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     第９回マザーレイク２１計画学術フォーラム 議事録 

 

議題 （１）マザーレイク 21計画のふりかえりについて 

   （２）マザーレイク 21計画の今後のあり方について 

 

（事務局） 

【資料 1―1】マザーレイク 21計画の「ふりかえり」の進め方（案） 

【資料 1―2】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（素案） 

について説明 

 

（座長） 

資料の１‐１と資料の１‐２の説明をいただきました。ご意見がございましたらお願い

します。 

 

（委員） 

 ふりかえり報告書（素案）８ページの、一番最後の行に２期計画をつくる前段の議論と

して、１期計画の一つの反省として、琵琶湖を含めた流域を一つの系として、一体的に捉

える視点が欠けていたことが書けていないのではないか。だから２期計画ではそのような

視点を盛り込むことになったという経緯があります。 

 また、だからこそ、２期計画では一体的に捉えたことの結果がどうだったのかという評

価が必要ではないかというふうに考えております。 

 あるいは、１０ページにありますが、２期計画では新たに湖を囲む人々の暮らし、湖と

の関わり再生を大きな柱として新たに位置付けたわけです。これはなかなか難しいことで

すが、これを位置付けたことによる成果に関する記述が必要になるのではないか,と思って

います。 

 それから細かいことですが、１０ページの下に図があって、これは確かに計画書の中に

は明示できていなかったと思うのですが、この図の一番下に、行政の施策と県民・事業者

の主体的の取組があります。これらを 1 期計画のパンフレットでは両輪という言い方をし

たのですが、私の理解では確か１期計画の計画書の段階では、これらを両輪としてやって

いきますよということは明記できていなかった。それが、パンフレットの時点で初めて両

輪というイメージや言い方が出てきたわけです。ですから何か１期計画の時点から、この

両輪は当たり前だと思われてきましたが、２期計画でこの図として新たにそのことを明示

的に示したという経緯があったと思います。 

 その辺りも、マザーレイク計画全体が提唱した大きな考え方であるということは報告書

のどこかで記述していただきたいと思います。 

 それから、いまの報告書案では記述がないのですが、1 期計画の中、各地で流域協議会が
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できました。そういったことについても書き込むべきではないかというふうに考えており

ます。 

 それと、もう一点だけ。改めて全体を見ると、関わりの再生のところがまだ執筆中なの

で、そこに含まれるかもしれませんが、マザーレイク２１計画が始まった２０００年とい

うのは、レジャー利用の適正化条例が施行された時期とかぶっています。２期計画の枠組

みの中での位置づけがよく分からないのですが、琵琶湖におけるレジャーの現状とか問題

点とか、ビワイチなどの観光であるとか、その辺りの視点が報告書に抜けているのではな

いでしょうか。 

 琵琶湖におけるレジャー、観光のあり方というのはやはり一つの大きなポイントになる

と思うので、触れるべきではないかというふうに思います。 

 

（座長） 

 ありがとうございました。 

 まず１つ目が、第１期で不足していた視点として新たに流域全体を捉えてということに

ついての評価ということですね。これは必要しょうね。いかがでしょうか。 

 

（事務局） 

 現在、書かせていただいております構成としまして、例えば湖内というふうに書いてお

りますけれども、それをさらに細分化するかたちで水質ですとか生態系という、どちらか

といいますと、中身については各分野別の記載になってしまっているというところがござ

いますので、それらの後ろに、例えば湖内としてのまとめ、さらにはもっと大きなくくり

である流域生態系のまとめをここには差し込んでいく必要があろうかなというふうには思

ってございます。 

 

（委員） 

 一体的に扱う視点に関する議論については、やはりそれまでは各種の事業が部局ばらば

らでやられていた。あるいは、湖は湖、川は川、山は山として。それを流域全体として捉

えたときにやれることがあるのではないかとか、あるいは、そういう視点で考える必要が

あるのではないか、という議論の流れで、こういう文言を入れたと思うんです。 

 ですので、実際できるかどうかは分からないのですが、そういった視点での部局間連携

とか、そういう視点を盛り込んだ事業の成果が出ているのであれば、それを積極的に評価

してもらえればいいかなと思います。 

 

（事務局） 

 一つの事例になるのかもしれませんけれども、例えば、おさかなプロジェクトという事

業がございます。水質だけを良くするのではなくて、生態系でありますとか、色々な分野
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を一体として捉えて、科学的な証明は難しいとされながらも議論したということがござい

ますので、琵琶湖と暮らしのほうには資料として掲載がされているところでございます。

そういったところが記述できると、一つよいのかなと思うところではございます。 

 

（座長） 

 井手委員が言っておられるのは、２期計画で流域を一体的に捉えて、最後のほうに両輪

というのが行政と一般の方というところが両輪ですけれども、まず一体にして、行政の中

で一体ということもありますし、もともとは流域を一体にして、琵琶湖だけではなくてと

いうふうになって、これも両輪ではないですけれども、ある意味、一体化したという意味

では琵琶湖と流域という意味では両輪なのかなと思いますし、次に出てきたのは、２期計

画で暮らしと湖の関わりの再生、人々に目を当てましょうということですよね。 

 これと１期計画であった、水質であるとか水源かん養だとか、これもまたある意味両輪

なのかな。でも、一番上にあるのは、流域全体として一体化しましょうというのが一番上

で、それをどうなりましたかと説明するのに、今言われた実施計画、あるいは結果、アン

ケートを取られたことも含めて、暮らしと湖の関わり、２つあって、そのまた下に、どこ

の位置か分からないですけれども、行政と市民の関わりとあって、この報告書は、その中

間のところについて詳しく書こうとしておられるんですね。 

 その中間のところが、たぶん資料としてあって、その行政と県民・事業者主体的取組、

これは、その今書かれようとしているところがオーバーラップしますけれども、一番重要

なのは、流域を一体として捉えてどうだったのかというのが一番重要ですので、そこを明

確に書けるかは難しいんですけれども、例も踏まえて、こんな方向に進んできましたとい

う表現の仕方もあるかと思うので、どこかに記述していただく。それがたぶん、２期計画

のふりかえりの結論の一つになりますね。いかがでしょうか。 

 

