
 
フォーラム成果集 

成 果 集 

 



フォーラム成果集 

 
 

1

Ⅰ. どんなフォーラムだったの？ 

環境保全団体による発表・交流が行われました。 

 

1. 名称 

第 2回こなん水環境フォーラム＆第 8回川づくりフォーラム  ～つながろう！人と人、人と水！～ 

 

2. 主催など 

（１）第 2回こなん水環境フォーラム 

主催：湖南流域環境保全協議会 

  共催：滋賀県南部環境・総合事務所、草津市、守山市、栗東市、野洲市 

  協賛：大阪ガス㈱、オムロン㈱草津事業所、パナソニック電工㈱栗東工場、㈱マツナガ 

 

（２）第 8回川づくりフォーラム 

  主催：NPO法人びわこ豊穣の郷、守山市 

 

3. 日時 

平成 23年（2011年）3月 12日（土） 13時～19時 30分 

 

4. 場所 

守山市生涯学習・教育支援センター エルセンター（守山市勝部三丁目 9-1） 

 

5. 参加者 

（１） 出展団体：52団体（うち一般団体：37、行政機関：9、学校：3、企業：3）  

1 NPO法人びわこ豊穣の郷 27 もんぺおばさんの田舎工房 

2 守山市ほたるの森資料館 28 びわ湖の水と地域の環境を守る会 

3 石田町ホタル会 29 NPO法人 家棟川流域観光船 

4 今宿自治会 30 湖南流域環境保全協議会 

5 これから行動隊 31 須原魚のゆりかご水田協議会 

6 野洲川でんくうの会 32 湖南地域みずすまし推進協議会 

7 草津塾 33 湖南・甲賀環境協会＆NPOびわ湖環境 

8 草津でホタルを楽しむ会 34 パナソニック電工（株）栗東工場 

9 NPO法人子どもネットワークセンター天気村 35 大阪ガス株式会社 滋賀事業所 

10 伯母 Q五郎 ～伯母川研究こどもエコクラブ～ 36 株式会社滋賀銀行守山支店 

11 ぼてじゃこトラスト 37 びわ湖エコアイデア倶楽部 

12 環境ボランティア 草津湖岸コハクチョウを愛する会 38 社団法人ガールスカウト日本連盟滋賀県支部 
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13 環境文化推進市民会議 39 日本ボーイスカウト滋賀連盟 

14 NPO法人瀬田川リバプレ隊 40 立命館守山高等高校 

15 ごみを減らそうプロジェクト 41 立命館大学 水環境工学研究室 水再生グループ 

16 環境基本計画推進会議「水と緑・安心の野洲」エコ資源部会 42 立命館大学 水環境工学 砒素グループ 

17 環境基本計画推進会議「水と緑・安心の野洲」自然・山部会 43 ラムサールセンター 

18 NPO法人 環境を考える会 44 ボルネオ保全トラストジャパン 

19 特定非営利活動法人碧いびわ湖 45 琵琶湖流域管理シナリオ研究会 

20 特定非営利活動法人滋賀環境カウンセラー協会  46 琵琶湖博物館  環境学習センター 

21 NPO法人 蒲生野考現倶楽部 47 滋賀県琵琶湖環境部環境政策課 

22 甲賀市エコネット 48 滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖再生課 

23 鹿深の里 甲賀流域環境保全協議会 49 野洲市役所 

24 独立行政法人 水資源機構 琵琶湖開発総合管理所 50 栗東市役所 生活環境課 

25 琵琶湖河川レンジャー有志 51 守山市環境政策課 

26 淡海の川づくりフォーラム実行委員会 52 草津市環境課 

 

（２） 参加者：276人（うちガールスカウト 72人） 

  ～ 旗あげアンケートの結果から ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

55人

46人

14人

12人

どこから来られましたか？
（127人回答）

①守山市

②草津市、栗東市、野洲市

③①と②以外の滋賀県内

④滋賀県外

50人

19人20人

48人

どれくらいの年代の方が集まって

らっしゃるでしょうか？
（137人回答）

① 20歳未満

② 20代・30代

③ 40代・50代

④ 60歳以上

18人

12人

23人
57人

今日フォーラムに来たきっかけは？
（110人回答）

①前回参加して良かったから

②前回参加していないけど、人から良かったと聞いたから

③県南部環境課の小松さんと高阪さんの熱意に押されて…

④その他

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

6. 内容 

（１）開会あいさつ 

○ 湖南流域環境保全協議会 会長 伊吹美賀子さん 

 ○ NPO法人びわこ豊穣の郷 理事長 北田俊夫さん 

 ○ 滋賀県南部環境・総合事務所 所長 中西道幸さん 

 ○ 守山市 市長 宮本和宏さん  
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（２）旗あげアンケート、「ラブレター」のガイダンス 

 ○ 立命館大学 准教授 永橋爲介さん 

    永橋さんから 3 つの選択式の質問。

みんなは番号の書いた旗をあげて答え

ました。参加者の何人かへはインタビュ

ーが行われました。 

 

 

 

 

 

（３）出展ブース巡り 

 自由にブースを巡り、みんな興味のあるブースで出展者と話をしました。また、各ブースに設置さ

れた白いボードへは、「○○なところが素晴らしい！」、「今度一緒に活動しましょう！」といったメ

ッセージを書いた「ラブレター」が貼り付けられていきました。 

 
 

途中、司会者が各ブースへマイクを持ってインタビューに行きました。時間が限られているため、

抽選により 団体がマイクを通じて自分たちの活動を 3分間で発表しました。 
＊発表団体：草津でホタルを楽しむ会、環境ボランティア 草津湖岸コハクチョウを愛する会、淡海の川づくりフォーラム実行委

員会、NPO法人 家棟川流域観光船、湖南流域環境保全協議会、須原魚のゆりかご水田協議会、パナソニック電工（株）
栗東工場、立命館大学 水環境工学 砒素グループ、滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖再生課、草津塾、びわ湖の水と地域

