
第８回こなん水環境フォーラム 
－ つながろう！ 人と人、人と自然・生きもの － 

生物多様性って何だ？ 
 

・・・・・・成 果 集・・・・・・ 

 
平成 29年（2017年）3月 5日（日） 12時 30分～18時 30分 

草津市立まちづくりセンター 

湖南流域環境保全協議会 
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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、草津市・守山市・栗東市・野洲市

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８回こなん水環境フォーラム 

  ～ つながろう！  人と人、人と自然・生きもの ～ 

        ― 生物多様性って何だ？ ― 

 

２. 主催、共催 

主催：湖南流域環境保全協議会 

  共催：滋賀県、草津市、守山市、栗東市、野洲市 

    

３. 日時 

平成２９年（２０１７年）３月５日（日） １２時３０分～１８時３０分 

 

４. 場所 

草津市立まちづくりセンター 

所在地：草津市西大路町９番６号 
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５．参加者 

フォーラム参加者：１０８人（うち高校生以下１０人） 

出展団体：２５団体（下表のとおり） 

   

 団体名 事務所等所在地市 

1 草津でホタルを楽しむ会 草津市 

2 滋賀県流域治水政策室 大津市 

3 ごみを減らそうプロジェクト 野洲市 

4 
（大学共同利用機関法人 人間文化研究機構） 

総合地球環境学研究所 

京都市 

5 湖南企業いきもの応援団 草津市 

6 野洲市環境課 野洲市 

7 滋賀大学「環境学習支援士」会 大津市 

8 湖南・甲賀環境協会 草津市 

9 滋賀県生物多様性保全活動支援センター 
大津市 

（支所：高島市） 

10 
環境ボランティア 

草津湖岸コハクチョウを愛する会 

草津市 

11 NPO法人国際ボランティア学生協会（IVUSA） 大阪府高槻市 

12 栗東市環境政策課 栗東市 

13 まがりおの里「おまがりぼたるを守る会」 守山市 

14 
家棟川・童子川・中ノ池川にビワマスを戻すプロジェ

クト 

野洲市 

15 守山市環境政策課 守山市 

16 
～エコアイディアキッズびわ湖～ 

（通称アイキッズ） 

草津市 

17 湖南流域環境保全協議会 草津市 

18 NPO環境を考える会 野洲市 

19 守山市ほたるの森資料館 守山市 

20 認定 NPO法人びわこ豊穣の郷 守山市 

21 草津市環境課 草津市 

22 
NPO子どもネットワークセンター天気村 

こんぺいとうクラブ 

草津市 

23 大津・南部地域みずすまし推進協議会 草津市 

24 草津塾 草津市 

25 えこっち・やす 山部会 野洲市 
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６. 内容 

（１）プロローグ ウェルカムコンサート 

 

 

 

 

○よし笛同好会「紫音
し お ん

」 

よし笛演奏 

 

 

 

 

○朗読同好会「ひだまりの会」 

草津教室 

「とべないホタル」の朗読 

 

 

 

 

○よし笛同好会「紫音
し お ん

」 

○朗読同好会「ひだまりの会」草津教室 

ジョイントコンサート 

（手のひらを太陽に、琵琶湖周航の歌） 
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（２）開会あいさつ 

 

 

 

 

 

 

 

 

○湖南流域環境保全協議会 

松沢松治 会長 

○草津市 

 橋川渉 市長 
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（３）フォーラムのオリエンテーション 

 ○進行：滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 佐藤祐一 主任研究員 

佐藤さんから、旗上げアンケートの説明と「ラブレター」の説明が行われました。 

旗上げアンケートでは、４択式の質問が出され、回答された方にインタビューをされました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

旗上げアンケートの様子 

○滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 

 佐藤祐一 主任研究員 
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○どんな方が集まっているのでしょうか？ 

 

 

・旗上げアンケートでは、参加者の約７割が NPO・市民団体の方でした。 

 

 

 

 ○続いての質問：「生物多様性」って何か、分かりますか？ 

 

 

 

 

みなさんの旗上げは遠慮がちでした。 
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・なんと８割の方が、何となく分っておられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○次の中井講師の講演で是非、生物多様性についてさらに考えるきっかけを持ってほし

いですね。 

 

 

佐藤さんからのインタビューに

答えてもらっています。 
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（４）講演「生きもののにぎわいとつながり：生物多様性の考えかた」 

講師：滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課 主幹（琵琶湖博物館 専門学芸員）中井克樹 

 