（事務局） 

 流域全体としての評価というのはなかなか難しい部分がありますが、試みたいと思いま

すし、あと、先ほど、井手委員がおっしゃったように、おさかなプロジェクトの話も少し

ありましたけれども、第２期の改定以降、例えば、びわコミ会議でいろいろとやってきて

いますけれども、併せて、例えば土木交通部が主催している淡海の川づくりフォーラムと

連携している部分もありまして、河川サイドとの関わり、あるいは、下流も含めてですけ

れども、つながりというものがマザーレイク２期計画をつくって以降、いろいろと出てき

ているのかなというふうに思います。また、知事が山の健康、琵琶湖を考えるということ

は山を考えることが必要であり、山を健康にしていくという中で、やまの健康プロジェク

トというのが始まっておりますが、ある意味、琵琶湖を見据えながら流域を一体として捉

える視点というものがそういうところにも反映されているのかなというふうに思います。

それらを踏まえて、この３月に県の環境総合計画を改定しておりますけれども、環境と経
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済・社会活動をつなぐ健全な循環、そして、いかに環境に適切に関わるのかという辺りに

そういう発想が出てきているのも、前回といいますか、第２期の改定での、この流域全体

を一つの系として捉えるという視点がある意味で滋賀県の中では主流化してきている部分

があるのかなというふうにも思いますし、あと、もちろん計画の中にも、この今、ふりか

えり報告書の中では、３．５ですかね、重点プロジェクトということで、森・川・里・湖

のつながり再生プロジェクト、中身はまたこれから精査していく必要がありますけれども、

もともと、このマザーレイク２１計画にいろんな事業を張り付けて、その上で、その事業

を一定、森・川・里・湖のつながりという観点で束ねて重点プロジェクトというかたちで

進めていくという立て付けになっておりますので、この辺りのところで評価といいますか、

ふりかえりという部分ができないかなというふうにも考えているところでございます。 

 いろんな視点、段階があると思いますので事務局のほうでも考えさせていただきたいと

思います。 

 

（委員） 

 いやいや、それなら、そういう視点で眺めてみれば、結果的にできているな、というも

のが幾つかあると思うんです。そういうものをきちんと書き込んでいただきたい。 

 

（事務局） 

 分かりました。 

 

（座長） 

 文章にしていただきたいということですね。 

 

（委員） 

 そうです。 

 

（座長） 

 どこか項目を新たに立てられたほうがいいかとは思います。 

 

（事務局） 

 ありがとうございます。 

 

（座長） 

 それから、次に１０ページのこの図ができてきた経緯を井手委員に説明していただいて、

これがもし計画書に入っていないならば、その後の考えで入ったものから持ってきたなら

ば、その辺の経緯も書き込んでいただく必要はございますね。 
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（事務局） 

 確認させていただきます。 

 

（座長） 

 それから、レジャーのことですが、どうされますか。今だと、この２期計画の中に、こ

のふりかえり中の内容の一つとして入れるということがありますし、そうではなくて、３

期計画で新たに、３期の計画なのかは分からないですが、今後のことで新たな方向性の一

つとして重要課題として入れるという方法もありますし、あるいは、両方に入れるという

ことができるかと思います。 

 

（委員） 

 確かレジャーの話は水上バイクの話から入ったんですよね。従って、このマザーレイク

計画とは少し異なっているという認識がございまして、そのレジャーのほうの検討会の委

員長も担当していたのですが、私の感覚ではちょっと異質な感じがしていて、計画に入れ

るというのは、あのときは全然想定していなかったということは確かです。 

 

（座長） 

 インバウンドといわれるようになったのが最近ですよね。県境を越えてインバウンドと

いうことで、あるいは、県民の人がレジャーを楽しまれるということもあり、レジャーイ

コール観光ではないと。 

 

（委員） 

 それともう一つはリゾートネックレス構想があって、それ自体が環境保全を目的とする

マザーレイク 21 計画になじみがたいという話があって、あえてレジャーの観点を入れなか

ったということは確かです。報告書でどう取り扱うかは皆さんに任せます。 

 

（座長） 

 確かに、２期計画の策定ときに、レジャーや観光が議論になっていた記憶があまりない。

ただ、今の状況を考えると、次の段階へのかじ取りのときにレジャーや観光の観点を入れ

ることを検討する必要があるかなと思います。ただ、これは滋賀県として、広い意味のイ

ンバウンド、それから、滋賀県の人が琵琶湖あるいは流域をレジャー施設として扱うか否

かということにも関係していると思います。 

 個人的な意見としては、今のふりかえりにレジャーや観光の関係は必要ないですが、次

のマザーレイク２１計画で入れるか入れないかということを検討する必要があるだろう。

それから、それを受けて、次にどういうふうに進みますかというのはまた議論する必要が
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あるかなと思っておりますが、いかがですか。 

 

（委員） 

 第１期から第２期に移行したときは、第１期で不十分な点や時代が変わっていく中で新

たに出てきた点があって、それで、この目標をつくりましょうとか、指標がございません

でしたので指標をきちんとつくりましょうとかということ、指標を幾つか挙げたという経

緯がございます。 

 ちょっと気になりましたのは、第２期で不十分だった点、その不十分だった点というの

は、一つは視点の問題で、第２期では考えられなかった話というのは時代が変わってきた

んですね。先ほどのレジャーの話というのはまさにそれで、第２期のときは、そのレジャ

ーというのはそんなに大きな課題にはなっていなかったのですが、今、大きな課題になっ

ていて、それが例えば最後のところで、琵琶湖保全再生法では、琵琶湖を活かすというよ

うな視点のところにレジャーの視点とかが入っているわけで、そのふりかえりのときに、

第２期で不十分だった視点、あるいは、時代が変わってきた中で、こういう視点というの

が新たに出てきたというような項目というのが必要なのではないかと思いました。 

 もう一つが指標についてですが、第２期の報告書を見ていただいたら分かると思うので

すが、第２期を策定したときに、第１期がうまくいかなった点を考えると、指標が足りな

かったということで、幾つか指標を立てたのですが、そのときに、これが全てではなくて、

こういうものがその指標としてあるんだという事例として挙げた部分というのもあったと

思うのですね。 

 そうすると、その指標は十分だったのか。もう少し総合的な指標や新たな指標の重要性

みたいなものですね。先ほどのレジャーの指標みたいなものも新たな指標として考えられ

てきますが、その不十分だったところの視点と、それから、その指標についてもこのまま

オーケーという指標もあると思うんですけれども、少しこういう指標だったらよかったよ

ねというような指標というのも、ふりかえりの検討材料の一つになるのではないかと思っ

ています。 

 それと、もう一つ言わせていただきますと、ここで完全に抜けているのが、第１期では

やはりこの水位の問題ですね。琵琶湖の水位操作の問題というのがかなり前面にそれなり

の重要性を持って書かれていたのですが、もちろん県単独ではどうにもできない課題だっ

たということは十分認識されていても、全く言及されていないので、そこは、今後の課題

を考えたときに重要なことではないかと思っています。 

 特に琵琶湖保全再生法というのは国との関係でつくられた関係で、琵琶湖の水位の問題

というのはほとんど触れられていない。そうすると、マザーレイクでも水位の問題は全く

触れられなくなるとですね、これはどこでも触れられないままに、その課題として見えな

くなってしまうというのは、琵琶湖の生態系を考えたときに非常に重要な課題ではないか

と思いますので、ぜひとも水位の問題というのを項目を挙げて、やはりできること、でき
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たこと、あるいは、できることとできないことというのはあるとは思いますけれども、少

