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琵琶湖

瀬田川

琵琶湖河川事務所の主な取り組み

○琵琶湖に関連した取り組み
・琵琶湖の水位管理（瀬田川洗堰操作）

○瀬田川における取り組み
・瀬田川の改修（鹿跳渓谷区間の流下能力増大）
・瀬田川の維持管理

○水防災に関する取り組み
・「水防災意識社会」の再構築

○地域との連携・交流の推進
・地域住民、ＮＰＯ団体、河川協力団体等との協働活動

○野洲川における取り組み
・野洲川の改修
・野洲川の自然再生（瀬・淵の再生、等）
・野洲川の維持管理

○流域治水の推進



琵琶湖

姉川

高
時
川

瀬
田
川

－ 2 －

管理区間

琵琶湖・淀川流域の概要
淀川流域は、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良

および三重の2府４県にまたがり、面積は

8,240km2、そのうち、琵琶湖流域の面積は

3,848km2（琵琶湖含む）で、淀川流域の47%、

滋賀県の面積の96%を占めています。

琵琶湖の面積は674km2で、野洲川、姉川、安

曇川など直接琵琶湖に流入する河川は117本を

数え、大雨が降れば、琵琶湖への流入量は多く、

一時琵琶湖に貯められます。その後、唯一の自

然流出河川の瀬田川から宇治川を通り、木津川、

桂川と合流し、淀川となって大阪湾に注いでい

ます。

琵琶湖は、洪水時には下流の洪水防御のため

の調整池としての役割を、渇水時には貯水池の

役割を果たし、京阪神1,450万人の極めて重要な

水源となっています。

管理区間図

河川名 区 間 延長
（ｋｍ）

瀬
田
川

左岸： 大津市玉野浦６番１４号地先
右岸： 大津市晴嵐一丁目地先
から

左岸： 大津市関津二丁目地先
右岸： 大津市石山南郷町１２２０番地先
まで

7.5

琵
琶
湖

大津市浜大津四丁目16番14地先の
国道新三保ヶ崎橋下流端
から

大津市浜大津三丁目17番2地先の
旧江若鉄道橋台 まで

0.1

野
洲
川

左岸： 湖南市石部北四丁目 2193番地先
右岸： 湖南市菩提寺字平尾2111番9地先
から

琵琶湖への流入点 まで

13.8

河川
名

区 間
延長
（ｋｍ）

高
時
川

左岸 長浜市余呉町中河内1360番地先
右岸 長浜市余呉町中河内1126番地先 から

左岸 長浜市余呉町菅並390番地先
右岸 長浜市余呉町菅並393番地先 まで

14.6

奥
川
並
川

左岸 長浜市余呉町奥川並663番地先
右岸 長浜市余呉町奥川並318番地先 から

高時川への合流点 まで

4.4

河川
名

区 間
延長
（ｋｍ）

鷲
見
川

左岸 長浜市余呉町鷲見218番地先
右岸 長浜市余呉町鷲見217番地先 から

高時川への合流点 まで

2.3

尾
羽
梨
川

長浜市余呉町尾羽梨125番地先の
上流端を示す標柱 から

高時川への合流点 まで

2.7

針

川

左岸 長浜市余呉町針川43番地先
右岸 長浜市余呉町針川52番地先 から

高時川への合流点 まで

1.5

管理区間図(拡大)

琵琶湖

野洲川

瀬田川

野洲市

近江八幡市

竜王町

湖南市

守山市

栗東市

京都市

大津市

草津市

宇治市

甲賀市

和束町

瀬田川洗堰

琵琶湖河川事務所

●瀬田川出張所

Ｎ

宇治田原町

天ケ瀬ダム

●
野
洲
川
出

張
所

天ケ瀬ダム再開発

淀川水系の流域図



琵琶湖に関連した取り組み
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琵琶湖・淀川の治水システム

淀川水系の河川は、木津川、桂川等の流量が先に増大
し、続いて淀川本川がピークを迎え、その後ある時間差
をもって琵琶湖水位がピークを迎えるという特性があり
ます。

この特性を活かし、下流部が危険な時は、下流の洪水
防御のために瀬田川洗堰は放流制限もしくは全閉操作を
行います。その後、下流部の洪水がピークを過ぎた後、
上昇した琵琶湖水位を速やかに低下させるために瀬田川
洗堰を全開して琵琶湖からの後期放流を行います。

