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第 11 回マザーレイク 21 計画学術フォーラム議事録 

 

日 時 

 令和２年７月 31日（金） 10 時 00 分～12時 00 分 

 

場 所 

 滋賀県大津合同庁舎７－Ｄ会議室 

 

議 題 

（１）マザーレイク 21計画（第２期改定版）の推進状況について 

（２）マザーレイク 21計画のふりかえりについて 

（３）その他 

 
事務局： 設置要綱第４条に基づきまして、当学術フォーラムの議長は座長が務めること

となっております。つきましては清水座長様、今後の進行につきまして、よろしくお願い

いたします。 

 

座長： 皆さん、おはようございます。大変な時期にお集まりいただきましてありがとう

ございます。新型コロナウイルスで、なぜ、マスクをするのか。みんながしているからと

なるのかもしれないのですが、コロナウイルスが細胞内に入るときは、皮膚からは細胞内

に入らない。コロナウイルスという鍵があって、レセプターという鍵穴があって、プラス、

鍵と鍵穴が入ったときに回すもう一つ酵素があって、この 3 つが一緒にならないと細胞

内に入らないそうです。では、鍵穴と回す酵素がどこにあるかというと、目と鼻と口と、

あとは体内なんだそうです。 

そういう意味でマスクというのは非常に重要で、日本人が最近は多くなってきましたけ

れども、少ないのは、もしかしたらメガネをかけている人の割合が多いのかもしれない、

と一部で言われています。ですから、皮膚を触るのはいいですが、決して手を洗う前に目

と鼻、口をお触りにならないように。それが、われわれが次まで生き残る一つの方法かな

と思っています。 

環境でいうと、先ほどの鍵穴と酵素ですけれども、体内とか目鼻口にあるんですけれども、

その酵素の数が、あるいは鍵穴の数が子どもの方がどうも少ないらしい。それで発症が少

ないんじゃないかと言われ始めています。それと環境で言うと、酵素と鍵穴が環境、特に

大気に PM2.5 とかが大量にあると、酵素と鍵穴が増えてくるんじゃないか。相乗影響とい

うのですか。環境というのはそういう意味でもきれいにしておかなければいけないんだ

と思います。 

でも、何とかこのコロナが終わって、僕は次の時代どんな時代が来るのかなと思っていま
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す。その社会を見届けるまでは死ねないなと思って、最近頑張って手を洗ったりうがいを

したりしています。 

今日は短い時間ですが、マザーレイク 21 計画学術フォーラムです。忌憚のないご意見を

よろしくお願いします。 

それでは議題に入らせていただきます。まずは議題１です。「マザーレイク 21 計画（第２

期改定版）の推進状況について」事務局からご説明をお願いいたします。 

 

事務局： 資料１－１「マザーレイク 21計画各種指標の令和元年度末の状況」、資料１－

２「マザーレイク 21 計画各種指標の状況」、資料１－３「びわ湖なう 2020～指標で見る

びわ湖と暮らしの過去・現在～」について説明。 

 

座長： ありがとうございます。前半の方で、各指標の到達度を少しだけご説明いただい

て、この後に「びわ湖なう」の説明がありました。 

今のご説明にあたって、総合的な意見でもよろしいですし、個別の意見でも構いません。

ご意見いただけますでしょうか。 

 

委員： 北湖の全窒素に関する環境基準を一応達成したということで、非常に喜ばしいこ

とだと思います。その関係で確認したいのですが、全窒素、特に北湖における全窒素は近

年順調に下がってきていたので、ある意味ここ数年の傾向からすれば、基準の達成は時間

の問題かなというイメージでいました。ところが、最後の方に硝酸態窒素が少ない云々と

いう形で、今年だけの特別の理由で環境基準が達成できた的なおっしゃり方をしていた

ので、ちょっと、違和感があります。値としても去年とほとんど一緒ですよね。 

もう一つややこしいのは、要は、環境基準の達成ですよね。だけど、グラフに載っている

のは、環境基準点のみならず、ほかの測定局を含めた北湖全体の平均値で 0.2 となってい

ます。しかし、環境基準の達成・未達成は窒素とリンの環境基準点における測定値のみが

問題になりますよね。その点を、せめて学術フォーラムにおいては明確に区別しておいて

いただきたい。特に、窒素とリンの環境基準点については、湖の中央にそもそも設定され

ているので、かなり沿岸域の測定局の値とは違うはずです。たまたま、測定局全体の平均

値も 0.2 で、環境基準も達成できたということですよね。だから、その辺りの区別を明確

にしておくべきかなと思います。 

それと、最初に戻りますが、先ほどの説明のように、特に今年はこうだったから環境基準

を達成できたと考えるべきなのか、やはり今までの減少傾向の延長線上として今年達成

できたと考えるべきなのかは、やはり気になりました。 

 

事務局： ありがとうございます。まず、最初の方のご意見ですけれども、おっしゃるよ

うに、昨年度たまたまということではなくて、経年的にずっと減少しています。まずはそ
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れが大きく効いているんだろうと思います。 

一方できっちり解析ができているわけではないんですが、現象として見たときに例えば

年々の気象の要因がかなり効いていたり、大型緑藻がよく増殖することがあります。大型

緑藻が窒素を取り込んでそのまま底に沈めてしまうことから表層から見かけ上窒素が少

なくなっているということも、年によっては起きています。ここ２年間のことで言うと、

全層循環の未完了により湖底からの窒素回帰が少ないということも、割合までは計算が

できてないんですけれども、要素としては関係しているかもしれない。おそらく、ここ 5

年 10年の範囲で見ると、複合的な原因でおそらく窒素が少ない状況が続いているんじゃ

ないかなと思っています。それが 1点目です。 

あともう一つは、ご指摘いただいたように、このグラフに書いているのは北湖 28 地点の

平均の濃度ですが、環境基準点というと北湖ですと窒素だと３地点ありますので、それら

は若干違う傾向になっています。窒素の環境基準 0.2 を達成したというのは当然ながら、

環境基準点の方で見ますので、このグラフとは違うデータで判断します。具体には、その

３地点で見たときの年平均値が一番悪いところを見て 0.2 になったということから、昨

年は達成していたということになります。そこまでこの資料の中で書き切れていません

が、そういう区別の中で基準を達成したかどうかが判断されます。 

 