外来生物についての対策や外来生物について研究されております中井様に講演を

していただきました。 

その内容は、国際社会における生物多様性政策（地方自治体と生物多様性に関する

愛知名古屋宣言など）について、生物多様性の考え方（生態系の多様性、種の多様性、

遺伝子の多様性）について、地域在来の生物多様性の大切さ、また、私たち一人一人

ができることについて講演していただきました。 

 

 

○講演を聞いてどう思いましたか？ 

 

 

・講演を聞かれて、生物多様性についてみなさんの思われ方も様々のようです。 

講演の様子 

教えて！ 中井さん！ 

①減りすぎた生きもののこと 

②増えすぎた生きもののこと 

③生きものの多様性のこと 

④よくわかった！No Question！ 
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（５）活動発表 

    草津市内で活動されている３組の団体の皆さんから発表していただきました。今回発

表された団体は、「生物多様性の10年日本委員会」が主催の「生物多様性アクション大

賞」で大賞や部門賞を受賞されています。団体の皆さんが頑張っておられる活動につい

て、参加者の皆さんは興味深く耳を傾けておられました。 

  それぞれの発表について、旗上げアンケートを実施した結果は以下のとおりです。 

 

①エコアイディアキッズびわ湖（通称アイキッズ） 

   

 

                     

「生物多様性アクション大賞 2013」 

大賞（たべよう部門優秀賞） 

 

○発表者 

 椙山兼太郎様 

 林祐央様 

 

 

教えて！ アイキッズ！ 

①活動の面白さ、苦労、工夫のこと 

②活動メンバーのこと 

③生きものとの関わりのこと 

④よくわかった！No Question！ 
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②渋川いきものがたり作成支援委員会 

  

  

 

 

 

  

「生物多様性アクション大賞 2014」 

つたえよう部門優秀賞 

 

○発表者 

 中村大輔様 

 

教えて！ 渋川いきものがたり作成支援委員会！ 

①活動の面白さ、苦労、工夫のこと 

②活動メンバーのこと 

③生きものとの関わりのこと 

④よくわかった！No Question！ 



11 

 

③湖南企業いきもの応援団 

   

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

「生物多様性アクション大賞 2015」 

まもろう部門優秀賞 

 

○発表者 

 団長 南哲次郎様 

 

教えて！ 湖南企業いきもの応援団！ 

①活動の面白さ、苦労、工夫のこと 

②活動メンバーのこと 

③生きものとの関わりのこと 

④よくわかった！No Question！ 
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（６）展示ブース巡り＆意見交換 

参加者の方に自由に展示ブースを見てもらいながら、出展者との交流をしていただ

きました。 

また、各ブースに設置したボードに、各団体の活動に対する感想、意見を書いたふ

せん「ラブレター」を貼ってもらいました。 

 

 

 

（７）琵琶湖の漁師料理を囲んでの交流会（参加者７２人） 

漁師料理により、琵琶湖を思い出し、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＆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

流を深まりました。 

この交流会が、人・自然・生きものが琵琶湖に「つながる」契機になればと願って

います。 

漁師料理は、びわ湖の水と地域の環境を守る会（野洲市）から、焼きたてパンは、

もんぺおばさんの田舎工房（栗東市）から提供していただきました。 

 

 

交流会の様子 

 

展示ブース巡り  

   ＆ 

意見交換の様子 
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（８）閉会あいさつ 

○ 湖南流域環境保全協議会 中村満 副会長 

 

＊＊ ふりかえり ＊＊ 

 

フォーラム当日は、好天にも恵まれ、たくさんの方に参加していただき「満足」との回

答をいただきました。 

フォーラムにおいて実施したアンケートのなかで、「生物多様性とは何か説明できるよう

になりました。」、「環境を守る会が多いことに驚きました。」と言う意見や、「魚が戻るため

にどうすればいいのか考えたいと思います。」という回答がありました。 

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。 

このフォーラムは、地域フォーラムとして、草津市・守山市・栗東市・野洲市の４市で

活躍されている団体、企業、学校、行政の展示や活動の場として開催しました。 

【漁師料理】 
・ フナ寿司 

・ フナの子造り 

・ しじみ汁 

・ あめのうおご飯 

・ アユの田舎煮 

・ エビ豆 

・ ワカサギのマリネ 

・ 焼きモロコの酢漬け 

・ モロコの田舎煮 

・ ブラックバスの唐揚げ 

・ うろりの田舎煮 

・ 焼きたてパン 
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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。） 

 

♪♪ごみを減らそうプロジェクト♪♪ 

  ・私も雑紙は別に雑紙の日に出しています。（草津市消費生活学習会） 

  ・資源という考えはすばらしいですね。 

 

