
つながろう！人と人、人と水！

こなん水環境
フォーラム

第第22回回

＆

川づくり
フォーラム

第第88回回

つながろう！人と人、人と水！

主催：湖南流域環境保全協議会
共催：滋賀県南部環境・総合事務所、

草津市、守山市、野洲市、栗東市

協賛：（株）マツナガ、大阪ガス（株）、
オムロン（株）草津事業所、
パナソニック電工（株）栗東工場、

日時：平成23年（2011年）3月12日（土）
13時～19時30分

会場：守山市生涯学習・教育支援センター
（エルセンター）

主催：NPO法人びわこ豊穣の郷、
守山市



第2回こなん水環境フォーラム’つながろう！、人と人、人と水！’を今回は守山市の
びわこ豊穣の郷主催の第8回川づくりフォーラムと一緒に開催できますことを大変うれしく
思います。

環境問題を取り組む人は目的は同じでありながら、行政管轄が縦割である為にいろいろの
形で何回も開催され、私共は振りまわされている感すらいたします。

今回二つの催し物が同時に開催され、所属者が一堂に集まり展示し交流でき、
情報交換が出来るからです。

企業、行政、各種団体、子どもから老人までのより多くの人々が交流し展示を見て、
一つでも新しい情報を得ることが出来れば、今回の目的は達成となります。

又、琵琶湖の漁師料理を囲んでの交流会はいっそう深まることと思います。

最後までご参加頂き、本日のフォーラムが有意義なものとなりますことを祈念いたし
まして、ご挨拶とさせていただきます。

湖南流域環境保全協議会
会長 伊吹美賀子

ごあいさつごあいさつごあいさつごあいさつ

2004年よりはじめた「川づくりフォーラム」も今年で第8回を迎えることができました。

今回は「こなん水環境フォーラム」との共催で実施することと致しました。

30～40年前頃の恵まれた守山の水辺を取り戻そうとする市民のたゆまない努力が徐々に
実り、小魚が泳ぎホタルが飛び交う里中川があちこちで見られる様になりました。

そこに住む人々の川への関心の高まりが地元の川や水辺の再生につながっていることを
痛感いたします。

“人と人、人と水”のつながりを“より広く、より強く”推進していくために本フォーラムを開催
致します。

NPO法人びわこ豊穣の郷
理事長 北田俊夫

１１１１



プログラムプログラムプログラムプログラム

２２２２

講評講評講評講評
○ 立命館大学 准教授 永橋爲介さん

17:30

|

17:35

出展出展出展出展ブースブースブースブース巡巡巡巡りりりり
「ラブレター」を楽しみながら、自由にブースを巡ってお話してください。

途中、司会者がマイクを持って、いくつかのブースへインタビューに行きます。

15:00

｜

15:30

出展出展出展出展ブースブースブースブース巡巡巡巡りりりり
「ラブレター」を楽しみながら、自由にブースを巡ってお話してください。

途中、司会者がマイクを持って、いくつかのブースへインタビューに行きます。

13:40

｜

14:45

【第Ⅰ部】

こなん

水環境
フォーラム

あいさつあいさつあいさつあいさつ
○ 滋賀県琵琶湖環境部 次長 上山哲夫さん

本日本日本日本日のののの料理料理料理料理のののの説明説明説明説明
○ びわ湖の水と地域の環境を守る会 松沢松治さん

○ もんぺおばさんの田舎工房 中井牧造さん

17:40

|

17:50

【第Ⅱ部】

川づくり
フォーラム

琵琶湖の
漁師料理
を囲んで
の交流会

部

旗挙旗挙旗挙旗挙げげげげアンケートアンケートアンケートアンケート、「、「、「、「ラブレターラブレターラブレターラブレター」」」」ののののガイダンスガイダンスガイダンスガイダンス
○ 立命館大学 准教授 永橋爲介さん

13:15

|

13:40

○×○×○×○×クイズクイズクイズクイズ

14:45

｜

15:00

基調講演基調講演基調講演基調講演 「「「「びわこびわこびわこびわこ豊穣豊穣豊穣豊穣のののの郷選定郷選定郷選定郷選定『『『『守山守山守山守山のののの水辺百選水辺百選水辺百選水辺百選』』』』のののの目指目指目指目指すものすものすものすもの」」」」
○ みずすましアドバイザー 中村一雄さん