座長： 今、グラフと言われたのは、７ページのところですか。これは環境基準点だけで

はなくて、ということですね。 

 

事務局： これは環境基準点を含む、北湖 28 地点、南湖 19 地点の平均値ということで

す。 

 

座長： 滋賀県と国交省と水資源機構合わせて測っておられるところという意味ですね。 

 

委員： 今の委員のご質問とも関連しているのですが、全窒素というと全体として、平成

15 年からずっと下がってきているようですね。リンは確かに減っているんですけども、

何年から下がっているというのはなくて、窒素の方はなぜか分からないんですけれども、

15 年ごろから下がっている。何か理由があるんでしょうか。継続的に下がっているとい

うのは、どういう要因と考えられますか。 

 

座長： 琵琶湖環境科学研究センターの方でシミュレーションされていますよね。それを

ずっとやられてもこの減少傾向というのは出てくるんですか。もし出てくるのならば、シ

ミュレーションでどこかでインプットする値が違ってきたりしているはずなので、その

辺を説明していただけるといいかなと思います。 
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事務局： 長期間のシミュレーションは最近始めたところです。というのは 10 年、15 年、

20 年といったスパンでのシミュレーションは、私の運用しているモデルだと計算時間が

かなりかかり、精度的にも難しい。それを、つい本年度ぐらいから始めたところですので、

まだ検証もできていません。 

窒素が漸減している原因について、従来私は流入負荷が減ってきたことが影響している

のかなと思っていたんですが、まだ試算段階ではありますが、最近 20年間で計算すると、

流入負荷はあまり減ってないということが分かりました。必ずしも流入負荷の影響では

ないのかもしれないなと個人的には思っています。 

では、何かというと、そこまで私はまだ解析が全然できておりません。でも、そこはすご

く大事な点だと思っていますので、今後も解析などは進めていきたいと思っています。 

 

座長： 今、監視部門の方はおられないですね。今、委員がちょっと違和感があると言わ

れた、全層循環がないので、低層からの供給が少なくなりましたという、この 7ページの

グラフ、あるいは環境基準点の値は表層の値ですよね。琵環センターの方で縦方向におそ

らく窒素の濃度は取っておられて、本当に表層は少なくなったけど、窒素の低層の量は多

くなってきてますよとか、そんな現象がもしあれば、見つけられると、あるいは変わって

いません、という形になるのかもしれないんですが。何か参考にはなるのかなと思います。 

 

事務局： 結果を正確には覚えてないのですが、そういうカラムで見た評価もうちの監視

部門でしておりまして、カラムで見ても減っていたように思いますけれども、ちょっと今、

記憶があやふやな状態でお話をしているので間違っているかもしれません。改めて確認

しておきます※。 

※令和 2年度環境審議会資料（6月）において、以下の記述があることを確認。 

・経年変動：表層だけでなく、底層の濃度も低下傾向 

・湖水柱存在量の変動：平成 28 年から低下傾向 

・過去 10年間の硝酸態窒素経月変動の特徴 

①夏季枯渇期間の長期化→植物プランクトンの大増加の際に消費⇒硝酸態窒素が低下躍

層下に沈降 

②循環期に向かう秋季から冬季の表層濃度低下→躍層下からの回帰の遅れ、全層循環未

完了 

  

委員： 私は窒素とりんの規制が始まって、りん自体は比較的早く効果が出てきたけれど

も、窒素は遅れて出てきているんだろうと思っています。その証拠に、一つは河川の水質

では窒素もりんも減っているんです。窒素はなぜ遅れて出てきているのかといえば、窒素

にはアンモニア態と硝酸態があって、当初の放流等の形態はアンモニア態が大半で、肥料

等の一部は酸化があまり進まないような阻害剤を入れているものもあって、それが徐々
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に硝酸に変わる。そうすると、アンモニア態は土に吸着性があるんですけれども、硝酸態

は吸着性がないものですから、それがじわじわ出てきて、このように 10年間にやっと削

減の効果が硝酸に変わって出てきていたものがトータルで減ってきている。その状態が

じわじわ出てきているというのは、大きな効果ではないかと見ています。私個人はね。 

 

座長： 今のは元々有機体窒素、あるいはアンモニア窒素が発生して。流域が主だと思い

ます。それが硝酸に変わってといくということですね。それはシミュレーションに入るん

ですか。 

 

事務局： 今は分けてないですね。溶存態と懸濁態と、あと有機体、無機体という分け方

はしているのですが、硝酸態とアンモニア態は私どもでは分けてないです。 

 

座長： 先生の言った、時間の遅れがシミュレーションでどこまで再現できるのかという

のは、極めて難しいでしょうね。ただ、そんなことも考えていかなきゃいけないというこ

とですね。 

 

委員： 15ページのDOのグラフで、令和元年度の２月から３月のこの急激な変動ですね。

10 から２に落ちてまた 10 に戻るという、１カ月ぐらいでものすごく変動しているという

のは、これはちゃんと測れているのか。こういった大変動は、説明できるんですか。琵環

センターのモデルとか、例えばこれくらいのは出てくるんですか。 

 

事務局： まず、私のモデルではここまでは再現できないです。なぜこういう上下が起き

ているかというと、このデータ自体、今津沖中央という１地点の湖底から１m 上の DO を

測っているんです。この 90ｍの水深のところを第一湖盆といいます。この第一湖盆の中

で、DOが均一になっているかというとそうではなくて、湖盆の中で DOに差がある。それ

は非常に微妙な水温差で形成されているんだと思います。低酸素水塊といっていますが、

それがぐるぐるこの第一湖盆の中で回っている、ということが観測されていまして、それ

がたまたま、今津沖中央のところを通れば低い値になる。それが違うところに行けば高く

なるということが分かっています。 

今津沖中央だけではなくて、他にも何地点か第一湖盆の中で観測しています。その結果、

低酸素水塊がどうやらぐるぐる回っているらしいということが分かっています。それで

この上下があるということになります。 

 

委員： サンプリングの仕方とか観測方法をもう少し工夫しないと、たまたま捉えた現象

ということになってしまうので、観測方法を見直しては。 

 



