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Ⅰ. どんなフォーラムだったの？

様々な環境保全活動を多くの人たちに知ってもらうことで関心を持ってもらうと同時に、

行動に移してもらうためのきっかけづくりを目的とし、県南部地域で環境に関わる活動を

している NPO などの様々な団体による活動発表・交流の場としてフォーラムを開催しまし

た。

１. イベント名

第 3 回こなん水環境フォーラム ～つながろう！人と人、人と水！～

２. 主催、共催

主催：湖南流域環境保全協議会、滋賀県南部環境・総合事務所

共催：草津市、守山市、栗東市、野洲市

３. 日時

平成 24年（2012 年）1月 28 日（土） 13 時～18時 30 分

４. 場所

栗東市コミュニティセンター大宝東（栗東市綣 2 丁目 4-5）
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５．参加者

参加者 ：152人（うち高校生以下 28人）

出展団体：34団体（下表のとおり）

1 環境ボランティア
草津湖岸コハクチョウを愛する会

18 環境基本計画推進会議「水と緑・
安心の野洲」エコ資源部会

2 須原のゆりかご水田協議会 19
環境基本計画推進会議「水と緑・
安心の野洲」自然・山部会

3 守山市ほたるの森資料館 20 NPO法人 環境を考える会

4 立命館守山高等学校 21 びわ湖エコアイディア倶楽部

5 環境文化推進市民会議 22 循環型社会創造研究所 えこら

6 栗東中学校 科学部 23 草津市 環境課

7 守山南中学校 科学部 24 草津塾

8
伯母Ｑ五郎
～伯母川研究こどもエコクラブ～ 25 湖南流域環境保全協議会

9 ボルネオ保全トラストジャパン 26 草津でホタルを楽しむ会

10 もんぺおばさんの田舎工房 27 NPO法人 子どもネットワーク
センター天気村

11 鹿深の里 甲賀流域環境保全協議会 28 栗東市 環境政策課

12
社団法人ガールスカウト日本連盟
滋賀県12支部 29

湖南・甲賀環境協会
＆NPOびわ湖環境

13 琵琶湖博物館 環境学習センター 30 NPO法人びわこ豊穣の郷

14 滋賀県琵琶湖環境部環境政策課 31 守山市 環境政策課

15 湖南地域みずすまし推進協議会 32 野洲市 環境課

16 NPO法人 蒲生野考現倶楽部 33 びわ湖の水と地域の環境を守る会

17 ごみを減らそうプロジェクト 34 NPO法人 家棟川流域観光船
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６. 内容

（１）開会あいさつ

（主催者）

○ 湖南流域環境保全協議会 会長 伊吹美賀子

○ 滋賀県南部環境・総合事務所 所長 中西道幸

（開催地）

○ 栗東市 副市長 平田善之さん

（２）旗あげアンケート、「ラブレター」のガイダンス

○ 水色舎／滋賀県立大学環境科学部非常勤講師 佐々木和之さん

佐々木さんから 3 択式の質問が出され、参加者は番号の書いた旗をあげて答えました。回答者の

何人かへはインタビューが行われました。

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

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

旗揚げアンケートの様子

今日フォーラムに来たきっかけは？
（93人回答）

41人

20人

8人

24人

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 チラシを見て

④ その他（仕方がなく等）

今後、どのようなことに取り組みたい
ですか？（複数回答可）

（121回答）

31人

31人

38人

9人

① 環境学習に取り組みたい

② ｾﾞﾛｴﾐｯｼｮﾝに取り組みたい

③ 生態系の保全に取り組みたい

④ その他

どこから来られましたか？
（99人回答）

14人

67人

13人
5人

① 栗東市

② 草津市、栗東市、野洲
市
③ ①と②以外の滋賀県内

④ 滋賀県外

④

③

①

②

④
③

①

②

④

③

①

②
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（３）講演「マザーレイク２１計画第２期計画と流域協議会」