洪水時の琵琶湖からの放流イメージ

琵琶湖水位と淀川流量の関係
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環境に配慮した瀬田川洗堰の運用

水文調査・水質調査

琵琶湖での採水状況水質調査船

琵琶湖の水理水文調査・水質調査

電光掲示板による情報提供水位観測所（堅田）

水位低下による魚類への影響

魚類の産卵時期において、琵琶湖沿岸で産卵さ
れた後、ただちに水位を下げると、卵が干出（か
んしゅつ）してしまう状況が起こることがわかり
ました。

そのため、瀬田川洗堰操作規則に則った操作の
中で、治水・利水に影響のない範囲で穏やかな水
位操作に努めています。

水面上に干出
したコイ科魚

類の卵

湖北町延勝寺

琵琶湖水位 B.S.L-013m

干出した

魚類の卵

長浜市延勝寺

琵琶湖水位 B.S.L-013m

かんしゅつ

琵琶湖の水位は、琵琶湖内５箇所の観測所（片
山、彦根、大溝、堅田、三保ヶ崎）における朝６
時の水位の平均値としています。

水位等の情報は、ホームページや各地に備えて
いる電光掲示板等でお知らせしています。

琵琶湖の水質は、滋賀県及び（独）水資源機構
と連携し、北湖28地点、南湖19地点の計47地点で
調査を実施しています。
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浸水前

令和３年８月の大雨により西日本から東日本にかけての広い範囲で大雨が発生し六角川、江の川
等の大河川での氾濫が相次ぎました。

琵琶湖流域においても強い降雨が続き、８月の月間降雨量は平年の２倍を超える344mmとなりま
したが、降雨状況や下流の流況を確認しながら、瀬田川洗堰を操作し、１３日間の全開放流をする
ことで琵琶湖水位の上昇を抑えました。

令和3年8月降雨時の瀬田川洗堰操作と琵琶湖水位

琵琶湖流域の雨量・水位 瀬田川洗堰の放流量・流入量

全開放流時の洗堰（令和3年8月23日撮影）

瀬田川洗堰で放流量を調節することにより、琵琶
湖周辺の洪水防御、下流淀川の洪水流量の低減、琵
琶湖の水位維持、下流淀川の流水の正常な機能の維
持、及び下流淀川の水道用水・工業用水の供給を
行っています。

琵琶湖の水位は、非洪水期にはB.S.L.+0.3mを上限
とし、洪水期には、あらかじめB.S.L.-0.2m～-0.3mま
で下げておき、洪水時の最高水位をできるだけ低く
するようにしています。

琵琶湖の洗堰放流量管理

6月16日

計画高水位+1.4m

9月1日 10月16日

常時満水位+0.3m
梅雨 台風期

琵
琶

湖
水

位
B
.S

.L
.(
m

)

1月1日

利用低水位-1.5m

-0.2m -0.3m

洪水期制限水位

洪水期

琵琶湖の水位管理図

※琵琶湖周辺の5観測所（片山、彦根、大溝、堅田、三保ケ崎）午前6時時点の平均値

琵琶湖主要年水位※・降雨量変化図

瀬田川洗堰操作室

※B.S..L : 琵琶湖水位

平均降雨量 平成6年降雨量 平成7年降雨量

平成25年降雨量 平成31年降雨量 制限水位

H6 H7 H25 H31,R1 H4～H31,R1の平均

右図の凡例



瀬田川における取り組み

瀬田川の改修

洪水時の琵琶湖後期放流に対応するため、大戸川合流点より下
流において毎秒1,500m3（琵琶湖水位 B.S.L.+1.4m時）の流下能力
を確保します。

これにより、琵琶湖水位の低下、浸水時間の短縮を図ります。
瀬田川洗堰下流の河床掘削、宇治川塔の島地区改修は完了し、

天ヶ瀬ダム再開発事業は令和4年に運用開始予定であり、今後鹿
跳渓谷の改修に着手します。

淀川水系河川整備計画（変更）の「優れた景観を形成している
鹿跳渓谷について、景観、自然環境の保全や親水性の確保など」
に配慮した河川整備を実施するため、有識者で構成する瀬田川整
備検討委員会を設置しました。