15:30

|

16:15

活動報告活動報告活動報告活動報告
○ 吉身東町自治会

○ 美崎自治会

○ 小津小学校（小学6年生）

16:15

｜

16:55

出展出展出展出展ブースブースブースブース巡巡巡巡りりりり
「ラブレター」を楽しみながら、自由にブースを巡ってお話してください。

途中、司会者がマイクを持って、いくつかのブースへインタビューに行きます。

16:55

｜

17:30

＜ 休憩、会場レイアウトの変更 ＞

17:35

|

17:40

ミニミニミニミニ劇劇劇劇「「「「よみがえったよみがえったよみがえったよみがえった流域協議会流域協議会流域協議会流域協議会」」」」
○滋賀県南部環境・総合事務所環境課 小松直樹さん、高阪真帆さん

閉会閉会閉会閉会あいさつあいさつあいさつあいさつ
○ NPO法人びわこ豊穣の郷 理事長 北田俊夫さん

19:15

｜

19:30

＜ 自由にご歓談下さい ＞

17:50

|

19:15

開会開会開会開会あいさつあいさつあいさつあいさつ
○ 湖南流域環境保全協議会 会長 伊吹美賀子さん

○ NPO法人びわこ豊穣の郷 理事長 北田俊夫さん

○ 滋賀県南部環境・総合事務所 所長 中西道幸さん

○ 守山市 市長 宮本和宏さん

13:00

｜

13:15

内容時間



会場図会場図会場図会場図
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出展団体一覧出展団体一覧出展団体一覧出展団体一覧

４４４４

琵琶湖河川レンジャー有志２５

淡海の川づくりフォーラム実行委員会２６

独立行政法人 水資源機構

琵琶湖開発総合管理所
２４

これから行動隊５

野洲川でんくうの会６

草津塾７

草津でホタルを楽しむ会８

NPO法人

子どもネットワークセンター天気村
９

伯母Q五郎

～伯母川研究こどもエコクラブ～
１０

ぼてじゃこトラスト１１

環境ボランティア

草津湖岸コハクチョウを愛する会
１２

環境文化推進市民会議１３

NPO法人瀬田川リバプレ隊１４

ごみを減らそうプロジェクト１５

環境基本計画推進会議「水と緑・安
心の野洲」 エコ資源部会

１６

環境基本計画推進会議「水と緑・安
心の野洲」 自然・山部会

１７

NPO法人 環境を考える会１８

特定非営利活動法人碧いびわ湖１９

特定非営利活動法人

滋賀環境カウンセラー協会
２０

NPO法人 蒲生野考現倶楽部２１

甲賀市エコネット２２

鹿深の里 甲賀流域環境保全協議会２３

今宿自治会４

石田町ホタル会３

守山市ほたるの森資料館２

NPO法人びわこ豊穣の郷１ もんぺおばさんの田舎工房２７

栗東市役所 生活環境課５０

守山市環境政策課５１

野洲市役所４９

草津市環境課５２

須原魚のゆりかご水田協議会３１

湖南地域みずすまし推進協議会３２

湖南・甲賀環境協会

＆NPOびわ湖環境
３３

パナソニック電工（株）栗東工場３４

大阪ガス株式会社 滋賀事業所３５

株式会社滋賀銀行守山支店３６

びわ湖エコアイディア倶楽部３７

社団法人ガールスカウト

日本連盟滋賀県支部
３８

日本ボーイスカウト滋賀連盟３９

立命館守山高等高校４０

立命館大学 水環境工学研究室

水再生グループ
４１

立命館大学 水環境工学

砒素グループ
４２

ラムサールセンター４３

ボルネオ保全トラストジャパン４４

琵琶湖流域管理シナリオ研究会４５

琵琶湖博物館 環境学習センター４６

滋賀県琵琶湖環境部環境政策課４７

滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖再生課４８

湖南流域環境保全協議会３０

NPO法人 家棟川流域観光船２９

びわ湖の水と地域の環境を守る会２８



出展団体出展団体出展団体出展団体のののの紹介紹介紹介紹介

５５５５

Email: yasugawadenkuu@able.ocn.ne.jp Tel: 077-584-3321    Fax: 077-585-5966

Address: 〒520-2416野洲市堤2726 （野洲川歴史公園内）
連絡先

「野洲川でんくう」とは、「野洲川下流域の田園空間」を意味し、守山・野洲両市の住民で会を構成。
新旧野洲川河口部とその周辺の琵琶湖岸を活動ステージとし、水辺環境の保全・改善に向けた
取組を展開している。

http://www2.ocn.ne.jp/~yasugawa/

活動内容

野洲川でんくうの会団体名

６

Tel: 077-583-7406 Address: 守山市二町町147-5連絡先

60歳以上を会員資格とする市民活動団体。財政、環境、食育、市街地活性化、医療、介護など、
その都度問題とするテーマを選び、毎年1回開催するフォーラムを活動の軸としている。

