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琵琶湖に流れ込む河川は大小４６０本ほどありますが 琵琶湖から流れ

びわこくん

琵琶湖に流れ込む河川は大小４６０本ほどありますが、琵琶湖から流れ
出る河川は瀬田川１本だけです。かつては大雨が降ると琵琶湖の水位が上
昇し、琵琶湖周辺の土地の低いところが水に浸かっていました。

現在では、琵琶湖沿岸の土地の低いところに築造した湖岸堤(50.4km)、
路

家が浸かる被害！

琵琶湖に流れ込む河川・水路に設置した水門・樋門(137か所)、内陸側の水
を排水するために設置したポンプ場(14か所)などによって、琵琶湖沿岸の
洪水による浸水被害の軽減を図っています。

大雨が降って琵琶湖の水が内陸側へ逆流を始めるような場合には、「内 家が浸かる被害！
（明治２９年９月）水排除(ないすいはいじょ)」という操作を行います。

内水排除操作とは？

琵琶湖の水位が上昇して河川の水位に近づくと河川の水の勢いが弱まるので、排水ポンプを運転して河川の水
位変化の様子を見ながら水門･樋門を閉めていきます。琵琶湖の水が内陸側へ逆流を始めると排水ポンプをフル稼
働し、水門･樋門を全閉して内陸側の水を強制的に排水します。こうすることで、内陸側の水位が下がり、低い土
地の湛水時間が短縮され浸水被害を軽減することができます。これらの一連の操作を内水排除操作といいます。地の湛水時間が短縮され浸水被害を軽減することができます。これらの 連の操作を内水排除操作といいます。

■琵琶湖の湖岸治水
（湖岸堤･内水排除施設位置図）

大 排水機大同川排水機場

排水ポンプ

排水ポンプのはたらき
排水ポンプ

排水機場のある場所平常時の水の流れ 内水排除時の水の流れ

ゴミや産業廃棄物を投棄している現場を

水田が一時的に浸水

琵琶湖周辺では不法投棄があとを絶ちません。
水資源機構 琵琶湖開発総合管理所

ＴＥＬ ０７７－５７４－０６８０

ゴミや産業廃棄物を投棄している現場を
見かけたら警察又は下記にご連絡ください。

琵琶湖周辺 は不法投棄 あ を絶ちま 。
生態系への悪影響や水質悪化を防ぎ
琵琶湖の豊かな自然を守りましょう。
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不法投棄は
！厳しい罰則！

【懲役】５年以下 【罰金】法人：最大３億円
個人：最大１千万円

犯罪です!
！厳しい罰則！

発行 独立行政法人水資源機構

琵琶湖の管理情報や地域情報を
紹介する情報誌です

琵琶湖開発総合管理所

201８年 夏号
（通巻 第２８号）

琵琶湖西岸北部、自然豊かな高島市は、広大な琵琶湖を目前に、四季折々の自然とアウトド
ア活動を楽しめます。特に夏場は、湖、山とも多数のアウトドアスポットがありますが、今回
は、琵琶湖の夏を満喫できるおすすめの水泳場、キャンプ場を紹介します。

①マキノサニービーチマキノサニービーチ
（高木浜・知内浜オートキャンプ場）

②六ツ矢崎浜オートキャンプ場六ツ矢崎浜オートキャンプ場

琵琶湖畔（湖岸道路沿い）にあるフリーサイトのキャン

琵琶湖八景に数えられる海津大崎や竹生島を眺めながら、湖
水浴とキャンプが楽しめます。最寄りのJRマキノ駅から徒歩
でも行けるアクセスの良さや、環境省選定の「快水浴場百
選」にも選ばれた水質の良さが魅力です。

琵琶湖畔（湖岸道路沿い）にあるフリーサイトのキャン
プ場です。ペットサイトや遊具などもあり、お子様連れ
にも最適です。目前に広がる琵琶湖を眺めながらBBQな
どが楽しめます。