なくともマザーレイク２１計画では課題として認識しているのだというようなスタンスと

いうのは絶対に必要ではないかと思います。 

 

（座長） 

 指標と水位に言及いただいたのですが、ちょっと戻っていただくと、ふりかえりという

のが報告書の題目ですから、やはりできたこと、できなかったこと、新たに発生してきた

ことという意味ではできたこと、できなかったことというのを先ほどのふりかえりの評価

のところにやはり一文、一段落、一節入れるかどうでしょうか。 

 それから、指標と言われたことと、水位も指標だと思うのですけれども、ある意味では、

なかなか難しいでしょうけれども、一体化という意味では、もちろん水位もいろんな意味

で一体化といっていますが、水文もやはり重要なんで、もしそれが今まで欠けているなら

ば、今後の指標というところ、この指標がというところまで行かなくても、この内容が必

要というような書き方があってもいいかなぐらいでどうでしょうか。 

 

（委員） 

 水位については、例えば歴史的な位置付けとして、琵琶湖総合開発事業の中で、水位と

いう言葉がなくて、７、８ページ辺りにすらっと、生態系への影響みたいな形ですらっと

流していますが、そうではなくて、こういうところで、歴史的にも、こういう水位の問題

というのが例えば魚の産卵に影響があったというものとかを歴史的な位置付けとして公文

書に残して入れるべきではないか、追加するべきではないかというふうに考えています。 

 

（座長） 

 どの場所に追加すればよいでしょうか。 

 

（委員） 

 例えば６ページのところで湖岸堤の建設や圃場整備による農業用排水路の整備に関する

文言がありますよね。その後あたりに水位操作規則が９２年に制定されることで魚類の産

卵に影響が表れるようになったということは、色々な学術フォーラムで出ているわけです

から、その位置付けですね。そこで位置付けた上で、どういう、今後、課題としてあると

いうことを明文化するということが大事ではないかと思います。 

 

（座長） 

 少し具体的に言っていただいきましたが、いかがでしょうか。 

 

（事務局） 
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 特に今の水位の話につきましては、例えば、もともとマザーレイク２１計画のこの第２

期の改定版のところでは、実際、施策の展開のところの中に、湖辺域の部分に、その水位

の操作による生態系への影響の軽減というのがありまして、生態系に配慮した水位操作の

検討、調整というものも入っている。 

 なので、今、西野委員がおっしゃったように、水位操作というのは、水位が生態系に及

ぼす影響についての問題意識というのはありますので、どのように書くのかということは

ありますが、それを踏まえた計画になっているということは一つあると思います。 

 一方で、琵琶湖保全再生計画のほうは法律に基づく計画の中で、その法の趣旨の中でい

ろいろな議論がある中で、その意味ではマザーレイク２１計画とは少し違う形になってお

りますけれども、今回のふりかえりの中に水位操作というか、水位についての中身は入っ

ているというふうに考えているところです。 

 

（委員） 

 今、指標の話が出ているのですが、２期計画の中で、指標をつくりましょうということ

であったのですが、議論がいろいろとあったときに、指標というのはなかなかつくれない

んではないかとか、あるいは適正な指標というのはなかなか難しいのではないかという意

見が随分あった中で、ただ、やはり計画を進めていくには指標がなければ、なかなか評価

の進め方が難しいので、とりあえずこの指標であれば問題ないだろうということを取りあ

えず入れようと。そして、その後、何年かかけて、付け加えるべき指標があれば議論して

付け加えていきましょうというので、１年か２年か、その作業をやったことがあります。 

 従って、それを踏まえた上で、今の指標というのは全部ここに書き込んであるとは限り

ませんけれども、ある程度、そういう議論の上でできて、それはそのときの状況で、その

ぐらいの指標で、あとは評価だということですが、当然時代も変わり、観点も変わってい

ますので、ふりかえりの中で、今の指標で十分かどうかというのはともかくとして、次期

の計画では、どのような指標を入れるかというのは議論の余地があるだろうと思います。

ただ、指標を入れたというのはそういう経緯であってということです。 

 

（委員） 

 指標について、もう一言。津野先生がおっしゃるとおりで、私は、そこをもっと積極的

に評価していいのではないかと思います。学術フォーラムでの議論で、こういう点が足り

ないではないかということで、結構指標を追加してきましたよね。あれを積極的に評価す

れば、順応的管理の一環と捉えることができます。この２期のいい部分として、もちろん

足りない部分はあるとは思いますが、いい部分としては書き込んでいただきたい。 

 

（委員） 

 ３年前ですかね。琵琶湖一周、ぐるっとシーカヤックで琵琶湖を巡りました。また、去
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年は鳥取、今年は５月の中旬に若狭湾に行きました。そこでレジャーの問題は非常に大き

な問題で、特に漁業が頑張っているところでは、シーカヤックも含めて、釣りであるとか、

レジャー的なものは漁業者の皆さんからは、「あいつら、けしからん」という見方が残念な

ことに広がっているんですね。 

 シーカヤックで漁村を訪ねて、漁村で漁師の人たちのお話を聞いて、湖を見て共に生き

る出会いを探るような旅であっても、同じように扱われてしまう。そういうことが横行し

てしまうと、本当にこの琵琶湖の場合も、人々が気軽にレジャーを通じて湖からもう一遍

岸辺や陸の暮らしや、そういったことを見直すという機会がどんどん減っていくんではな

いかという気がして仕方がないのです。 

 その典型は、暮らしと湖の中では、ずっと海辺や湖畔を回ってみると、シーカヤックが

アクセスできない、着けられないということは、要するに人々が陸から湖へアクセスでき

ないということ、そういうことをこのまま放置していて、本当に滋賀県の皆さんが子ども

たちも含めて琵琶湖を日常的に楽しむようなことができるかどうかという点にかなり大き

な問題があるのではないか。そのこととレジャーも含めて、レジャーも将来的には結局い

ろんな人たちがお互いに相互理解を深めて、琵琶湖だからこそ、そういうレジャーがうま

く人々の暮らしともつながってというモデルづくりとか、そういう視点からレジャーとい

うのを見てみるというのも大事ではないかというのを体感として感じました。 

 