♪♪（大学共同利用機関法人 人間文化研究機構）総合地球環境学研究所♪♪ 

  ・農家ももっと協力したい。 

  ・水路の生き物増えるといいな。 

  ・アマガエルの調査から地域の活性化をされる活動がすばらしいと思います。がんば

って下さい。（いきものふれあい室） 

 

♪♪湖南企業いきもの応援団♪♪ 

  ・営利目的の企業が多く集まり実施されている事に心を打たれました。一社でも多く

協力企業が増えます事を祈ります。（滋賀大学「環境学習支援士」会） 

  ・お話を聞いて、他の地域にも広まってほしいすばらしい取組と感じました。続ける

ことが大事だと思いますので、長く続けてください。 

  ・企業１２社の協力による組織、休日等でなく、仕事の時間内に活動されていること

がすばらしい活動だと思います。親だけでなく子供への取組みも強めていただきた

い。 

  ・意外にも身近な川に多くの外来種がいて驚いた。（アイキッズ） 

  ・企業の理解のもと交代で出て来られる皆さんの環境への関心が高まってきているこ

とと思います。冬の大変な季節もあるでしょうが、がんばって。（環境を考える会） 

 

♪♪野洲市環境課♪♪ 

  ・野洲市環境課だけでなく自治会・市民団体を含めた環境への協働により、目標、計

画、実施されているところが良いと思います。 

  ・行政としての取り組みが有り難いです。これなら市民も参加し易く、協力的になれ

ると思います。（滋賀大学「環境学習支援士」会） 

 

♪♪滋賀大学「環境学習支援士」会♪♪ 

  ・新年度より協働で事業ができそうです。よろしくお願いします。（栗東市環境政策

課） 
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  ・子ども達にわかりやすくびわ湖のすばらしさを伝え、未来のびわ湖を託す活動を応

援しています。 

  ・子どもを中心とした若いファミリーへの環境学習はとても大切です。 

 

♪♪湖南・甲賀環境協会♪♪ 

  ・事故防止訓練はもしものときに非常に役立ち有難いです。 

   →実際に甲賀で 6,000Ｌの油もれがあった時に実践できました。（県職員） 

  ・企業のつながりを長年続けられていてすばらしいと思います。今後も様々な活動を

がんばってください。（いきものふれあい室） 

  ・水路図の取組みがすばらしく、どの経路でびわ湖に行くのか、確認出来る事がとて

も良い。 

  ・企業の力の集結、市民活動とも共働させて下さい。（草津湖岸コハクチョウを愛す

る会） 

 

♪♪滋賀県生物多様性保全活動支援センター♪♪ 

  ・生き物もすみやすい滋賀になって欲しい。 

  ・生物多様性 琵琶湖・淀川流域つながろうフォーラムを行って（草津湖岸コハクチョ

ウを愛する会） 

 

♪♪草津湖岸コハクチョウを愛する会♪♪ 

  ・コハクチョウが住みやすい環境づくり、難しいですね。今津沖、湖北野鳥公園から

呼び戻したいですね。（NPO びわ湖環境） 

  ・コハクチョウが飛来するための環境作りなど色々大変かと思いますが、いきものが

安心して暮らせる環境作りをがんばって下さい。（いきものふれあい室） 

  ・再びコハクチョウが多く飛来して安心できる湖岸にもどりますように！！応援して

います！！ 

  ・子供達の白鳥の絵がとても素晴らしいですね。 

  ・白鳥が住みやすい環境にする為に努力されていて、白鳥という絶滅してはならない

渡り鳥の一種のことを考えていらしたので、素晴らしいと思いました。（アイキッ

ズ） 

  ・長年ウォッチしてきたからこそ気付けた異変。それを改善活動や施策につなげてい

く仕組みを考えたいです。（琵琶湖環境科学研究センタ－） 

  ・コハクチョウの飛来数が激減していることを知り驚きました。全体のバランスをみ

て保全できるよう努力したいと思います。（滋賀県） 

  ・ゴミを収集して、ハクチョウを守ろうとする活動はとてもいいと思った。他の動物

に対してもいい活動だと思った。（アイキッズ） 

  ・毎年、コハクチョウの飛来を楽しみにしています。継続的な活動に敬服です。（ア

イキッズ） 
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♪♪NPO 法人国際ボランティア学生協会（IVUSA）♪♪ 

  ・いつも水草除去ご苦労様です。これからもよろしく。（草津湖岸コハクチョウを愛

する会） 

  ・学生の強みを活かした素晴らしい取組だと思います。これからもオオバナに限らず

柔軟に活動を続けていってほしいです。 

  ・今年も瀬田川お願いします。 

  ・いつも学生の若いパワーに圧倒されています。これからも継続して活動してくれる

とうれしいです。 

  ・しっかりとした活動ありがとうございます。 

 

