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家が浸かる被害！
（明治２９年９月）

琵琶湖に流れ込む河川は大小４６０本ほどありますが、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、土地の低い琵琶湖沿岸に築造した湖岸堤(50.4km)、河川・水路

に設置した水門・樋門(137か所)、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、「内水

排除(ないすいはいじょ)」という操作を行います。
（明治２９年９月）

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。

■琵琶湖の湖岸治水

大同川排水機場

■琵琶湖の湖岸治水
（湖岸堤･内水排除施設位置図）

排水ポンプのはたらき

排水ポンプ

排水機場 ある場所平常時の水の流れ 内水排除時 水 流れ 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

水田の浸水被害を軽減するため、浸水時間の短縮を目的として、ポンプ
能力を決めています。したがって、強い雨が降り、ポンプ能力以上に流域
からの水が流れてくる時は 内陸側において浸水することがありますので

琵琶湖周辺では不法投棄があとを絶ちません

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。

からの水が流れてくる時は、内陸側において浸水することがありますので、
ご理解くださいますよう、よろしくお願いします。

水田が一時的に浸水

独立行政法人水資源機構琵琶湖開発総合管理所

ＴＥＬ ０７７ ５７４ ０６８０琵琶湖周辺では不法投棄があとを絶ちません。
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。

【懲役】５年以下 【罰金】法人：最大３億円
個人：最大１千万円

不法投棄は

犯罪です!
！厳しい罰則！

ＴＥＬ ０７７－５７４－０６８０
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琵琶湖の管理情報や地域情報を
紹介する情報誌です

びわこくん （通巻 第32号）

い ば

東近江市にある伊庭町は、湖東平野に残る⽔郷集落です。その歴史は古く、
“保元元年(1156年)、源為義が崇徳上皇からこの地を賜った”という記録が確認
されています。伊庭町を訪れ、散策してみましたので、その魅⼒をご紹介します。

い ば

すとくためよし

伊庭川から引かれた⽔路は、町中を縦横に張りめぐり、今もそ
の多くが残っています。⾞の普及によって道路が拡張されたため、
かつての⽔路幅ではないようですが、対岸の家々の⽯垣や「カワ
ト」と呼ばれる⽔路へ降りる⽯段、洗い場を数多く⾒ることがで
きます。

毎年7⽉には、地域の治⽔事業を進めた徳永寿昌
域住 が「 ザ

ながまさ

⽔路沿いを散策してみますと、「⽥⾈」
と呼ばれる船や捕まえた⿂を⽣かす「イケ
ス」も復元され、当時の⾵景を今も感じる
ことができます。

「伊庭の⽔辺景観」は、平成27年
⽇本遺産「琵琶湖とその⽔辺景観
－祈りと暮らしの⽔遺産－」の構成
⽂化財として認定されています

⽯垣の⽔路には、
⼤きな鯉が優雅に泳
ぎ、⼈が近寄ると挨

の恩を忘れないため、地域住⺠が「オオカワザラ
エ」と呼ぶ川掃除を⾏っているそうです。
夏には、ホタルが⾶び交うほど、きれいな⽔辺

環境が住⺠の⼒によって保たれております。

⾒学のご案内（⾃治会事務所）

きれいな⽔辺の癒しや⼈と⽔が共⽣している⾵景が今も残る「伊庭町」へ訪れて
みるのはいかがでしょうか。

⽂化財として認定されています。
また、平成30年10⽉には、「伊庭

内湖の農村景観」が国の重要⽂化的
景観に選定されています。

拶してくれるかのよ
うに⽔⾯から顔を出
してくれます。

⾒学のご案内（⾃治会事務所）

地元ガイドツアーの連絡先（要事前申し込み）

車でお越しの方
■ 自治会事務所隣にあ

る謹節館前の駐車場
をご利用できます。

電車でお越しの方
■ ＪＲ能登川駅からちょこっと

バス「伊庭」停留所まで10分
■ ＪＲ能登川駅東口でレンタ

サイクルが利用できます。

伊庭内湖
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地元ガイドツア の連絡先（要事前申し込み）
■ 伊庭町自治会