瀬田川の維持管理瀬田川の維持管理

油流出事故対応（オイルフェンス設置）状況

除草後

安全性に影響のある堤体の亀裂・陥没などの変状、
法面部からの漏水の有無、樹木の繁茂状況などを、
車上巡視2回／週、水上巡視1回／月を標準として実
施しています。また、沿川住民の方を河川愛護モニ
ターとして委嘱し、河川愛護思想の普及啓発、河川
の適正な維持管理に資する情報等を得ています。

河川の巡視

水上巡視状況

堤防や護岸などの構造物の状態を外観的に目視確
認できるよう、全区間において2回／年（梅雨期前と
台風期の前）を標準として堤防等の除草を実施して
います。

堤防の除草

除草状況
除草前

施設の点検・補修

水質事故の対応

樋門等から油等の流出があった場合、オイルフェ
ンスや吸着マット等により拡散の防止を実施してい
ます。

河川管理施設を適正に維持し又、利用者が安全に
楽しめるよう、損傷箇所や危険箇所の点検をおこな
い、必要があれば補修等の対策を実施しています。

洗堰ｹﾞｰﾄ設備の点検

護岸の亀裂の確認状況

補修後補修前
堆積土砂の撤去
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令和4年3月28日
第1回瀬田川整備検討委員会

写真：立木観音駐車場から上流を望む

鹿跳渓谷

瀬田川



瀬田の唐橋から瀬田川洗堰の間の河川敷を利用し、散策路（愛称「瀬田川ぐるりさんぽ道」）を平
成27年に整備しました。河川利用者が水辺に親しみ、川の文化・交流施設や歴史・観光拠点を安全・
快適に移動できるようになりました。また、湛水区間であることから、ボートなどの利用が多く見ら
れます。

瀬田川の水辺利用

南郷ほたる橋

各ポイントにサインを設置

水面利用状況

瀬田川

高水敷利用状況

瀬田川ぐるりさんぽ道マップ

野洲川における取り組み

－ 6 －

野洲川堆積土砂撤去・流下能力向上施策

激甚化する風水害から人命・財産の被害を防止・最小化するため、偏流により河岸侵食が発生している
箇所等に対して偏流を改善するための河道掘削や河道整正、ならびに流下能力を回復するための河道内の
堆積土砂撤去および樹木伐採を実施します。

守山市

野洲市

栗東市

湖南市

凡 例

：河道掘削

：樹木伐採
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河川環境の保全・再生

「川でなければできない利用、川に活かされた利用」を重視する観点から、河川敷における占用施設
の新設及び更新の許可にあたっては、学識経験者、地域特性に詳しい方からなる河川保全利用委員会を
設置して意見を伺っています。

＜河川保全利用委員会（琵琶湖河川事務所）： http://www.kkr.mlit.go.jp/biwako/kasen-hozen/index.html ＞

平成20年度には、河川敷利用の基本理念・基本方針の公表を行いました。これにより、河川を周
辺環境や地域の特性に応じた方法で、将来に保全・継承されることが期待されます。

令和４年度は令和２～３年度に実施した委員会審議のあり方及び運営方針について見直し試行の結
果のとりまとめを行い、委員会において審議いただく予定です。

野洲川の自然再生

河口部ヨシ帯整備

ヨシ帯再生状況のモニタリング
調査を継続して実施します。

河口部ヨシ帯再生状況

瀬・淵の再生（林・伊勢落地区）

水制工設置、樹木伐採等により河道の単調化を解消し、瀬・淵再
生、礫河原の復元を図ります。令和４年度は既設水制工のモニタリ
ングを実施し、その結果を水制工整備（既設水制工改良を含む）の
検討に反映します。本事業はグリーンインフラの一環として、ヨシ
帯整備とともに良質な自然環境の再生を目指します(p.15参照)。