の環境を守る会、甲賀市エコネット 

 

 

今日ははじめて来まし

た。知人の紹介です。 
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 未来を担う子どもたちについては、優先的に活動を発表していただきました。 
＊発表団体：社団法人ガールスカウト日本連盟滋賀県支部、立命館守山高等高校、ボルネオ保全トラストジャパン、ラムサールセ

ンター、NPO法人 蒲生野考現倶楽部 

 
 

（４）○×クイズ 

 琵琶湖や大河ドラマ「江」、出展団体の

活動内容に関連した○×クイズが出題さ

れました。企業から協賛いただいた景品

ゲットを目指して、キャッフィーと一緒

に○×クイズを楽しみました。 

 

 

 

 

 

（５）川づくりフォーラム 

基調講演 「びわこ豊穣の郷選定『守山

の水辺百選』の目指すもの」 

 ○ みずすましアドバイザー  

中村一雄さん 

活動報告 

○ 吉身東町自治会 

○ 美崎自治会 

○ 小津小学校（小学 6年生）  
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（６）琵琶湖の漁師料理を囲んでの交流会（参加者 97人） 

あいさつ 

 ○ 滋賀県琵琶湖環境部 次長 上山哲夫さん 

本日の料理の説明 

 ○ びわ湖の水と地域の環境を守る会 松沢松治さん 

 ○ もんぺおばさんの田舎工房 中井牧造さん 

ミニ劇「よみがえった流域協議会」 

 ○滋賀県南部環境・総合事務所環境課 小松直樹さん、高阪真帆さん 

閉会あいさつ 

 ○ NPO法人びわこ豊穣の郷 理事長 北田俊夫さん 

 
 

7. ふりかえり 

フォーラムについては、77％の人が「満足」と回答してくださいました。「たくさんの団体が活動し

ていることに驚いた！嬉しかった！」という声や、「みんなで盛り上がって、楽しかった！勉強になっ

た！」とういう声が多かったです。一方、参加者数が多かったこと、川づくりフォーラムと同時開催で

あったことから、「会場が狭かった」、「進行が分かりづらかった」という声も寄せられました。 

琵琶湖の漁師料理については、初めて食べた人からよく食べる人まで、10代から 70代までの全員が

「とてもおいしかった！特にビワマス最高！」と大好評でした。 

 

 

 

 

・ フナ寿司 

・ ビワマスの造り 

・ アユの田舎煮 

・ えび豆 

・ ワカサギの天ぷら 

・ たてぼし豆 

・ 焼きモロコ 

・ アユのマリネ 

・ アメノイオご飯 

・ 焼きたてパン  

ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。皆さまの意見を基に、来年度

もさらによい交流の場をつくれたらなと思います。よろしくお願いいたします。 
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Ⅱ. みんなから寄せられた「ラブレター」 

各ブースに設置された白いボードへは、各出展団体へのメッセー

ジを書いた「ラブレター」が貼り付けられていきました。ここで

は、その内容を紹介します。 

 

1. NPO法人 びわこ豊穣の郷 

 守山の河川、水辺の多さ、あの地図スゴイですね！しかも、あの地図には里中河川や農業用水

路は入ってないとのこと。どれだけたくさんの水辺があるかものすごインパクトを受けまし

た！水辺 100選とした迫力と道理を深く理解しました。（立命館大） 

 

2. 守山市ほたるの森資料館 

 これからも川にゴミを捨てずにホタルを増やしていきたいです。（ガールスカウト 15団） 

 これからは、ホタルのためにもみんなの力を合わせて川を‘キレイ’にしていきたいと思いま

す。（ガールスカウト 15団） 

 これから、私は、ホタルが増えるようにゴミを川に落とさないようにしたいです。（ガールス

カウト 15団） 

 これから、私は、ホタルを大切にしたいと思いました。ホタルを増やして行きたいです。（ガ

ールスカウト 15団） 

 守山市はホタルが有名だと今日知りました。私をホタルを生で見たことがないので、今年見て

みたいと思います。（ボルネオ保全トラストジャパン） 

 私がホタルのことで思ったこと。ホタルはみんなを幸せにしてると思っています。（ガールス

カウト 15団） 

 これからも、川にゴミを捨てずに、ホタルが生きていけるようにがんばりたいです。（ガール

スカウト 15団） 

 もっとホタルが増えたらいいと思いました。（ガールスカウト 7団） 

 ホタルが飛び交うようにホタルの会や職業体験学習をしたり、いろいろしていることを初めて

知りました。（ガールスカウト 15団） 

 ホタルをキーワードに環境学習、環境啓発、環境保全につなげておられるのは素晴らしいです。

日野周辺にもホタルはたくさんいます。交流させてください。（蒲生野考現倶楽部） 

 ホタルが増えて欲しい。（蒲生野考現倶楽部） 

 

3. 石田町ホタル会 

 川のゴミを減らしていきたい。ホタルのためにも、水をもっと大切にしていきたいです。（ガ

ールスカウト 15団） 

 ホタルが住める川が増えて欲しい。（ガールスカウト 15団） 
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 これから私は川や海にゴミを入れません。（ガールスカウト 15団） 

 早くホタルがいっぱい住める町にしたいです！（ガールスカウト 15団） 

 私はいろいろな写真を見て、こんなことをしたいなということがいっぱいありました。また、

してみたいです。（ガールスカウト 15団） 

 ホタルや川の生きものたちのためにポイ捨てなど、川が汚れる様なことをしないように、気を

つけようと思いました。そして、ホタルがたくさん飛んでいるきれいな景色を見れたらな～と

思いました。（ガールスカウト 7団） 

 ホタルが住める川がいっぱいできて欲しい。（ガールスカウト 15団） 

 いろんなことを教えてくれてありがとうございます。（ガールスカウト 15団） 

 いろいろなことを教えてくれてありがとうございます。（ガールスカウト 15団） 

 ホタルを守るために新しい環境をつくっていてすごいなぁと思った。（ガールスカウト 15団） 

 これからホタルが川にいっぱい飛んだらいいな。（ガールスカウト 15団） 

 これからも協力して、川をきれいにして、ホタルを増やせたらいいなと思っています。（ガー

ルスカウト 15団） 

 ホタルがいっぱい飛んで欲しい。（ガールスカウト 15団） 

 ホタルを持つとホタルが死んでしまうから、ホタルは持ったらだめと思った。（ガールスカウ

ト 15団） 

 ホタルが川にいっぱい増えてきて嬉しいです。（ガールスカウト 15団） 

 

