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第 8回ＭＬ２１計画学術フォーラム 議事録 

 

 

議題 （１）マザーレイク 21計画の推進状況について 

 

（事務局） 

【資料 1－1】マザーレイク 21計画のふりかえり報告書の作成について 

【資料 1‐2】マザーレイク 21計画の「ふりかえり」の進め方 

【資料 1‐3】マザーレイク 21計画の「ふりかえり」報告書の構成について 

【資料 1‐4】マザーレイク 21計画の現在の進捗状況と今後の予定（案） 

【資料 1‐5】学術フォーラム委員によるマザーレイク２１計画の「ふりかえり」報告書

の原稿執筆について 

【資料 1－6】マザーレイク 21計画のふりかえり報告書執筆割り当て表 

【資料 1－7】琵琶湖総合保全整備計画(マザーレイク 21計画)ふりかえり報告書（案） 

 について説明 

 

 

（座長） 

ふりかえりの報告書の作成についての議論を始めたいとおもいます。事務局からスケジ

ュール、目次、委員への執筆の依頼を説明していただきました。まずは、ふりかえり報告

書の作成に関してご意見いただければと思います。 

まず 1 点確認ですが、報告書は 2 期計画からのふりかえりですか。それとも 1 期からの

ふりかえりですか。 

 

（事務局） 

目次には 2期と書かせていただいておりますが、マザーレイク 21計画は 1期 2期と続い

てきたものでございます。ですので、1期を含めてふりかえりを行いたいと考えております。 

 

（座長） 

では、委員から原稿を執筆していただけるとなった際には、1期を含めた形で執筆してい

ただくということでよろしいですね。 

 

（事務局） 

そのような形でお願いします。 

 

（委員） 

報告書について、どのような形で公開するのか、またどの程度の分量で作成するのか教

えていただきたいのでお願いします。 
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（事務局） 

報告書に関しては、びわコミ会議でも使用したいと考えておりますので、公開させてい

ただきます。 

また、この報告書に関しては、読み物としても皆様にご覧いただきたいと考えています。

1 期のふりかえり時には 100 ページほどの報告書となっておりますので、今回も同程度の

分量を考えております。もちろん、図表も交えてですが、それらを含めて 100 ページ程度

です。 

 

（座長） 

報告書として冊子になる部分と、ネット上、またスマホでの閲覧、さらに 2 期計画策定

時にはパンフレットなども作成していましたよね。報告書が 100 ページありますと、なか

なか読めないですので、パンフレットに関してはどのようにするご予定ですか。 

 

（事務局） 

県民の皆様に親しんでいただくことが目的ですので、概要版を作っていきたいと思いま

す。 

 

（座長） 

概要版をネット上にという理解でよろしいでしょうか。 

 

（事務局） 

今後検討させていただきます。 

 

（座長） 

ふりかえりの報告書に関しては、様々な媒体を通じてということになるかと思いますが、

作るということの過程、あるいは目次に関してご意見いただければと思います。 

 

（委員） 

それぞれの割り当てされた部分に関しては、頑張って書こうと思いますが、様々なこと

がつながっていますので、項目的には担当以外の部分に関しても、ひとりの委員としてこ

れは大事だなと思うこともたくさんあろうかと思いますので、そういった部分に関しても

意見として上げさせていただいて、委員長がまとめをする際の参考にしていただくなど、

そのようにしていただければもう少し広がりが出るのではないかと思います。 

 

（座長） 

マザーレイク 21計画の目次に従って、目次ごとに担当委員の執筆の割り振りがあります

が、目次の後に一人の委員の意見、また次の項目の後に委員の意見という想定ではないで

すよね。執筆いただいた原稿をどこかに集約してと考えているのですがいかがですか。 
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（事務局） 

考えておりますのは、項目ごとに原稿を記述していただくことを想定しております。 

 