（座長） 

 どうでしょうか。 

 

（事務局） 

 今のことに関連してですけれども、先ほど、津野委員がおっしゃったように、マザーレ

イク２１計画の中では、レジャーという言葉も、施策の展開の中で出てきております。そ

れはレジャー利用による環境負荷の軽減、先ほどまさにおっしゃったように、プレジャー

ボート等の 4 ストロークの転換であるとか、航行規制水域の設定等ということで、レジャ

ー条例を適用することによる規制的な措置を念頭に置いているということで、むしろ、こ

のレジャー利用による負荷をどう低減していくのかという視点であるということが一つで

すね。 

 一方で、今、田中先生がおっしゃったように、特に琵琶湖保全再生法の議論のときに、

エコツーリズムということも書いておりまして、これはいろんな意味で保全と再生、守る

ことで活かす、活かすと守ることの好循環というふうに位置付けておりますけれども、も

っと経済・社会活動と環境を守るということとがうまく回っていくようにという観点が色

濃くといいますか、時代背景もあると思いますけれども、入ってきたのだろうと思います

し、その意味でいうと、環境総合計画、環境と経済・社会活動をつなぐ健全な循環、ある

いは、環境省も地域循環共生圏という中には、今のレジャー利用ということも含めて、そ
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れは地域を持続可能なものにしていくための一つのあり方ではないかということなのかな

と思いますし、そこには経済活動という面でも、人口減少社会の中で、どういうふうに地

域が、生き残っているというとあれですけれども、健全なかたちでなりわいをつないでい

くのかという視点もあると思いますので、そういう視点はやはり１０年前にはたぶんなか

ったのではないかなと。 

 田中委員がおっしゃるように、これからそういうシーカヤックとかなどを含めたレジャ

ー利用も含めた関わり、きっかけを基によりよい関係、自然と人との健全なというふうに

言っていますけれども、そういうのも考えていくという視点が必要であるというふうに思

いますので、今後の課題、第２期以降に出てきたものの視点として少し書き込むというこ

とは検討したい。 

 

（委員） 

報告書についてまだ描ききれていないということを感じています。その中の一つ、私は

ずっと食の分野でやってきておりますので、琵琶湖に対しても、食べて琵琶湖を守ってい

くというスタンスで、いろいろな湖魚料理とか琵琶湖のものを食べながら、その食文化を

継承し、守っていきたいと思っています。 

平成１７年に食育基本法ができまして、滋賀県でも自治体、地域、学校など、いろいろ

な組織で、食育の推進計画が立てられています。数値目標もあがっています。今３期まで

来ていて、生涯通じての食育が展開されています。郷土の農産物、琵琶湖の魚介類を食卓

に給食などにも取り入れられてきています。そのあたりのデータを盛り込んでもらっても

いいのではと感じました。 

 栄養士、管理栄養士養成の大学でも、地域の郷土料理を学べるようになっています。滋

賀県の学校栄養教諭研修会の中でも、伝統食が取り上げられています。学校給食のメニュ

ーに琵琶湖や郷土の産物を入れていくことも熱心にやられています。 

子どもたちは、学校の総合学習や特別活動、家庭科の教育の中でも郷土のこととか、郷

土料理のこととかを学んでいます。滋賀県の場合は、うみのこ、やまのこという素晴らし

い取り組みもありますので、その辺りも入れて頂けるといいなと思います。 

今の報告のままでは、子どもの姿とか女性の姿とか見えてきていません。その辺も配慮

して描いていただければ、琵琶湖を守っていけるし、次の課題みたいなものも見えてくる

のではないかと感じています。 

 例えば、滋賀県の食文化財が平成１０年に認められた時、中学校、高等学校の家庭科の

先生に対して、2 年間に亘って講習会が開催されました。県内地域の食調査をして、盛り上

がりました。 

また滋賀県は集落営農が盛んです。地産地消の取組など、そういうところでの頑張りも、

この中にうまいこと盛り込めるといいなと思います。 
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（座長） 

 僕は食に関してはあまり詳しくないですが、よくポスターで「おいしが うれしが」を

一般市民としては見ますね。頭の中で残っているということは、それなりの影響がおそら

くあるので、食育、食材とか食文化、指標があると言われたのですね。そういうのはどこ

かに盛り込んでいただくことは可能ですか。 

 

（事務局） 

 まさに指標の中に湖魚料理を食べる人の割合といったようなものもございますので、こ

ういった点をしっかりと記述していくべきかと思っております。またご相談させていただ

きたいと思います。 

 

（座長） 

 はい。 

 

（委員） 

 幾つかあるんですけれども、まず一番序盤のところで、５ページの最初のところに、「時

に自然災害となって人間社会に襲い掛かる厳しい存在」と、こういう表現があるのですけ

れども、琵琶湖が襲い掛かることはない。襲い掛かっているのは大雨だったり、台風だっ

たりで、琵琶湖は常に守ってくれているんだけれども、守り切れない災害も来ると、そう

いう言い方のほうがいいんじゃないですかね。琵琶湖が積極的に人間にどうこう働き掛け

ることはなくて、大きな琵琶湖、すごい琵琶湖だけれども、防ぎ切れない災害も時には発

生すると。だから、防ぐ能力を上げるための努力をしてきたんだみたいな、そういう表現

にしたほうがマザーレイクということでもありますし、襲うことはないのではないかなと

思いますので、ここはすごく違和感を感じました。皆さん、違和感はなかったですか。す

っと行かれましたか。防げないものもある、だから、その能力を高めるための努力をして

きたと、そういう言い方に変えたほうがいいのではないかなと思います。 

 次は、森のことが４１ページの図ですね。この辺に森のことをいろいろと書いているん

ですけれども、ここに載せているこの森林分布図というのがあまり意味のない図といいま

すか、ここに書かれているようなことをうまく表すような図をつくれないかなという気が

します。つまり適切な管理がされているかどうかとか、使い頃、お年頃の木がどこにある

かとか、そういった情報の森林分布図を載せたほうが、ここの、単に人工林と天然林の分

布ではなくて、ここで書いている管理がされているところとか、今が切り時みたいな、そ

ういったものの情報もあると思いますので、そういった図をできれば作ったほうがいいの

ではないかなと思いました。 

 それから、最後に、新たな課題というところの項目で２つほど挙がっていますが、でき

れば気候変動適応法もできましたので、滋賀県として、この気候変動適応でどういったこ
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とを、どういった分野でどんな取組をしようとしているのかとか、特に琵琶湖に関係する

ことでいいかと思うんですけれども、そういったことがもしあれば記載したらいいのでは

ないかなと思いました。 

 