4. 今宿自治会 

 いろいろ教えてくれたありがとうございます。（ガールスカウト 15団） 

 川や水や草や生きものがとてもとても大事ってことがよくわかりました。また来年もよかった

ら来たいなーっと思ったし、とても楽しかったです。（ガールスカウト 15団） 

 私にもできることは、エコしたいと思いました。（ガールスカウト 15団） 

 この川は、昔何万匹というホタルが飛んでいた。今は、数百匹のホタルが飛んでいるが、幼虫

を放流し、自然に発生するようになった。花運動いっぱいで川に。（K.N） 

 水の大切さやいろんなことを学び、琵琶湖そして守山が自然あふれる街であればいいなーと思

いました。（ガールスカウト 15団） 

 写真のサイズが大きく展示されていてよくわかります。プランタンの維持管理はとうされてい

ますか？特に冬期。（甲賀市エコネット野洲川を愛する会） 

 自然が大事なのがわかりました。（ガールスカウト 15団） 

 ホタルを大切にしなければいけないと思いました。川をきれいにすると、ホタルも住みやすく

なるので、水を大切にしたいです。（ガールスカウト 15団） 

 

5. これから行動隊 

 これから行動隊より今から行動隊に改名を！！ 

 

6. 野洲川でんくうの会 
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7. 草津塾 

 「大人たちの生涯学習」というのが、とても新鮮に感じました。古い人にとっては、天井川で

ゴミ捨て場、それが平地化して、自然も戻ってきた。嫌われ者だった葉山川が、地域の宝物と

して再生しつつあるプロセスに感激しました！（立命館大） 

 自然に興味を持ちました。琵琶湖の大切さ、いろいろなことを学びました。（ガールスカウト

15団） 

 少しでもゴミの少ない川にしたいです。（ガールスカウト 15団） 

 私の地元の活動（美化）を知り嬉しかった。（ユニプラス滋賀） 

 私達も家の近くの川で遊びたいです。（蒲生野考現倶楽部） 

 行動して楽しむところや、川だけでなく街を楽しむところに興味がありありました。（無所

属 ） 

 いろいろな生物が川のまわりにいてすごいなと思いました。（ガールスカウト 15団） 

 チャンスがあれば、又一緒に活動させてください。（ボーイスカウト） 

 川には、いろいろ魚がいるんだなぁと思った。（ガールスカウト 15団） 

 川にいろいろな魚がいていいです。（ガールスカウト 15団） 

 ホタルがいっぱい飛ぶ川にしたいと思いました。（ガールスカウト 15団） 

 いろんな生物が川をきれいにするんだなぁと思います。（ガールスカウト 15団） 

 

8. 草津でホタルを楽しむ会 

 前にホタルを見に行ったらとてもキレイ☆でした！！なので次の世代の人たちにもずっとず

っと見て欲しいです。☆彡（ガールスカウト 15団） 

 昨年はありがとうございました。私ども、第 1回エコ講座に使わせていただきました。ホタル

を復活させようとした時、川の診断、復活の道筋の指導を受けられますか？（甲賀市エコネッ

ト） 

 ホタルのことがよくわかった！ホタルのことをもっと知りたい。＜似顔絵イラスト付き＞（ガ

ールスカウト 7団） 

 ホタルを媒介して、水辺の見直し、水辺のある暮らしの再発見になっていることにとても感激

しました。不法投棄ゴミ対策もそれだけだとしんどいけど、蛍の住みかづくりや、かいぼりな

どとのあわせ技がワクワクします！（立命館大） 

 蛍がもっと増える川になったらいいですね。（蒲生野考現倶楽部） 

 蛍の幼虫が少しこわかった。でも、ホタルのいろいろなことが知れて嬉しいです。＜似顔絵イ

ラスト付き＞（ガールスカウト第 7団） 

 ホタルがつくれてうれしい。（蒲生野考現倶楽部） 

 ホタル飛び交う環境づくりは水をきれいにすることとその他に何が必要ですか。具体的に知ら

せてください。（甲賀市エコネット野洲川を愛する会） 

 ホタルの生態をこどもに教えてください。機会を作りたいと思います。（ボーイスカウト） 
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9. NPO法人子どもネットワークセンター天気村 

 山、川などで遊ぶと自然をいじめていることがわかりました。（ガールスカウト 15団） 

 いろいろなことがよくよくわかりました。ありがとうございました。また来たいです。（ガー

ルスカウト 15団） 

 ホタルはとってもきれいです。守っていきたいです。（ガールスカウト 15団） 

 水をきれいにしてくれるのは自然。自然が喜ぶには何をすればいいんですか？少し水のことに

ついて知りたくなりました。（ガールスカウト 15団） 

 インタビューやいろいろな話を聞いて、琵琶湖がとても大切なことを学びました。（ガールス

カウト 15団） 

 これからは、地球を大切にしていきたいです。（ガールスカウト 15団） 

 子ども達が楽しそうに遊んでいる写真は良いものですね。これからも頑張ってください。（パ

ナソニック電工） 

 山はドキドキ楽しそう。（ガールスカウト 15団） 

 ただ単に、自然遊びの活動だけでなく、人間と自然との関係、自然の持つやさしい楽しい部分

と厳しい部分を同時に扱われていることに敬意を表します。（立命館大） 

 私も山から川から湖と冒険と言うが自然をもっと知りたいです。（ガールスカウト 15団） 

 夜になるとホタルさんはきれいにひかるんですね。これからもひかってね。（ガールスカウト

15団） 

 いろいろあそびがいっぱいわかりました。（ガールスカウト 15団） 

 これからも地球を大切にし、草花を大切にしていきたいです。（ガールスカウト 15団） 

 山、川で遊ぶといじめていることがわかった。（ガールスカウト 15団） 

 今度から自然をいじめないで、木や川をふやしたり、きれいにしたりしたい。（ガールスカウ

ト 15団） 

 