琵琶湖環境部 技監 小林 泉

今年度改定されたマザーレイク２１計画第２期計画について話を聞きました。「つながり」をキーワ

ードに、いろいろな環境保全活動を琵琶湖の総合保全に結びつけていくことの重要性が伝わりました。

（４）活動発表

地元で活動している、滋賀の未来を担う子供達が河川調査などの日頃の成果を発表し、参加者が身近

な水環境について考えました。

○ 栗東中学校科学部

「池に生息するプランクトンはなぜ池によって異なるのか」

２００３年から中学校周辺にある、大きさ、水の利用方法、

水源等の異なる 4つの池のプランクトンを比べ、池に生息する

プランクトンはなぜ池によって異なるかを発表していただきま

した。

○ 守山南中学校科学部

「市内６地点河川水質調査の結果」

平成１１年度から行ってきた校区内６カ所の河川水質調査を

行っており、今回は平成２３年３月～１０月にかけての結果を

発表してもらいました。リン酸や硝酸の値が月によって変動す

る理由などについて考察していただきました。

○ 伯母Ｑ五郎

「伯母Ｑ五郎の日常の活動報告」

草津市内を流れる伯母川を中心に水質調査などを定期的に行

っており、また、単独での活動以外にも県内外のこどもエコク

ラブ、NPO、NGO法人などと共同で行っている活動内容について

発表していただきました。

講演の様子

活動発表の様子（栗東中学校科学部）

活動発表の様子（守山南中学校科学部）

活動発表の様子（伯母Ｑ五郎）
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（５）展示ブース巡り（各団体の展示交流）

県南部地域内外から各々の地域で環境保全活動をしている３４団体が集まり、日頃の活動についてパ

ネル展示を行い、出展者や参加者間で交流しました。

各ブースに設置されたボードへは、「○○について興味がわきました！」、「ぜひ今度一緒に活動し

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。（詳しくは、

成果集P.7～に掲載）

また、それぞれの展示ブースに佐々木さんがインタビューを行い、各団体の想いを参加者に向けて語

ってもらいました。

展示ブース巡りの様子 展示ブースへの感想（ラブレター）の記入

展示ブースへのインタビューの様子
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（６）琵琶湖の漁師料理を囲んでの交流会（参加者 77 人） 

漁師料理の試食により、琵琶湖産品の料理の魅力を知って

もらうと同時に、パネル展示やブース巡りでは伝えきれなか

った想いを語り合い、参加者間の交流を深めてもらいました。

あいさつ

○ びわ湖の水と地域の環境を守る会 松沢松治さん

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

閉会あいさつ

○滋賀県南部環境・総合事務所環境課 成宮等

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。「みんなが熱心に取り組ん

でいることがわかってよかった。」という声を多くいただき、また「滋賀県は、他府県に比べ環境に対

する意識が高いと思っていたが、本日このフォーラムに参加して改めて認識を新たにした。」という、

嬉しい声もいただきました。一方、「参加者数の割に会場が狭かった。」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、初めて食べた人もよく食べる人も、また 10代から 70代までの全ての

年代の方が「とてもおいしかった！」と大好評でした。

様々な環境保全活動を多くの人たちに知ってもらい、行動の輪をさらに広げるため、今後もこのよう

な機会を継続して設けていけるよう努めたいと考えています。

・ フナ寿司

・ フナの子造り

・ しじみ汁

・ アユの田舎煮

・ えび豆

・ ワカサギの天ぷら

・ たてぼし豆

・ アユのマリネ

・ モロコ焼き

・ アメノイオご飯

・ ﾌﾞﾗｯｸﾊﾞｽのﾌﾗｲ

・ 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りたいと思います。よろしくお願いいたします。
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Ⅱ. みなさん から寄せられた「ラブレター」