〒５２１－１２３５
滋賀県東近江市伊庭町２０１６
℡ ０７４８－４２－０３６２

⾃治会事務所

（謹 節 館）

伊庭の⽔辺景観 能登川⻄
⼩学校

能登川



⑩日本唯一 蛇の舞神事 長浜市

8月15日、日暮れにあわせて「蛇の舞神事」が奉
納されます。この舞は、日本で唯一、水の中で舞う奉
納行事と言われています

長
浜
市

高 米① ⑩

納行事と言われています。
毎年、全国から一目見ようと訪れる人々で賑います。

所在地 長浜市宮前町（長濱八幡宮の境内）
開催日 毎年８月１５日（令和元年は木曜日）
電話 0749-62-0481（長浜八幡宮）

⑨梅花藻 プ

いよいよ夏本番！この夏に行ってみたい

琵琶湖沿岸１０市の に関するイベン 高
島
市

大

米
原
市

彦根市

⑥

⑧

①

⑨

⑩

びわこくん 梅花藻の花は、５月中旬〜９月頃に地蔵川や醒井養鱒
場で見ることができます。場所、天候や水量などにより
咲きそろう時期や見え方が変わります。

梅花藻の見頃にはライトアップされた幻想的な梅花藻
が見られます。

⑨梅花藻ライトアップ 米原市

所在地 米原市醒井（JR醒ヶ井駅徒歩5分）

琵琶湖沿岸 市の 関するイ ン

トを紹介します。

①びわこ高島ペーロン大会 高島市

今津町南浜琵琶湖湖岸で第28回びわ湖高島ペーロ
ン大会が開催されます。ペーロン船１隻に最大18人

大
津
市

東近江市
近江八幡市

野洲市
守
山
市

草津市

⑥ ⑦

②

③

④
⑤

所在地 米原市醒井（JR醒ヶ井駅徒歩5分）
開催日 例年７月末～８月初旬頃
電話 0749-58-2227（米原観光協会）

⑧ひこね万灯流し 彦根市

灯ろうに火を灯し川に流します。芹川に約

千個の灯ろうが水面に美しく映え、幻想的な

が乗船し順位を競います。県内外から多数のチームが
参加して、銅鑼（どら）の音も高らかに競漕が繰り広
げられます。当日は「たかしま特命観光係」のお笑い
コンビ「ファミリーレストラン」による実況も予定さ
れ、大会に活気を与えてくれます。

所在地 滋賀県高島市今津町南浜 びわ湖岸
開催日 令和元年７月２８日（日） ８：３０～
電話 0740 25 8040（高島市役所観光振興課）

水平に琵琶湖に突き出た長さ約13 の棹の

⑥伊崎の棹飛び 近江八幡市

②びわ湖大花火大会 大津市

今年も大津港沖で「びわ湖大花火大会」が開
催されます。今年のテーマは【戦国ワンダーラ
ンド滋賀・びわ湖】で、 滋賀・びわ湖を眺め
た戦国武将たちの生き様などを約10 000発も

千個 灯ろう 水面 美 く映え、幻想的な

夏ならではの風情が漂います。各地に伝わる

先祖供養の行事のその起源は古く、孟
う

蘭
らん

盆
ぼん

経
きょう

に因るとされ、門外に火を、川岸に灯ろうを

点じて川に流し先祖の霊を慰め、送る行事で

す。 所在地 芹川河川敷
開催日 毎年８月６日（令和元年は火曜日）

電話 0740-25-8040（高島市役所観光振興課）

③滋賀県立琵琶湖博物館 第27回企画展示 海を忘れたサケ

⑦びわ湖 東近江 SEA TO SUMMIT®2019 東近江市
海（湖・川）から山へとアウトドアスポーツを

楽しみながら自然の循環を体感し、自然の大切さ
について考える環境スポーツイベント。びわ湖東
近江大会は６月1日（土）、2日（日）に開催され

水平に琵琶湖に突き出た長さ約13mの棹の
先から豪快にダイビング、または、棹先につけ
た鉄の環に足をかけてぶら下がった状態から、
7m下の湖面に飛び降ります。

今から約1100年前修行中の建立大師が、寺
の眼下に広がる琵琶湖に空鉢を投げました。湖
上を行きかう漁民たちに喜捨（キシャ）を乞い、
そのあと自ら湖中に飛びこんで空鉢を拾いあげ

た戦国武将たちの生き様などを約10,000発も
の花火で表現されます。

所在地 大津港周辺のびわ湖畔、なぎさ公園など

開催日 令和元年８月８日（木） １９：３０～２０：３０ ＊小雨決行

電話 0749-22-7303 (彦根商店街連盟)

ビワマスは琵琶湖固有のサケ科の魚で、美味
な食材としてもよく知られています。最新の研
究成果をもとにビワマスの謎に迫ります！

～ビワマスの謎に迫る～ 草津市

所在地 滋賀県草津市下物町1091
滋賀県立琵琶湖博物館

開催期間 令和元年７月２０日（土） １１月２４日（日）

ました。琵琶湖国定公園と鈴鹿国定公園を結ぶロ
ングコースが特徴で、カヤックでは水資源機構が
管理する大同川水門をくぐりぬけるコースとなっ
ていました。来年も開催される予定です。

開催場所 能登川水車とカヌーランド～日本コバ頂上
（令和元年実績）

ＨＰ： https://www.seatosummit.jp/

た、という故事に基づくと言われています。
＊なお、飛込み行事は行者のみですが、一般の
方はご覧になれます。

所在地 近江八幡市白王町１３９１ 伊崎寺

開催日 毎年８月１日 正午ごろ
電話 0748-33-6061（近江八幡駅北口観光案内所）

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

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

〒520-0243 滋賀県⼤津市堅⽥2丁⽬1-10
TEL.077-574-0680 FAX.077-574-1739

開催期間 令和元年７月２０日（土）～１１月２４日（日）
電話 077‐568‐4811（滋賀県立琵琶湖博物館） ⑤家棟川ビオトープ自然観察会（魚の観察会） 野洲市

船に乗って琵琶湖沖や家棟川で魚を
捕まえたり、ビオトープの池に入って
魚や昆虫などを捕まえて観察したり、
魚と野草の天ぷらの試食など行います。

詳細については、滋賀県、野洲市、
水資源機構の各ホームページ等に紹介

④もりやま芦刈園 アジサイの見ごろ 守山市

園内にはヨーロッパから集めた西洋あじさい
50品種5,000本と日本あじさい50品種5,000
本が植栽され 梅 時期を楽 ま く 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/
琵琶湖管理 検索

水資源機構の各ホームページ等に紹介
されています。

所在地 野洲市野田地先（家棟川ビオトープ）
開催日 令和元年８月２４日（土）
電話 077-528-4154 （滋賀県土木交通部流域政策局河川・港湾室）

本が植栽されていて、梅雨時期を楽しませてく
れます。

所在地 守山市杉江町 もりやま芦刈園
例年の見頃 ６月中旬～７月中旬

あじさいフェアー開催：6月8日（土）、9日（日）、
15日（土）、16日（日）

電話 077-585-7133（もりやま芦刈園）