10. 伯母 Q五郎 ～伯母川研究こどもエコクラブ～ 

 いろんなことや自然の大切さを学びました。（ガールスカウト 15団） 

 いろいろな自然がわかりました。（ガールスカウト 15団） 

 ホテイアオイ、水の浄化をするのに枯れると公害、これをせっけんにされたとは素晴らしいと

思います。使ってみたいと思います。（湖南流域環境保全協議会） 

 水はすごい。大切なものだね。（ガールスカウト 15団） 

 自然の大切さを学びました。自然を大切にしていきたいです。（ガールスカウト 15団） 

 たくさんの体験ができて、おもしろそうです！よもぎをつんで、よもぎ団子を作ったりできて

楽しそう！（ガールスカウト 15団） 

 

11. ぼてじゃこトラスト 

 オスが産卵するときれいな色をすることがすごいなーと思った。（ガールスカウト 12団） 

 オスが産卵期になると、きれいな虹のようなものになることと、貝の中に卵を産むなんてとて

もおもしろい魚だと思いました。こんなきれいな魚がいっぱいいるといいですね！（ガールス
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カウト 12団） 

 貝の中で卵を産むなんてカッキテキでかしこい魚なんだなぁと思いました。説明もわかりやす

かったからよくわかりました。（ガールスカウト 12団） 

 貝の中に卵を産んだりしたら安全だと思ったけど、そういう魚が減ってきたので、私の学校で

もそういう魚を増やす活動をやりたい。（ガールスカウト 12団） 

 

12. 草津ボランティア 草津湖岸コハクチョウを愛する会 

 同じ鳥でもこんなに顔が違うんだ！（ガールスカウト 15団） 

 コハクチョウのことを知らなかったけどよくわかった。1 匹ずつの顔が違ってかわいかった。

（ガールスカウト 15団） 

 似てるけどよく見ると 1羽 1羽顔が違う。（ガールスカウト 15団） 

 小屋に入ってコハクチョウを観察する行為がすごいと思いました。コハクチョウへの愛を感じ

ました。12月頃草津川に見に行きたいと思います。（ボルネオ保全トラストじゃジャパン） 

 よく見てみたら、1 羽 1 羽顔（形）が違う。いっぱいの種類を見てみたい。（ガールスカウト

12団） 

 コハクチョウはけんかをしたりしても仲直りをしてすごいなと思いました。（ガールスカウト

15団） 

 よく見ると 1 羽 1 羽顔（形）が違う。いろいろなタイプもある。じっくり見てみたい。（ガー

ルスカウト 12団 小森） 

 コハクチョウの地道な観察で環境の変化を調べ、どうすれば美しい自然を取り戻せるのかを考

え活動されていることに感動しました。これから先もいっそう頑張ってください。（野洲市自

然・山部会） 

 コハクチョウのことがよくわかったし、1 匹ずつ顔が違ってかわいかった。（ガールスカウト

15団） 

 コハクチョウは 1羽ずつ顔のかたちが違う。（ガールスカウト 12団） 

 ほんとだ！コハクチョウって 1匹ずつ顔違うんだ！目がひらかれました！コハクチョウにすご

く親近感わきます！＜顔のイラスト付き＞（立命館大） 

 コハクチョウの顔は 1羽ずつびみょうに違うと知ってびっくりした。くちばしの色や形も全然

違うので、なるほどと思った。（ガールスカウト 12団） 

 コハクチョウは、毎年川にくる、すごい！顔がちがう。（ガールスカウト 15団） 

 今年は鳥インフルエンザのため、コハクチョウが来なくなるのでは？と心配しました。もっと

多く来ると良いですネ。（環境文化推進市民会議） 

 コハクチョウはいろんな顔があると知ったから、いろんな顔を見たい。（ガールスカウト 15

団 ） 

 飛来数が減ってきているのが残念ですね。毎日大変だと思いますが、頑張ってください。（蒲

生野考現野倶楽部） 

 ポイ捨てをするとコハクチョウが困ることがわかりました。今度ゴミをみたら拾おうと思いま

す。（ガールスカウト 15団） 
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 白鳥とか自然のことを考えない釣り人がいないようになったらいいな・・・。（ガールスカウ

ト 7団） 

 コハクチョウは水中などのゴミなどでケガをしていてかわいそうだなと思った。だからゴミな

どを拾ったりしたらまたもっと来ると思う。（ガールスカウト 15団） 

 白鳥のために湖岸にゴミを捨てないようにしたいです。（ガールスカウト 7団） 

 コハクチョウにも顔があると聞きましたが、魚にも顔がありますか？おたずねします。（甲賀

市エコネット野洲川を愛する会） 

 ハクチョウはいろんな顔があるんだなぁと思いました。（ガールスカウト 15団） 

 一羽ずつの顔がわかるまで愛した活動感動です。せめて飛来の時期は工事をしないよう気をつ

かってください。（湖南流域環境保全協議会） 

 

13. 環境文化推進市民会議 

 

14. NPO法人瀬田川リバプレ隊 

 川のゴミは増えてきているけど、一般の人じゃあまりキレイにできないから、こういう活動は

とてもいいと思います。（ガールスカウト 7団） 

 川のゴミをとる活動、すごくいいな～と思いました！（ガールスカウト 7団） 

 

