
 

  

第４回マザーレイクフォーラムびわコミ会議の結果概要 

 
◇開催概要 

日 時： 平成 26 年 8 月 23 日（土） ＜第 1 部＞10:30～12:00  ＜第 2 部＞13:15～16:30 

場 所： コラボしが 21（滋賀県大津市打出浜 2-1） 

主 催： マザーレイクフォーラム運営委員会、滋賀県  

参加者： ２２４名 

参加団体：１０４団体 

ブース出展団体数：２５団体 

テーマ：「つながったから、見えてきた！『マザーレイク』の新しいカタチ」 

内 容： 

 

【第一部】みんなつながる報告会 10:30～12:00 

◇ 活動団体５団体からの報告 

山・川・湖・暮らし・海で活動する５団体からこの１年間の活動報告を行った。 

① 山：「kikito」    

  “びわ湖の森を元気にする kikito の挑戦” 

② 川：「TOTO(株)滋賀・滋賀第二工場」 

  “NPO 法人と企業の協働による水環境の再生保全 

～TOTO 滋賀・滋賀第二工場の環境貢献活動について～” 

③ 湖：「認定 NPO 法人びわこ豊穣の郷・国際ボランティア学生協会（IVUSA）」 

  “守ろう琵琶湖！オオバナミズキンバイ除去大作戦” 

④ 暮らし：「びわっこ大使」 

  “2013・2014 年度「びわっこ大使」活動報告” 

⑤ 海：「島を美しくつくる会・愛知県西尾市」 

  “愛知県・三河湾におけるアマモ場再生活動～佐久島の海をもっと豊かに!!～” 

 

 

 

 

 

 



 

  

◇ 「びわ湖なう」 

  「びわ湖なう」として、この１年間における琵琶湖の

特徴的な現象や課題等について、 県より報告した。 

 

 

【昼休み】 12:00～13:15 

25 団体からブース出展があり、参加者は各ブースを見て回り、出展者と個々に交流した。 

 

 

 

 

 

 

 

【第二部】びわ湖のこれから話さへん？ 13:15～16:30 

１ 交流ワークショップ 

９のテーマ別にグループに分かれ、話し合いを行った。 

① 「若い私たちの環境への思い」 

② 「源流管理で環境いきいき琵琶湖！」 

③ 「琵琶湖を支える市民参加とは」 

④ 「教えて！あなたのまちのタカラモノ」 

⑤ 「生物多様性に配慮した企業の CSR」 

⑥ 「琵琶湖・淀川水系での上流と下流がつながるには？」 

⑦ 「地域の中で、NPO と行政と企業の連携をどうつくっていくか」 

⑧ 「内湖の復活について」 

⑨ 「川と人、人と人をつなぐ地域活動について」 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

２ 私のコミットメント 

参加者全員にコミットメント（約束）を記載してもらい、一斉に掲揚。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第二部まとめ 

各グループの代表者が、グループ内で話し合ったキーセンテンスを発表し、参加者全員で

みんなのコミットメント「びわ湖との約束 ９箇条」としてまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

○「びわ湖との約束 ９箇条」 

１．びわ湖に親しんで好きになろう。そしてたくさんの人に大切さを伝えよう。 

２．びわ湖の環境は県民皆んなの生き方の水鏡 

３．みんなが主役 人づくり 環境教育 行政支援 M･O･H マインド 

４．五感で発見！世代で発見！親・子の「環境循環」 

５．「社会・地球の維持可能な発展への貢献」 

～CSR の推進により「企業に」「生き物に」「地球に」良し～ 

「企業」－地域から信頼される 「生き物」－生息環境が増える 「地域」－緑が増える 

６．もう既につながっている。そのことに気付いてもらう“しかけ”が重要 

７．地域の中に居続けるコーディネーターの存在 

８．今のくらしの中で、山・川・田んぼ・びわ湖とつながる新たな内湖をみんなで考える 

９．地域住民も半分、行政も半分、お互いに汗をかき「食べる」「楽しむ」部分を取り込む 



びわ湖との約束 7 ヵ条 

 

第４回マザーレイクフォーラムびわコミ会議 

 

～宣言～ 

『びわ湖は、みんなの生き方を映す水鏡』     （２） 

～７つの約束～ 

１．みんなが主役…びわ湖を好きになって大切さを伝えよう！  （１・３） 

２．親から子へ・子から孫へ…びわ湖の魅力をつないでいこう！  （４） 

３．食べる・楽しむ・汗をかく…五感でびわ湖に親しもう！  （９・４・１） 

４．人とびわ湖・上流と下流…身近なつながりに気づこう！  （６） 

５．地域と共に生きる…びわ湖コーディネーターを育てよう！  （７・３） 

６．山・川・田んぼから…びわ湖とつながる内湖を考えよう！  （８） 

７．企業よし・生き物よし・地域よし…びわ湖三方よしを目指そう！ （５） 

※カッコ内の数字は参照した元データ（テーブル）の番号 

 

