
　

NO.１

[単位：千円]

事　業　費

（平成24年度）

大 津 市 環境学習 大津こども環境人育成事業 Ｈ２３～Ｈ２５ 45,168 2,544 2,100 環境政策課

(第２期）

環境学習 身近な環境市民調査事業 H２４ 956 956 800

　

環境学習 環境情報システム整備事業 H２４ 1,181 1,181 100

3,000

彦 根 市 環境学習 低炭素社会構築事業 Ｈ２３～Ｈ２５ 7,224 1,961 1,875 生活環境課

住民との協働 簡易生ごみ処理普及委託事業 Ｈ２３～Ｈ２５ 948 348 244 　

環境学習 ３Ｒ推進プロジェクト Ｈ２３～Ｈ２５ 1,620 500 500 清掃センター

　

ごみの散乱防止事業 Ｈ２３～Ｈ２５ 17,973 5,989 381 　

　
3,000

長　浜　市 住民との協働 環境美化推進対策事業 　

 　　　美化推進対策事業 Ｈ２３～Ｈ２５ 8,587 3,060 1,310 環境保全課

 　　　河川愛護事業及び３Ｒ推進事業 Ｈ２３～Ｈ２５ 32,070 10,690 10,690 市民協働推進課

　 住民との協働 麗しの水辺と竹林再生プロジェクト事業  　

　 　　　河川敷竹林整備・清掃整備事業 Ｈ２０～Ｈ２４ 9,055 1,205 0 高月支所

地域振興課

　 住民との協働 水源地域環境保全事業  　 　 　 　 　

　　　余呉湖周辺管理事業 余呉湖周辺でのクリーンアップ事業の実施 Ｈ２３～Ｈ２５ 14,775 4,963 0 余呉支所

　 余呉湖周辺施設の維持管理 　 　 　 福祉生活課

12,000

高時川の未整備の水辺や竹林を美しい安らぎを感じら
れる空間に戻し、市民に自然観察や水に親しめる機会を
提供する。

琵琶湖岸・河川・道路等の清掃活動、団体清
掃の支援、ごみの回収、美化推進地域の美
化管理事業。自治会主体の河川維持管理と
資源ごみ分別による３Ｒ推進に対する奨励金
の交付

分野別（地域・事業者・教育）を対象に出前講
座を実施。教育については平成20年度のモ
デル校で実施の「環境教育プログラム」を全
校対象に実施

既存団体が合併し４団体から新たに３団体と
して活動しており、会員拡大と新規団体の募
集に取り組む。

H24年度は「アカトンボ」を調査対象とし、近
年、田畑が減少している中、分布状況の把握
をするとともにＨ３年度に実施した調査の結
果と比較し、変化を調査する。

かんきょう宝箱システムの大幅更新に続き、
データ内容の追加更新の実施とともに、市民
の協力を得ながら、運用の充実を図る。
環境人ホームページシステムの普及拡大と
内容充実、定期・随時更新の実施とこの２つ
のシステムの保守を行う。

担当課事業内容

子育て家族を対象とした自然に学び、自然を
楽しむ体験型プログラムの充実および実施
推進体制の強化や人材育成、情報支援等

地域の清掃活動（延べ350自治会）、清掃基
準日（5/30.7/1.12/1）の前後に実施する一斉
清掃（延べ参加者2,000人）を実施

「環境美化の日」を中心とした市民・事業者・行政の協働
による清掃活動の実施や、河川の清掃活動、資源ごみ
分別による３Ｒ推進活動に対して奨励金を交付すること
で、市民の地域での自主的な環境保全活動を継続させ
ていく。

清掃センターにおいて”エコライフの集い”を
開催し、ごみ問題、環境問題の学習の機会
を提供

実施期間

竹林の間引きと折れた竹の処分による散策
路の整備

雑草・雑木および漂着ごみの処分による水辺
環境の整備

平成２４年度　琵琶湖総合保全市町交付金事業概要

市町名 区分 事業名（プロジェクト名） 総事業費

琵琶湖の水源地域の環境保全を図り、市民に水や自然
に親しめる空間を提供する。

多数の市民が参加する清掃活動を支援し、環境美化お
よびごみ減量対策ならびに琵琶湖の環境保全啓発を推
進

事業目的

１３市（旧７町）６町　交付金総額　６７，５００千円　　

低炭素社会の実現に向けた意識の高揚を図り人材の育
成に努める。

安価な経費で効果的に生ごみ処理ができる方法の調査
研究と市民への普及拡大を図る。

交付金充当額

住民との協働
及び環境学習

大津市独自の環境学習の展開をめざし、地球規模の環
境問題にも対処するとともに、「いのち」の大切さと「生き
る力」を持った心豊かで快適な環境を創造していく人を
育成