15. ごみを減らそうプロジェクト 

 “余分なゴミは税金の無駄使い”に感じた。（守山梅田せせらぎ会） 

 マイバックは全国で広がっていることだと思いますが、まだ完全に普及しているわけではない

と思います。より多くの人がマイバックを使うようにするためには、国ではなく、地域の活動

が大切だと思います。（ボルネオ保全トラストジャパン） 

 マイバック持参の呼びかけや、4 年生によるゴミを出さないアイデアポスターなどそういう呼

びかけは大切だな～と思いました。いいことだなと思いました！（ガールスカウト 7団） 

 子ども達にゴミのゆくえを考えてもらう良い機会をつくっています。 

 楽しそうに活動されていて、継続されているのがいいですね！（碧いびわ湖） 

 

16. 環境基本計画推進市民会議「水と緑・安心の野洲」エコ資源部会 

 ゴミ処理券に丸をつけて無料譲渡！良いシステムで参考にします。（甲賀市生活環境課） 

 こんなエコな店あるよ。ガイドブック、リユース譲渡会など。新しい成果がドンドン出てきて

る！いや～感激です！（立命館大） 

 

17. 環境基本計画推進市民会議「水と緑・安心の野洲」自然・山部会 

 小堤の山での初日の出、チップ化の写真ステキです！とにかく、市がつくった計画を、行政、

企業と協働してドンドンすすめている野洲市はやはり好きだと改めて思います。（立命館大 ） 

 日頃から自然（山）と接する環境は今の子どもたちに必要だと思います。がんばってください

（滋賀県南部環境・総合事務所環境課） 
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18. NPO法人環境を考える会 

 春の七草、味わってみたくなりました。（ガールスカウト 7団） 

 足元の地域をよく味わいよく識り、発信されている活動が素敵だと思いました。雨水のＰＲあ

りがとうございました！（笑）（碧いびわ湖） 

 「取り水の文化」はじめて教えていただきました！ものすごく貴重だし、大切にしたい文化で

すね！（立命館大） 

 

19. 特定非営利活動法人 碧いびわ湖 

 信楽焼製の雨水タンクに感激しました！滋賀の名産にならないかな～♪（立命館大） 

 雨水を貯めて使うことが、地球環境保全につながりダム建設を防止することにつながるのだと

思いました。地元の和泉市の団体でも話してみます。（ボルネオ保全トラストジャパン） 

 私も雨水集水槽を作ります。（中井） 

 雨水も役に立つんだな～と思いました。（ガールスカウト 7団） 

 ホームダムというものを知りました。雨水を入れられるので、水道が止まっているときにすご

く便利だと思います。（ガールスカウト 7団） 

 

20. 特定非営利活動法人 滋賀環境カウンセラー協会 

 こどもエコクラブがんばっています。（蒲生野考現倶楽部） 

 

21. NPO法人 蒲生野考現倶楽部 

 松口さんは毎日新聞を書いていてすごいなぁと思いました。（ガールスカウト 15団） 

 1日 1日たくさんの自然とかとふれあって、新聞が書けるのはすごいなぁと思いました。私も

もっと自然とかとふれあいたいと思いました。 

 毎日続けているなんてすごいなぁ～。（ガールスカウト 15団） 

 毎日、新聞を書いていてすごいなぁと思いました。（ガールスカウト 15団） 

 毎日書き続けているなんてスゴイですね！！（ガールスカウト 15団） 

 4 年生の頃からずっと新聞を書き続けている松口さんもすごいし、色々な体験をさせてあげて

いる親の人もすごいと良い人だなと思った。自然とたくさんふれあっていてすごいとおもった

ので、私も自然とふれあっていきたいです。（ガールスカウト 15団） 

 読んでも見ているだけでも楽しい気持ちになれるチャレンジですばらしいと思います。パツパ

チパチ！（アイキッズ） 

 自分で体験したことを発信する。すばらしい！これからも期待しています。（環境学習センタ

ー） 

 毎日書いているなんてスゴイですね！（ガールスカウト 15団） 

 いろんな自然とふれあい、それをまとめている新聞を見て、いろんなことがわかりました。（ガ

ールスカウト 15団） 

 



フォーラム成果集 

 
 

13

22. 甲賀市エコネット 

 パンダの絵がかわいいので私も気に入りました。（蒲生野考現倶楽部） 

 石に絵をかくのが上手。（蒲生野考現倶楽部） 

 石ころで作っているカメがすごい！！ほか色を塗るのもきれいで私もやってみたいです(^0^)

（ガールスカウト 12団） 

 石に絵をかくのが楽しそうでやってみたいと思った。すごく上手にできている。（ガールスカ

ウト 12団） 

 石ころからいろんな生き物がつくれるのがすごい！！（ガールスカウト 12団） 

 石ころでいろいろな生き物が作れるのがすごい！！（ガールスカウト 12団） 

 石を上手に再利用してとってもかわいい作品を作るなんてとってもすごいですね！！（ガール

スカウト 15団） 

 石ころでこんなにかわいい動物が作れてすごいなぁ！（ガールスカウト 15団） 

 石で動物などが作れるなんて初めて知ったし、すごい！（ガールスカウト 15団） 

 身近なものを使っての手作りを通じて、モノやヒト、自然に対する見方が広がる、というのが、

環境教育の本質を現されていると感激しました。（立命館大） 

 石でかわいい動物がつくれてスゴイなぁ！（ガールスカウト 15団） 

 子どもの頃、野洲川でよく水泳をしました。きれいな水であったと思います。どうか上流の皆

さんで昔のような美しい野洲川を守ってください。（NPOびわ湖環境） 

 