各ブースに設置されたボードに、参加者のみなさんから各出展団

体へのメッセージを書いた「ラブレター」を貼り付けていただき

ました。ここでは、その内容を紹介します。

（閉会時まで貼付されていたもののみを掲載しています。）

1. 環境ボランティア 草津湖岸コハクチョウを愛する会

・コハクチョウのために環境を整えていただきありがとうございます。（伯母 Q五郎）

・コハクチョウの飛来する風景を見たいと思います。朝早く来るのをぜひ見たいです。2 月末まで、

帰る時までがんばってください。（草津の友達）

・観察小屋はみんなでつくったのですか？（碧いびわ湖） 

・先日、コハクチョウを見せてもらいました。皆さんの活動が、ずーっと続き琵琶湖の豊かな生態系

が続くことを期待しています。（琵琶湖博物館）

2. 須原のゆりかご水田協議会

3. 守山市ほたるの森資料館

・ホタルのいろいろなことが分かりました。今年もホタルを見れるといいと思います。（伯母 Q五郎）

・“おいしいもの”があるところに人が集まるのでは？

・ホタルを通して水辺を楽しい集いの場にしたいです。

・館内をもう少し広くされては！！

・中学のころホタルの中を自転車で通った事がありました。そんな風景が守山で見れたらいいな。（コ

ハクチョウを愛する会）

4. 立命館守山高等学校

・ヘドロを水質浄化の道具として使おうというユニークな考えがすごいと思いました。（守山南中学

校）

・詳しい説明ありがとうございました。ミジンコにも興味があります。（ガールスカウト第 22団）

・大川の水環境改善の活動は守山の川全体の活動につながります。期待しています。（豊穣の郷）

・とてもいい研究をしていますね！！ 応援しています！ 川と生活の関係も考えてね！（えこら）

・川に住んでいる魚の種類から、川の水質を分析したり、大川の水質調査を多角的に分析・考察する

など優れた研究成果を聞かせていただきました。これからもがんばってください。（守山南中学校）

・改善のためのチャレンジ すばらしい！ （碧いびわ湖）

・地域の人のかかわりや意見を踏まえた調査がよい。改善策として焼成ボールを考えている点がよい。

単なる研究でなく、地域と改善策を結び付けているのが素晴らしいです。（琵琶湖博物館）
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5. 環境文化推進市民会議

6. 栗東中学校 科学部

・ていねいな観察をしておられますね。続けて頑張って下さい。

・発表力、企画力、多方面にわたりすばらしい。将来を楽しみにしています。（野洲市）

・栗東中科学部の皆さんへ 2年間も続けてきた研究をさらに後輩達へ引き継いでいろんなデータを取

ってみてください。これからも頑張ってください！（ダイキン工業）

・原因を風に目をつけたところがすばらしかったです。これからも頑張って下さい。（伯母 Q五郎）

・プランクトンの研究おもしろそうですね。風の吹きかたでというものに興味がわきました。（NPO

法人環境を考える会） 

・図などを作って、すごくわかりやすかったです。（守山南中学校）

・先輩から引き続き、同一地点で継続して調査していること、大切なことで感心しました。来年又そ

の次年、どんな結果が得られるか楽しみです。

・近くの池が、深緑だったのに急にオレンジっぽくなっていることに気づいたことがありました。池

内のいろいろな環境の変化で存在するプランクトンも変わるのですね。このことをよく観察したり理

由をつきとめたりすることで、きっと私達の生活の住みやすさや、環境保持にも役立つのではないか

と思います。これからも研究を深めてください。発表をありがとうございました。（ガールスカウト）

・プランクトンに注目した点が興味深いです。これからもぜひ研究を発展させて下さい。こどもエコ

クラブにもぜひ登録下さい。（琵琶湖博物館）

・科学を学ぶ姿勢に感銘を受けました。毎年テーマを広げるとともに、レベルアップされており、鋭

い考察をされていると感じました。（南部合同庁舎）

・とてもい視点で興味津々です。若い君たちの活躍うれしいわ！（NPO法人環境を考える会）

・プランクトンの数を数えるなど緻密な活動はすばらしいと思います。継続した取り組みですばらし

い研究成果をあげることができています。これからもがんばって下さい。（守山南中学校）

7. 守山南中学校 科学部

・平成 17 年に野洲市の 6 ポイントを決め、水質調査、土壌調査をして環境フォーラム（びわこホー

ル）で発表しました。その時 60 歳でした。中学生の皆さんにエールを送ります。（野洲市）

・市内の 6 地点の河川の観察を細かく調べていただきありがとうございました。大人が気づかないう

ちに環境が悪化していることがあると思います。これからも観察を続け社会に変化を知らせてくださ

い。守山市内には、ほたるも生息する美しい川もあります。川は憩いの場や子ども達にとっても興味

深い場所になるはずです。そのような川であり続けられるよう願っています。（ガールスカウト）

・ホタルのすめる川の条件を一緒に調査したいですね。（びわこ豊穣の郷） 

・多くの川の調査、おつかれさま。（栗東中学校）

・ホタルが生息できる条件について私も興味があります。今後も頑張って研究活動を続けて下さい。

（ダイキン工業）

・すばらしい活動だと思います。長期に渡る調査を積み重ねて、今後も変化の移り変わりを追ってく
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ださい。（伯母 Q五郎）