清掃センター業務における体験学習や施設見学等環境
教育の充実を図り、３Ｒを推進

市民自らの参加により、大津市の自然環境状況を調査
し、調査結果を公表することにより、地域の自然を見つ
めなおし、自然への関心を高める。

環境学習や環境保全活動に役立つ環境情報を提供する
ために、環境情報システムの運用を図る。



NO.２

[単位：千円]

事　業　費

（平成24年度）

近江八幡市 住民との協働 水と緑の市民環境活動事業 H２３～Ｈ２５ 3,750 1,300 1,300 環境課

　 　 　 　 　

河川水質調査事業 H２３～Ｈ２５ 2,346 714 586

環境美化推進活動事業 H２３～Ｈ２５ 1,665 555 555

ヨシ群落保全事業 市内団体と協力し、ヨシ群落の保全を図る。 ヨシの刈取りや清掃を実施 H２３～Ｈ２５ 2,205 735 659

　 住民との協働 西の湖ヨシ灯り展 H２３～Ｈ２５ 3,245 800 800 安土町総合支所

住民福祉課

　 西の湖ヨシ地保全活動事業 西の湖周辺の良好なヨシ地の保全を図る。 ヨシ群落でのヨシ刈取りやヨシ焼きを実施 H２３～Ｈ２５ 960 300 300 　

 　

河川周辺散在性ごみ回収事業 河川周辺環境の保全を図る。 H２３～Ｈ２５ 3,200 1,307 300

4,500

草 津 市 　 環境学習の推進事業 　 　 　 　 　

環境学習 　　エコミュージアム推進事業 Ｈ２３～Ｈ２５ 1,128 376 200 環境課

　　環境調査事業 Ｈ２３～Ｈ２５ 15,459 5,153 2,800

3,000

守 山 市 住民との協働 湖岸清掃運動事業 湖岸清掃を行い、湖岸の美化を推進 Ｈ２３～Ｈ２５ 1,800 600 600 環境政策課

環境学習 琵琶湖環境教育事業 Ｈ２３～Ｈ２５ 7,200 2,400 2,400 こども課

学校教育課

3,000 　

栗 東 市 環境学習 自然体験学習事業 Ｈ２３～Ｈ２５ 27,340 9,114 3,000 生涯学習課

 

事業目的

西の湖に流入する河川等の水草除去と散在
性ごみの回収

担当課実施期間 総事業費 交付金充当額

市内河川の水質を２か月に１回（年６回）定期
的な水質調査を実施

市内小中学校、幼稚園、保育園において環
境学習を実施

市町名 区分 事業名（プロジェクト名） 事業内容

自然の中で集団活動と宿泊研修を通じ、豊かな心、明る
くたくましい青少年を育成

自主的な市民運動を展開し、快適な生活環境及び水環
境の創造と保全を図る。

児童生徒が琵琶湖環境学習を中心に環境学習を行い、
環境に対する意識・生きる力・問題解決能力を身につけ
る。

ヨシを中心とした自然物を使用した西の湖の
オブジェとヨシ灯り展の開催

環境保全活動を市民グループと連携し実践、市内の環
境を守り引き継ぐ。

市内河川の水質を把握するとともに、水質保全を図る。

ごみゼロ大作戦、琵琶湖を美しくする運動、
湖岸クリーンアップ、花いっぱい運動、環境
学習会などを実施

西の湖周辺を中心に植物観察、野鳥観察、
水質調査等、白鳥川・琵琶湖畔等美化活動、
八幡山環境整備活動等実施

西の湖の自然の素晴らしさに触れ、大切に次世代に引き
継ぐ。

第2次草津市環境基本計画の基本方針の１つである「環
境学習社会づくり」を進めることで、家庭・学校・職場など
様々な場面で生涯を通じて誰もが環境について豊かに
学べる地域社会づくりを構築する。

湖岸沿いの清掃活動を陸側と湖側から実施
「浮遊ごみ」「ポイ捨てごみ」の収集

琵琶湖岸を中心とした体験学習プログラムの
開発と実践を行う。琵琶湖に流れ込む河川に
ついて水質調査を行い、その結果を市民に
親しみやすい人の顔を用いて、当該河川敷
等に掲示するとともに、環境白書に活用す
る。

宿泊研修が可能な施設、自然体験学習セン
ター「森の未来館」において、小学４年生の自
然体験を目的とするやまのこ事業や森林環
境学習や研修等で利用し、生涯学習の振興
を図る。また、県内全域の小学生が参加し
て、栗東の豊かな自然を利用した森林・自然
体験学習を通じて、豊かな心を育んでもらう。



NO.３

[単位：千円]