23. 鹿深の里 甲賀流域環境保全協議会 

 1つの木からいっぱいきれいな花ができる。満開名桜が 1番きれい。（ガールスカウト 12団） 

 きれいな桜を守る会があるから、きれいな桜が咲くことを初めて知った。これからも守って欲

しい。（ガールスカウト 12団） 

 鮎河の桜はとても色鮮やかできれいだった。桜を守るため、いろいろな清掃活動などを頑張っ

て欲しい。（ガールスカウト 12団） 

 １つ１ついろいろな桜がある。私はこのきれいな桜をずっと残していきたい。みんなが気をつ

ければ近くの川もきれいになる。（ガールスカウト 12団） 

 

24. 独立行政法人 水資源機構 琵琶湖開発総合管理所 

 琵琶湖の深さがわかり良かった。魚がいればなお良し！（びわ湖の水と地域の環境を守る会 ） 

 水を大切にしないといけないと思いました。（ガールスカウト 15団） 

 琵琶湖深底模型はすごいと思いました。特に驚いたのは、1番下の面積が 1番上の面積に比べ

てすごく小さかったことです。環境保全のためにヨシ植栽をしていることにびっくりしました。

水のための祭りなどがあることにびっくりしました。（ガールスカウト 15団） 

 琵琶湖のことを良く知れて良かった。面積もよく知った。 

 川や琵琶湖にゴミを捨てるヒトがいたら注意する。（ガールスカウト 15団） 

 琵琶湖にゴミを捨てている人がいたら注意する！（ガールスカウト 15団） 

 琵琶湖の深さがよく知れて良かったです。（ガールスカウト 15団） 
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 琵琶湖深底模型がすごかったです。琵琶湖をこれからも大切にしないといけないと思いました。

（ガールスカウト 15団） 

 琵琶湖の深さがよーくわかりました。よかった。 

 琵琶湖にゴミを捨てている人がいたら注意したい。（ガールスカウト 15団） 

 

25. 琵琶湖河川レンジャー有志 

 

26. 淡海の川づくりフォーラム実行委員会 

出ると元気になるフォーラム ◎出たいな～ ◎あそこはどう？ 教えてください。 

 琵琶湖の川と京都の川。一緒に考えましょう！（京のアジェンダ 21フォーラム） 

 行政のタテ割りを越えてよく参加されました！そこがまずすばらしい！良いとこさがしは

各々の力を引き出す最高のやりとりですよね。（立命館大） 

 

27. もんぺおばさんの田舎工房 

 パン作りしてみたい！（京のアジェンダ 21フォーラム） 

 パンおいしかったです。細川をきれいにされている活動を来年発表していただきたいです。（淡

海の川づくりフォーラム） 

 いっぺん、遊びに参ります！雨水やりましょう！（碧いびわ湖） 

 酵母で季節を感じられるのがおもしろそうです！メッチャおいしかった！（淡海の川づくりフ

ォーラム） 

 ものの素材の良さ、力を引き出す活動、健康にもおいしさにもつながることがとてもステキだ

と思いましたし、ポスターや包装のデザインがすばらしいと思いました。（立命館大） 

28. びわ湖の水と地域の環境を守る会 

 「ヨシ植え」の写真に七色の虹がかかってる！この活動が本当に天命にかなった活動であるこ

とのサインなんじゃないか？そう思わされます。（立命館大） 

 琵琶湖に近いところから訴えられる。琵琶湖の話、いつも身につまされます。（淡海の川づく

りフォーラム） 

 シジミ復活の話は皆に元気とやる気を与えます。もっと広めましょう！（琵琶湖環境科学研究

センター） 

 

29. NPO法人 家棟川流域観光船 

 川や琵琶湖をきれいにする必要を実感できる学習機会と思います。子ども達の参加を募ろう！

（野洲市） 

 5月の連休明け、もしくは何かイベントされるときに、また学生と一緒に寄せていただきます！

（立命館大） 

 住民と専門家の連携調査、楽しみにしています！（琵琶湖環境科学研究センター） 

 

30. 湖南流域環境保全協議会 



フォーラム成果集 

 
 

15

 皆さんの思いが結実したフォーラム。これからも続けていってください！（琵琶湖環境科学研

究センター） 

 このフォーラムが新しい活動や、新しいコラボレーションが生まれる場となっていることに深

い敬意を表します！（立命館大） 

 

31. 須原魚のゆりかご水田協議会 

 手作り感が良いですね。 

 田んぼに魚やドジョウが住めるようになればいいと思います。（ガールスカウト 7団） 

 堀さんのお米、メッチャおいしいんです！（琵琶湖環境科学研究センター） 

 田んぼの中の小魚、魚道をかけのぼる成魚の写真をみると、本当に「命のゆりかご」そして、

その命をもらって人は生かされてると気づかされます。（立命館大） 

 昔の田んぼ、昔の須原の写真、すてきですね。今の風景とともに大事にしたい。（淡海の川づ

くりフォーラム） 

 

32. 湖南地域みずすまし推進協議会 

 田んぼの生き物たちのためにできることはやりたいな～と思いました。そういうイベント？に

参加したいです。（ガールスカウト 7団） 

 堰上げをして、魚の遡上を待つのも魚の習性から早朝とのこと。人知れないご努力があるんだ

なぁと頭が下がります。丁寧な関わり方の大事さを教えてもらいました。（立命館大） 

 田んぼの大切さが分かりました。 

 

33. 湖南・甲賀環境協会 ＆ NPOびわ湖環境 

 昨年の研修でお世話になりました。甲賀市の油漏れ事故の際、教えていただいたことが非常に

役立ちました。（甲賀市生活環境課） 

 とても参考になる取組でした！（京のアジェンダ 21フォーラム） 

 社員さんが「自分の足と目で」というところに、本当に心打たれます。また、その成果を企業

さんの先端技術で対応されてることに CSRの原点を見ました！（立命館大） 

 企業の方々もびわ湖（川）の中を大切に思っておられることを知りました。今後も続けて活動

を行って欲しいと思います。（G.S） 

 油漏れ事故は予想しない箇所で発生する危険がある。有事に備える訓練は必要。トラックの油

タンク確認。（野洲市） 

 水質事故がどう流れるのが一目でわかることはとても素晴らしいことです。（湖南流域環境保

全協議会） 

 