カワラハハコ

アユ 野洲川

右岸側

R3.9.15撮影

野洲川

左岸側

R3.9.15撮影

モニタリング状況

R3.10.5撮影

□：整備予定
←：整備前の流行
←：整備後の流行

瀬・淵の再生イメージ

R4.3.23撮影

過年度
樹木伐採範囲

既設水制工

既設水制工

野洲川の維持管理

堤防や護岸などの構造物の状態を外観的に目視確認できるよ
う、全区間において2回／年（梅雨期前と台風期の後）を標準
として堤防等の除草実施しています。

構造物に損傷を与える恐れのある樹木や、川の流れを妨げて
いる樹木を伐採しています。また、伐木、伐採木の無償配布の
公募などによりコスト縮減を図っています。

堤防の除草

樹木の伐採

除草前
除草状況

除草後

施設の点検・補修

管理施設を適正に維持し又、安全に利用できるよう、損傷箇
所や危険箇所の点検をおこない、必要があれば補修等の対策を
実施しています。

伐採後

対策前 対策後

水難事故防止対策

野洲川の落差工では、遊泳や飛び込みが多数見られることか
ら、立入禁止看板の設置、河川巡視員等による注意喚起を実施
しています。

水難事故防止対策状況

伐木状況 伐木後利用状況

注意喚起 水難事故防止講習

伐木・配布状況

転落防止柵設置状況



R3.12.17 第2回滋賀県域メディア連携協議会

R3.5.11 第4回瀬田川地域安全協議会

R3.5.6 第4回野洲川地域安全協議会

水防災への取り組み

平成２７年９月関東・東北豪雨などを受け、「施設では防ぎきれない大洪水は発生するもの」へと意識を
変革し、水災害を想定した安全なまちづくりについて意見交換等を行い、社会全体で洪水氾濫に備える「水
防災意識社会」を再構築するため、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市を対象
として、野洲川および甲賀・湖南圏域を対象とした「野洲川地域安全協議会」を平成30年5月10日に設立しま
した。同様に、瀬田川および大津・信楽圏域を対象とした「瀬田川地域安全協議会」を平成30年6月22日に設
立しました。各地域安全協議会において、洪水氾濫による被害を軽減するためのハード・ソフト対策を総合
的かつ一体的に推進します。

地域安全協議会

【協議会委員】
近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、
野洲市、湖南市、滋賀県、彦根地方気象台、
近畿地方整備局

【野洲川地域安全協議会ＨＰ】
https://www.kkr.mlit.go.jp/biwako/bousai/kyougikai-top.html
【瀬田川地域安全協議会ＨＰ】
https://www.kkr.mlit.go.jp/biwako/bousai/kyougikai1.html

堤防裏法尻の補強

防災教育の支援

リアルタイム情報の提供

ハード対策の主な取組ソフト対策の主な取組

河道掘削

川の防災情報

河川カメラ 河川水位・横断図

地域メディア協議会

平成30年7月豪雨の被災を踏まえ、国土交通省がとりまとめた「住民自らの行動に結びつく水害・土砂災害
ハザード・リンク情報共有プロジェクトレポート(H30.12)」に基づき、より地域に沿った災害情報を発信し、
地域コミュニティーの防災力を強化することを目的に、『滋賀県域メディア連携協議会』を発足しました。

行政が発信する水害・土砂災害などのハザードマップ・リスク情報が、地域の人々自らの避難行動に結び
つくよう、マスメディア等と連携し、情報提供・共有方法の充実を図ります。

【協議会構成機関】
日本放送協会大津放送局、びわ湖放送株式会社、
株式会社ZTV、滋賀県、彦根地方気象台
近畿地方整備局

【滋賀県域メディア連携協議会ＨＰ】
https://www.kkr.mlit.go.jp/biwako/rivers/media-coop/index.html

－ 8 －

【協議会委員】
大津市、甲賀市、滋賀県、彦根地方気象台、
近畿地方整備局

河川カメラの活用

危険性のわかりやすい情報提供
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○「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく取り組み

水害リスクラインによる水位情報の提供

災害の切迫感を分かりやすく伝える取組みの一つとして、上流から下流まで連続的に洪水の危険度が
分かる「水害リスクライン」による水位情報の提供を開始

「緊急行動計画」で目標設定されて
いる防災教育について、野洲川地域
安全協議会で先行的に防災教育を実
施する小学校と協力して、指導計画
等を作成し、協議会に関連する市の
全ての学校へ作成した教材を共有し
ました。また、水防災に関する授業
や洪水を想定した避難訓練も実施し
ました。

その他にも、子どものころから身
近な水や洪水について正しく理解し
てもらうため、県内外の小中学校を
対象に、琵琶湖の治水・利水・環境
と防災についての出前講座を実施し
ています。

防災教育、出前講座の取り組み

授業の様子

小学校と協力して作成した教材

水災害を想定した避難訓練

（水害リスクラインの表示イメージ）

－ 9 －

地域住民に直接、洪水に備えることの大切さを伝
え、住民の疑問や生の声を聞くため、野洲川沿川
や「水のめぐみ館 アクア琵琶」等で開催される
イベントに、洪水に備えることの大切さを伝える
ため、パネル展示やパンフレットの配布、氾濫シ
ミュレーションを用いた説明等の啓発活動を行い
ます。