（座長） 

とういことは、それぞれの割り振りを主体に書いていただきたい、ただ、ほかの項目に

触れていただいても構わないということでよろしいですね。 

 

（事務局） 

はい。建設的なご意見を頂きありがとうございます。ぜひそのような形でお願いいたし

ます。 

 

（委員） 

先ほどの委員の質問にも絡むのですが、この目次案ですと基本的に第 2 期のマザーレイ

ク 21 計画の構成に忠実に従っていますが、1 期を踏まえた 20 年のふりかえりということ

になれば、マザーレイク 21計画とはなんだったのか記述する必要があるのではないでしょ

うか。要するに高度経済成長期、琵琶湖総合開発からの反省を踏まえた、開発から生態系

保全を中心とする総合保全への転換、さらに 2 期からは暮らしの再生という、ある意味か

つて失われたものを取り戻そうとする理念を掲げてきたものであって、20 年を振り返るの

であれば、そもそものマザーレイク 21計画が掲げた理念が正しかったのか、枠組み全体と

しての検証、評価が必要ではないでしょうか。個々の評価もさることながら、マザーレイ

ク 21計画が掲げたものへの評価が必要かなと。それを評価するには、この目次の構成では

少ししんどいかなと思います。この部分に関して章立てして書く必要があるのではないで

しょうか。 

 おそらく、委員の先生に関してもそれぞれの分野と別に、そういったことに関してご意

見がある方も多いかと思いますので。 

 

（事務局） 

ご指摘いただいた内容は非常に重要なことだと考えております。マザーレイク 21期計画

の全体のふりかえりに関して記述するよう目次等の変更も含め、検討させていただきます。 

 

（座長） 

先ほど、事務局より次のマザーレイク 21 計画の位置づけに関する発言がありましたが、

このことを考えるうえでも、先ほどの委員のご意見は重要だと思います。計画の理念等に

関してどうかということであれば委員も何か書いていただけるのではないかと思いますの

で。 

 また、マザーレイク 21計画の位置づけ、県庁内での計画のヒエラルキーを説明していた

だけるよいのではないでしょうか 

 

（事務局） 

県の計画とすると、なじまない部分もあろうかと思っております。ですので、計画では
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ない形が取れないか現在検討しているところでございます。2 期計画策定時にはなかった、

ＳＤＧｓという考え方も、現在でてきておりますので、このような考え方も活かして、い

ろいろな方が参加しやすい形を作れないかと思っております。 

 また、マザーレイク 21計画の 2期計画策定後、琵琶湖保全再生計画も策定されておりま

す。マザーレイク 21計画の 2本柱の内、琵琶湖流域生態系の保全再生に関しては、行政施

策が中心となっております。もう 1 本の柱である、暮らしと湖の関わり再生に関しまして

は、県民事業者の主体的な取組が中心となっております。 

 この 2 本の柱を掲げ取り組んでまいりましたが、琵琶湖保全再生計画が策定されたこと

もあり、この 2 つの計画をしっかりと整理していく必要ができてきてございます。これは

行政計画の部分が同じような形となっていることから、整理する必要があるということで

す。もう一点、マザーレイク 21計画においても、びわコミ会議等で多くの県民に関わって

いただいていますが、ライフスタイルも多様化する中より多くの方にご参画いただける仕

組みも併せて考えていく必要もございます。環境保全の新たな考え方としてＳＤＧｓやパ

リ協定、国での第 5 次環境基本計画、さらに県においても第 5 次の環境総合計画も策定中

でして、この中でもいかに適切に環境に係わるかを練って議会に上程したところでござい

ます。 

 このような中、より多くの方の参画が可能となる新たな仕組みを作る必要があります。

それはマザーレイク 21計画の理念をしっかりと残したうえで、新しいものを作っていく必

要があると考えております。そうしますと、マザーレイク 21計画という計画としてのかた

ちがいいのか、それともＳＤＧｓのように掲げられた目標にコミットメントする形で多様

な主体に関わっていただく形がよいのか、そのようなことも考えながら、マザーレイクフ

ォーラムの皆さまともお話をさせていただきながら、次の方向性を決めていきたいと考え

てございます。大きな枠組みをしっかりと県が作ってみなさんがコミットしていただける

形を、県としては考えて参りたいと思っております。 

 

