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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４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

共催：滋賀県南部環境事務所、草津市、守山市、栗東市、野洲市

３. 日時

平成 25 年（2013 年）2 月 16 日（土） 12 時 30 分～18 時 30 分

４. 場所

草津市立まちづくりセンター（草津市大路 9 番 6 号）
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５．参加者

参加者 ：122 人（うち高校生以下 16人）

出展団体：27団体（下表のとおり）

1 立命館守山高等学校 Sci－Tech部 15 ごみを減らそうプロジェクト

2
NPO法人 子どもネットワーク
センター天気村

16 びわ湖の水と地域の環境を守る会

3 NPO法人 環境を考える会 17 NPO法人 家棟川流域観光船

4 循環型社会創造研究所 えこら 18 草津でホタルを楽しむ会

5
環境ボランティア
草津湖岸コハクチョウを愛する会

19 守山市立守山南中学校 科学部

6 天然自然社Ｓｅｉｓｕｉ 20 びわ湖エコアイディア倶楽部

7 NPO法人びわこ豊穣の郷 21 須原のゆりかご水田協議会

8 守山市ほたるの森資料館 22 湖南地域みずすまし推進協議会

9 鹿深の里 甲賀流域環境保全協議会 23 草津市 環境課

10
湖南・甲賀環境協会
＆NPOびわ湖環境

24 守山市 環境政策課

11 もんぺおばさんの田舎工房 25 栗東市 環境政策課

12 環境文化推進市民会議 26 野洲市 環境課

13 草津塾 27 湖南流域環境保全協議会

14
環境基本計画推進会議「水と緑・
安心の野洲」エコ資源部会
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６. 内容

（１）プロローグ

守山琵琶湖よし笛アンサンブルによる、よし笛ウェルカムコンサート

（２）開会あいさつ

（主催者）

○ 湖南流域環境保全協議会 伊吹美賀子 会長

○ 滋賀県南部環境事務所 成宮等 所長

（開催地）

○ 草津市 市民環境部 宮城成和 部長

（３）旗あげアンケート、「ラブレター」のガイダンス

○ 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 佐藤祐一 研究員

佐藤さんから 4 択式の質問が出され、参加者の皆さんに番号の書かれた旗をあげて答えてもらう

とともに、回答者された方にインタビューされました。

なお、アンケートの結果では、フォーラムに参加者の半数以上が NPO・市民団体の方でした。ま

た、フォーラム参加回数は、ほぼ均等にばらけました。

旗揚げアンケートの様子

よし笛ウェルカムコンサートの様子
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～ 旗あげアンケートの結果 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

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

（４）出展ブース巡り（ラブレタータイム）

参加者の皆さんにラブレターを楽しみながら、自由に出展ブースを見てもらい、交流をしてもらいま

した。

各ブースに設置されたボードへは、様々なメッセージを書かれた「ラブレター」が貼り付けらました。

（詳しくは、成果集 P.9～に掲載）

ラブレタータイムの様子

どんな方が集まったのでしょうか？
（57人回答）

①31人

②11人

③7人

④8人

① NPO、市民団体

② 学校関係

③ 行政

④ その他

こなん水環境フォーラムへの参加は
何回目ですか？（57人回答）

①18人

②12人

③15人

④12人

① 1回目

② 2回目

③ 3回目

④ 4回目
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（５）講演「マザーレイク 21 計画について」

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 佐藤祐一 研究員

昨年度改定されたマザーレイク２１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。

（６）活動発表

地元で活動されている団体、滋賀の未来を担う子供達の日頃の成果を発表し、参加者が身近

な環境について考えました。

○ 立命館守山高等学校 Sci-Tecｈ部

「『大川』を救え!! ～大川の水質と水質改善の取り組み～」

守山市の北部を流れる『大川』の昔の姿を取り戻すため、川の水質調査を実施、さらには底質の

ヘドロを利用した水質改善に向けた研究成果の発表をしていただきました。

また、発表後の旗揚げアンケートでは、顧問の先生から生徒へ向けて厳しくもやさしい言葉をい

ただきました。

～ 旗あげアンケートの結果 ～～～～～～～

講演の様子

今の発表を聞いてどう思いましたか？
（64回答）

①51人

②6人

③5人

④2人

① とても頑張っている！すばらしい！

②自分（の団体）の活動の参考になった！

③ ぜひ私も一緒にやりたい！

④ その他

活動発表の様子
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○ 須原魚のゆりかご水田協議会

「自然、生きものとの共生した農業を目指して」

田んぼに魚道を設置し、琵琶湖と田んぼをつなぐ取組である「魚のゆりかご水田」の紹介や、ゆ

りかご水田から波及した交流、今後の課題などについて発表をしていただきました。発表後のアン

ケートでは、「参考になった」「一緒にやりたい」との感想が比較的多くありました。

～ 旗あげアンケートの結果 ～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○ ＮＰＯ子どもネットワークセンター天気村