♪♪栗東市環境政策課♪♪ 

  ・月並みな行政としての「行動」ではなく、具体的に新しいことへの取り組みをされ

ようとしている事に心を動かされました。（滋賀大学「環境学習支援士」会） 

  ・数値目標を立て、1 年ごとに達成したかどうか確認していくことはとても大切だと

思いました。（IVUSA） 

 

♪♪家棟川・童子川・中ノ池川にビワマスを戻すプロジェクト♪♪ 

  ・ビワマスの姿が見られるようになって良かったです。これからも魚道づくりを進め

て、もっとたくさんの数が見られるようになれば良いですね。 

  ・身近にビワマスが確認されていて、自然が戻ってきているんだなあと思った。（ア

イキッズ） 

  ・野洲産のビワマス、これから沢山、食べられる様になるのを楽しみにしています。

（アイキッズ） 

  ・大好きなビワマス増えるとうれしいです。（草津湖岸コハクチョウを愛する会） 

  ・家棟川、童子川、中ノ池川にビワマスの戻る道を造る取り組みは、それぞれの川の

近くに住んでいる人に、ビワマスを身近に思わせる良い活動だと思いました。（ア

イキッズ） 

 

♪♪エコアイディアキッズびわ湖♪♪ 

  ・アイキッズ新聞とてもわかりやすく、よみやすい、楽しい新聞ですね。 

  ・ただおいしいものを食べるだけでなく、そこに関わる人たちとのつながりを大切に

されているところが素晴らしいと思いました。 

  ・ふなずし（なれずし）等子供にはなかなか好まないと思うのに、良く続いていると

思います。キッズのニューズペーパー良いネ 

  ・子どもだけでなく大人も楽しんでいますか。 

  ・子どもたちがお料理づくりへの経験は（びわこの周辺のものを使っての）大きな財

産になると思う。ずっと続いてほしい。（環境を考える会） 
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♪♪滋賀県流域治水政策室♪♪ 

  ・ラインはみんな使っていますね。広めましょう。 

  ・平成 26 年に、条例が出来「流域治水」の大切さを認識させて頂きました。利水の

前に治水をと思いました。（滋賀大学「環境学習支援士」会） 

  ・（ラインスタンプの収益が環境保全につながる）新しい募金の形がいいと思いまし

た。（IVUSA） 

 

♪♪NPO 環境を考える会♪♪ 

  ・フィールドワークなど目的がはっきりしていると活動しやすいと思います。春の七

草は良かった。 

  ・自然との距離間、とてもすばらしいと思います。植物の表情まで観察し、それを共

有しているところなど、すごいと思いました。 

 

♪♪守山市ほたるの森資料館♪♪ 

  ・蛍を守る活動は全国的にもよく聞きますが、飼育して研究までしているところがす

ばらしいと思いました。 

  ・河川の状態もよくなりつつあります。どこでもホタルが住めるように広げていきま

しょう。 

 

♪♪ NPO 子どもネットワークセンター天気村 こんぺいとうクラブ ♪♪ 

・わたしたちが書いた（ポスターだ）けれど、今年はよくできたなと思いました。こ

れからもよろしくね。 

・自然に十分に親しみながら活動されていることは素晴らしいと思います。 

・いきいきとした子供のいぶきを感じるポスターいいですネ。いろいろな行事感服致

します。 

・ことしはよくできたとおもいます。 

・いっしょうけんめいがんばりました。 

 

♪♪大津・南部地域みずすまし推進協議会♪♪ 

  ・魚道を作り維持されていることでこんなにすばらしい成果！拍手（NPO 環境を考え

る会） 

 

♪♪草津塾♪♪ 

  ・地域の人は異動しない。最初のきっかけは先生や行政だとしても、その思いやノウ

ハウが地域に残るようにしないといけないのですね。（琵琶湖環境科学研究センタ

ー） 

  ・多方向にわたり環境活動ありがとう。（草津湖岸コハクチョウを愛する会） 

  ・子どもたちとの交流でいろいろ伝えておられるのは他では代えがたい経験になると

思います。これからも広く活動を続けていってください。 
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  ・市民の方々が小学校とうまく手を結び持続的に活動されていることに敬意！（えこ

っち・やす 山部会） 

 

♪♪えこっち・やす 山部会♪♪ 

  ・荒れた里山を整備し歴史を紹介。多くの山歩きの人を招いている立派なまちづくり。 

  ・楽しく活動されている様子がきけてよかったです。 

  ・「山を守る」大変な事ですね。多くの方々が普通に活動されているのを嬉しく思い

ます。（滋賀大学「環境学習支援士」会） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。 

皆さんから寄せられた 

「ラブレター」 