（委員） 

案の目次について、もう少し工夫してはどうかと思います。先ほどお話がありました琵

琶湖総合開発からの流れに関しても、最初の部分にしっかりと書き込んでいくべきだと思

いますし、深い反省の上で新しいものを生み出していったとういうこと、また第 1期と第 2

期でも違いがありますが、これも第 1 期の反省の上でこのような形になったのだと思いま

す。通常は数ページで終わる内容ですが、しっかりと項目立てをして書いていただきたい

と思います。 

それから、２．１琵琶湖流域生態系の保全に対する評価および２．２暮らしと湖の関わ

り再生に対する評価の部分で、何を伝えるのか、小括というかまとめというか、何がこれ

までわかって何が言えたのかということを、樽でいえば箍みたいなところですが、事実が

並べられて緊張がゆるんでくるところにしっかりとコンパクトに情報を集約した部分を挿

入し引き締めを図っていただく構成にしてはどうかと思います。 

最後に事務局がおっしゃったＳＤＧｓに関連するお話についてですが、計画というとト

ップダウン的な色彩が強い中で、マザーレイク 21計画のこれまでの実績から浮かび上がっ

てきているのは違う参画、参加の枠組みなのではないかというお話でした。そして、その
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ような枠組みがＳＤＧｓをヒントに考えられるのではないかということでした。もちろん

計画がなくなるということではないと思いますが、ＳＤＧｓという新しいスキームとどう

擦り合わせていくかということも、２．５の新たな課題の中でご記述いただければと思い

ます。さらに、２．１に関する新たな課題、２．２に関する新たな課題がそれぞれあると

思いますので、これらの内容を記述いただくと各委員の先生がおっしゃっていることも多

少緩和されるのではないかと思います。 

 

（事務局） 

ありがとうございます。 

ご指摘いただきヒントもいただきました。2.5の新たな課題部分にＳＤＧｓも含めて新し

く発生している事例に関して記述していきたいとおもっております。 

 

（委員） 

先ほどの委員の発言と重複しますが、マザーレイク 21計画のふりかえりがまとめられて

いると思いますが、通して読みますと次の計画へ行くエネルギーを引き起こすインパクト

がもう少し弱いかなと感じました。特に新たな課題に関して、次の計画につながる危機感

をもう少し出してもいいのではないかと思います。 

私も琵琶湖の幸を食べる層を増やしていきたいという活動を行っておりまして、最近は

フナズシを漬ける方や鮎を炊く昔からの地元の食文化などを学ぶ方が増えてはいますが、

それが大きな流れには至っておりません。環境こだわり農業やさかなのゆりかご水田など

世界的に見ても新しい取組が行われている一方で、それらの取組がまだまだ琵琶湖の保全

再生までは到達しないという悲壮感を私自身も少し感じております。だからこそ、何とか

していかなければならないという危機感の中から出てくる次の繋がりへのエネルギー・イ

ンパクトをこの報告書の中に込めて頂きたいと思います。 

また、個別の内容に関しても通り一辺倒の施策のみが記述されていますが、このような

方向性に持っていくんだという繋がりの部分を強調していただくことで、みんながやらな

ければならないんだという思いを持っていただけるような形のふりかえりとなればよいな

と思います。 

 