「『湖南大家族づくり』を目指しています」

湖南流域で活動している環境団体から、生態系のお話を聞いたり、魚や虫の採り方のコツを教え

てもらったり、一緒にご飯を食べたりといった交流について発表をしていただきました。また、発

表後半には、子ども達の発表の時間もあり、「イナゴが美味しかった」との感想には会場が沸きま

した。

～ 旗あげアンケートの結果 ～～～～～～～

活動発表の様子

今の発表を聞いてどう思いましたか？
（64回答）

④2人

③5人

②8人

①49人

① とても頑張っている！すばらしい！

②自分（の団体）の活動の参考になった！

③ ぜひ私も一緒にやりたい！

④ その他

活動発表の様子

今の発表を聞いてどう思いましたか？
（62回答）

④1人

③3人

②3人

①55人

① とても頑張っている！すばらしい！

②自分（の団体）の活動の参考になった！

③ ぜひ私も一緒にやりたい！

④ その他
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（７）展示ブース巡り（インタビュータイム）

抽選によって選ばれた出展団体の展示ブースに佐藤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。

（８）まとめ

佐藤さんから 4 択式の質問が出され、旗揚げアンケートを行いました。また、インタビューを行い

参加者からは、「子どもと触れ合れることができて良かった」「このフォーラム以外でも、人が集まる

場、子ども達に教えてもらう場を今後つくりたい」などの感想をいただきました。

～ 旗あげアンケートの結果 ～～～～～～～

展示ブースへのインタビューの様子

本日のフォーラムに参加して
いかがでしたか？（53回答）

①39人

②4人

③7人
④3人

① 新しく気付いたところがあって有意義だった

② ラブレターをもらって嬉しかった

③ これから一緒に取り組めそうなところが見つかった

④ その他
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（９）琵琶湖の漁師料理を囲んでの交流会（参加者 66 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。

漁師料理は、びわ湖の水と地域の環境を守る会（松

沢さん）、ご飯は、須原魚のゆりかご水田協議会（堀さ

ん）、焼きたてパンは、もんぺおばさんの田舎工房（中

井さん）から提供していただきました。

７. ふりかえり

フォーラムについては、90％以上の方に「満足」と回答してくださいました。「やはり、世の中を変

えるのは人です。」という声や、「水環境の取り組みを非常に熱心に活動されている所が気付きとなった。

自らも積極的に参加していきたいと感じた。」という、嬉しい声もいただきました。一方、「初めて参加

したという人を集めたいですね。」という声も寄せられました。

琵琶湖の漁師料理を囲んでの交流会については、初めて食べた人もよく食べる人も、「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。

ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。

・ 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

・ アユのマリネ

・ モロコ焼き

・ ビワマスの刺身

・ ご飯

・ 焼きたてパン

交流会の様子
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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 立命館守山高等学校