活動内容

これから行動隊団体名

５

今宿自治会団体名

４
今宿町の河川のうちでは吉川川がよくホタルが発生する川でありますので、川の環境には力を入
れてきました。今回さらに良い環境にするため、啓発用の案内板3種類を川沿いに設置し町民一
丸となって取り組みます。

活動内容

Tel: 077-582-0290    Address: 守山市今宿4丁目2-5連絡先

草津塾団体名

７

守山市ほたるの森資料館団体名

守山市ほたるの森資料館は、ホタルを中心とした生き物や自然に関する資料および守山ボタル
に関する歴史資料などを展示している。資料館横のほたる河川周辺では、四季折々の自然観察
ができる。また、初夏にはゲンジボタルの幻想的な光でつつまれていく。

http://www.lake-biwa.net/hotarunomori/

活動内容
２

Email: hotaru@lake-biwa.net Tel: 077-583-9680

Address:守山市三宅町10番地（市民運動公園内）
連絡先

石田町ホタル会団体名

３

本会は、平成２０年１１月に発足した、男性５人、女性２人の今は大人だけの会です、ほとんどメン
バーはホタルの飼育講座を修了しています。ホタルが昔の様に、河川で飛び交う様に、今は幼虫
の放流から実施しています。

活動内容

Email: toshio-i@usennet.ne.jp Tel: 077-585-0535 Address:守山市石田町209連絡先

“子ども達には環境学習を、大人には生涯学習を”を合言葉に。活動は葉山川をフィールドに水質

調査、動植物観察、小学校の環境学習支援を。また、地元の小学校の環境学習として菜種の栽
培から油搾りまでの体験学習支援を実施。 http://www.geocities.jp/hayamagawa/

活動内容

１

連絡先

連絡先

活動内容

団体名

Email: toshi-tnk@kuc.biglobe.ne.jp Tel: 077-564-3051    Address:滋賀県草津市橋岡町3-

30 

Email: houjyou@lake-biwa.net Tel: 077-583-8686 Address:守山市勝部5丁目10-25

今年で設立15年目を迎える当NPOは、ゲンジボタルとシジミの復活を目標に、赤野井湾流域にて

目田川モデル河川作りのような実践活動や、学区民の集いにおけるパネル展示等の啓発活動に
取り組んでいます。

http://www.lake-biwa.net/akanoi/

NPO法人びわこ豊穣の郷



出展団体出展団体出展団体出展団体のののの紹介紹介紹介紹介

６６６６

Adress: 草津市渋川1-9-34連絡先

地球温暖化防止に向けた取組として「環境家族びわこ・くさつ（家庭版ISO）」事業を草津市との協

働により実施しています。また「河川見て歩き」では市内小学生等に「魚つかみ」「樹木・里山見て
歩き」大人対象とあわせて環境保全と地球温暖化防止啓発活動に努めています。

活動内容

環境文化推進市民会議団体名

１３

Email: yoshiokak932@yahoo.co.jp Tel: 090-5663-8086    Address: 草津市木川町1273-13連絡先

冬の草津湖岸には、多くの水鳥がやってきます。特にコハクチョウは人気者。近隣から2万人訪れ

冬の風物詩となっています。水鳥の愛護支援、観察会、水草揚げ清掃活動と琵琶湖の環境啓発
活動に取り組んで11年です。

http://blogs.yahoo.co.jp/naka932

活動内容

環境ボランティア 草津湖岸コハクチョウを愛する会団体名

１２

ぼてじゃこトラスト団体名

１１
平成８年設立、会長竺文彦、顧問秋山廣光、会員約６０家族。フィールド活動中心、楽しみながら
の活動をモットーに、小魚を守る活動、次世代の育成、魚調査や地域活動との協働・支援活動を
行っています。

