0.

環境保全型農業推進計画

No.11

ビジョン
化学資材に頼らない環境保全型農業※ 1 が普及し四季を通じ豊かな自然と多くの生物を育み、農業と市民が共に環境保全
型農業を発展させる。

目的・効果（主たる目的）
環境保全型農業技術の普及、安心安全な作物の生産と健康的な食の提供

波及的効果
○自然の厳しさと恵みの再発見。
○生物生息環境の維持。

○農業排水（化学物質汚染）の浄化。

○生き物の多様化（生態系の維持）。

○生産者の意識向上と消費者の意識改革。

実施主体

対象

環境基本計画推進組織、市（農政課 ･ 環境課 ･ 学校教育課 ･ 教育研究所 ･
生涯学習課 ･ 商工観光課 ･ 健康推進課）、県、農業関連団体

農家と非農家（消費者、市民、学生、子供）

内容・手法
第 1 段階

環境保全型農業ニーズ調査と推進組織の立ち上げ

1．消費者・生産者に対する環境保全型農業のニーズ調査の実施。
2．フォーラムやシンポジウムにより意識改革を図る（化学資材削減や自然界の恵みの有効利用の学習）。
3．環境こだわり認証者※ 2 や、エコファーマー農家※ 3 を中心に生産者を募集する。
4．環境基本計画推進組織、行政（市 ･ 県）、農業関連団体と連携し、活動の核となる環境保全型農業推進組織を結成し、順次
以下の活動を行う。
第 2 段階

情報交換とモデル地区の選定、流通システムの検討

1．環境保全型農業の技術交流会、技術指導研究会を開催する。交流会 ･ 研究会は認定農業者、環境こだわり認証者、農地水環
境保全向上対策※ 4 の活動組織等を対象とし開催する。
2．賛同者地域に、農業濁水の抑制、環境保全型農業の成果を検証するモデル地区を選定し、環境保全型農業の推進拠点として
活用する。
3．農業関係団体 , 流通事業所 , 県 , 市関係課等関係機関との協議を行い、環境に配慮して生産された農産物の流通システムを検
討し販路と顧客の確保を図る。
4．野洲市水田農業推進協議会※ 5 における水田農業ビジョンに対し、環境保全型農業に関する提言を行う。
第 3 段階

現地調査の実施と体験学習会

1．環境保全型農業モデル地区と慣行農地において、現地の生態の比較分析調査を行う。
2．小中学校と市民を対象とし、農業と環境の関わりについて、現地での環境体験学習会、また学校等への出前講座を開催する。
第 4 段階

NPO 法人の立上げ

NPO 法人「環境保全型農業推進組織」（仮称）を設立し、継続的に環境保全型農業の普及拡大を図る。

活動の期間

対象予算（必要な項目）

第 1 段階：1 年目〜 5 年目、第 2 段階：2 年目〜 10 年目

市場意識調査費、フォーラム開催費、技術交流会、技術指

第 3 段階：4 年目〜、第 4 段階：5 年目〜

導研究会の開催費、現地環境体験学習会 ･ 出前講座開催費

評価基準
環境保全型農業対象圃場の面積、農業者・市民の賛同者数、農地の生物の種類と数、、農業排水路の水質、農産物の市内出荷額

課

題：

・農業が関わる、環境と人の健康に対する重要性につい
て多くの理解者を得る。

問

題：

・「農業を変えることが自然との共生に繋がる」という
農業者と市民の共通認識が不足している。

・環境保全型農業を普及する。

・環境に配慮した農業に取り組めていない。

・農業濁水を減らす。 ・食育や地産地消を推進する。

・田植え時期に濁水が琵琶湖へ流れ込む。
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※１								
環境保全型農業とは、地球と仲良くできて、持続性のある農業をいいます。農薬を減らしたり、自然の力を最大限に
活用することで、おいしくて安全な食べ物をみんなの食卓に提供することができます。

※２						
滋賀県が独自に定めた要件を満たして栽培された農産物は、「環境こだわり農産物」
として県から認証を受けることができます。		
その要件とは、「化学合成農薬および化学肥料の使用量を通常の 5 割以下に削減し､
かつ､ 琵琶湖および周辺環境への負荷を削減する技術で栽培する」というものです。
「環境こだわり農産物」は、滋賀県の登録商標です。
・登録番号第 4835258 号（名称）
・登録番号第 4556220 号（マーク）

※３								
エコファーマーとは、
「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」に基づき、
土づくりを基本に化学肥料の低減および化学農薬の低減技術を導入し、環境と調和した農
業を実践するため、その導入計画について知事の認定を受けた農業者をいいます。
エコファーマーは左のロゴマークが表示できます。滋賀県の環境こだわり農産物の認証
をあわせて受ければ「エコファーマーが作った環境こだわり農産物」として PR できます。

※４								
農地 ･ 農業用水等の資源は、食料の安定供給や多面的機能（下図参照）の発揮の基盤となる社会共通資本です。しかし、
これら資源は、高齢化・混住化等の進行に伴う集落機能の低下により、その適切な保全・管理が困難となってきていま
す。			
このような状況に対応するため、地域の農業者だけでなく、地域住民や都市住民も含めた多様な主体の参画を得て、
これら資源の適切な保全管理を行うとともに農村環境の保全等にも役立つ地域共同の効果の高い取り組みを促進するた
めの施策として平成 19 年度から『農地 ･ 水 ･ 環境保全向上対策』という国の制度が導入されます。

※５
野洲市水田農業推進協議会とは、野洲市より提供される野洲市地域の米需要量に関する情報に基づいて、野洲市にお
ける方針作成者（JA 等）の需要量に関する情報の算定や生産調整方針に参加する農業者に対する米の生産数量（面積）
目標の配分の一般ルール設定を行う会議で、JA を始めとする農業関係団体で組織する第三者機関です。
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