【令和3年度の取り組み（主なもの）】
・令和3年11月7日

水辺の匠
・令和4年3月6日

野洲川健康ファミリーマラソン

その他 イベントを活用した啓発活動

氾濫ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの説明 ﾏｲ･ﾀｲﾑﾗｲﾝの作成体験

防災啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの配布 ARによる浸水想定区域説明

－ 9 －



洪水浸水想定区域の指定・公表

水防法第14条（H27.7改定）に基づき、洪水浸水想定区域を指定・公表しました。洪水浸水想定区域
は、想定し得る最大規模の降雨が降った際に浸水が想定される区域及び浸水した場合に想定される水深
を示すものです。また、関係市の長による避難のための立退き及び屋内での待避等の安全確保措置の指
示等の判断に資するものとして、浸水継続時間、洪水時に家屋が流出・倒壊等のおそれがある範囲を示
した洪水時家屋倒壊等氾濫想定区域も公表しました。
（瀬田川上流：H31.3.19公表 瀬田川下流：H29.3.21公表 野洲川：H28.6.14公表(R1.10.25一部変更)）

瀬田川下流洪水浸水想定区域図
（想定最大規模）

野洲川洪水浸水想定区域図（想定最大規模）瀬田川上流洪水浸水想定区域図
（想定最大規模）

－ 10 －

水害リスク情報の充実に向け、想定最大規模降雨のみならず比較的発生頻度が高い降雨規模の場合に
想定される浸水範囲や浸水深を明らかにし、浸水の生じやすさや浸水が発生する頻度を示す新たな水害
リスク情報の整備を進めており、今後公表していくこととしています。

多段階の浸水想定図及び水害リスクマップの作成

外水氾濫の水害リスクマップ（瀬田川）

外水氾濫の水害リスクマップ（野洲川）

今後、国が管理する河川区間の浸水想定区域を対象とした内外水一体
の水害リスクマップの整備を進めていきます。

公表イメージ

公表イメージ



排水ポンプ、発電機等を搭載し、貯まった水を排水

し、浸水被害を最小限に抑えます。

照明装置、発電機、カメラ等を搭載し、夜間にお

ける災害現場の応急復旧作業の補助、監視等を行

います。

災害対策用機械の配備及び運用

地震、集中豪雨、台風等により災害が発生した場合、当該現地での応急・復旧作業等を迅速かつ適切に行う

ために、災害対策用機械を配備しています。平成27年度に滋賀県内（琵琶湖河川事務所）に「排水ポンプ車」

１台、「照明車」１台を配備しています。

排水ポンプ車
照明車

降雨による路肩部流出箇所の夜間復旧作業

への支援（Ｒ３．６）（滋賀県）

千曲川（長野県）での排水作業(Ｒ１．10)

1分間に30m3の水を
排水する能力のポン
プを搭載しています。

－ 11 －

最大で10mの位置から、
連続して25時間照らす
ことができます。

豪雨による河川の氾濫や道路冠水が発生した場合

に速やかに現場に急行し、排水作業を迅速に、効

率的に行えるよう、排水ポンプ・発電機を自動車

に装備したものです。

集中豪雨による洪水や、地震による土砂崩れの

一刻も早い復旧を行うため、昼夜連続作業をす

る際に、照明装置、カメラ、発電機を搭載した

自動車です。
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■配信内容
瀬田川または野洲川において、氾

濫危険水位を超え河川氾濫のおそれ
があるとき、氾濫が発生したときに
配信します。
■配信エリア

河川の水位観測所には、氾濫の危険度を表す基準水位が定められています。大雨や台風の時などには、河
川の水位と今後の雨の降り方の予測をもとに、国土交通省と気象庁が共同で洪水予報の発表を行います。

また、河川氾濫のおそれがある（氾濫危険水位を超えた）とき、及び河川氾濫が発生したときに緊急速報
メールを活用した洪水情報のプッシュ型配信に取り組んでいます。

河川の水位と防災情報

パソコン兼スマートフォン： https://www.river.go.jp/

●「川の防災情報」の提供

● 緊急速報メールの配信

● 洪水予報と水防警報の発表

各観測所におけるリアルタイムの
川の水位と水位変化を見ることが
でき、氾濫の危険度がわかります。

高性能のレーダ雨量や観測における降
雨量を見ることができます。

河川監視用のCCTVカメラの画像から、
各地点のリアルタイムの川の様子を見
ることができます。

氾濫した場合、どのくらいの深さまでまち
が浸水する危険性があるかなどを、浸水想
定区域図で見ることができます。
また、各市町のハザードマップのページへ
移動し、見ることもできます。