・電気伝導度で水のきれいさを測定するのは素晴らしいですね。次なる課題に向けて頑張って下さい。

（NPOびわ湖環境）

・若い方々が地元のことに関心をもって活動されていること、いいですね！！（NPO法人環境を考え

る会） 

・緻密な学習をされ、感心するばかりです。

・発表がよかったよ。田内先生や岸本先生もよろこぶと思うよ。

・様々な指標で調査しておられ、年間の変化がよく分かります。これからも継続して続けてください。

また、ぜひこどもエコクラブにも登録下さい。昨年平和堂財団さんより 2万円の助成があり、有効に

活用して頂けると思います。（琵琶湖博物館）

・長く研究をつづけてくださっていることが、とてもすばらしいと思います。平成 11 年度からの変

化等がみてみたいです。楽しみにしています。（栗東中学校）

・たゆまぬ水質調査ごくろうさま。（NPO法人環境を考える会）

8. 伯母 Q五郎

・活動範囲が多様で楽しみながら学んでいる様子に好感が持てました。今後も後輩たちのためにがん

ばってください。（南部合同庁舎）

・伯母川ハイキングおもしろそうですね！私も是非参加してみたいです。草津に住み始めて私はまだ

1 年です。草津の自然についてまた発表お願いします。（ダイキン工業）

・あふれんばかりの思いが地元から世界までひしひしと伝わってきます。とてもすごいですね。（守

山中学校）

・活動の広さ、活動の種類、世界へはばたいていることに感動しました。（ごみ０劇団）

・私達も草津の葉山川や横津川で川の調査・探険・魚とりをしています。調査する時はぜひ一緒にし

ましょう。（草津塾）

・環境を学びながら、新しい活動をされている様子がわかりました。（ガールスカウト）

・「伝える」ことを中心にしておられるのがスバラシイ!!これからも草津から世界へとどんどん伝えて

ください。（琵琶湖博物館）

・写真で、すごく活動内容がわかった。（守山南中学校）

・「次に楽しかったのは、、」と次々と取り組みの楽しさを紹介してくださったのが、とてもステキで

した。楽しいことが大切ですね。（栗東中学校）

・あふれるほどの活動の熱気が伝わってきます。若い君たちがガンバっているのがとてもすばらしい!!

（NPO法人環境を考える会） 

・大阪の子どもたちを連れて会いに行きますので、またよろしくお願いします！楽しんでがんばって

ください！（えこら）

9. ボルネオ保全トラストジャパン

・海外に雄飛する活動ご苦労さまです。デング熱などに気をつけて今後もがんばってください。（南

部合同庁舎）
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・応援します！！フェア・トレード。（伯母 Q五郎）