（委員） 

事務局がおっしゃった、ポストマザーレイクのあり様として、より多様な主体の参画が

可能となるフレームワークが大切であることは間違いありません。ただ、みんなでやって

いこうというフレームは結局責任の所在が分散されてしまいます。県の責任が見えづらく

なります。計画にこだわる必要はありませんが、多様な主体が参画できる枠組みを作る、

または維持する責任は県が持つということを担保していただく必要があるかと思います。

従来では、計画の中に県がここまでやると書いてあるので県の責任を持って取り組んでい

ますが、計画という枠組みを取った時に責任の所在があいまいになることが気になります。 

 

（委員） 

計画は達成する目標、タイムスケジュールを設定しますが、計画をやめるといつまでに
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どのレベルまで持っていくのかがあいまいになってしまいます。そうすると、2期計画の当

初、半世紀かけて壊してしまった環境をそれに匹敵する時間をかけて元に戻す、それが 2050

年と理解しておりますが、という目標があったわけですが、この目標をあいまいにすると

何をどのようなスタンスで振り返り次にどう持っていくか、現実の問題と理想も含めて次

への提案がしづらいように感じます。ですからタイムスケジュールとしての目標はきっち

りしながら、その辺を明確にしていただかなければふりかえりの報告書を書きづらいなと

思いました。 

 

（委員） 

計画の考え方ですが、特定の主体が考えたものを提示していく従来の方法のみでなく、

多様なステークホルダーが参画しながら環境ガバナンスという考え方のもと計画を考えて

いくという方法も、手間暇もかかり難しい方法ですが、できないわけではありません。日

常生活からだれでもできるというのはＳＤＧｓのような考えで提示できるかなと思います

が、他の委員がおっしゃっている計画の中身、ガバナンスのあり方をご検討していただき、

環境と民主的な決定がなされれば、計画がないことにも責任がなくなることにもならない

と思っております。 

ただ、それは簡単にはいきませんし、力を入れて行う必要があります。皆さん参画しま

したねという雰囲気だけでことを進めると実質的なガバナンスが成り立ちませんし、十分

に注していただき、そのなかで様々なステークホルダーを下請け機関化してしまうことに

も注意していただきたいと思いますが、そのあたりの注意を十分にしていただけるのであ

れば、理屈の上では可能だと感じておりますし、今進むべき方向はそのような環境ガバナ

ンスの滋賀版をどう作っていくことではないかと思います。 

 

（事務局） 

計画を策定するのか、または異なる形にした際に県の責任が薄まるのではないかとのこ

とでしたが、仮に計画でなくなる際の県の責任に関して申しますと、まだ、何も決まって

いない段階ですが、目標を設定する際には県民会議のような多様な方からご意見を頂ける

仕組みを作っていければなと考えております。その中で、県は大きな役割を担っていきた

いと思います。策定に向けても積極的にかかわるとともに、進行管理に関して県民会議に

て実施するということになりましたら、県がきっちりとサポートしていきたいと考えてお

ります。 

 

（委員） 

びわコミ会議も定着してきたというお話もいただきましたので、びわコミ会議と連動す

る形で県民会議のようなものがあってほしいと思いますし、そうすることでこれまでのボ

トムアップのような動きと連動していただきたいと思います。ですので、別々にしないで、

今あるものと連動しながら新しいムーブメントを作っていただきたいと思います。 

 

（事務局） 

県で検討しているのは、びわコミ会議の場をもっと大きくしていのと共に、学術フォー
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ラムに関してもあたら枠組みの中に入っていただき、滋賀県全体で取り組んでいけるよう

にしていきたいと思います。また、目標を共有することがＳＤＧｓでは重要となっており

ます。新しい枠組みを仮に琵琶湖版ＳＤＧｓといたしますと、ターゲットは指標となろう

かと思いますが、そのターゲットを設定し、それについて目標値や達成時期を明確にする

ことが必要になるかと思います。 

また、県では琵琶湖保全再生計画を策定しておりますが、法定計画であるとともにこの

計画のもととなっている琵琶湖保全再生法は恒久法でございますので、琵琶湖保全再生計

画に関しては今後継続していくことになろうかと思います。県としては、新しいフレーム

ワークの中で、琵琶湖保全再生計画としてしっかりとコミットしていって、琵琶湖の保全

再生に向けた責任を果たしていきたいと考えております。 

 