事　業　費

（平成24年度）

甲 賀 市 住民との協働 廃プラスチック類リサイクル事業 Ｈ２３～Ｈ２５ 306,982 103,035 3,000 生活環境課

　

野 洲 市 　 野洲市環境基本計画普及事業 　 　 　 　  環境課

住民との協働 　　環境基本計画推進事業 市民協働によるプロジェクトの推進 H２４～Ｈ２６ 6,177 2,059 2,059

　　環境基本計画中間見直し事業 H２３～Ｈ２４ 1,854 357 54

　

　　琵琶湖環境保全推進事業 H２４～Ｈ２６ 18,487 887 887

3,000

湖 南 市 住民との協働 河川愛護環境美化事業 Ｈ２３～Ｈ２５ 18,000 5,500 3,000 土木建設課

高 島 市 住民との協働 ヨシ群落保全事業 ヨシの刈取り、清掃業務等を実施 Ｈ２４～Ｈ２６ 2,400 800 500 財政課

環境学習 マイスクール事業 Ｈ２４～Ｈ２６ 30,000 9,581 2,500

 

3,000

東近江市 住民との協働 伊庭の里湖（さとうみ）づくり事業 H２３～Ｈ２５ 9,108 3,000 3,000 生活環境課

米 原 市 　 　 　

　

環境学習 　　　環境改善・普及事業 Ｈ２０～Ｈ２５ 20,091 5,500 2,654 財政課

住民との協働 　　　地域みんなで環境美化推進 Ｈ２０～Ｈ２５ 8,943 346 346

　 　 　 3,000

日 野 町 　 　  　 　 　 　

環境学習 三方よし！近江日野田舎体験推進事業 Ｈ２３～Ｈ２５ 6,006 1,902 1,902 商工観光課

住民との協働 リサイクル推進事業 Ｈ２３～Ｈ２５ 12,039 3,750 1,098 住民課

3,000

実施期間

自然体験活動や文化芸術活動を実施し、児童・生徒が
夢や希望・目標をもって自分の生き方を考える機会を与
える。

市町名 区分

先進地視察研修、体験イベント開催、インス
トラクター養成講座開催等

琵琶湖岸の環境保全を進め、環境学習拠点の
整備を検討

市民の環境配慮行動を促すため、活動を支援
する仕組みや指標を検討

廃プラスチック類の分別、リサイクルの実施を行い、ゴミ
の減量化、エネルギー消費等の削減に取り組むことによ
り、琵琶湖をはじめとする自然の保全への意識を高め、
環境に配慮した生活習慣を身につける。

焼却処理していたプラスチック製品を「資源ご
み」として収集し、再資源化を行うことで、可
燃ごみの10％削減をめざす。H20年度はモデ
ル事業として、H21年度からは市全域で実施
している。実施５年目となる今年度は、昨年９
月に新規作成した指定廃プラごみ袋（小サイ
ズ）の利用を、引き続き、市全域で実施し、リ
サイクル率の向上に努める。

河川を中心に地元住民参加のもと草木除去作業・周辺
清掃活動により河川や琵琶湖への環境保全を図る。

担当課総事業費 交付金充当額

ヨシ群落を良好な状態に保つため、市内外からボラン
ティアを募り、ヨシ群落の保全を図る。

市内小中学校において、自然体験活動など
特色ある学校づくりを推進

事業名（プロジェクト名）

本町は琵琶湖の水源となる鈴鹿山系に属していることか
ら、琵琶湖水源域の自然環境の保全を図りつつ、琵琶湖
に育まれた地域資源を町の資産として積極活用する。

地域資源を生かして守る！琵琶湖総合
保全プロジェクト

市民が一体となって水環境を守るという意識付けを行
い、市内に日本の名水百選に２か所も選定されているこ
と、ほたるの生息地として清らかな川を有することなど自
然に恵まれた環境を後世に引き継ぐ。

琵琶湖一斉清掃、漁場クリーンアップ事業とし
て藻の除去等の実施

水源の里から琵琶湖まで水環境を守るま
ちづくり事業

伊庭内湖周辺の環境保全の取り組みをさらに推し進め、
地元企業のＣＳＲとの連携や農漁業との共生を図り、生
物の多様性に富んだ持続可能な地域づくりをめざす。

市民と行政の協働事業の実践により、多様な環境の課
題解決に向けた合意形成を図ることで、環境に配慮した
持続可能な地域社会を構築する。

事業目的

河川・用水路等の清掃活動を実施し、発生す
る多量の草木等を指定箇所に集積して一括
処理を行う。

「伊庭の里湖ヨシ保全活動」「ゴミのない伊庭
内湖づくり活動」「伊庭内湖の再生を図る研
究活動」「伊庭の里湖づくり人材育成活動」
「地元の魅力発信」等の実施

リサイクル促進事業、資源回収促進事業へ
の補助、ごみ減量事業への補助等

承水溝の水質検査や水草等の除去により、
洪水対策や水質悪化の未然防止、河川の水
質検査や土壌検査を実施し、琵琶湖の水質
悪化の防止

事業内容



NO.４

[単位：千円]