6 
 

事務局： 観測方法というよりはデータの出し方なのかなという気がします。この第一湖

盆の中で、複数の９地点を取っていまして、それを全体で見ると低酸素水塊がどこにある

かというのはほとんど分かりますので、そういう意味では現象はかなりクリアに見える

ようにはなっているんですね。そういうグラフとかアニメーションとかもセンターの研

究員や監視部門の方で作っています。 

 

委員： これは９点の平均ですか。 

 

事務局： このグラフに出しているのは、１点です。今津沖中央という特定のポイントの

１点です。 

 

委員： こういうグラフを９点の平均で出せばいいんですか。 

 

事務局： 例えばそういうやり方もあるかもしれないですね。 

 

委員： 怖いというのが正直です。これを本当に見ていていいのかどうか。 

 

委員： 今、９点と言われたんですが、あまり水深のｍは変わらない、90ｍだから。水温

躍層はこの時期になるとどんどん下がってきますから、わずかな差ですが９点の間でも

数ｍのところで変わっています。それが底の方の水の揺らぎですね。静振も含めた揺らぎ

があって、それでそのあたりがどこにあるかによって変わってきますので、この時期の水

温躍層とか弱い躍層ですけれども、この近くにあるという状態になっているので、この時

期が非常に揺れているという状況になっています。 

これを、平均で出すのか、１地点で出すのかというのは、これは議論しないといけないと

思います。生物の影響という点では、最悪のところに影響が出てきて、一部の湖底の映像

では、生物に影響が出ているかもしれないというのも出ているところがあります。 

 

座長： たぶん９点測り始められて、貧酸素水塊が動く、回るより動くんだと思うんです

が、それはいつ頃からの話なんですか。まず９点を測り始められたという。 

 

事務局： 明確ではないですけれども、平成 19年度のとき全層循環がいったん遅れた時

期がございました。その遅れた時期に、この辺りの詳細なデータを分析しようという形で、

今までＣ点だけを見て判断していたという経過がありましたが、その時期に７地点に調

査地点を増やして、貧酸素水塊がどう動いているかや、平面で酸素の濃淡を見せたりとい

った図を作っております。あくまでも、ここでは昔から使っているＣ点のグラフで表現さ

せていただいています。 
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座長： おそらく昔からずっと環境基準点でやっておられる方法で底層 DOを測るという

のが、ずっと出てきているんですね。その方法にのっとった値がここに出ている。 

要は言われたように、このように状況が動く、その状況があるということが分かっている

なら、また、示し方をちょっと考えなければいけないのかと思います。 

 

委員： 循環が起こらなくなった、あるいは起こりにくくなったからこういう現象が……。 

 

座長： だと思います。 

 

委員： それまでは……。 

 

座長： ボーンと上がってそのままだった。 

 

委員： そういう意味では特異な状態になっています。 

 

座長： ありがとうございます。 

 

委員： ちょっと話題が変わるのですけれども、資料の中で、漁獲量が、５年間というか

この 10 年間ぐらいで４分の１ぐらいに減っている。それに関連してゆりかご水田の面積

とか、環境こだわりの作付面積が、順調にずっと伸びてきたのが、このところ減少傾向に

なっているというのは結構、気にはなります。その辺はどういうふうに考えたらいいのか。

これからその減少傾向が続くと少し怖いなと思いまして、その辺をどういうふうに分析

しておられるかお聞きしたいなと思います。 

 

座長： これはどなたにお聞きしたらいいんでしょうか。減少してます、というには、要

因がおそらく複数あって。 

 

委員： 一応、環境こだわり農業審議会に出ていますので、説明はできます。 

要は、環境こだわり（直接支払制度の対象）として認められる取組というのが幾つかあり

まして、最近国の方がかなり温暖化対策に特化したような取組だけを認定するようにな

りました。それでも滋賀県は特認取組といって県独自の緩効性肥料の利用であるとか、そ

のあたりの取組を何とか認めていただいて、やりくりしています。 

とにかく、滋賀県の場合は、今、取組面積のほとんどが、県の特認の、滋賀県だけで特例

で認められている取組でやっています。しかし、その辺りじわじわと国の締め付けで、県

の取組がなかなか認められないような状況になっている中で（複数取組も認められなく

なり）、取組面積が落ちてきています。 
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環境こだわりの取組面積は、耕地面積の割合でいうと、滋賀県が全国でもダントツなんで

す。そのため、なんで滋賀県だけに国の税金をつぎ込まなければならないんだといった批

判もありまして、国の認める取組対象活動が年々滋賀県で不利になってきています。これ

からもっと厳しくなるだろうと見られています。 

 

委員： 今の関連で、環境こだわりというのは温暖化対策と相容れない関係ではないと思

います。温暖化対策の一環としても認められるんだったら、環境こだわりをやることは、

実は温暖化対策になっているから、ということでそっちにシフトするようなことにはな

らないのですか。 

 

委員： 私がお答えする立場ではないのですが、滋賀県としてもできるだけ国が認めてい

るような取組を奨励するような形で動かれています。 

ただ、滋賀県は、もともとどちらかといえば温暖化というよりも、琵琶湖の環境負荷を減

らすような取組をメインとしてやってきた経緯があります。もちろん、そういった取組も

間接的な意味では、温暖化防止に向けた効果もあるはずですが、それを国が認めるか認め

ないかは別の問題になります。 

 

座長： 今、その一方で、何かしたことが他方でどう影響するかという、これが２つだけ

ではなくて、複数あります。今日のおそらく議論の後半の方で、次のマザーレイク 21 計

画みたいなことが出てきて、そのときには、SDGs が片方で、世界で、地域で走っていま

す。あの目標とターゲットが個々にあるんですけれども、皆さんやるにはこれも関係しま

す、これも関係します、とやるんですが、全体的にどうなのか、というのが……。 

もしかしてある一つのことをやることが、あるゴールにはいいんだけれども、こっちの方

を考えたときに、それはむしろ負の方向に行くんじゃないかと、これはあり得ます。でも、

こっちの方が重要だから、という重さみたいなのをどこかにつけなきゃいけなくて、おそ

らくそんなことをどう考えていくか、というのが、国連の方でもあまり結論が僕は出てい

ないように思います。 

普通は琵琶湖のこの小さな地域、滋賀県の中では、なんとかそこに向かって動いてもいい

のかな、というようなものすごく抽象的な発言になりますけども、それは次に向かって、

あるいは次の次に向かって大事なことだろうと思っています。 

  