（座長） 

 ３つ言っていただきました。まず５ページのほうは、それはそのようにということでよ

ろしいですか。はい。 

 それと、森林のほうの図のほうで今言われた森林の分布図だけではなくて、整備されて

いる、されていないみたいな、そんな図はあるんですかね。 

 

（事務局） 

 数量とかデータとか、そういうのはあるとは思うのですが、その分布図まであるかどう

かというのは担当課に確認しまして、もしあれば掲載したいと思います。 

 

（座長） 

 滋賀県の土地利用のほうの委員会に出させていただいているんですけれども、あまり国

土利用、そういう図を見たことがないので、普通のここは森林です、農地です、都市部で

すみたいな、載っているような図は見るんですけれども、もしあれば見せていただいても

いいですか。 

 

（委員） 

 例えば、このヒストグラムがあるでしょう。 

 

（座長） 

 はい。 

 

（委員） 

 樹齢のヒストグラムをつくれるということは、元データがあるんですよ。関西広域連合

の方で水源かん養能力の評価をしようとしているときに、いろんなところにいろんなデー

タがあるのだな感じました。いろいろと情報がございますので、できれば、ここの図、１

枚に色々な情報を載せられるような図を工夫すればつくれるのではないかなと思いました。 

 

（座長） 

 探していただいて、もしあればお願いします。 

 それから、気候変動適応法の話が出ていましたけれども、これは今後の方向性みたいな

ところで。 
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（委員） 

 次の計画つくるときには、それも入れ込んでいただいて。そういうつなぎ的なところで。 

 

（座長） 

 気候変動のことは、たぶん入れざるを得ないですよね。ただ、それがどこまで具体的に

書けるかっていうのはまた別の話かと思いますけれども。 

 

（事務局） 

 県としましては、今年の１月に気候変動適応センターを立ち上げまして、そこでいろん

な情報を国環研とも連携しながらということで、始まったばかりでございまして、あとは

他の部局、例えば、農業の分野では農作物の適応ということで、そんな事業も一部始まっ

ておりますので、そんなことも含めて書けるものについて記載をしていきたいと思ってお

ります。 

 

（委員） 

 いろいろと事例とか、いろんな話題が今出ているんですが、このマザーレイク２期計画

の計画の中で、一応書き込んであったり、想定されていることがあれば、それはやはりこ

のふりかえりの中へ入れ、それ以降、あるいは、それは、そのとき想定されなくて、現在

話題になって、あれは重要だと思えることは今度の課題の方へという整理をされたら、あ

る程度すっきりするのではないかなという気がしました。 

 

（座長） 

 はい、ありがとうございます。いろんなご意見が出ましたが、ちょっとだけまとめさせ

ていただくと、一つは、流域も含めて一体化したことが第２期計画の重要なことで、これ

に対するふりかえりを書いていただきたい。 

 それから、達成度を見るときに、色々な指標がこれまでに、２期計画をつくった以降も

増えたということになるので、それを入れていただきたい。 

 もう一つ、レジャーに関しては、今まで、２期計画では、どちらかというと、汚染しな

いように。ただ、今後はそうではないことも考えられるので、観光という意味ですね。あ

るいは、湖の近さとか、あるいは、湖だけではなくて、流域と森林みたいな話も出てくる

と思うので、それをきちっと分けて、ふりかえりのところと今後のところで入れていく。 

 それから、食育の話が出ました。気候変動のほうは、今後の方にきちっと入れていただ

きたい、ぐらいですかね。 

 

（事務局） 
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 はい。 

 

（委員） 

 堀越先生から食育の話は出てきましたが、報告書案を改めて読んでいると、やまのこは

書かれているのですが、うみのこが全然出てきていない。それは滋賀県としてまずいので

はないでしょうか。やはり滋賀県にとって、うみのこの存在、いろいろな考え方があるで

しょうけれども、環境教育として、これまでも大事でしたし、今後も引き続き大事な事業

なので、やはりそれに関する言及が全くないのはまずいと思います。 

 

（座長） 

 それもよろしくお願いできればと思います。最後に、この資料１‐１のほうで、今後の

予定ですけれども、今、この素案の中に追加していただく部分、あるいは、まだ空欄の部

分があって、報告書のときに、委員執筆、これは前回も出ていましたけれども、委員執筆

という、この作業はいつの段階で、どういう資料の基に始まって、いつまでにというのは

何かやっていただくことはできますか。 

 おそらく、今、ここであった議論があって、それを加えていただいて、今までのアンケ

ートとかワークショップの意見もおそらく入って、一番いいのは、それを皆さんに見てい

ただいて、では委員執筆、本当にここの委員の方にふりかえってもらってというための報

告書があってやるというのがベストなんです。 

 ただ、今、その最後のびわコミ会議が８月の末にあって、それまでに委員の執筆も含め

て作りたいということですよね。 

 

（委員） 

 文章を拝見していて、もうちょっとこういうふうに書かれたほうがいいところがあって、

例えば指標のところで、何か指標と目標との関係みたいな説明があったんですけれども、

それは逆で、目標に対して指標による達成度とかいうふうに書いたほうが分かりやすいな

とか、何カ所か、出典を明示してほしいとか、細かい話で、ここに書かれたことで、こう

すればもっと分かりやすいというところがあると思うので、それと分けて、コメントを書

くんだったら、その本文に対して事実関係とか、そういうところのコメントと、それから、

全体に対する意見というのを峻別して意見を言わせていただけるとありがたいです。 

 

（座長） 

 できれば今日中にそれをやりたかったんですけれども、時間の制約があって、今まで書

かれたこと、それから、これから追加していただくことに関する文言あるいは表現の細か

いご指摘は、また個別にやっていただくのがいいかなと僕は思っております。 

 今、議論したいのは、各委員のマザーレイク２１計画第２期に対するふりかえりのいわ
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ゆる執筆といわれる部分、これをどれぐらいのタイムスケジュールでやったらいいのかっ

ていうのをお聞きしたい。そうしないと、皆さんからの賛同も得られないですし、少し具

体的に言っていただけると助かります。 

 

（事務局） 

 今ほど、たくさんご意見もいただきましたので、それらをまたまとめてという作業をこ

れからさせていただくことになろうかと思っております。どのぐらいのというのは、はっ

きりと目途もお示しをさせていただかないといけないところかと思いますけれども、すい

ません、今の時点で、いつというのがなかなか言いづらいなというところもございます。 

 

（座長） 

 このびわコミ会議で、８月３１日に出す報告書、これには委員執筆の分も入っているわ

けですね。これは最終版と理解していいですか。このふりかえりの報告書の皆さんのご意

見も入った最終版という理解でいいですか。 

 