事　業　費

（平成24年度）

竜 王 町 住民との協働 河川環境美化作戦 Ｈ２３～Ｈ２５ 22,958 7,600 3,000 建設水道課

愛 荘 町 　 愛荘町さわやかまちづくりプロジェクト   　

環境学習       さわやかまちづくり推進事業 Ｈ２３～Ｈ２５ 1,350 450 450 環境対策課

　　　みどりの少年団育成事業 Ｈ２３～Ｈ２５ 600 200 200 農林商工課

　　　河川愛護事業 Ｈ２３～Ｈ２５ 17,100 5,700 2,350 建設・下水道課

3,000

豊 郷 町 　 散在性ごみのない美しいまちづくり事業 散在性ごみのない住みよい環境をつくる。  　

　 住民との協働 　　　環境美化事業 河川敷等の散在性ごみを回収する。 Ｈ２３～Ｈ２５ 3,859 1,245 1,186 住民生活課

　　　字内一斉清掃事業 Ｈ２３～Ｈ２５ 1,595 516 321

　 　 　 　 　

住民との協働 河川愛護事業 官民協働により、一級河川を対象に愛護活動を展開 一級河川の草刈、清掃の実施 Ｈ２３～Ｈ２５ 2,133 711 524 地域整備課

住民との協働 循環型社会形成モデル事業 住民との協働によりごみ減量化に取り組む。 Ｈ２３～Ｈ２４ 7,190 2,280 969 住民生活課

　 3,000

甲 良 町 　 びわ湖環境美化推進事業 　

住民との協働 　　　犬上川・みな川クリーン作戦 住民・企業・行政による清掃作業 Ｈ２３～Ｈ２５ 720 296 210 住民課

　　　環境美化推進事業 河川敷の不法投棄監視、回収と処理作業 Ｈ２３～Ｈ２５ 2,550 192 130

　　　ごみ減量リサイクル活動事業 Ｈ２３～Ｈ２５ 8,370 3,440 2,560

環境学習 Ｈ２３～Ｈ２５ 600 200 100 社会教育課

3,000

多 賀 町 　

住民との協働 　　　環境基本計画策定事業 環境に対する意識高揚・責務の明確化 Ｈ２３～Ｈ２４ 744 426 426 産業環境課

　　　生ごみリサイクル推進事業 Ｈ２４～Ｈ２５ 4,800 2,473.6 886.5 　

　　　河川水質測定事業 住民の水質保全意識の高揚、水質保全活動 Ｈ２３～Ｈ２５ 2,520 1,333.5 1,333.5

　　　犬上川景観整備事業 Ｈ２３～Ｈ２５ 580 354 354 地域整備課

3,000

　 220,885.1 67,500 　

少年少女地域活動（グリーンファイター
ズ）事業

生活排水等の処理指導促進と琵琶湖に流れ込む河川の
美化推進活動

実施期間市町名 区分 事業名（プロジェクト名） 事業目的 交付金充当額事業内容 担当課

生活排水処理、ゴミの分別、資源ゴミリサイ
クル活動等啓発指導事業

合　　　　　計

草刈や植栽整備事業を行い、環境美化意識
を高揚を図る。

町内の川での生き物調査・町内探検等自然
体験活動学習

ごみ減量化に取り組む地域・団体等に生ご
み処理機を提供し、ごみの減量を図る。

総事業費

生ごみ処理機を導入、生ごみ処理容器の購
入補助

体験活動を通じて自然に触れ、環境に対する理解を深
め学習

「琵琶湖へつながる河川」の環境保全事業へ
の助成

自治会や各種団体が自主的に行う、琵琶湖に注ぐ河川
の美化活動を支援し、地元住民の河川環境美化に対す
る意識を高め、後世に美しい景観を継承する。

河川の良好な水質を保持、次世代に美しい琵琶湖を継
承

次世代に美しい琵琶湖を継承するプロ
ジェクト

琵琶湖へつながる河川の源流としての住民の憩いの場
を含めた愛荘町の自然環境を保全、自然に共生したさ
わやかなまちづくりを展開

琵琶湖に注ぐ一級河川や普通河川の草刈、
樹木の刈取りおよび清掃活動支援

各字区民による一斉美化清掃活動を実施
し、水路清掃等環境美化を図る。

宇曽川水生生物観察会等環境学習会の実
施

みどりの少年団が行う環境保全活動への補
助