（件名）
氾濫のおそれ

（本文）
警戒レベル４相当

野洲川で氾濫のおそれ

野洲（野洲市）付近で河川の
水位が上昇、氾濫が発生する
危険があります

自治体からの情報を確認し、
安全確保を図るなど速やかに
適切な防災行動をとってくだ
さい。今後、氾濫が発生する
と、避難が困難になります

（国土交通省）

（件名）
氾濫発生

（本文）
警戒レベル5相当

野洲川で氾濫が発生

●●市●●地先（●●側）で
堤防が壊れ、河川の水が住宅
地などに押し寄せています

命を守るための適切な防災行
動をとってください

（国土交通省）

（件名）
氾濫発生

（本文）
警戒レベル5相当

野洲川で氾濫が発生

●●市●●地先（●●側）付
近で河川の水が堤防を越えて
住宅地などに押し寄せていま
す

命を守るための適切な防災行
動をとってください

（国土交通省）

プッシュ型配信 配信内容【見本】

瀬田川 野洲川

関ノ津 鳥居川 野洲

2.80 1.40 4.80

2.60 1.30 4.30

2.00 0.80 3.50

1.00 0.70 2.50

※ 水防警報は、瀬田川では関ノ津観測所、野洲川で
は野洲観測所の水位を発令の基準にしています。

⑤氾濫発生

④氾濫危険水位

③避難判断水位

②氾濫注意水位

⑤氾濫発生情報

④氾濫危険情報

③氾濫警戒情報

②氾濫注意情報

避難指示

高齢者等避難

命の危険

直ちに安全確保

危険な場所から

全員避難

危険な場所から

高齢者等は避難

自らの避難行動を確認

洪水予報

警戒レベル5相当情報
警戒レベル5

警戒レベル4

警戒レベル3

警戒レベル2

警戒レベル1

警戒レベル4相当情報

警戒レベル3相当情報

警戒レベル2相当情報

避難情報 とるべき行動
(国土交通省・気象庁) (関係自治体) (住民)

①水防団待機

水防警報（出動）

水防警報
(国土交通省)

水防警報（準備）

水防警報（待機）

水防団出動指示 水防活動開始

資材の点検等、水防活動の
準備を始める
いつでも出動できるように
待機

水防団への指示 水防活動
(市町村) (水防団)

水防団出動準備指示

水防団待機指示

氾濫危険水位に達すると見込まれる〇時間前

緊急安全確保

河川名
基準観測所
（位置）

配信対象市町村

瀬田川

関ノ津
（大津市）

大津市
鳥居川

（大津市）

野洲川
野洲

（野洲市）

近江八幡市、草津市、
守山市、栗東市、野
洲市、湖南市

■伝達内容
瀬田川または野洲川において、水位状況に応

じて水位または流量を示した洪水の予報を行政
機関等へ発表します。
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地域との連携・交流の推進
アクア琵琶での情報発信

水のめぐみ館「アクア琵琶」

★休館日：火曜日(平日)と年末・年始は休館。
そのほか点検等で臨時休館あり。

★開館時間：９時３０分～１２時、１３時～１６時

〒520-2279 滋賀県大津市黒津四丁目２－２
TEL:077-546-7348

「水のめぐみ館 アクア琵琶」は、琵琶湖・淀川の治水や利水、環境について学べる広報施設です。
琵琶湖の水位管理を行っている瀬田川洗堰の歴史や役割、工事が完成間近となっている天ヶ瀬ダ
ム再開発事業について紹介しています。また、「学習映像上映」「出前講座」を通じて広く情報
発信を行っております。休日（土・日・祝）はボランティアスタッフが運営をしております。

旧瀬田川洗堰の模型 旧瀬田川洗堰桁配置の展示

http://www.kkr.mlit.go.jp/biwako/aquabiwa/index.html

〒520-2279 滋賀県大津市黒津四丁目２－２
TEL:077-536-3520 FAX:077-536-3530
ﾂｲｯﾀｰ：http://twitter.com/ws_biwa/
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ：http://www.facebook.com/water.station.biwa