活動内容

Address: 大津市鶴の里23-6 武田繁方連絡先

NPO法人瀬田川リバプレ隊団体名

１４

NPO法人子どもネットワークセンター天気村団体名

川は、子ども達がいきいきと遊び、学び、冒険する遊び場であり、居場所です。センスオブワン
ダー、五感、丈夫な頭と賢い身体、を子ども達に。子どもと川辺の環境ダイバーシティー計画発進
中。平成川ガキ大将育成中。天気村川ガキ探検隊は命の糸を紡ぐ小宇宙を駆け巡ります。

http://www.biwako.ne.jp/~nt-tenki/

活動内容９

Email: nt-tenki@biwako.jp Tel: 077-564-7484    Address:草津市東草津1-1-15連絡先

伯母Q五郎 ～伯母川研究こどもエコクラブ～団体名

１０

草津市内を流れる伯母川や琵琶湖で楽しく活動するこどもエコクラブです。ふるさとの自然のすば
らしさを見つけることと伝えることをめあてに活動しています。

活動内容

Email: qwtpn566@yahoo.co.jp Tel: 090-2354-8376（中村）

Address: 草津市
連絡先

私たちリバプレ隊は、瀬田川と母なるびわ湖の歴史や風土を学び美しい川や湖の自然環境を守
る市民団体です。

http://www.animateir.co.jp/riverplay/ 

活動内容

８

連絡先

連絡先

活動内容

団体名

Email: saburofjp@yahoo.co.jp Tel: 077-545-2352    Address:大津市瀬田5丁目27-2    

Email: sk120511@mx.scn.tv Tel: 077-564-0918    Address:草津市川原1丁目4-3

ホタルの光に魅せられた仲間が集まり、「ホタルの飛び交うまち」を目指して活動しています。ホタ
ルを通して地域の自然に親しみ、世代を超えた交流の輪を広げながら“ふるさとを思う心”を育ん

で行きたいと思います。
http://www.cable-net.ne.jp/user/sk120511/

草津でホタルを楽しむ会
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７７７７

Email: take12@wonder.ocn.ne.jp Tel: 077-581-0439    Address:守山市三宅町60-38   連絡先

この法人は、次世代を担う子ども達、市民、事業者等に対して、地域の環境問題の把握、分析や、
環境保全活動の企画・実践・普及・啓発等の環境カウンセリングに関する事業を行い、もって環境
保全活動の推進に寄与することを目的とする。

http://www.shiminken.net/lab/seca/ 

活動内容

特定非営利活動法人滋賀環境カウンセラー協会団体名

２０

Email: info@aoibiwako.org Tel: 0748-46-4551    Address:近江八幡市安土町下豊浦3    連絡先

資源をむだづかいし自然をこわす暮らしから、持続可能で健やかな「未来につながる暮らし」への
転換をすすめています。今回は、「雨水活用」をご紹介します。手軽にできる「水資源づくり」。おう
ちで、まちで、始めませんか。

http://www.aoibiwako.org

活動内容

特定非営利活動法人碧いびわ湖団体名

１９

NPO法人 環境を考える会団体名

１８

野洲近辺のフィールドを中心に、季節毎の自然に触れ、生活・社会の環境課題を学習し、普及活
動を行っています。

http://www9.ocn.ne.jp/^npok3/

活動内容

Email: npok300@gmail.com Tel: 077-588-0595    Address: 野洲市三上1902-9連絡先

NPO法人 蒲生野考現倶楽部団体名

２１

環境基本計画推進会議「水と緑・安心の野洲」 エコ資源部会団体名

エコ資源部会は、野洲市環境基本計画で定めるプロジェクトのうち、地球温暖化防止の学習会開
催、生ごみの堆肥化、天ぷら油のBDF化、リユースセンター活動、エコな店のPR活動など5つの

プロジェクトを推進しているグループです。
活動内容１６

Tel: 077-583-6003    Address: 野洲市小篠原2100-1（野洲市役所環境課内）連絡先

環境基本計画推進会議「水と緑・安心の野洲」 自然・山部会団体名

１７
野洲市の緑・水の源である「里山」に市民がもっと関心を持ち、保全に参加してもらおうと山作業
やイベントを行っています。

活動内容

野洲市役所農林水産課連絡先

「たんけん、はっけん、ほっとけん」を合言葉に、佐久良川を拠点とした身近な水辺で、「米作り体
験」、「かいどり大作戦」、「モニタリングサイト1000里地調査」など自然体験や観察、調査などを