・自然の厳しい現状を、この場で知ることができました。（守山南中学校）

・なんか大変なことが色々わかった。（栗東中学校）

・森を守るのは大変なこと。がんばって下さい。

10. もんぺおばさんの田舎工房

・食を介しての活動とてもうらやましい！（NPO法人環境を考える会）

・昨年守山の会場で味見しました。石窯焼き工房のパン、こちらだったのかしら。香ばしくておいし

かったですよ。（ごみ０劇団）

・パンが大好きです！買いたいです！！（栗東中学校）

・いつも本当においしくて、満腹で学びいっぱいをありがとうございます。個人としても、くらし方

の先生です。（琵琶湖博物館）

・人の世話をする事は、大きなエネルギーが要ります。がんばって下さい。

11. 鹿深の里 甲賀流域環境保全協議会

・昭和 45 年茶金川に一年住んでおりました。茶色の川でした。皆さんの努力で魚が棲めるようにな

ったのですね。うれしいです。

・すごい人数が参加してて良いなと思った。（栗東中学校）

・野洲川上流でエリアが広いので多様な活動をされていることを知りました。琵琶湖は遠いですが、

上流から下流までつながりを意識して今後も続けてください。（甲賀市民）

12.  (社)ガールスカウト日本連盟滋賀県支部

・水は、ほんとうに大切ということがわかりました。これからも水を大切にします！（ガールスカウ

ト 22 団） 

・活動をたくさんしていて、すごいと思いました。やったことを、いっぱいかけていてよかったです。

（ガールスカウト 22団） 

・活動をしていて、ほんとうによかったと思います。これからも、もっとびわ湖を大切にしていきた

いです。水は大切。

・びわ湖や川などの水に関係することが調べられていて、勉強になりました。私たちも、びわ湖や環

境を大切にしていかないといけないと思いました。（ガールスカウト 22 団） 

・活動してて、とてもよかったです。びわ湖や川をこれからもきれいにしていきたいです。（ガール

スカウト 22団） 

・びわこなどの水に関係することが調べられたので、この活動をできて本当によかったです。これか

らもゴミをちゃんと持ち帰ったり、環境に良いことをしていきたいです。（ガールスカウト 22 団） 

・水は大切です。なぜかというと水がなければ、生きていけないからです。ムダ使いはやめよう！

・水はスゴク大切

・これからも、もっと水を大切にしていきたいです。（ガールスカウト 22 団） 
・楽しそう！！（碧いびわ湖） 
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・びわ湖・川・池などにゴミを捨てている人がいたら声をかけてあげたい。それをいっぱいしてびわ

湖などをきれいにしていきたいです。（ガールスカウト 22 団） 

・すごく水や川のことを知れて、勉強になりました。これからも活動があるので、今日学んだことを

生かしていけたらいいなぁと思いました。

・「山と琵琶湖がつながっている」ことに気づかれたのは、とっても素晴らしいです。これからも「つ

ながり」に目を向けていって下さい。（琵琶湖博物館）

・たくさんの活動をして、色々なことがわかって私たちにも伝わってうれしいです。ゴミを捨てない

ようにしたり、自然とふれあったりするといいことがわかりました。

・これからも、もっと水を大切にしようと思った。（ガールスカウト 22 団） 

・いろんな自然の中に飛び込んで、生き生き活動されておられるのが、とてもうれしいですね。（NPO

法人環境を考える会） 

・コハクチョウ、冬島の観察にも是非一度いらしてください。（コハクチョウを愛する会） 

13. 琵琶湖博物館 環境学習センター

・水はびわ湖と同じようにすごく大切ということがわかりました。（ガールスカウト 22 団） 

・いろいろな環境や水の大切さがぐんぐん伝わってきました。次の時が楽しみです！（ガールスカウ

ト 22 団） 

・びわ湖は、あった方がいい！

・びわ湖のことが楽しく学べる貴重な施設だと思います。今後も楽しい企画を期待しております。（コ

ハクチョウを愛する会）

・こんないい話しをしてもらえてうれしいです。これからの未来が良くなりそうです。（ガールスカ

ウト 22団） 

14. 滋賀県琵琶湖環境部環境政策課

・びわ湖の冬場の水位が高く、コハクチョウ達が水草を食べれません。もう少し下げてください。（コ

ハクチョウを愛する会）

15. 湖南地域みずすまし推進協議会

16.  NPO法人 蒲生野考現倶楽部

17. ごみを減らそうプロジェクト

18. 環境基本エコ資源部会

・一般家庭の廃油は、どのように回収されますか？

19. 環境基本自然・山部会

・テーブルコーディネイトが良いですね。里山の良さを残してください。今日のネームプレートもい
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いですね。コースターにもなります。