委員： 13 ページの強熱減量、底の湖面の温度です。底にどれくらいの有機物がたまっ

ているかの指標です。３点ありまして、一つは左側の湖心部で見ますと、北湖より南湖の

方が全体として、強熱減量は下がっているように見えるんです。右側の図で、平均で見る

と、南湖の方が強熱減量の方が高い。ただ、絶対値を見ますと、12％ぐらいですので、湖

心部では強熱減量にかかっている。それが 1点。 
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もう一つは、水域別で見ると、南湖で平成 23年から 25年に強熱減量、つまり湖底にたま

っている有機物の量がかなり増えているというところが気になっています。おそらく水

草がたまっているんだと思います。一方で、刈り取りをしていますよね。そうしますとそ

の刈り取りの効果を差し引いてもこれだけ増えているということがちょっと気になって

います。 

では、これは今後どうしていくのか。当然、底に有機物がたくさんあれば、酸素をたくさ

ん食うわけですから、貧酸素化も進むという可能性もあります。特に南湖の湖底の部分は、

今後どのように管理を考えておられるのか教えてください。 

 

事務局： 南湖の湖底の状況は、従来から指摘されていることだと思いますし、具体には、

今おっしゃっていただいた湖底改善という意味で、過去に直接浄化といいますか、一部の

水域での浚渫であるとか、覆砂をやっていた水域もあります。 

そんな中で、過去に実施した具体の対策を、これからまた改めてやるというのは、なかな

か難しい状況であります。今やっているものとしては、水草の根こそぎ除去ということで、

一定湖底を耕耘（こううん）している効果と、それから実際に水産サイドの方でも、漁場

の改善ということで、やっている部分とがあります。あと、かつて湖中砂利の採取をした

場所の改善が必要かどうかということについても、今、昨年度から調査を始めているとこ

ろです。 

必ずしもお答えにはなってはいないんですけれども、基本的にはその水草対策を地道に

続けつつ、水質に影響のあるような、さっき申し上げた湖中砂利の後のそういう個別の場

所などは、どういう対策ができるかということは、具体的に、今、調査と検討を始めてい

るところです。 

 

座長： ありがとうございます。 

 

委員： 資料１－１の、７ページ目の「暮らしと湖の関わりの再生」というところで、下

から３番目の指標の「びわ湖まちかどむらかど環境塾開催地区数」について、令和元年度

がすごく少なくなっているんですが、その理由が気になったので教えてください。 

 

事務局： この事業は県の方に、例えば自治会とか、地域の勉強会グループとか、学校と

かいろんなところからリクエストをいただいて、それに基づいて琵琶湖の状況とか、いろ

んなことを勉強会の講師として県の職員が行ってお話をするという事業です。 

減った理由を個別に解析しているわけではないので、今のお尋ねには直接お答えはしに

くいのですが。たまたまということなのかちょっと分かりませんが、そういう県に対して

講師というか勉強会の要望が、昨年は少なかったのかなと思っております。詳細について

はまた精査したいと思います。 
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委員： ありがとうございます。SDGs に関わっているかなと思いまして、お聞きしまし

た。 

 

座長： ありがとうございます。他によろしいでしょうか。 

それではいったん、議題１を終了させていただいて、次に議題２、マザーレイク 21計画

のふりかえりについての方へ進ませていただこうと思います。 

事務局の方からご説明をお願いいたします。 

 

事務局： 資料２－１「琵琶湖総合保全整備計画（マザーレイク 21計画）＜第２期改定

版＞評価の概要」、資料２－２「琵琶湖総合保全整備計画（マザーレイク 21計画）＜第２

期改定版＞ふりかえり報告書（案）」について説明。 

 

座長： ありがとうございます。ざっと説明をしていただきましたが、最後の方に今後の

取組についてもございました。また同じように、ご意見を頂戴できますでしょうか。 

 

委員： 特に新しく追加された部分に、誤字脱字がかなりあるのですが、これはどうした

らいいですか。直したものを送ったらいいですか。新しいところとか、考えられない誤変

換があります。これはどうしたらいいですか。 

 

座長： 事務局の方でもう一度見直していただくということが一つ。もう一つは、気づか

れたところがあったら、ここに可能なら資料を残していただいて。 

 

委員： 置いていったらいいですか。 

 

座長： はい、いただくのが一番効率的かなと思います。 

 

事務局： 申し訳ございません。見直させていただきます。 

 

委員： マザーレイクフォーラムのところに、成果と課題というので、いくつか箇条書き

で書いておられます。例えば、生態系の状況は、1枚目のところでもかなり詳しく書いて

いただいています。ふりかえり報告書とか「びわ湖なう」でかなり詳しく書いていただい

ています。 

マザーレイクフォーラムについては単なる箇条書きになっているところが非常に気にな

ります。おそらく次年度以降は、マザーレイクフォーラムというのが大きく柱になってい

くわけですね。そうしますと、マザーレイクフォーラムの総括というか、それをもう少し

数字で表す。おそらく、その数字というのが資料１－１の最後のページで、10 ページの
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一番下になるのかなあと思います。ここの説明も全くなくて、マザーレイクフォーラムを

これからどうしていくのか。特に次の 10 年間の柱にするのであれば、もう少し掘り下げ

た評価と課題のあぶり出しをして、なかなか文章で表せないとは言いつつも、やはり数値

として表していかないと、評価していくのが難しいのではないかという感じがしていま

す。 

大変難しいということはもちろん承知はしていますが、この 10 年間でマザーレイクフォ

ーラムは、特に人と人とのつながりというのを今後中心にするのであれば、もう少しきめ

細やかな評価と今後の課題のあぶり出しが必要ではないかと思います。 

 

座長： 何か事務局の方から……。 

 