★休館日：火曜日・年末・年始・3月末～4月初
★開館時間：午前９時～午後５時

琵琶湖や川に関するさまざまな活動に取り
組む方々（ウォーターステーション琵琶の会
など）の情報交流のための施設です。

「川」、「琵琶湖」や「水」に関する活動
を行う方に、会議室等のスペースが無料でご
利用いただけます。

ウォーターステーション琵琶を活用した連携交流

ウォーターステーション琵琶

住民団体主催ｲﾍﾞﾝﾄの利用例

琵琶湖河川レンジャーの活動

行政と住民の方々との間に介在して、住民の方々が河川に関心を持って頂けるように、また、住民の方々
の意見を聴く活動を行う者として、琵琶湖河川レンジャーを任命しています。

活動内容：「住民と行政がともに考える川
づくり」をテーマに、地元自治会、企業、
中学生と行政が連携し、野洲川の清掃活動
が行えるよう取り組んでいます。

活動内容：「野洲川の川守りをつなぐ」をテーマに、野洲川を
利用することが増えるよう、環境学習の機会の創出、清掃活動
や幼木伐採の住民参加の促進に取り組んでいます。

琵琶湖・淀川の流域図 画像コーナー



河川協力団体、地域住民等との協働による瀬田川一斉清掃

瀬田川沿川の各学区自治連合会、漁業協同組合、地元自治体及び河川協力団体等と協力して、毎年

１回、瀬田川一斉清掃を開催し、美しい瀬田川を目指しています。令和3年度は新型コロナ感染症拡大

防止の観点より中止しています。令和4年度は実施に向けた調整を行います。

第１４回瀬田川一斉清掃（令和２年10月25日）の様子

地元中学生との協働によるヨシ帯モニタリング

－ 14 －

【植生分布図の作成】 【植生分布図確認状況】

令和2年11月

魚類等の産卵・生息環境の改善のため、野洲川河口部において水陸移行帯(ヨシ帯)の再生をしていま

す。平成26年度に再生ヨシ帯の整備が完了、整備効果確認のためのモニタリングを、令和４年度も継続

します。

また平成24年度からはヨシ帯再生に係る地元中学生のクラブ活動をサポートしています。令和３年度

は中止しましたが、令和４年度はそうした地域連携を予定しています。

地域住民、ＮＰＯ団体、河川協力団体等との協働活動

令和2年10月



流域治水の推進

－ 15 －

近年、平成30年7月豪雨や、令和元年東日本台風（台風第19号）など、全国各地で豪雨等による水害や

土砂災害が発生するなど、人命や社会経済への甚大な被害が生じています。

これらを踏まえ、国土交通大臣から社会資本整備審議会会長に対して、「気候変動を踏まえた水災害対

策のあり方について」が諮問され、令和2年7月に答申がとりまとめられました。

「流域治水プロジェクト」のイメージ図
●「流域治水プロジェクト」はコチラから

https://www.mlit.go.jp/river/kasen/ryuiki_pro/index.html

この答申を踏まえ、気候変動に伴い頻発・激甚化する

水害・土砂災害等に対し、防災・減災が主流となる 社

会を目指し、「流域治水」の考え方に基づいて、堤防整

備、ダム建設・再生などの対策をより一層加速するとと

もに、集水域から氾濫域にわたる流域のあらゆる関係者

で水災害対策を推進します。

どこで豪雨による甚大な災害が発生してもおかしくな

い状況であることから、流域全体で早急に実施すべき河

川対策、流域対策、ソフト対策からなる流域治水の全体

像「流域治水プロジェクト」を国・都道府県・市町村等

から構成される協議会を設置してとりまとめ、国民にわ

かりやすく提示します。

安曇川

鴨川

八田川
青井川

石田川

百瀬川

生来川

高時川

大川

余呉川

姉川

田川

長浜新川

天野川

湖北圏域

湖西圏域

矢倉川

芹川

平田川犬上川

野瀬川

不飲川

愛知川

蛇砂川

八日市新川

湖東圏域

東近江圏域

真野川

藤ノ木川

吾妻川

長命寺川

日野川

志賀・大津圏域

信楽・大津圏域

杣川

山賀川

葉山川

甲賀・湖南圏域

由良谷川

落合川

金勝川
北川

家棟川(湖南市
)