（委員） 

2期計画策定に関して、最も重きを置いた部分についてお話しいたします。それまでの環

境保全計画、環境保全施策は環境をよくしようや水をきれいにしようという方向性でした

が、マザーレイク 21計画は将来自分たちが環境とのかかわりの中でどのような生活ができ

るかイメージを描き、そのイメージの実現にむけ個人個人になにができるかを考慮しなが

ら作成した計画です。このようなイメージがないと、与えられたものを何かやっているな

という心象となってしまうので、そうではなく、頭に描ける状態、バラ色の未来像を作っ

て計画を進行できないかということで、計画の暮らしと湖の関わり再生の部分は策定され

た経緯がございます。堅苦しくなる部分もありますが、琵琶湖流域生態系の保全再生の部

分も当然重要です。 

また、計画の冊子には“思いをつなぎ、命をつなぐ。母なる湖のもとに”とありますが、

この母なる「琵琶湖のために」というニュアンスは人間が中心にあると考えると受け入れ

られづらいものとなっていましたが、「琵琶湖とともに」というキャッチフレーズにしたと

いう経緯もございます。 

この報告書を読んだ際に、読んだ県民がどのような将来像を描くかという要素が不足し

ているように感じます。例えば、琵琶湖がどのくらい素晴らしいのか、どのような恩恵を

受けているのか、滋賀に住んでよかったというような部分が欠けているように感じます。

滋賀県に住んでいる県民の方が、昔から住んでいる方なのであれば、これらのことは体に

染み込んでいるように思いますが、県外から多くの方が移住している現状から見ますと、

移住してきた方が琵琶湖の素晴らしをみな認識しているわけではありません。たまたま、

住んでいらっしゃる方もいらっしゃいます。当然それはそれでいいのですが、多くの方に

参画していただくためには、琵琶湖と共に生活しているというイメージを描けることが重

要だと感じておりますので、もう少し琵琶湖のいいところや滋賀県でのくらしの素晴らし

さが出てきてもよいのではないかと、また次の計画でもそういったことが出てきてもいい

のかな思いました。 

 

（事務局） 

委員のおっしゃっていただいた部分については書いていかなければならないと感じまし

た。世界農業遺産に向けた取組もございますので、滋賀県のすばらしさ、琵琶湖のすばら
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しさを報告書の中で書いていければと思っております。 

 

（委員） 

報告書の文体も変えていくのがよいのではないでしょうか。今の形ですと事務的な文体

となっていますので、もう少し県民の方に語りかけるような、ですます調がよいかである

調がよいのかも含めてですね、中学生くらいの方がご理解いただける位の文章で書いてい

ただいて、私たち大人もちょうど良いのではないかと思います。まだ時間はありますので、

ご検討いただければ素敵な報告書になるのではないでしょうか。 

 

（委員） 

３．琵琶湖の保全再生に関する計画等の今後のあり方に関してですが、日々琵琶湖で活

動されているびわコミ会議等にもご参加される方々にも琵琶湖の変化や、今後県に期待す

ることなど記述いただけばよいのではないでしょうか。 

 

（事務局） 

 おっしゃっていただいた内容を追記させていただきたいと思います。すでに琵琶湖に関

する取組を行うＮＰＯ等の団体さんへのヒアリングを始めてございます。また、ワークシ

ョップも県の南部と北部の 2 か所で行う予定ですので、これらでいただいたご意見につい

ても反映していきたいと考えております。 

 