（事務局） 

 そういう形で想定をさせていただいておりました。 

 

（座長） 

 それならば、この締め切りはもう決まっているので、いつまでに何をしたいか、しなけ

ればいけないかというのは逆算しなければいけないですよね。 

 だから、今、欲しいのは、先ほど西野委員が言われた報告書の案が今の議論を踏まえて

出てきて、文言の修正は一方であるかもしれないですが、表現の修正はあるかもしれない

ですが、そのものを見させていただいて委員が執筆をする。前回だと、１人１ページとか、

そんなもんだったと思いますが、それというのは、いつ頃、こちらに依頼が来て、いつご

ろまでに出したら、この８月３１日に間に合うかというのを教えてください。大体でいい

です。 

 

（事務局） 

 資料１‐１にもお示ししておりますが、タイムスケジュール的には、執筆いただいたも

のを出していただく目安として７月末というのを想定しております。それまでに今日のご

意見、ご議論を踏まえたものを、ふりかえりをなるべく早くお示しをして執筆をお願いす

るということです。一方で、この執筆の部分については、前回も、３月のときもいろいろ

とご議論をいただいておりますけれども、整理をして執筆依頼をさせていただかないとい

けないと思いますが、もともとこの学術フォーラムというのが、この琵琶湖の問題、多様

な課題がある中でマザーレイク２１計画を推進していく。 



16 

 

 それぞれ異なる専門分野の皆さま方が、それぞれの視点から評価をいただいて、例えば

健康診断でいうと、指標が検査項目であり、それをそれぞれの専門医の皆さま方の視点で

ご議論いただいた上で、毎年、総合所見という形で「びわ湖と暮らし」というものをまと

めていくというイメージでございましたので、その意味では、これまで第２期計画が策定

され、学術フォーラムが進められて以降、ずっと積み重ねてきたものがあると思いますの

で、一定その中でのご自身の所見をまとめていただくというイメージでご準備いただいて、

その上で、ご依頼のほうは、整理をして、なるべく早くお願いしたいと思っているところ

でございます。 

 

（座長） 

 あまり追及すると、お互いの首を絞めることになるかと思います。 

 

（委員） 

 いや、それで、ぜひ、事務局の考えておられるところは一体どういう視点で、どういう

観点で我々が見ればいいのか。例えば、今までやってきたときの評価を入れてくださいと

か、あるいは今後の課題、新たに取り組まれている今後の課題を入れてください、といっ

たような我々が書く視点も少しご指摘いただいたほうが、我々としては作業がやりやすい

のではないかと思いますので、依頼いただいたときは、そういったところも入れていただ

いたら。 

 それから、この前、分担の場所があったんですが、あれはご破算ですよね。あれはその

まま生きているんですか。 

 

（事務局） 

 今回、資料としてお付けしておりませんけれども、この報告書の構成に対する割り当て

というものを一定事務局で素案をつくらせていただいておりました。今、説明もありまし

たように、各委員の先生方のご専門を踏まえた上での割り振りということでございました。 

 前回のときにご意見がございました、やはり個別の分野だけではなくて全体も見通して

記述もしたいというご意見もございましたので、一定は各専門のご分野での視点からとは

なるかと思いますけれども、もうちょっと広い自由度の高いかたちで書いていただくとよ

いかなというふうに思ってございます。 

 掲載する位置につきましても、章ごとに入れるのではなくて、後ろのほうにまとめて、

先生方のご文章としてまとめるという形がよいのではないかと事務局の方では思っている

ところでございます。 

 

（委員） 

 それも含めて依頼状をよろしく。 
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（座長） 

 この委員の先生には、このことも含めて書いてください、また、こういうふうに書いて

くださいという依頼が参ると思いますので、よろしくお願いします。 

 今のお話だと、ご準備くださいということですが、この報告書案がなかなかまとめてい

ただくのも難しいと思いますから、頭の中に入れていただきたいのは７月末締め切り。こ

れだったら、報告書案が後に出てくるかもしれないですが、依頼文書がそれと前後して、

このような方向で書いてくださいという形で参りますので、ぜひご協力をお願いいたしま

す。 

 これで反対意見がなければ、皆さんはご賛同いただいたということにさせていただきま

す。よろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。 

 それと、先ほどの西野委員の意見もありましたが、表現等に関する報告書案、あるいは、

今の素案、報告書案で表現等については、またこの学術フォーラムを時間で時間を取って

はなかなか難しいと思うので、個別にご相談いただくという方法にさせていただければと

思います。 

 はい、すいません。時間が延びてしまいましたが、今日の２番目の議題、「マザーレイク

２１計画の今後のあり方について」のご説明をいただければと思います。 

 

 

 

 

 

（事務局） 

【資料２】琵琶湖総合保全整備計画（マザーレイク 21計画）の今後のあり方について（案） 

について説明 

 

（座長） 

 はい、ありがとうございます。資料２をご説明していただきましたがご意見やご質問は

ございますでしょうか。 

 

（委員） 

４ページでちょっと分からなかったのが、６番の進行管理ですけれども、今までのマザ

ーレイク計画には、県の計画としてやっていたものを、それを無くすというふうに捉えた

んですけれども、そうしますと、進行管理というのは一体誰が責任を持って行うのでしょ

うか。 

 県民の皆さんがそれぞれ多様な取組をやっていただくのは大変結構なことで、ゴールも



18 

 

あるわけですね。それで、パーツ、パーツで皆さんが頑張られるとして、では、全体とし

てゴールに至っているのか、至っていないのか、では足りないのは何なのかといったとき

に、やはり進行管理が一番重要になってくると思うのですけれども、その進行管理の責任

の所在というところがちょっと曖昧な感じがしたので、そこはどうかというところですね。 

 もう一つ、この真ん中の図で、行政の取組プラス多様な主体の取組といって、行政の取

組は行政の取組、多少な主体の取組は多様な主体の取組ということで、行政とその多様な

主体の取組との関係というのが何か縦割り的に見えてしまうんですけれども、相互に多様

な取組が行政にも反映され、行政からも多様な取組に働き掛けるというような動きという

のがこの図から見えないんですけれども、そこはいかがでしょうか。 

 