・大川の水質とその改善について調査研究いろいろ実験を重ねる取組に頭が下がりました。更により良

い環境にする為に頑張って下さい！！（野洲市自然山部会）

水の浄化方法教えて下さい。ヘドロを焼いた後の土の利用方法を道路舗装に使えないか。（環境文化推

進市民会議）

・良い研究調査をされていて水質浄化の技術開発を期待しています（草津塾）

・ヘドロを使って作用を起こすという所がすごい

・アカデミックなアプローチすばらしいです。今後も頑張って下さい。（コハクチョウ）

・「ヘドロセラミック」に期待します。赤野井湾河口の川の水が汚れています。川水を浄化する資材を

製品化し、安価で継続効果のあるものが出来れば商品化を期待出来ると思います。（びわこ豊穣の郷）

・リンを植物に使わせるアイディア、とても良いと思います。対象から物質を持ち出す、又はサイクル

を閉じる、etc..ここからが楽しみです。「そう来たか！！」っていうのをぜひ！！（びわ湖エコアイディ

ア倶楽部）

・発表のビデオ、テンポよくとてもわかりやすかった！！もちろん活動を自力で探求しておられるとこ

ろもよ！！（環境を考える会）

２ NPO 法人 子どもネットワークセンター天気村

・自分にも子どもができたら、こんなふうに元気いっぱい育てたいです（市民）

・イナゴばりばり食べて大きくなって下さい！！野生児バンザイ！！（コハクチョウの会 ）

・幼い頃の自然の中での体験は、子の成長と共に知識や技能と結びついて色々な方向に伸びていくと思

います。きっと、その次の世代にも伝えられていく大切な取り組みだと思います。“これからもご活躍

を！！”（びわ湖エコアイディア倶楽部）

・このような活動を滋賀県全域に広げてほしいですね。がんばって下さい。

３ NPO 法人 環境を考える会
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・色々植物を探索しながら自然環境とのつながりを調べたり景観を楽しみながらよくやっているね（野

洲市山部会）

・すぃんきんぐ、毎回読ませて頂いてます。楽しい活動がんばってください。（市民）

・どうしてじゅんばんがあるの（市民）

・地方でかわっていったから、かわったのがよくわかりました。（市民）

・野洲の図書館での奉仕活動（草取りなど）みなさんの活動ありがとうございます（ごみプロジェクト）

４ 循環型社会創造研究所えこら

・えこらさんの活動いいですね。「エコと食」つながれるといいですね（もんぺおばさん）

・「えこら」さんへ、これからも皆様が参加できるリサイクル事業（体験イベントなど）を期待してい

ます（NPO びわ湖環境）

・ゴミをリサイクル活動、エコクッキングなどの出前講座大変いいことされています（ごみプロジェク

ト）

５ 環境ボランティア草津市湖岸コハクチョウを愛する会

・琵琶湖はラムサール条約の指定を受けています。水鳥が安心して子育て・越冬出来る環境を守る義務

がある。工事する場合、話し合いや鳥にも配慮して必ずやりなさい！！

・ねぐらの減少が飛来の減少につながっていることがわかりました。

・2005 年には、5415 羽と云う多く飛来したのに今年は 50 羽位というのは淋しいかぎり。自然を一番良

く知っている鳥は何を知らせようとしているのか。（消費者グループ）

・草津湖岸へのコハクショウの飛来は少なくなった。10 年前の飛来を取り戻す環境づくりを微力ながら

支援します。（NPO びわ湖環境）

６ 天然自然社 Seisui

・親子のふれあいのきっかけや環境へ目を向ける機会づくりとしてすばらしい活動をされていると思い

ます。大変なこともあると思いますが、頑張ってください。（湖南・甲賀環境協会）

・実験とか、口紅作りを「食」につなげれば（もんぺおばさん）

・滋賀県の環境の取組は石けんから始まっています。石けんをベースにして活動の輪を広がっておりす

ばらしい。（NPO びわ湖環境）

７ NPO 法人びわこ豊穣の郷

・赤野井湾探険会参加しました！！ブラックバスの解体が印象でした。（市民）

・永年の精力的なご活動頭が下がります。地域の人と課題に取り組む姿勢についてまた教えてください。

（琵琶湖環境科学研究センター）

８ 守山市ほたるの森資料館

・守山市のホタルは県内でも有名です！（県民）
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・守山でホタルを増やすにあたり、大津市の大戸川より種親を移植したと聞きましたが本当なのでしょ

うか？（コハクチョウ）

９ 鹿深の里 甲賀流域環境保全協議会

・県内他の流域協議会との交流を是非共にお願いしたい。（湖南流域を活性化するためにも）（NPO びわ

湖環境）

・活動が活発に行われています。マンネリにならないように

１０ 湖南・甲賀環境協会 ＆ NPO びわ湖環境

・企業が万が一のために日頃から訓練をされて、とても大事な取り組みだと思います。（天然自然社

Seisui）

・企業と行政が協働で事故防止に取り組んでおり評価できる

１１ もんぺおばさんの田舎工房

・いつもおいしいパンありがとう。みんな喜んでいます。（びわこ豊穣の郷）

・「食べることは楽しい、作ることはもっと楽しい」の言葉に、その活動の楽しさが感じられ、一緒に

参加させてもらいたいなぁと思いました。（環境を考える会）

・いっしょに活動させて頂きたいです。双方共の体験学習。（天然自然社 Seisui）

・昨年 9 月に水口里山より 10 名程がお世話になりました。お陰様で 10 月のイベント成功しました。（NPO

びわ湖環境）

・写真がキレイ。みんな楽しんで取り組んでいる様子がわかります。

１２ 環境文化推進市民会議

・生態系生き物の学習は継続に敬服！「環境家族」の復活を期待します。（NPO びわ湖環境）

・魚を観察するのみでなく、料理も作ってみては？（もんぺおばさん）

１３ 草津塾

・草津川のゴミ拾い、本当にありがとうございます。（市民）

・大人たちと子供たちに体験学習をしている活動は、継続性があり大変良いと思います。環境だけでな

く、人生に活かされていく！（びわ湖エコアイディア倶楽部）

１４ 環境基本計画推進会議「水と緑・安心の野洲」エコ資源部会

・廃棄物の再生エネルギー、どんどん広がるといいですね。（市民）

・生ゴミの処理機は、いくらくらい・どこで購入できるのですか？（びわこ豊穣の郷）

１５ ごみを減らそうプロジェクト

・マイバッグ運動を続けていきたいと思っています（ごみプロジェクト）

・マイバッグ運動を更に前進させてほしい。4 月より平和堂等全面協力していく。
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・子ども達にゴミを少なくする事を認識してもらうことも大切ですね（もんぺおばさん）