34. パナソニック電工（株）栗東工場 

 水の利用を大いにすすめて欲しい。安価に。 

 雨水利用。興味あります。もう少し安くなれば嬉しい。（ほたる） 

 確かにデザインがスマートです！平べったい楕円形のフォルムがこれまでの雨水タンクより
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おしゃれですね！（立命館大） 

 日本の雨水の多くはそのまま川や海に流出していると思われます。このような雨水の再利用は

より重要視されるため興味を抱きました。各家庭に 1つ設置されるようになりたいですね。（立

命館大学水再生 Gr） 

 貯めるだけの機能からしたら少し価格が高いと思う。せめて散水機能も欲しい。 

 

35. 大阪ガス株式会社 滋賀事業所 

 地球にやさしくするなんてすごい！（蒲生野考現倶楽部） 

 地球にやさしいラーメンづくりセミナーをしたことがあります。（蒲生野考現倶楽部） 

 これから（みらい）に優しいガスをエネルギーでだしたい。（ガールスカウト 15団） 

 地球に優しいことをしていると思いました。私も地球に優しくしたいです。（ガールスカウト

15団） 

 地球を大切にしたいなぁと思いました。（ガールスカウト 15団） 

 これから、私達にできることは自然や環境を大切にすることです。（ガールスカウト 15団） 

 地球を大切にしたい。（ガールスカウト 15団） 

 地球は優しくするためのやつです。（ガールスカウト 15団） 

 地球を大切にしたい。（ガールスカウト 15団） 

 地球はとてもすごく大事なのかなと思った。（ガールスカウト 15団） 

 

36. 株式会社滋賀銀行 守山支店 

 

37. びわ湖エコアイデア倶楽部 

 たくさんの体験ができて、とても楽しそうです。特にダイビングができるようなきれいな川が

あっていいな～と思いました。（蒲生野考現倶楽部） 

 色々な体験ができて、いいと思います！狼川ではみれない生き物を観察できて楽しそう！（ガ

ールスカウト 15団） 

 悲しいことやおもしろいことを見せてくれてありがとうございます。これから、私達にできる

ことはなんでもしたい。（ガールスカウト 15団） 

 色々な体験があって、みんなもそのことを知っていると思います。狼川がすごいです。（ガー

ルスカウト 15団） 

 地引き網 魚いっぱいとれてよかったね。（蒲生野考現倶楽部） 

 おもしろいことや楽しいことを見せてくれてありがとうございます。（ガールスカウト 15団 ） 

 みんな一生懸命がんばっているのをみて私にもできることないかな？と思いました。（ガール

スカウト 15団） 

 これから私達にできることはなんでもしていきたいです。（ガールスカウト 15団） 

 

38. 社団法人ガールスカウト日本連盟滋賀県支部 

 一緒にキャンプしたいね。（ボーイスカウト） 
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 難民キャンプを訪れて交流してることに心打たれました。本当にいろいろなことを学んだり、

貢献してるんですね！すごく心強いし、頼もしく感じました！（立命館大） 

 

39. 日本ボーイスカウト滋賀連盟 

 ブラックバスもがんばって釣ってね。（立命館守山高校） 

 僕も子どもの頃、キャンプやボランティア活動をボーイスカウトとして行っていました。今思

えば、あの頃の体験が社会人となった今も大きな学習であったと実感しています。頑張ってく

ださい。（ボルネオ保全トラストジャパン） 

 もっとブルーギルを釣って減らしてください。（立命館守山高校） 

 在来魚を守ろう！（立命館守山高校） 

 自然の大切さをみんなに伝えてください。（野洲市） 

 

40. 立命館守山高等学校 

 外来魚、外来生物はブラックバスやブルーギルだけでなく、また全国各地で問題となっている

ことだと思います。（ボルネオ保全トラストジャパン） 

 ブラックバスとブルーギルが食べれるなんて思わなかったし、その上おいしいなんてびっくり

した。（蒲生野考現倶楽部） 

 外来魚が食べられるなんて知らなかったので・・・びっくりしました。（ガールスカウト 15団） 

 ブラックバスやブルーギルは食べられないものかと思っていたけど、きちんと調理すればおい

しく食べれると知って驚きました。（ガールスカウト 7団） 

 ブラックバスよりブルーギルの方がおいしいとはびっくりです。（蒲生野考現倶楽部） 

 私もブラックバスやブルーギルを食べてみたいな～と思うようになりました。そしてちょっと

興味をもちました。（ガールスカウト 7団） 

 外来魚が食べられるなんて知らなかった！（ガールスカウト 15団） 

 3 人とも名前に雄がついていて不思議に思いました。ブルーギルがよく観察できていました。

また食べてみたいです（GS） 

 外来魚は退治したいですね。在来魚を守るために。 

 カブスカウト（小 3～小 5）に調理して食べさせたよ。一緒に出来たら楽しいね。（ボーイスカ

ウト） 

 外来魚でだしをとってラーメンの研究をしてください。（須原魚のゆりかご水田協議会） 

 外来魚が食べられるなんてびっくりした。（ガールスカウト 15団） 

 ブルーギルはお造りにしてもおいしい。生臭くもない。またからあげも海魚と同じくらいおい

しいですよ。30年ほど前に食べました。（NPOびわ湖環境） 

 外来魚が食べられるなんて驚いた。工夫するといろんな食べ方ができるんだなぁ～ (^0^)（ガ

ールスカウト 15団） 

 釣って食べる！五感を使った活動はとてもステキ！「食」って環境問題の基本！その基本を身

体を使って押さえていることに拍手！（立命館大） 

 びわ湖との関わりを持つ取組は良いと思います。 
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 骨抜きが大変なら家庭料理に向かないんですね。(^-^) バス釣りに行ったらその夜に是非調理