（委員） 

スケジュールに関して確認です。振り返りの報告書の完成は 7 月となっておりますが、

前回の 2期計画に先立つ学術委員会の報告書に関しては、1年間の環境審議会よる 2期計画

の審議に先立つ形で作成しており、計画の今後の在り方についても、その後の 2 期計画の

骨格となる部分まで学術委員会で記述させていただきました。報告書に記述されたベーシ

ックな骨格は 2期計画にそのまま反映されています。 

今回のふりかえりでは 7 月の時点で報告書を完成させ、その後さらに今後の方向性につ

いてヒアリングが予定されていますが、このスケジュールでは報告書において今後の枠組

み方向性までは踏み込めないスケジュールとなっている点が気になります。ですので、そ

の部分をどう考えればよいのか、報告書は報告書として次に向けたアイディアだしで終わ

るのか、あるいは次の枠組みまで報告書で言及するのかわかりづらくなっています。 

 

（事務局） 

 この報告書については、8 月のびわコミ会議にて 20 年間どうだったかの、県民の皆さま

への説明資料として活用していきたいと考えております。その後にマザーレイク 21計画の

今後のあり方についてヒアリングやワークショップを実施し広く県民や企業の方々からご

意見を伺いと考えております。その際にも今回の報告書を活用したいと思います。だから

と言って、この報告書に今後の方向性を描かないというのではなく、ぜひ委員のご意見を

頂きたいとは思っております。それらを活用して様々な方からご意見を伺っていきたいと

いうことでございます。 
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（座長） 

委員と事務局とで考えている中身に隔たりがあるように感じます。委員の先生は理念や

夢、目標など叙情詩的なものに対するふりかえりを考えていただいているのに対して、事

務局は計画に対する達成度をふりかえりと捉えているように思います。県庁中において、

県の基本構想があり、環境総合計画や琵琶湖保全再生計画ありますが、マザーレイク 21計

画は環境総合計画の下位にあると思っていて、その下に行政の取組があると思っています。

マザーレイク 21計画に関して考える際、行政の方は各部署で担当している分野に関してひ

とつずつの指標などを見ていくのかもしれませんが、私たちは生態系の保全と湖との関わ

り再生の両輪があり、この部分に関係しているのでこうしませんかというように、理念や

目標を大きくとらえ計画のふりかえりを考えます。ですので、委員が考えてらっしゃる大

きな目標の部分と、行政が考えるひとつひとつのターゲットがある実行可能な部分とがあ

り、この 2つが分かれて議論されているような印象を受けます。 

 ちょうど卒修論が終わった時期ですが、論文ではまえがきがあり、目標があり個々の目

的があり参考文献があり、そのあと実験方法、実験結果が出てくるのですが、現在提示さ

れた報告書は実験方法、実験結果に重きを置いておられる、一方で委員の方々はまえがき

や目標、最後の結論に重きを置いて議論を進めているように感じます。まとめるのもなん

ですが、まえがきでの計画がいままでどうだったのか、理念はどうだったのか、目標はど

うだったのか、夢はどうだったのかという部分と、それを付随する、サポートする事実が

少しずつ出てきて、事実をまとめて最後にまとめてもともとの夢に帰って、結果的にはこ

の 20年どうだったのかという書き方がよいのではないでしょうか。委員の皆さんがおっし

ゃっているのは、報告書の前と後ろの部分がものすごく重要だということをおっしゃって

います。委員からのご意見でも出ましたが、担当分野以外についての記述をというのは、

このようなことを想定しておっしゃっていただいているのだと思います。ですので、大き

な両輪があって、その前に全体の夢があり、そして両輪の夢があり、両輪の一つずつがど

う動いたかがあり、最後にどうだったのかというイメージがいいのではないでしょうか。

この報告書ですと、真ん中にある事実を前に出そうとしているので、計画というのを目標

の達成度と捉えているのではないかと思い聞かせていただきました。 

私たちは計画という言葉よりも、マザーレイクと言う言葉にいい意味で引っ張られてい

ます。そこに県が進めるならＮＰＯの方々等で私たちも何かしようという方もいらっしゃ

るでしょうし、全体の構想に賛同する方もいらっしゃるでしょうし、個々に関わっていく

方もいらっしゃるでしょう。ただ、大多数の方は全体構想を見られてという方が多いと思

いますので、その部分に重きを置いて検討していただければと思います。 

 