・すずめの習性を知って、おどろきの連続です。

・8 月と 11 月の里山探険は、とてもよい体験でした。参加して、山の自然を感じ、大切に守っていき

たいという思いを持ちました。山部会さんの協力体制にも感心させていただきました。また、次回も

よろしくお願いします。（ガールスカウト 12 団） 

・琵琶湖博物館の橋架けグループでも大篠原の里山を利用させてもらっています。里山体験の楽しさ

がどんどん広がるといいですね。（琵琶湖博物館）

20. NPO法人環境を考える会

・春の七草。鉢に育てられているのを初めて見ました。（スーパーで七草がゆをする時にしか知らな

いでいました。）近くにある自然を大切にされている活動、続けてくださいね。

・また遊びに行きます！！（えこら）

21. びわ湖エコアイディア倶楽部

・琵琶湖の自然について、とても詳しく調べていてよかったです。（ガールスカウト 22 団） 

・びわこのことがたくさんかけていてよかった。（ガールスカウト 22 団） 

・1 年間様々な活動で豊かに学んでおられる様子が分かりました。これから、さらに体験を重ねて滋

賀大好きな皆さんに育って下さい。（琵琶湖博物館）

・いつも楽しい企画ですばらしいです。これからも頑張ってください。（伯母 Q五郎）

・アイキッズのようなキッズクラブの活動をやりたいと考えてます！！機会があれば、お話しきかせ

てください！宜しくお願いします。これからも頑張ってください！（ダイキン工業）

22. 循環型創造研究所 えこら

・リサイクル活動の成果として基金に寄付されているとのこと感心しました。活動が県内の中にとど

まらず、外に向けて広がっているものは理想のあり方だと思います。（南部合同庁舎）

・クイズが楽しかったです。（ガールスカウト 22 団） 

・クイズがおもしろかったです。（ガールスカウト 22 団） 

・エコの話しから民族衣装の事になり、楽しいお話しありがとうございました。（ガールスカウト 12

団） 

・廃油回収大変よいことですね。スーパー(平和堂)などの協力を得たら成功すると思います。

・良い取り組みだと思う。がんばってください。（滋賀県琵琶湖環境部）

・アニコーさんがんばって下さい。

・ゴミはないのです。すべて資源です。有効活用してください。投棄ゴミがなくなると良いですね。

23. 草津市環境課

・コハクチョウ達が安心してすごせる「ねぐら」の確保にご協力をお願いします。（コハクチョウを

愛する会）

・葉山川も愛して下さい。多くの市民が親しんでいます。
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・ポイ捨てゴミが多いですね。地域・行政がどうしたらよいか考え、行動してください！

・川の気持ち、ゴミの評価と川は地域の顔です。

24. 草津塾

・ゴミ拾いご苦労様です。沢山の人があつまる方法が課題ですね。

・ナベヅル、ぜひ見てみたいです。葉山川、大切にして下さい。（コハクチョウを愛する会）

・葉山川の環境保全ありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします。

・地域のこども達と自然を楽しんでいる活動がよくわかります。未来のため、こどもを育ててくださ

い。 

25. 湖南流域環境保全協議会

26. 草津でホタルを楽しむ会

・横津川、浅池でホタルが見られるようになること楽しみにしています。

27. NPO法人 子どもネットワーク センター天気村

28. 栗東市 環境政策課

・葉山川の水質調査、ゴミひろい等しています。上流の栗東から流れてくるゴミが沢山あります。ポ

イ捨てゴミをストップさせてください。

・栗東でどんどん環境活動を私たちもやりますので、これからもよろしくお願いします！（えこら）

29. 湖南・甲賀環境協会＆NPOびわ湖環境

・行政と事業者が協働で事業運営していることは、すばらしい。

・実際に役立つことがないことを祈っています。

・行政だけに頼ることなく地域住民と一緒に流域治水に取り組める様、頑張ってください。

・企業と行政が合同で保全事業を実施しておられるのが、良いと思います。今後もぜひ継続して下さ

い。（琵琶湖博物館）

・これからも清掃活動などがんばりますので、またよろしくお願いします。（近畿環境保全＆えこら）

30. NPO法人びわこ豊穣の郷

・水辺で楽しい交流を通してつながりが生まれる。ホタルを通して水辺を楽しい集いの場にしたいで

す。 

31. 守山市 環境政策課

・守山の自然を守り、増やして行きたいという思いがこちらに伝わってきました。（守山南中学校）

・ホタル復活は大変良いことですね。みんなが協力できる方法が課題だと思います。

・「住みやすさ日本一」を目指して、水環境以外にも地域の環境保全の取り組みを率先してください。
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・ほたるの町、守山。ほたるの他にも環境活動に熱心なことがわかった。

・守山市は、豊穣の郷の活動（川づくりフォーラム）を毎年されているし、川の水はきれいでホタル

が飛びうらやましいと思います。（草津市）

・各団体と市が更なる連携をして「住み良い街づくり」を推進してください。（NPOびわ湖環境）

・河川にやさしい、いつまでもホタルが生きる川をめざしてがんばってください。

・環境学習センターでは、様々な環境学習のイベントなどの情報を発信しています。守山市様の情報

ありましたら、ぜひご連絡ください。（琵琶湖博物館）

・行政が取り組まれている内容にしては、すごく親しみ易く良かったです。（伯母 Q五郎）

・環境先端都市を目指して頑張って下さい。（守山市民）

32. 野洲市 環境課

33. びわ湖の水と地域の環境を守る会 

34. NPO法人家棟川流域観光船

・投棄ゴミは環境に悪いし、景観も悪くします。投棄ゴミをなくすには、どうしたら良いでしょうか？

美化活動頑張って下さい。

・水に触れあって、風情がありよろしいですね！（NPOびわ湖環境）

・活動大いに期待しています。がんばって下さい。一度和舟にも・・・。（滋賀県琵琶湖環境部）