してみます。参考になりました。（おばちゃんでした） 

 

41. 立命館大学 水環境工学研究室 水再生グループ 

 この研究、ここに集まっている他のグループや子ども達とコラボして何か、環境学習のプログ

ラムが展開できたらさらにこの研究の意味や意義が花開くね！ガールスカウト 12 団が難民キ

ャンプの水問題扱ってるからぜひコラボして！（立命館大） 

 水をどんどんキレイにしてください。（立命館守山高校） 

 地球科学という授業で習ったことなので興味深いです。（立命館守山高校） 

 僕たちもこのことを授業で習いました。とてもわかりやすかったです。（立命館守山高校） 

 水をきれいにするのをがんばってください。（ガールスカウト 15団） 

 

42. 立命館大学 水環境工学研究室 砒素グループ 

 使い捨てカイロが砒素除去できることを初めて知りました。燃えるゴミにだしていますが不安

でした。回収してはどうでしょう。（湖南流域環境保全協議会） 

 着想が素晴らしいですね。ただトラップされた砒素・鉄の後処理が気になりました。（蒲生野

考倶楽部） 

 ガールスカウト 12 団が難民キャンプの水問題を扱ってるからぜひコラボしてください！（立

命館大） 

 びわ湖の水に感謝。水道の水がすぐに飲むことができる。色々な研究の結果バングラディッシ

ュの水がもっと美しい水に。（湖南流域環境保全協議会） 

 使い捨てカイロで水質を改善できるというのはとてもすごいアイデアだと思います。（立命館

守山高校） 

 大変おもしろい発想です。是非実用化されることを期待しています。（NPOびわ湖環境） 

 カイロを使って汚染除去できるのはとても有意義だと思った。（立命館守山高校） 

 このことが実際にできたらとても素晴らしいと思う。（立命館守山高校） 

 

43. ラムサールセンター 

 湿地に関するお話ありがとうございました。私達ボルネオ保全トラストジャパンの活動とラム

サールセンターの活動は大きな目的として、共通していることも多いと思います。お互い情報

交換や色々学ぶことができたら良いですね。（ボルネオ保全トラストジャパン） 

 ラムサール大使で全世界に琵琶湖を PRして環境活動頑張ってください。（コハクチョウを愛す

る会） 

 ボルネオは泥炭湿地と野生生物の宝庫。一緒に守りましょう！（ボルネオ保全トラストジャパ

ン） 

 みんなで会議をするなんてすごい。（蒲生野考現倶楽部） 

 

44. ボルネオ保全トラストジャパン 
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 オランウータンやゾウがいろんな原因で死んでいっているなんてかわいそう。（ガールスカウ

ト 15団） 

 オランウータンやゾウ いろんな原因で減っているなんてかわいそう。（ガールスカウト 15

団 ） 

 アブラヤシを作るため木を切り、その木を作るからケガをした動物がいたり、自然がなくなっ

ていくのがわかった。（ガールスカウト 15団） 

 わかりやすく説明していただきありがとうございます。緑の回廊、世界中に広がるよう良いモ

デルになって下さい。（甲賀市生活環境課） 

 ゾウがワナにひっかかったりし、すごくかわいそう。 

 たくさんの人々にボルネオの現状を伝える。（ラムサールセンター） 

 ワナがくいこんですごくかわいそう！！（ガールスカウト 7団） 

 アブラヤシを作るために森が減っていって、動物の住むところが減っていってかわいそうだな

ぁと思った。（ガールスカウト 15団） 

 そうゆう人々が増えたらいいですね。（蒲生野考現倶楽部） 

 ワナにかかったゾウがすごくかわいそう。森がなくなってきているせいで、そんなことになっ

ていると聞いて、怖くなりました。私達にできることないかなぁ。（ガールスカウト 7団） 

 アブラヤシを作るという人間の都合で動物の森をなくならすなんて動物がかわいそう。（ガー

ルスカウト 15団） 

 オランウータンの目がかわいそう。 

 

45. 琵琶湖流域管理シナリオ研究会 

 

46. 琵琶湖博物館 環境学習センター 

 

47. 滋賀県琵琶湖環境部環境政策課 

 

48. 滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖再生課 

 

49. 野洲市役所 

 エコドライブの実車体験は有効ですね。これからも頑張ってください。続けてください。（ほ

たる） 

 小学生の人でも山、川の良さを体験するのが楽しそう。（ガールスカウト 15団） 

 

50. 栗東市役所生活環境課 

 

51. 守山市環境政策課 

 

52. 草津市環境課 



フォーラム成果集 

 
 

20

 

53. 寺田かずま君「すごいぞ！！プランクトンのひみつ」 

 3年間も本当に根気よくがんばりましたね。将来が楽しみです。 

 寺田くんへ 継続は力なり。すばらしいと思います。中学生になっても楽しく調査研究をすす

めてください。（ほたるの森資料館） 

 必ずうちの専門家をご紹介します！（琵琶湖環境科学研究センター） 

 たくさんの実験をやりとげたことはすごい！（びわ豊穣の郷） 

 よくまとまっています。発想がすばらしい。 

 研究の目的をはっきりさせ予測をたてながら進めているのはすごい！！（野洲市） 

 自分で問いをタテ、その問いを解くためにちみつな実験や観察をていねいに続けた姿勢はそこ

らへんの大学生や研究者以上の質の高い研究です。いや、おどろきました！（立命館大） 

 これからも一緒に勉強しましょう。（びわこ豊穣の郷） 

 根気よく 3年間よくまとめ、本当に脱帽です。4年生でスタートの時のこの実験への視点も素

晴らしい。（草津塾） 

 いろいろの実験を 3年間も続けて考察すること、素晴らしい体験となり、将来につながると思

います。発表ありがとうございました。（湖南流域環境保全協議会） 

 すごい！！まだまだこれからも調べるのですか？がんばってください。 

 

 