事務局： ありがとうございます。ご指摘の点、マザーレイクフォーラムについては、ち

ょっとどういうふうにまとめようか、評価しようかということもあります。今の資料２－

１の部分については、要約してといいますか、エッセンスの部分だけを挙げておりますが、

全体としてみると、126 ページ以降で、マザーレイクフォーラムの評価をしております。 

先ほども少しありましたが、県立大学の研究室でのいろんな調査の結果も踏まえてとい

うことになりますが、その中で、126 ページ以降、びわコミ会議の開催内容を踏まえて、

127 ページのところから、この成果と課題についての具体的な記述をさせていただいてい

ます。 

できたこと、できなかったことはいろいろあります。とりわけ、びわコミ会議を毎年１回

開催しつつ、もともとマザーレイクフォーラムで想定をしていた、計画の進行管理、ある

いは多様な方々との主体的な関わりの中で、仲間を増やし協働を進めていく。これについ

ては、一定、びわコミ会議の場を通じて、継続的な取組ができた部分です。このつながり

の拡大であるとか、市民主導による運用の継続の部分などが評価してきたところであり

ます。この具体的な記述の部分をベースにして、このあと、次の展開の部分についても、

ご説明をさせていただきます。 

一応、この 132 ページまでについての振り返りを定性的な評価とさせていただいて、今、

ご指摘いただいた数値化することについては、なかなか難しいご指摘ですが、今検討を進

めているところですので、ご意見を参考にしていきたいと思います。 

 

委員： この報告書の見せ方と活用の仕方について、少しお話をさせていただきたいです。 

全体を通したアウトラインが見えにくい。これは概要版みたいなのを作られるんでしょ

うか。筋書きが見えにくいので、よくある報告書のスタイルではあるんですが、全体を通

して何を伝えたいのか、もっと端的に見えた方が良いと思います。私が思うのは、マザー

レイク以前、１期と２期で、どういうふうに取組の仕方が大きく変わっているのかという

ことが、もう少し前面に出てほしいなと思います。 



12 
 

それから、もともと水質というところに緊急的に大きな問題があったため、そこに重点を

置いていたものが、どういうふうに対象というか視野に入れる問題を拡大し、広げてきた

のか。そこに何か考えというか、反省があるわけですよね。その部分が、もう少し見えて

ほしいなというのがあります。 

１期以前は０期、０期の反省をして、１期の反省のもとに２期が始まる。少しずつ私は前

進してきていると思っています。そのあたりは、行間から読み取ろうとすると、知識があ

る人は良いのですが、そうではない人はなかなか読み取れない。ですから、このマザーレ

イクの精神みたいなもの、あるいはその歴史をどう表現したらいいのかなと思います。短

いものでいいのですが、これを読み解くためのガイドライン、資料みたいなものがあれば

いいと思います。 

あるいは「はじめに」のあたり、その前のところかもしれませんが、ちょっとした工夫で

何かこれの全体をしっかり読めるような工夫ができるのではないかなと。僕がやるわけ

ではないので気楽に言ってしまって申し訳ないのですが、それがあった方が時間をかけ

てまとめた報告書の重要なところが、多くの人に理解していただけるのではないかなと

思います。滋賀県の琵琶湖の政策に取り組んできた、県民も全体として頑張ってきたこと

のすごさというか面白さというか。滋賀県ならではの取り組みの歴史が見えてくるとか

っこいいのになと思いました。今だとあまりにも地味すぎて、もうちょっとやんちゃにな

ってもいいんじゃないかなと私は思います。 

 

委員： 今のご意見に関連して、私もざっと読ませていただいて、一番感銘したのが、143、

144 ページの委員のコメントでした。２ページでうまくまとめられていて、それで一番気

になったのが、144 ページの後ろのところで、20 年近く、かつての美しかった時代の湖を

取り戻すことをやってきた。ところが、今の人口の大半は、そういう湖を知らない人ばか

りになっている。そうするとその人たちは今の琵琶湖に高い価値を見出して、それを供給

したり積極的に発信しようとしている。その２つです。つまり、かつての美しい湖を知っ

ている人たちは、どんどん年をとっていって、その記憶が、新しい若い人たちには継承さ

れていないんだけれども、一方で若い人たちはその昔の人たちにはないような価値観で、

琵琶湖を見つめていって、その両方がすごく重要だというところがこの 20年間のあゆみ

だったなと書いておられて、そこは確かにそうだなという感じがしています。 

ですから、つないでいくということです。これまでの科学的な知見とか、そういうものは、

すごいものだと思いますし、それまでの県の行政の努力もすごいもので、その蓄積という

のは重要で、そこは残しつつ、若い人たち、今の滋賀県の人口の大半を占めている若い人

たちの新しい感性を入れつつ、新しいバランスをとっていくかというのがおそらくこれ

からの課題なんだろうなと思います。 

そのためにはどうするかというのは、思いつかないんですけれども、例えば、その人たち

の活動を称賛しつつ、ちょっとしたコメントを加えるとか。例えば YouTube とか、１分か
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２分でその人たちの活動を紹介しますといって、紹介をした後にちょっとしたコメント、

ここがいいところ、こういうふうに伸ばしたらもっといいですよね、みたいな形でコメン

トが入るとか。そういう今までにない若い人たちがアクセスしやすいようなツールで昔

の、今までの蓄積というのをつなげていくということをやって、逆に若い人たちの活動を

高齢者の人たちに、それもどういう形がいいかは分からないのですが、つなげていくとい

うのが、これからのマザーレイクの中心というか、非常に重要な柱の一つになるのではな

いかと思いました。 

 

座長： 繰り返しでお聞きすることになるんですが、このふりかえり報告書はいつ、対象

はどういう方なのでしょうか。県民の皆さんです、と言われたらどうしようもないのです

が。いつ、主な対象はどこにと考えておられるのでしょうか。 

 

事務局： 作成時期につきましては年度内に公表できればと考えております。対象に関し

ましては、例えば特定のターゲットがあるというような想定は今のところはしておらず、

マザーレイク 21 計画の報告書として広く公開できればと考えておりました。 

 

座長： 第２期計画が始まるときに、１期計画の当然振り返りがあって、２期計画はこう

違うんですよという確かパンフレットを作りましたよね。では、第３期計画のパンフレッ

トとなれば、そのときとおそらく同じ流れにいくんでしょう。今、委員が言われたのは、

その前に、この前の振り返りの要約版があってもいいんじゃないかという趣旨ですよね。 

 