 

＜編集方針＞ 

・ 多くの人が共感できるよう、初めて見た人にも分かりやすい文章にする 

・ 親しみやすくするために、文章を短く、統一感を出す 

・ グループごとの思いを踏まえ、川本勇・佐藤祐一が咀嚼してまとめる 

 

 

第４回マザーレイクフォーラムびわコミ会議 各グループのキーセンテンス (H26.8.23) 

１．びわ湖に親しんで好きになろう。そしてたくさんの人に大切さを伝えよう。 

２．びわ湖の環境は県民皆んなの生き方の水鏡 

３．みんなが主役 人づくり 環境教育 行政支援 M・O・H マインド 

４．五感で発見！世代で発見！親・子の「環境循環」 

５．「社会・地球の維持可能な発展への貢献」～CSR の推進により「企業に」「生き物に」「地域に」

良し～「企業」－地域から信頼される 「生き物」－生息環境が増える 「地域」－緑が増える 

６．もう既につながっている。そのことに気付いてもらう“しかけ”が重要 

７．地域の中に居続けるコーディネーターの存在 

８．今のくらしの中で、山・川・田んぼ・びわ湖とつながる新たな内湖をみんなで考える 

９．地域住民も半分、行政も半分、お互いに汗をかき「食べる」「楽しむ」部分を取り込む 

 



章 節 項目名 すでにできていること 実現に向けた課題 十分記載されていないこと
1. 若い私たちの環境
への思い

8

計画の実効性の確保 琵琶湖を愛する思いを抱くことが、ある
べき姿を実現するための行動につなが
り、ひいては、つながりを広めていくこと
で課題を共有することの重要さを実感
していること。

関心のない人々に対して琵琶湖の現状や保全の
取り組みを知ってもらい、関心を抱いてもらうこと。

琵琶湖を保全することが、自分たちに
とって、日常生活のレベルでどのように
目に見えるメリットがあるかということ。

7 3

森・川・里・湖のつな
がり再生プロジェクト

グループキーセンテンスで報告された「琵琶湖の
環境は皆の生き方の水鏡」の通り、びわ湖に関わ
る地域住民全ての生活態度・意識の持ち方で琵
琶湖は大きく変わる。（良い方向にも悪い方向に
も）

8 1

協働の視点に基づく
参画・実践・交流

ボランティアＧの連携（活動の発表・報
告の場づくり）

・これに向けた、あらゆる機会を通じての教育・啓
蒙と共に、改善に向けた活動が必要。
・ボランティアに活動の主体をお願いするのであ
れば、これに対する助成と共に、一般への活動認
知のための行政や地域企業のバックアップが必
要。

3. 琵琶湖を支える市
民参加とは

8 1 協働の視点に基づく
参画・実践・交流

環境教育の実施。
“びわこの日“を中心とした県内各地で
の清掃活動。各種プロジェクトの実施。
またその指標の整理・発信。

自然に対する意識付けを考慮した環境教育の実
施。
市民参加を率いるリーダーの育成。
琵琶湖を有する滋賀県サイドからだけではなく、
京都・大阪から見た“びわこ”についての情報共
有。さらに連携の強化。

琵琶湖は下流域に重要な役割を果たし
ているだけなく、下流域の治水や水利用
が、琵琶湖のあり方にも影響を与えてい
ることの具体的事例や取り組み、施策等
の記載がもっとあってもいいのではない
か。

4. 教えて！あなたの
まちのタカラモノ

7 1

「近い水」のある暮ら
し再生プロジェクト

「近江水の宝」調査活用に関する事業
http://www.pref.shiga.lg.jp/edu/sogo/ka
kuka/ma07/treasure_of_water/

地域を代表する名勝・古刹レベルの有名な「宝」
に関しては、その選定に多くの人が賛成すると思
います。今回の話し合いででてきた宝は、このよう
な有名な宝も含みますが、一方で個人の体験にも
とづいたより小さなスケールでの宝や無名の宝も
入っています。後者の宝をどう伝えて守っていくか
が今後の課題ではないでしょうか。