（事務局） 

 まず進行管理の件につきまして、特にこのＧＯＡＬｓを置いたときに、県としましては、

ここに書いてありますように、琵琶湖保全再生計画でコミットをしていくということを考

えてございます。その行政の進行管理の場としまして、今後、法律ができましてから開催

が実施されております琵琶湖保全再生推進協議会でありますとか、あるいは、県の環境審

議会といったところで、県の施策の取組については、しっかりと進行管理をしていきたい

というふうに考えてございます。 

 ただ、今の琵琶湖保全再生計画自体は施策の方向性を示しているような形でして、その

実効性の担保というところにかなり課題もあろうかと思ってございます。これは２０２０

年の改定を迎えておりますので、そういったところで県としてもしっかり責任を果たせる

実効性の担保というものもこれから併せて議論はしていきたいというふうに思っていると

ころでございます。 

 また、全体の進行管理、琵琶湖のいわゆる健康診断というものは、これは従来県でやら

せていただいておりますように、県で包括的にやることになろうかというふうには思って

ございます。 

 

（委員） 

 行政と多様な主体との関わりというところはいかがでしょうか。 

 

（事務局） 

 ２点目でございますけれども、これは、私は資料をつくっているときにも、なかなかう

まく表現できなくて、実はこの資料は点線で波にしたりとかプラスを描いたりとか、こん

なにすぱっと取組というのは、先生のご指摘のとおり、分けられるものではないというふ

うに思ってございます。 

 暮らしと関わりと再生だけが住民の皆さんなり、ＮＰＯの皆さんの取組ではなくて、生

態系に取り組まれている事例というのもたくさんあろうかと思いますし、また、行政が暮
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らしと関わりを進めるという取組も、たくさんびわ湖の日の関連事業を実施している部分

もあろうかと思いますので、こういったところの整理といいますかをもうちょっと考え直

していく必要があろうかなというふうには思ってございます。 

 

（委員） 

 一つ、気になってますのは、多様な主体の取組とやっていただくのは結構ですが、必ず

しも県民の皆さんが例えば琵琶湖の生態系について十分ご理解をしておられるわけではな

い状態で、環境によかれと思ってやっておられることは実際にはそうではなかったという

ような事例が散見されるわけですけれども、そのようなところに誰がどのように働き掛け

ていくかですね。 

 むしろ、こういう方向、こういうことをやっていただくと、もっといいですよねという

ところをどのように働き掛けていくかというのは結構重要ではないかと思うのですけれど

も、そこはいかがでしょうか。 

 

（事務局） 

 先ほどの、この今の西野委員のお尋ねは、この資料でいうと、２ページのマザーレイク

ＦｒａｍｅＷｏｒｋ全体をどういうふうに進行管理していくのか。要するにＭＬＧｓに向

かって行っているのかどうか、外れるようなことがあったら誰がそれを正すのかというご

質問かなと思いますけれども、先ほどの説明にもありましたが、全体像としては、県は、

このステークホルダーの一つとして、例えば琵琶湖保全再生計画でコミットしています。

ここの部分は、しっかり責任を持ってやっていくというのは、今ご説明したとおりです。 

 一方で、この全体の部分については、まだはっきりとしているわけではないですけれど

も、今のマザーレイク計画のフレームといいますか、枠組みを進めていくとするならば、

マザーレイクフォーラムの運営委員会やあらゆるステークホルダーが集まって、一つの組

織体ととして全体を見ていくというようなこともあり得るのかなというふうに思っている

ところです。この辺りは、これからもう少し議論が必要かなというふうに思っております。 

 最後に、今の西野委員のお尋ねで、それぞれの NPO などの取組が実際はどうかというお

話があり、これは今現在も同じ課題がたぶんあると思っているですが、私の今の理解では、

マザーレイク２１計画、あるいは、びわコミ会議の中でのやろうとしていることは、それ

ぞれの団体、それぞれのステークホルダー、企業、行政がやろうとしている、そのことに

ついては、それぞれの皆さんが責任を持ってやっていくということで約束をするわけです

けれども、ただ、毎年１回はそれを持ち寄ってといいますか、例えば「琵琶湖なう」のよ

うな形で琵琶湖の今の現状、アウトカム、アウトプットも含めてですけれども、そこで皆

さんにお伝えをした上で、自分たちで、これが、自分たちのやっていることがゴールに近

づいているものであるのかどうか、やってみたけれども、やはりこれは、色々な人のアド

バイスとか助言もある、専門家の意見もそういう場で聞くということもあると思いますけ
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れども、それぞれの人たちが判断をして、結果的に全体としてゴールに近づいていくと。

そのための場であったり、あるいは、データであったりというものは、これは県がしっか

りとそういう下支えというふうに４ページでは書いておりますけれども、大きく外れてい

ないかどうかということをサポートしていきたいというふうに思っております。 

 実際、今、現時点では、そのやり方どうかなというふうに思っているような活動も何年

か経って評価すると、結構役に立っているという部分があるというふうにも思いますので、

その辺りも含めて順応的に関わっていき、評価ができるような仕組みというものをこのＦ

ｒａｍｅＷｏｒｋの中で実現できればというふうに考えているところでございます。 

 

（委員） 

 ４ページの進行管理という言葉がまずいんだと思います。これは一つの社会実験だから、

やってみればいいとは思うのですが、私が考えるに、この枠組みは今までの計画の構成、

あるいは、計画実施、あるいは、進行管理の考え方を全く否定するというか、全然違うア

プローチでいきましょうと言っているのですよね。 

 要は、誰かが全体を監視したり、全てに目を光らせて管理をしていくのではないと。そ

れぞれが多少ベクトルがずれていても、何か大きな同じ方向を目指していく。あえて言う

ならば、ＮＰＯ法なんかがそれと同じ考え方ですね。いわゆる衆人環視。要するにＮＰＯ

に関して行政が指導しているのではなくて、活動内容なんかは報告書を公開することによ

って誰でも見られるようにする。そのことによって、衆人環視の中で活動が適正かどうか

を判断していただきましょうというやり方。行政は、ＮＰＯの活動そのものに対しては、

いい、悪いは言いませんよね。そこは、いわゆる緩やかなそれぞれの自主的な取組の中で、

その成果についてはみんなで相互に見ていきましょうという考え方の、それに近いと思う

んですよ。 

 そうなると、要は誰が監視する、誰が管理するという仕組みではないんですよ。それぞ

れが自分で管理する。だけれども、少なくとも、その思いとか成果を何らかのかたちで共

有する。お互いに見られるようにする。そういう枠組みの中で、うまくいけば、一つの大

きなベクトルになっていくという考え方だと思うんです。だから、基本的に、その辺りの

考え方というのは、今までのやってきたやり方をある意味否定するので、そこはかなり明

確に説明しておかないといけない。例えば進行管理という言葉一つも古い考え方であると

思うのです。 

 

（座長） 

 結局、進行管理の話になりましたけれども、もともとに戻って、Ｍｉｌｌｅｎｎｉｕｍ 

Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓが出たときも感じましたし、Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌ

ｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓが出たときも感じたのですけれども、西欧的な

考え方だな。上から目線なんですよね。 
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 それが日本という国に下りてきて、滋賀県の環境総合計画がつくられたとき、ちょっと

変わったなというふうな感じです。今のＳＤＧｓもそうですけれども、一人も残さないと

いう言葉がありますけれども、何を享受できるか。やることによって、一人も残さないと

いうのは難しいんですが、県民の人たちが、生態系サービスでもないですけれども、琵琶

湖とその流域から何を享受できるかということをやはり考えて、それぞれの活動はしても

らってもいいんですが、その反対方向の何かベクトルが初めのほうから抜けてしまってい

るな。こんなことをやるんです、やったらいいんですではなくて何が返ってきますか、や

らない人も含めてですね。というのが、たぶんインセンティブになるんだろうな。それが

大きな渦を巻いてというような形になると一番いいんだろうなと。そこが、まず一番最初

に抜けているなという気がしました。それをどこかで考えていただければと思います。 

 

（委員） 

 今の委員長のこととも関わる可能性があると思いますが、やり方の問題と、それから、

前提になるような一番大事なところの再確認ということでいえば、１ページの２番の今後

のあり方の中には、新しい考え方、新たな考え方というので言い続けているのですが、そ

の最後の第５次環境基本計画、これは私は画期的な計画だと思っています。 

 それは、２０５０年ぐらいを目指してという点でマザーレイクの計画ともタイムスケジ

ュール的にそういうスタンスで考えているという部分もありますし、それから、あまり注

目はされていないんですが、物質文明が行き詰まっている。それでも、それを変えること

ができない。そうすると、文明そのものを転換しないことにはということまで言及して、

その文明は物質、物や金に代わる尺度として命というのを定めているんですね。それを見

て、環境省ですから環境ポツが入って、生命文明社会をつくるというのを提案、提言して

いる。 

 今の内閣も閣議決定はしたけれども、ちゃんとそんなにまともに考えていない。でも、

これは本当に大事なことで、命をベースにするということは、まさにこのマザーレイクそ

のものの命を育むということがその根底にあるわけですから、そのことにも深く関わるし、

そういう意味で、最初の１番目の議論のところで問題提起すべきだったんですが、色々な

ことで、例えば流域全体を系として捉えるとか、それから、森・川・里・湖、つながる大

地、これはその根本を目指して、まさにこの第５次環境基本計画の中にも、それをベース

にして地域循環共生圏社会をつくるとか、いろんなことを言いながら、具体的には戦術と

しては「つなげよう、支えよう森里川海アンバサダー」というので、そのことを考えると、

結局それは命の一番大事なベースとしての水の循環なんですよ。 

 水の循環で、ここで森里川海につながるとか、流域の湖と周辺と集水域のつながりを生

き物がそこを通してというのに注目はされておられるんですが、それは大事なことだけれ

ども、では、水の流れがない川でそんなことが実現するわけがないですよ。残念なことに、

この間、瀬切れ状態の川がすごく増えてきているのは、私は一番琵琶湖の再生にとって根
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幹に関わるのではないかという気がしていますし、そのことをやはりちゃんと、先ほどの

西野委員が指摘されたような水位の調節も関わって、水が流れない川をそのままにして、

これは人間の体でいうと、循環系に血液が流れないようなものですから、そのことにやは

り踏み込まないと、これからの展開もということも含めて、生命文明社会のような、そう

いう価値観を転換するというようなこともマザーレイクの中できちっと見据えてこれから

歩みだすというのが大事かなと感じております。 

 

（委員） 

 今のお話を伺って、市民の人たちが自発的に行動されているのは大変重要なことだと伺

ったんですけれども、そのときに絶対に必要なのが情報です。その情報が市民の皆さんに

うまく伝わらないと、なかなか実際の自発的な動きにつながらないわけで、それは行政と

して多くの情報を持っているわけですから、情報を誰でもアクセス、できるだけ分かるよ

うなかたちでですけれども、誰でもアクセスできるようなことをやるんですということを

ぜひとも明記していただきたいなというふうに思っています。 

 この５ページのこういうセンテンスというのは非常にきれいな言葉なんですが、その具

体的なセンテンスの中に何が入っているのかというのは、なかなか見えにくい、非常に抽

象的な言葉にしかなっていないわけで、これをどれだけ具体的に落とし込めるかというの

は非常に重要になってくると思うんですけれども、その時に、やはり非常に大切なのは、

市民の皆さんにできるだけ分かりやすく、正確な情報を提供するということが非常に重要

になってくると思いますので、どこかにこの情報提供、行政の情報提供というか、情報を

公開して市民がアクセスできるような形での情報提供というのはどこかに入れておいてい

ただけたらと思います。 

 

（委員） 

 ２ページのいろんな主体というところの図に、やはり国とか学とかをちゃんと書いてお

いたほうがいいのではないでしょうか。琵琶湖に関しては滋賀県だけの頑張れる話でもな

いので。学術的な情報を正しく使えない人が多いので、どう使ったらいいかとかいうとこ

ろもありますので、学とか国とかいうことも明示的にここの主体に書いておいたほうがい

いのではないですか。 

 

（座長） 

 他にございますか。よろしいですか。今、４ページの今後の予定というところを見てい

くと、まだこの議論はここでもやっていただくことができますし、他の委員会でもやって

いただいて、２０２０年度、来年度、この矢印だと終盤ぐらいなんですかね、次のマザー

レイク２１何とかというのかもしれないですが、出せればということです。 

 今、いろんなご意見をいただきましたので、またそれを参考にして検討していただいて、
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また次のこの場も含めて議論に進んでいければと思っています。よろしゅうございますで

しょうか。 

 そうしたら、きょうの議題の（３）「その他」とありますが、何か、「その他」で議論す

る必要のあることはございますでしょうか。 

 

（事務局） 

 次回の学術フォーラムですが、資料１‐１では７月と書かせてていただいておりますけ

れども、今後のレポート等の関係で８月になるかもしれませんが、また追って日程調整を

させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（座長） 

 はい、よろしくお願いします。その他何もなければ、ここで議題（１）、（２）、（３）を

終わらせていただきます。少し時間をオーバーして申し訳ありません。ありがとうござい

ました。 

 では、事務局のほうへ返します。 

 

（事務局） 

 ありがとうございました。本日は多くの貴重なご意見を賜りまして、誠にありがとうご

ざいました。しっかりと事務局としても、報告書なり、今後のあり方に落とし込んでまい

りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、これをもちまして、閉会をさせていただきます。どうもありがとうございま

した。 