行っています。

http://www.gamouno.com/

活動内容

１５

連絡先

連絡先

活動内容

団体名

Email: haguro@gamouno.com Tel: 0748-53–9087   

Address:滋賀県蒲生郡日野町奥之池896（歯黒恵子方）

Tel: 077-583-6003    Address: 野洲市小篠原2100-1（野洲市役所環境課内）

家庭ごみの大半を占める容器包装類など買いものごみを減量しようと、マイバッグ持参推進活動
をしています。具体的には、子ども対象にした人形劇やエコダンス、ゴミ分別体験などの出前講座
を実施しています。

ごみを減らそうプロジェクト



出展団体出展団体出展団体出展団体のののの紹介紹介紹介紹介

８８８８

Tel: 077-552-0142    Address: 栗東市下戸山672-1連絡先

http://ameblo.jp/monpeobasan（「栗東もんぺおばさん」で検索）活動内容

もんぺおばさんの田舎工房団体名

２７

Email: forum＠shiga-rivers.com Tel: 077-528-4291    Address:大津市京町四丁目1-1連絡先

この実行委員会は、2008年の滋賀県流域治水検討委員会（住民会議）のメンバーが主で成り

立っている会です。淡海の川づくりフォーラムを企画・運営しています。
活動内容

淡海の川づくりフォーラム実行委員会団体名

２６

琵琶湖河川レンジャー有志団体名

２５

琵琶湖河川レンジャーは、地域の川への思いや行政の声を引き出し、つなぐことをミッションとして
います。現在4名が、それぞれの得意分野を活かして活動しています。

http://www.water-station.jp/ranger/

活動内容

Email: r-manager@water-station.jp Tel: 077-536-3520    Address:大津市黒津4-2-2連絡先

びわ湖の水と地域の環境を守る会団体名

２８

鹿深の里 甲賀流域環境保全協議会団体名

当協議会は、甲賀地域（甲賀市および湖南市）において、環境保全活動団体や環境に関心のあ
る住民の方、事業者や行政が協力し合い、地域の環境保全活動を行うために設立された団体で
す。水質検査、河川清掃や出前環境学習会等を通じて環境保全活動を進めています。

活動内容
２３

Email: de41@pref.shiga.lg.jp Tel: 0748-63-6134

Address: 〒528-8511 甲賀市水口町水口6200 甲賀環境・総合事務所環境課内
連絡先

独立行政法人 水資源機構 琵琶湖開発総合管理所団体名

２４

機構では琵琶湖開発事業で整備された施設の管理を行い、琵琶湖周辺の治水と利水を行ってい
ます。環境保全活動ではビオトープ整備やヨシ帯づくりなどを行い、琵琶湖の水辺環境の再生に
取り組んでいます。

http://www.water.go.jp/kansai/biwako/

活動内容

Email: mizu-soukan@green.ocn.ne.jp Tel: 077-574-0680   

Address:滋賀県大津市堅田2-1-10
連絡先

びわ湖の水質と地域環境の保全・再生をはかり、美しいびわ湖と地域景観・住環境を構築して、
次世代に引き継ぐ事をめざす住民団体です。

活動内容

２２

連絡先

連絡先

活動内容

団体名

Tel: 077-589-3939    Address:野洲市菖蒲230

Tel: 0748-62-3651    Address: 甲賀市水口町京町8-24（代表者宅）

本会は、甲賀市から「エコライフ講座」開催の委託を受けて、身近にある物や自然にある物を使っ
た物づくり、生きものに触れる体験と学びの場も“エコライフ”と捉えて、構成団体の独自講座に相
乗りの形で進めています。