委員： 役所としては、こういうニュートラルな形で、逆にいえばあまり特徴のない形で、

すっと報告書をまとめることが大事なのは分かりますが、これをちゃんと読み解けるよ

うなアウトラインを、理解の道筋をちゃんと与えてあげないといけないんじゃないのか

な、と思います。 

委員がおっしゃるように、知らない人がよそからどんどん滋賀県に入ってこられている

んですよね。マーケティングの世界にペルソナという言い方があるようです。具体的にど

ういうライフスタイルをする人たちを対象に、何歳ぐらいの人たちに理解してもらうた

めに、こういうサービスや商品を提供するのか。それを明確にするのがペルソナです。こ

の報告書にもペルソナがあれば、書きやすいのではないのかなと思います。 

これは大切だから手元に置いておくかなと思ってもらえるようにするためには、もう少

しだけ、そんな分厚いものはいらないのですが、何かガイドラインみたいなもので、これ

は字が多いので、先ほど YouTube の例もありましたが、もう少し直感的に理解できるよう

な絵も入った形のものがあったらいいなと私などは思います。 
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委員： 私も委員がおっしゃるように、初めのところでもうちょっと報告書全体のアウト

ラインというかそういうものがあった方がいいなと思います。 

同時に、この報告書は一体何のための報告書かというのは、今一度明記した方がいいのか

なと思いました。 

この報告書は当初、あまりポストマザーレイク 21的なところがまだ定まってないところ

から書き始められたので、例えば１ページの一番下に、本報告書では第１期計画の終期を

迎えるにあたり、次の新たな取組へとつないでいくため云々かんぬん、と書いていますが、

ところが最後、146 ページには、はっきりと、もうマザーレイク 21 計画は終わります、

これ以降は、琵琶湖保全再生計画に基づく取組の中に引き継いでいきます、と書いてある

んです。だけど、報告書のこれより前にははっきりと書かれていないのです。しかし、こ

れはもう既定路線ですよね。マザーレイク 21 計画を１期２期とやってきたけれども、こ

れでいったん役割は終わりましたというのが。ある意味、私に言わせると、この報告書は

マザーレイク 21 のレクイエムかなと思っています。20 年間、滋賀県としては、マザーレ

イク 21 計画を中心に琵琶湖の保全を一生懸命やってきたわけです。この 20 年間ででき

たこともありましたし、できなかったこともたくさんあります。だけどいったん、ここで

この 20 年間は何だったんだ。マザーレイク 21 計画とは何だったんだ、ということをま

とめる、ある意味集大成ですよね。この報告書の目的はそれかなと思うんですよ。 

だったら、それはそれで報告書の頭にもバーンと出して、そういう視点で読んでください、

マザーレイク 21 計画が終わった後について考えてください、というメッセージを頭にボ

ーンと出すべきかなと思います。 

ちなみに、細かいことを言うと、146 ページの最初の段落の最後の文で、これまで計画に

位置づけられていた各種の施策については琵琶湖保全再生計画に基づく取組の中で継承

していきますと書かれています。しかし、正確に言うと、マザーレイク 21計画の内容の

全ては、保全再生計画では引き継げないはずであり、そういう問題意識があるからこそ、

じゃあ、ポストマザーレイク 21 計画をどうしましょうか、という話になっているので、

ちょっとその辺りは正確に書いてもらいたいなという気がします。 

 

事務局： ありがとうございます。委員の皆さんがおっしゃることをしっかりと受けとめ

たいと思いますし、委員がおっしゃったように、ざっくりというか、たっぷりまとめた報

告書になっております。 

一つはマザーレイク 21計画が第２期の改定をしたときに、県議会の議決計画となりまし

た。そういう意味では本来、次の計画ということになると、またまた議決をとらないとい

けなくて、議決を取るというのはすごく大変な手続きを踏むわけです。今回については、

そういう意味では、次は計画という形にはせずに、前回議決を取った計画を一定これで終

わらせるというか、いったん締めにするというか、先ほどレクイエムという話もありまし

たが、何らかの形でこれまでの計画の全貌について、しっかりと記録として残しておくと
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いう意味もありまして、かなり膨大なというか、総花的というとあれですけれども、いろ

んな要素を琵琶湖総合開発のところから、書き起こしてこの報告書を作っていると。 

そういう意味では、このペルソナは、行政職員であり、県議会、読んでいただけるかどう

かは別にして、広く一般的な、とりわけ読むとすれば行政関係者が読むのかなと思ってお

ります。 

むしろこれをベースにして、後の方、あるいは、これを読んだ方が特定のペルソナを設定

して、新たなデザイン思考の政策構築であるとか、新たな取組の展開をしていくとかにつ

ながればと思っています。それにしても、今、委員からご指摘がありましたように、最初

の部分であるとか、全体のアウトラインが分かりにくいというご指摘はその通りかと思

います。何らかの形で整理をさせていただいて、と思います。 

委員の寄稿の部分がある意味アウトラインのかなりの部分をお示ししていただいている

のかなと思います。その辺りも十分に飲み込んで、整理をさせていただきたいと思います。 

 

座長： 対象は誰なんですかということをお聞きしたんですが、おそらくそれが今ぼんや

りとしているんですね。対象とこの報告書を作る目的、本当に２期までを完全に振り返っ

てそこで終わるのか。次につなげるための何かその辺がえらくぼんやりとしているんで

すよ。 

それをもう少し明確に捉えていただいて、初めの方と後の方がマッチするような形にな

ればいいのかなと思っています。 

 

委員： 継承していく次の計画がどういうものか、私はよく理解できていないんですが、

このマザーレイクの中で培ってきた精神を継承しないといけないんです。政策理念とい

うか。 

マザーレイクの中でもいろんな気づきがあったと思います。そこでみんなが共有できた

シェアできたものは、マザーレイクの精神、抽象的な言い方をしますけれども、それをち

ゃんと次の計画の中に魂として引き継いでいくということが大事かなと思います。だか

ら、レクイエムという言い方もあるけど、再生する、ルネッサンスみたいなことも言える

のではないかなと。レクイエムというと悲しくなるので、もう少し前向きに、もう一度そ

の精神を新しい時代的な文脈の中で活性化していく。今後より一層このマザーレイクの

精神が輝いていく、精神を次の計画に取り込むのだという前向きな気持ちでちょっと提

示してほしいです。そのくらいインパクトを持つ表現をしないとたぶん伝わらないと私

は思いました。 

  