・かいものに行くときはマイバッグをもっていきます（市民）

・風呂敷は常にもっていると役に立ちますね（天気村）

・CO2はきけんだと思っているので、ぼくらはマイバッグでがんばろうと思います。（天気村 ）

・まず買い物ゴミのレジ袋からということで活動を始めてから 5,6 年経ちましたが、今年 4 月 1 日から

レジ袋無料配布中止が県内の賛同スーパーで協定されました。これからもごみを減らし、CO2 削減にむ

けて GO！（環境を考える会）

１６ びわ湖の水と地域の環境を守る会

・あやめ浜で初めてシジミを取ったときの感動は忘れられません。この環境が失われないよう、私も努

力します。（琵環センター）

・びわ湖を大切に。ペットボトルなどゴミを拾うことはいいことですね。（ゴミプロジェクト ）

１７ NPO 法人家棟川流域観光船

・生態調査をさらに多くの人たちに広めて、生物の目から見た川のつながりを実感してもらいましょ

う！（琵環センター）

１８ 草津でホタルを楽しむ会

・草津、守山、野洲、栗東でホタルフォーラムをしましょう（びわこ豊穣の郷）

・なかなか大変なのに池づくりからスタートされたのはすばらしい（びわこ豊穣の郷）

・草津でもこんなにホタルが見られることは素晴らしい

１９ 守山南中学校 科学部

・これからも引き続き調査を続けて下さい。ホタルの飛ぶ川を増やしましょう。（びわこ豊穣の郷）

・6 河川の 5 年にわたる水質調査データは貴重です。ホタルの住む川の条件設定もいいですね。

・きれいにならないとすめないけど、それをけんきゅうしてきれいにしたらホタルはすむんじゃないか

なと思う。（市民）

・どうしてホタルはきれいな川しかすまないの？（市民）

２０ びわ湖エコアイディア倶楽部

・がんばってください。（オムロン）

・活動が着実に地に着いておられて、内容が濃いものになっておられて素晴らしいですね。（湖南・甲

賀環境協会）

２１ 須原魚のゆりかご水田協議会

・ジオラマわかりやすいです。がんばってください。（市民）

・とても日々輪を広げておられることに感動。見習いたいです。（山部会）

・昔の田の排水路は田と川の水面が同じだった．．．。う～ん、そうか。今の田んぼの形が当たり前と思
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っていました。今の形の田んぼを昔の田んぼの環境に近づけてほしいです。

・魚のゆりかご水田の取り組み、とても大事だと思います。自然豊かなびわ湖にしたいですね。（コハ

クチョウ）

２２ みずすまし協議会

・魚のゆりかご水田プロジェクト、大変すばらしい事業だと思います。どんどん広げてください。（市

民）

２３ 草津市環境課

・担当部門が違うかもしれませんが、ロクハ公園のガチョウ・アヒル達をしっかり管理してください。

アヒルの数は減る一方（新しい仔も産まれてますが）ですし、いつもエサを欲しがっています。ガチョ

ウ・アヒル達が安心できる環境を！！（コハクチョウ）

・30 年以上経過した草津との違いはどうなのか。自然や環境の変化を知る上で調査結果が楽しみです。

２４ 守山市環境政策課

・外来種への対応大変なことになっていますね。がんばってください。（NPO びわ湖環境）

・共に汗をかき、つながる関係性づくり、とても大事だと思います。私の活動でも見習います。（琵環

センター）

２５ 栗東市環境政策課

・市による詳細な調査をこれからも継続して下さい。継続は力なり！（琵環センター）

・過去結果をグラフにするとわかりやすいです。調査お疲れさまです。（市民）

２６ 野洲市環境課

・山の整備ご苦労様です。私達も日野町綿向山で登山道の整備を行っています（オムロン野洲）

・がんばって下さい（オムロン野洲）

・山の手入れはびわ湖を守ることにつながります。がんばってください。（NPO びわ湖環境）

２７ 湖南流域環境保全協議会

・今後もフォーラムを続けてください。（市民）

・多様な主体＋漁師料理のフォーラム、今後もぜひ続けて行きましょう！（琵環センター）