5. 生物多様性に配
慮した企業のＣＳＲ 7 2

琵琶湖の生きものに
ぎわい再生プロジェク
ト

・水草の有効利用
・水陸移行帯の保全・再生
・在来生物の保全

企業主体ということで、環境保全は景気変動に大
きく左右される（利益にならないので）

7 1

「近い水」のある暮ら
し再生プロジェクト

p.40、4行目　琵琶湖に感謝する「飲水
思源」については、近畿の水瓶として
認識されている。

・「内容・主な施策（p.40）」に「県域を越
えた流域連携事業」の記載が必要
例：グランドの助成金など、上下流連携
の事業に対する支援
例：指標として、マザーレイク・淡海の川
づくりフォーラムへの他府県団体の参加
数

8 1

協働の視点に基づく
参画・実践・交流

・飲み水、生き物、食べ物、災害などで上下流（流
域）は繋がっているが、そのことに気づく仕掛けが
ない。
・特に琵琶湖の課題が、下流地域に知られていな
い。課題を伝え合うツールがない

・「琵琶湖淀川流域の取り組み（p.50）」
に「市民団体等」との連携強化の記載が
必要
例：「琵琶湖・淀川流域圏再生推進協議
会」と同列に民間団体で構成される「琵
琶湖・淀川流域圏連携交流会」や「淀川
管内河川レンジャー」の活用を記載
例：「琵琶湖淀川流域で開催される、琵
琶湖を知ってもらう活動に対しての取り
組みの充実」を記載
・記載事項にない、新たな考え方として
記載
※飲み水、生き物、食べ物、災害などで
上下流（流域）は繋がっているが、そのこ
とに気づく仕掛けがない。特に琵琶湖の
課題が、下流地域に知られていない。課
題を伝え、その解決に上下流の市民団
体、個人が取り組みことで、課題が宝物
に変わることになる。そのような企画に取
り組む必要がある。

7. 地域の中で、ＮＰ
Ｏと行政と企業の連
携をどうつくっていく
か

8

計画の実効性の確保 マザーレイクフォーラムの開催 ・下記箇所を担う人材（地域コーディネータ）の育
成と、継続的雇用を保障する財源形成
「こうしたさまざまレベルにおいて、多様な主体が
参画可能な機会の提供や実践のための活動を支
援する仕組みを充実するとともに、各主体間の交
流を促進し、幅広い範囲で情報を共有するため
の機会の提供や仕組みの充実が必要となりま
す。」（「１．協働の視点に基づく参画・実践・交流」
のリードの最終部分）
・新しい連携のあり方を構築するにあたっての行
政（県・市町）の役割と規範の明確化

・目指すべき持続的な連携のビジョン
・持続的な連携構築のための戦略（人材
育成と財源形成）
・マザーレイクフォーラムの運営と、地域
での取り組みとの有機的な連携のあり方

8. 内湖の復活につ
いて

7 2

琵琶湖の生き物にぎ
わい再生プロジェクト

・早崎内湖再生検討事業・内湖再生ビ
ジョン
・環境・生態系保全活動への支援に関
する事業
・豊かな生き物を育む水田づくりに関
する事業

・内湖再生計画地における地権者をはじめとした
関係者の合意形成
・内湖の役割、再生に向けた事業についての効果
的な情報発信、情報交換の場づくり
・今の時代に即した内湖のあり方（管理運営手法
を含む）についての研究・協議

・計画では、「内湖再生」とあり、内容や
指標を見ると、「内湖機能の再生」を考え
ているようにも見えるが、計画本文では
そのような記載は見当たらない。
・そのため、計画書p.44～45の記載がち
ぐはぐな印象を受けてしまう。
・なお、今回のグループテーマは「内湖
の復活について」であり、「内湖機能の
再生」については議論されていないの
で、ご注意願いたい。

9. 川と人、人と人を
つなぐ地域活動につ
いて

4 3
計画目標 各地域フォーラムやネットワーク団体に

おける地域内外の交流・つながり・協
働

各地域フォーラムとうにおける地域内外の現在の
交流・つながり・協働から、琵琶湖流域全体のこと
を念頭においた活動への発展

つながりを支援するつなぎ役の存在と役
割について

*びわコミ会議第2部とは：

「びわ湖のこれから、話さへん？～『マザーレイク』の新しいカタチを考える交流ワークショップ～」と題し、市民、企業、研究者、行政など多様なセクターの人々が複数のテーマに別れて、少人数で
話し合う場のこと。お互いの立場や考え方の違いを尊重しつつ、びわ湖のこれからについて考え、計画の評価を行う。

6. 琵琶湖・淀川水系
での上流と下流がつ
ながるには？

2. 源流管理で環境
いきいき琵琶湖！

グループテーマ

第4回マザーレイクフォーラムびわコミ会議（2014年8月23日開催）第2部*において提示された
マザーレイク21計画（第2期）の評価結果

評価結果計画における該当箇所