（事務局） 

ご指摘を踏まえ、もう一度書きぶり、構成等検討させていただきたいと思います。夢の

部分、目標の部分、結論の部分をこの中でどう書き込んでいくか、その中で情緒的な部分

も出てくるかなと思いますが、そういったものも入れ込みながら、読んでいただけるよう

なふりかえり報告書にしてきたいと思います。 
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（委員） 

このマザーレイク 21計画は、行政がガチガチに定めたものではなく、自由により良いも

のとするためにフリーにアイディアが出て動けるものがあってしかるべきではないかとい

うことで計画ができたと認識しています。どちらかというと、自由な発想で発言される方々

が中心となり、作り上げてきたものですので、その意味でいうと行政的な制約を受けずに

書かれてきたということもありますので、いいものならやろうと書き込んできたように思

いますので、そのような要素も踏襲していただきまとめていただきたいと思います。県で

も全庁を挙げてよく取りまとめていただいておりますが、行政計画とはすこし違う雰囲気

を持ち始めたものであるという認識を持っていただくのがよいのではないようでしょうか。 

 

（事務局） 

頂いたご意見をありがたく拝聴いたしました。特に 1 期目に関わっていただいた先生の

思いを伺うことができありがたいと思っております。先ほどヒエラルキーの話がありまし

たが、庁内でも調整が十分にはできておりませんが、今のヒエラルキーは環境総合計画の

下にあるのがマザーレイク 21計画ということですが、作り方は他の行政計画と比較して自

由に作られております。学術的な面でも様々な先生からご意見を頂いただけでなく、先生

が主体となり 1 期計画のふりかえりを書いていただきました。かつ多くの方のご意見をワ

ークショップ等で頂きながら書いていただいておりますので、その意味では画期的だった

と思います。今後について思っているのは、琵琶湖保全再生法では行政計画の部分に関し

ては、細かい部分まではかけていないこともございますので、その部分を行政でどうする

かということです。それは行政の他の計画等でとなりますが、策定時には県だけでつくの

ではなく、多くの方々にご意見を聞きながら作る、そうすることで県は責任を一つ果たす

ことを考えております。 

もう一つは、県以外の方の取組に関してはこれまでの計画では入っていなかったのです

が、それも計画の外側のもう一つ大きな枠組みの一部として取り込むことができないかと

いうことの検討を始めているところでして、その全体のフレームの面倒見と事務局的な部

分と目標の共通設定の部分は県が責任をとるので、そこに、たとえば企業は目標に賛同す

るのでこのようなことをするというような、温暖化計画の各国の取組のような形を加えた

大きな枠組みを作ることができないかということを先ほどから説明させていただいており

ます。今後については整理をして、改めて説明させていただきたいと思います。 

ふりかえりの執筆に関しても大変多くのご意見を頂戴いたしました。2020年の目標が計

画にあり、全体として達成できたのかというふりかえりも必要ですし、2050年に向けた取

組についてもふりかえる必要もございましょうし、仕組みに関して、このような仕組みで

よかったのかということもあるかと思います。委員がおっしゃっていただいているように

現状の報告書は、個別の行政計画部分のふりかえりという構成となっている部分もござい

ますので、構成も含めて考え、どういった点を委員へお願いして、県がどこまで書いたも

のを基に委員に執筆いただくか整理させていただきたいと思います。大変刺激的なご意見

を頂きまして、ありがとうございます。 
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（座長） 

スケジュールはそんなに余裕がないですので、早急にまとめていただき、また委員会を

開催するのか、各個別となるのか、一度座長と相談となるのか、そういったことも含めて

ご検討をお願いします。 

 

                                       