座長： 委員が先ほど、YouTube みたいなお話をされたんですけど、スウェーデンで毎年

ウォーターウィークという水のノーベル賞をやっていますが、スウェーデンは今年、コロ

ナの政策をやっていません。当然、国際会議はなくなりました。それで、高校生とかが今
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年も 30 か国ぐらいコンペに毎年行くんです。その審査も現地でやっていたんですけど、

それもできなくなりました。各国から行くのはとんでもない話なので。 

それでどうしますかという話を少ししました。皆さんはエレベーターピッチという言葉

を聞かれたことがありますか。例えば、自分が会社の中で一番平（ひら）で、すごく意欲

を持ってやりたいことがある。それをなかなか直属の、一つ上の上司に伝えても、握りつ

ぶされてしまうので、エレベーターの中で社長さんとかに会ったときに、エレベーターに

乗っている間の 30秒や 1分でエッセンスを伝える。そういう意味で、エレベーターピッ

チを、３分ぐらいの動画を作ってくださいと要求をしました。 

うまいもの、下手くそなもの、伝わるもの、伝わらないもの、30 個ぐらいある。技術の問

題もあるので、なかなか千差万別あるんですけれども、今、委員が言った精神は１分ぐら

いのお話で伝わるんですよね。 

それはもしかして、文章では無理かもしれない。今、これをオンラインでやったら今の意

欲みたいなものは、無理かもしれない。でも、できるとしたならば、今言われた YouTube

の動画です。あれは活用できるかもしれない。本当は政治家みたいにどこかへ行って該当

演説みたいなのを複数すればいいのでしょうが、それもなかなか聞いてもらえるとは思

わなくて、今の現在の何かを活用するとしたら、そんな方法もあり得るかなと。 

そうすると若い人が、次の世代が見えてくるような気はします。ご検討いただければと思

います。 

 

委員： マザーレイク 21計画は、今回終了して別の形になって、行政の事業というのは

琵琶湖保全再生計画の方でやっていくというふうに変わっていくわけなんです。私は別

件で、その琵琶湖保全再生計画の方も関わっていて、それを拝見していて思いますことは、

行政計画なので、例えば水草対策何とか何とか、という対策があって、それに対してこの

ようにやりました、このようにやってこういう成果が出ました、という形で報告が出てく

るんですね。 

そこで一番欠けているのは何かというと、全体を総合的に俯瞰する視点というのが、なか

なか行政計画では具現化しにくい。個々の事業に落とし込んでいく。そして、それを全部

やったら本当に琵琶湖は良くなったのですか、というような、一歩引いて全体を俯瞰する

ような仕組みというのが、なかなか取りにくいのではないか。 

そうすると、マザーレイクの精神を継続するというのではなくて、全体を見る。これを審

議の皆さんと情報を見合ってそれで本当に琵琶湖は良くなったのか。もちろん何が良く

なったのか、という評価軸の問題はあるんです。でも、全体として、琵琶湖は本当に良く

なったのかとか、一歩引いて全体を俯瞰する視点が行政計画には必要だと思います。そこ

が、マザーレイク 21 計画に引き継ぐべき精神の一つではないかなと思います。 

だから、そこをどうするか、というのが非常に大きな課題になってくるかと思います。 
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事務局： ありがとうございます。まさにこの学術フォーラムを立ち上げた趣旨がそこに

ありました。というか 10年ほど前にこのメンバーの方に多分私がお願いに行ったと思う

んです。そのときの思いとして、個別の分野としては、個々の専門家の方がおられて、い

ろんな方がおられるけれども、こういうふうにいろんな分野の方、違う専門の方が集まっ

て琵琶湖の総合所見というか、あのときも、例えば健康診断ではいろんな数値があるけど、

でも全体それぞれの専門のお医者さんが診て、医療チームとして総合所見を毎年出して

いくというイメージで、というご説明を多分させていただいたんです。それがこの「びわ

湖なう」の評価、あるいはここで言うと、「びわ湖なう」の４ページにありますように、

評価結果の定性的ではありますけれども、全体を見てこんな感じという、総合所見として

はこうだという。これこそが多分他のところでできていない、ここでしかできないことだ

と思います。 

今、ご指摘がありましたように、何とかこの後また議論をしていくわけですけれども、次

の仕組みになったときも、この学術フォーラムの趣旨、精神を引き継いだものを、今のと

ころ続けていけないかと思っておりますので、その辺のところも引き続き、また終わるま

で整理してご議論いただきたいと思います。 

次の取組について、この後また議題があります。そこでまたご説明したいと思います。 

 

座長： 俯瞰的に見る、総合的に見る、英語で言うと holistic とか、comprehensive と

かありますが、これと統合的というのはおそらく違っていて。総合的というのは、いわゆ

る俯瞰的で上から見るんですね。統合的はベクトルがほぼ逆です。SDGs もそうですけれ

ども、160 いくつのものがあってそれぞれやってくださいね。積み上げていきましょうと。 

先ほど数字を、あるいはマザーレイクフォーラムの方は定性的に書きました。それも数字

じゃなくても僕はいいと思っていて、文章でも定性的でもいいので、それをどうやって積

み上げていくか。統合していくか。これ誰に聞いても僕自身に聞いても方策はありません。

でも、そっちの方向に向かってもいいんじゃないかな、とは思っています。その方策を僕

は知らないので、勝手なことを言いますが、多分、その逆方向のベクトルを考えてもいい

のかなと思っております。 

次の議題がもう一つあります。準備しておられるようなので、なかなか時間がなくて、十

分議論できないんですが、議題２を閉めさせていただいて、議題３、その他ですが、事務

局の方からご説明をお願いします。 

 

事務局： そうしましたら、資料３「びわ湖との約束」について、少しご説明したいと思

います。現在、私ども滋賀県とマザーレイクフォーラムでは、この７月１日、びわ湖の日

からあなたのびわ湖との約束を教えてくださいという取組を進めています。このびわ湖

との約束、毎年、びわコミ会議で皆さんとびわ湖との約束を書いていただくということで

取り組んでまいりました。これを広くいろいろな方に呼びかけているというものです。10
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年後の琵琶湖やそこに根ざす暮らしに向けて、楽しみたいこと、心がけたいこと、取り組