□高島市新旭町深溝選」にも選ばれた水質の良さが魅力です。
□高島市マキノ町西浜・知内
□遊泳期間： 平成30年7月1日（日）～8月31日（金）

□高島市新旭町深溝
（六ツ矢崎浜園地）

琵琶湖沿いにある琵琶湖沿いにある
水泳場・キャンプ場水泳場・キャンプ場

【【高島市高島市 】】
①

④白白ひげひげ浜水泳浜水泳

①

③近江白浜水泳キャンプ場近江白浜水泳キャンプ場

白砂青松が続く遠浅なビーチ。キャ
プ

④白白ひげひげ浜水泳・浜水泳・
キャンプ場キャンプ場

高島市の南の玄関で観光名所②
ンプはもちろん、カヌーやカヤック
などマリンスポーツ体験も楽しめま
す。
□高島市安曇川町下小川
□遊泳期間

高島市の南の玄関で観光名所
「白鬚神社」の北側にある夏
場大変人気のある水泳・キャ
ンプ場です。
□高島市鵜川

湖岸堤 管理用道路

②

□遊泳期間：
平成30年7月5日（木）～8月31日（金）

□遊泳期間： 平成30年7月1日
（日）～8月31日（金）

湖岸堤・管理用道路
（水資源機構管理）

③

※キャンプ場営業期間など詳細は、
(公社)びわ湖高島観光協会の下記HP
から、夏特集ページを参照ください。
http://www.takashima-kanko.jp

④

イベント情報
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今年で27回目を数える恒例のイベントです。
勇壮な銅鑼（どら）の音と掛け声を響かせながら 「ペーロン」と呼ばれる

平成平成3030年年77月月2222日（日）８：３０～日（日）８：３０～ 高島市今津町南浜高島市今津町南浜 びわ湖岸びわ湖岸
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問合せ先：びわ湖高島ペーロン大会実行委員会（高島市観光振興課内） 0740-25-8040 びわこくん

勇壮な銅鑼（どら）の音と掛け声を響かせながら、「ペ ロン」と呼ばれる
ボートが湖面を進みます。一度観戦に訪れてみてはいかがでしょうか。



水辺の公園で、ゆったりとくつろぎながら、心和む時間を過ご

①滋賀県立びわ湖こどもの国（高島市安曇川町）

水辺の公園で、ゆったりとくつろぎながら、心和む時間を過ご
してみませんか。

あ ど が わ

①滋賀県立びわ湖こどもの国（高島市安曇川町）

琵琶湖畔にある大型児童館です。「琵琶湖」、「水」、
「風」をテーマにした施設で、広大な芝生広場、たくさん
の遊具や乗り物があり、宿泊施設やキャンプ場もあります。の遊具や乗り物があり、宿泊施設やキャンプ場もあります。
琵琶湖に面しているので湖水浴も楽しめます。子供だけで
なく大人も楽しめる所なので、ご家族で思い切り体を動か
してみませんか。

高
島
市

①

②大津湖岸なぎさ公園（大津市島の関）

①

関地先

琵琶湖岸に沿って、大津港の東から石山駅の近くを流れる
盛越川までの約4.8kmにわたって整備された公園です。
「おまつり広場」、「打出の森」、「なぎさのプロムナー
ド」 「市民プラザ」 「サンシャインビーチ」 「膳

大
津
市

近⑤関地先ド」、「市民プラザ」、「サンシャインビ チ」、「膳
所・晴嵐の道」の６つのエリアに分かれており、目的に
よって使い分けることができます。水辺の散策やジョギン
グなどに訪れてみませんか。

市
近

野洲市

守
山
市

③

④
⑤

③草津川跡地公園（草津市北山田町・大路）

草津市②

おおじ

全国にも有名な「天井川」であった草津市域
を東西に貫く約7ｋｍの旧草津川の跡地を公
園として整備を進めています。そのうち２箇
所約2kmが「農と人の共生」「人と人の交

⑥西の湖園地（近江八幡市北

てんじょうがわ

所約2kmが「農と人の共生」「人と人の交
流」をテーマににぎわい活動棟やイベントひ
ろばなどが整備され、それぞれ「ai彩ひろ
ば」「de愛ひろば」と愛称がつけられまし
た 四季折々のイベントなどが行われ 草津

江八幡市
この地域一帯は琵琶湖国定公園に指
優れた景勝地です。ヨシの群生地で
地内には散策道が整備され、琵琶湖
江八幡の水郷」巡りの船も間近に見た。四季折々のイベントなどが行われ、草津