野洲川

草津川

狼川

鹿跳改修

常世川

中ノ井川

河川防災ステーション

瀬田川
大戸川

淀川水系流域治水プロジェクト 琵琶湖(滋賀県域)分会

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

洪水氾濫対策

瀬田川（鹿跳改修）

大戸川（大戸川ダム）

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

関係者と連携した早期復旧・復興の体制強化

河川防災ステーション（水防拠点）整備

被災自治体に対する支援

家棟川(野洲市)

童子川

洪水氾濫対策の色分け
赤：整備実施区間 緑：整備時期検討区間 青：調査検討区間

○近年、気候変動の影響等により各地で激甚な災害が発

生したことを踏まえ、琵琶湖流域においても、事前防災対

策を進める必要があり、以下の取り組みを実施していくこ

とで、流域における浸水被害の軽減を図る。

高橋川

大戸川ダムの整備

米川

■グリーンインフラの取り組み

自然環境 が有する多様な機能を活用し、持続可能で

魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取組

ヨシ帯再生(野洲川河口部)

瀬･淵再生（野洲川直轄上流部、中流部）

ヨシ帯再生

瀬･淵再生

淀川流域治水協議会

第5回琵琶湖(滋賀県域)分会

(令和4年3月10日)



予算の推移
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※下記のグラフは補正予算除く

(単位:千円）

河川整備事業費 1,231,199 709,500 1,300,233

河川改修費 470,000 163,000 555,900

瀬田川 286,000 5,000 363,100

野洲川 184,000 158,000 192,800

河川維持修繕費 740,199 546,500 744,333

瀬田川 517,765 239,000 521,899

野洲川 211,476 301,400 211,476

琵琶湖 10,958 6,100 10,958

河川工作物関連応急対策事業費 21,000 0 0

瀬田川 21,000 0 0

野洲川 0 0 0

都市水環境整備事業費 54,600 0 59,000

総合水系環境整備事業費 54,600 0 59,000

野洲川 54,600 0 59,000

多目的ダム建設事業費 11,023,700 0 0

淀川天ケ瀬ダム再開発建設費 11,023,700 0 0

総合流域防災対策事業費 5,000 0 0

受託工事費 168,300 0 176,100

瀬田川（洗堰管理） 167,000 0 174,800

琵琶湖（閘門管理） 1,300 0 1,300

合計 12,482,799 709,500 1,535,333

事業費目 令和3年度補正 令和4年度令和3年度



組織図

６課 ２出張所

職員構成

事務所長
総務課

事務所の総合的な窓口、職員の福利厚生、庁舎管理に関する事務等
用地取得・移転補償、事業用地管理に関する事務等

経理課 工事、業務、物品購入等の契約、国有財産、歳入・歳出に関する事務等

工務課 瀬田川、野洲川の改修事業、天ケ瀬ダム再開発事業の工事に関する調整等

調査課
水理水文調査、洪水及び地震対応の窓口、河川整備計画に関する調整、広報
瀬田川、野洲川の環境整備事業に関する調整等
瀬田川、野洲川、琵琶湖の水質・環境調査、水質事故対応等

管理課
河川管理施設の維持修繕・管理運営、河川法申請手続きに関する技術審査等
瀬田川洗堰の操作による琵琶湖の水位及び下流への放流量管理

占用調整課 河川法に関する許認可事務全般、河川区域境界、不法占用対策に関する事務等

瀬田川出張所 瀬田川に関する工事監督、施設管理、河川巡視、河川の占用許可の相談窓口

野洲川出張所 野洲川に関する工事監督、施設管理、河川巡視、河川の占用許可の相談窓口

副所長（事務）

副所長（技術）

合計 事務官 技官

５０名 １７名 ３３名

事業対策官

総括保全対策官

建設専門官（経理課）

保全対策官（管理課）

建設監督官（工務課）

建設専門官（工務課）

建設監督官（工務課）
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専門調査官（総務課）





瀬田川出張所
〒520-2279
大津市黒津4-2-1 
℡077-546-0006

野洲川出張所
〒524-0021
守山市吉身3-7-2 

℡077-582-3279

2022.4

琵琶湖河川事務所
〒520-2279
大津市黒津4-5-1 
℡077-546-0844

https://www.youtube.com/channel/UCqYpa3GXtqrOmQcBzNSM2tw

琵琶湖河川事務所youtube公式チャンネル

Biwakokasen CH

https://twitter.com/mlit_biwako_ka