みたいこと、こうあってほしいという願いなど、いろいろ言葉にしていただいてお寄せい

ただけませんか、という取組をしております。 

 

事務局： 資料３「びわ湖との約束」について説明。 

 

座長： まだ少しお時間がありますので、今のご説明で何かご意見を伺うことはあります

か。 

パリ協定とか、SDGs とか出てきましたけれども、パリ協定は計画を出して、進捗状況に

よってまた見直すということがある。例えば災害があったりしたときには、５年計画の中

でバックしてしまうので、それも踏まえてまた次の計画を出してくださいと、見直しとい

うのは必ず定期的にやるんです。 

SDGs も非常に多くの目標とゴールがあるので、民間の人も個人も行政も動きやすいよう

に作ってあるんですけど、最後にインテグレーションをして、進捗状況を各国が出さなけ

ればいけません。そういう意味で、このマザーレイクゴールズが作られたとしたら、さっ

きの総合とか統合に結びつくんですけれども、この進捗状況を的確に把握して公表する

というのは、やはり行政に戻ってくるんじゃないかなと。その辺は何か考えられています

か。次の議論になるかなと思いますが。 

 

事務局： ありがとうございました。内部の議論の中でも、そこは多分行政なんだろうな

と思っておりますし、その意味で、新たな県命であると。枠組みを作ったとしても、逆に、

そこにおける県の役割とか行政の役割はそこなんだろうという話になっております。 

その意味でも、この学術フォーラムも含めて引き継いでいくといいますか。今の体制も、

リニューアルとかルネッサンスしますが、引き継いでいくことになるのかなと思ってい

ます。 

 

座長： ありがとうございます。他に。 

 

委員： ＃（ハッシュタグ）びわことのやくそくについての下の方に、パワーポイントで、

琵琶湖保全再生計画とマザーレイク 21 計画の関係と今後について書いてありますよね。

その今後について、琵琶湖の保全再生を両輪で推進と書いてあります。 

本当に両輪になるかなというのが、すごく不安です。さっきのマザーレイクの精神を受け

継ぐということにも関わると思うのです。上の計画の方から、下の新たな枠組みの構築の

方に矢印が出ていて。右の方では、計画の方に矢印が出ている。下からの矢印の中でこの

計画が、第２次、第３次と常にバージョンアップされているような、現場の中からのそう

いうヒントやニーズを吸収しつつ、バージョンアップされていくような仕組みがあれば、
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私は両輪とかろうじて言えるんじゃないかなと思います。 

今だと何か計画が、こういう活動をコントロールする。もっと露骨に言えば支配する。支

配と従属の関係に転化してしまうんじゃないかなというのが、危惧かもしれませんけど、

すごく不安になったところです。 

そこは、環境ガバナンスの問題だと思います。参画、後押しなどをもっと別の言葉の方が

私はまだ心が安らぐんですけど。そのあたりはどうなんでしょうか。新たな枠組みの中か

ら出てきた知見や経験値というものが、再生計画を組み立てていくときにもう一度、第２、

第３にバージョンアップしていくときに、その現場からの知恵が活かされる局面がある

のかどうか。そのことを少し教えていただきたい。ここの場で話すことではないかもしれ

ませんが。 

 

事務局： ありがとうございます。私の理解では、今の MLGs、多様な主体の皆さんが、

今、知見とかそういうものを、この琵琶湖保全再生計画に生かしていく、そこの部分は、

むしろ行政の役割として……。なので、計画を後押しするためにやってください、という

ことではないんです。 

 

委員： でも、ここはそうなっていますよ。 

 

事務局： これはアウトカムとして、結果としてそう見えているというか。行政目線で作

っているので、この MLGs でやられた取組が行政の施策の後押しをすることになる、とい

うことを書こうとしています。 

 

委員： 石けん運動の時代から、住民参加ということが全国的にみれば先駆的に始まって

いますが、あれはあくまで行政の描いた計画の中に、それまでの消費者の運動が、位置づ

けられているというのが私の理解です。 

ということで、そこからだんだん住民参加から、マザーレイクの中で、もっと違う形にガ

バナンスのあり方が問われて。今度、新しい計画の中で、それがどうなっていくのかとい

うのが気になったのです。それはマザーレイクの精神が継承されるということの延長線

上にあるのか、それとも先祖返りをまたしてしまうのか。そこがすごく気になるところで

す。せっかくここまで来ているものが、保全再生計画の中で、何か消えてしまうんじゃな

いかなという危惧があるので。 

  

事務局： ありがとうございます。 

琵琶湖保全再生計画は、法定計画、法律に基づく計画で、その意味では、「無味無臭」と

いうか、事務的なというか、そういうものなんですね。 

ちょっと言い過ぎましたが、法律で決まったことに対して計画を作っていくというもの
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なので、そこにスピリッツが、盛り込める部分もあるんですけれども、盛り込みきれない

と思ったので、このマザーレイクゴールズというものと、それと計画をつなぐ関係性とい

うのをここに、マザーレイク 21 計画の精神を残そうとしたのです。 

 

委員： 諸刃の部分があるとは思いますが、意図は分かりました。大変苦しい状況の中で、

そういう判断をされたんだということは今、理解ができました。しかし、気をつけないと

技監がいつまでもおられる訳ではないので、いなくなったときに、これはどうなってくる

のか、という。精神を持ってない人が事務局になったときに大変だなという気はします。 

 

座長： 次の世代の人を育てるというマザーレイク 21計画の精神だと僕は理解していま

すので、滋賀県の中でも、技監にも次の世代の人を育ててもらえばいいのかなと思います。 

今、チャイムが鳴ってしまって、定刻になりましたので、まだまだ議論したいことは、あ

るのですが、年内にもう一度ということを先ほど言われましたので、更なる次の段階とい

うのは、その次の委員会の方に回したいと思います。 

一応ここで閉めさせていただきます。今日はどうも熱い有意義な議論をありがとうござ

いました。 

 

事務局： 本日は、皆様、貴重なご意見をありがとうございました。年内にということで

ございますので、また改めて通知の方を出させていただきます。マザーレイク 21 計画の

次の展開ということで、仕組みも含めて次のご議論をいただきたいと思っております。本

日はこれをもちまして、学術フォーラムを閉会いたします。本日はどうもありがとうござ

いました。 

 