市の新しいレジャースポットになっておりま
す。

江八幡の水郷」巡りの船も間近に見
できます。自然溢れる静かなロケー
人気の撮影場所となっています。

⑤アヤメ園（アイリスパーク

アイリスパークのある旧中主町の町
メ」 このアヤメを800種8000株

④みさき自然公園（守山市今浜町）

琵琶湖の湖岸近くにある「みさき自然公園」
メ」。このアヤメを800種8,000株
新種まで植えられているのがアイリ
す。開花時期は少しずつ変わります
６月が見頃です。園内には「あずま
休憩することもできます 琵琶湖の

は、水辺の環境を再生し、水生動植物の観察
や学習を目的とした体験型の公園です。旧河
川を活用した豊かな自然の中での散策や水辺
の生物・植物に触れ合うこともできます。ま
た この公園ではバ ベキ キ ンプも 休憩することもできます。琵琶湖の

あり、近隣にはビワコマイアミラン
ミ浜オートキャンプ場もあります。

た、この公園ではバーベキュー・キャンプも

楽しむことができます。

⑩奥びわスポーツの森（長浜市早崎町）

湖岸道路に隣接し、自然に囲まれた広い敷地内に野球
やサッカーができる多目的広場、テニスコート、グラ
ンドゴルフ場、体育センター、子供向けの広場があり、
スポーツやレクレーションを気軽に楽しめます。や
「しずかの森」と名付けられた広場内には、内湖の周
りに遊歩道があり、小鳥のさえずりや虫の声が聞こえ
ます。のんびりと過ごしてはいかがですか。びわこくん

⑨三島池自然公園（米原市池下）長
浜

いけした

三島池は周囲約７８０ｍ、面積は３９，０００㎡であ
り、今からおよそ７００年前に農業用水池として造ら
れた楕円形の池です。三島神社との関係が深く、昔か
ら鳥や獣、魚貝類が保護されてきました。伊吹山を水
面に写し カモが繁殖する水鳥の楽園となる公園です

浜
市

面に写し、カモが繁殖する水鳥の楽園となる公園です。
多数のカモが仲むつまじそうに泳いでおり、マガモの
自然繁殖の南限地となっています。

米
原
市

①
⑨

⑩

⑧湖岸緑地 曽根沼地区（彦根市三津屋町）

荒神山神社や古墳があり歴史ある荒神山西麓の曽根

彦根市
⑧

①
み つ や

彦根市三津屋町
荒神山神社や古墳があり歴史ある荒神山西麓の曽根
沼沿いに広がる緑地公園です。自然豊かで、沼に架
かる橋や水辺沿いの遊歩道を気持ちよく散策でき、
荒神山を背景に四季折々の豊かな水辺景観が楽しめ
ます。近くの荒神山公園とともに訪れてみませんか。

近江八幡市
⑥

⑦

⑦能登川水車とカヌーランド（東近江市伊庭町）

ます。近くの荒神山公園とともに訪れてみませんか。

東近江市
近江八幡市

市
い ば

⑦能登川水車とカヌ ランド（東近江市伊庭町）

東近江市西部の伊庭内湖にある直径13
ｍの大水車がシンボルの親水公園です。
旧能登川町では、古くから水車を利用
した精米等が行われてきましたが、大
水車はその町のシンボルとして復元さ
れました。園内には、大水車のほか、
水車資料館・カヌー基地・水辺体験広
場 水上ステ ジ 芝生広場 レンタ

北之庄町）
場・水上ステージ・芝生広場・レンタ
ルカヌーなどがあり、水辺に親しめる
人気スポットです。市北之庄町

指定され、
であり、園
湖八景「近
見ることが

独⽴⾏政法⼈⽔資源機構 琵琶湖開発総合管理所
琵琶湖の明⽇を⾒つめて

見ることが
ーションは

湖北管理所 〒521-0011 滋賀県⽶原市中多良1-2
TEL.0749-52-5160

〒520-0243 滋賀県⼤津市堅⽥2丁⽬1-10
TEL.077-574-0680 FAX.077-574-1739ク）（野洲市吉川）

町花は「アヤ
株 原種から 湖⻄管理所 〒520-1623 滋賀県⾼島市今津町住吉1-3-4

TEL.0740-22-1500
湖南管理所 〒525-0001 滋賀県草津市下物町1091-58

TEL.077-568-4102
http://www.water.go.jp/kansai/biwako/

株、原種から
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の湖岸近くに
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