甲賀市エコネット
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９９９９

Tel: 077-552-0405    Address: 栗東市出庭19番地連絡先

耐久性に優れ長寿命のアイアン製雨樋をはじめとするパナソニック雨樋の生産工場です。雨水の
有効利用として雨水貯留タンク（レインセラー）の販売もしており、ささやかではありますが、エコに
も貢献しています。

http://sumai.panasonic.jp/amatoi/

活動内容

パナソニック電工（株）栗東工場団体名

３４

Emal: konan99@poppy.ocn.ne.jp Tel: 077-567-5444

Address: 〒525-8525  草津市草津3丁目14-75  滋賀県南部環境・総合事務所環境課内
連絡先

滋賀県の南部・甲賀地区の企業172社と個人会員が、役員企業ボランティアのリーダーシップを

中心に、環境行政と協働の元、公害防止と地域の環境保全に関する自主活動を行っている。
活動内容

湖南・甲賀環境協会＆NPOびわ湖環境団体名

３３

湖南地域みずすまし推進協議会団体名

３２

湖南地域において、「水・物質循環」「自然との共生」「住民参加」を基本理念として、琵琶湖や農
村の自然環境を守る水質や生態系の保全に取り組む活動をしています。

http://www.pref.shiga.jp/kusatsu-pbo/denen/mizusumasi/index.html

活動内容

Email: gh35@pref.shiga.lg.jp Tel: 077-567-5416

Address:草津市草津三丁目14-75 滋賀県大津・南部農業農村振興事務所田園振興課内
連絡先

大阪ガス株式会社 滋賀事業所団体名

３５

湖南流域環境保全協議会団体名

水環境の保全を目的に、NPO、環境団体等と行政が協力して活動する団体です。このフォーラム

を実施しています。

http://www.pref.shiga.jp/kusatsu-pbo/kankyoshinrin/kyougikai.html

活動内容
３０

Email: de40@pref.shiga.lg.jp Tel: 077-567-5444    Fax: 077-564-1733

Address: 草津市草津三丁目14-75    （滋賀県南部環境・総合事務所環境課内）
連絡先

須原魚のゆりかご水田協議会団体名

３１

ゆりかご水田のオーナー制を一般公募し消費者と農業体験や生き物観察会、交流会を通じ、地
域の活性化を図っている。この活動では、水田の豊かな自然環境の保全・再生に向けて、魚道の
設置、減農薬、有機肥料による米づくりに取り組み、魚のゆりかご水田米としてのブランド化を目
指しており、多くの生き物を育み、自然環境を保全している。

http://www.hori55.com/seseragi/

活動内容

Email: ayao@hori55.com Tel: 090-9214-0055    Address: 野洲市須原219 自治会館内連絡先

環境に関して、エネルギーの大切さを学んでいただくため出張授業を実施しております。

http://www.osakagas.co.jp
活動内容

２９

連絡先

連絡先

活動内容

団体名

Tel: 077-566-0950    Address: 草津市西大路町5番34号

Tel: 077-589-2267    Address: 野洲市堤421

市民や観光客に対して、山・森林・田畑・河川・びわ湖保全や観光船の運航に関する事業を行い、
環境保全や町おこしに寄与することを目的としています。

ＮＰＯ法人家棟川流域観光船
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１０１０１０１０

Email: jnakajim@nisiq.net Tel: 077-561-2666    Address: 草津市野路東1-1-1連絡先

現在、地球規模で水不足の問題が深刻化しています。そこで私達の研究グループは1度使用した

水を膜を使ってきれいにする水再生の研究をしています。留学生の方達とも一緒に水問題の解
決に向けて取り組んでいます。

http://www.ritsumei.ac.jp/se/rv/nakajima/

活動内容

立命館大学 水環境工学研究室 水再生グループ団体名

４１

Tel: 077-582-8000    Address:守山市三宅町250番地連絡先

「地域に学び世界に発信する」取組として、昨年度「高校生国際みずフォーラム」の発表をさせても
らいました。今年度は、土曜講座「レイクアカデミー」で取組んだポスターの中から「外来魚につい
て」を発表します。

http://www.ritsumei.ac.jp/mrc/ 

活動内容

立命館守山高等学校団体名

４０

日本ボーイスカウト滋賀連盟団体名

３９

ボーイスカウト運動は野外活動を基本として社会に役立つ人を育てる事を目的としています。小
学校１年生から大学生年代の子どもたちが年代別に５つの隊に分かれて班制度と進歩制度を手
段として人格形成と社会に役立つ技能を学んでいます。

活動内容

Email:ｂｓｓｈｉｇａ@ex.bw.dream.jp Tel: 077-522-3681    

Address:大津市京町４丁目３-２８ 滋賀県厚生会館
連絡先

立命館大学 水環境工学 砒素グループ団体名

４２

びわ湖アイデア倶楽部団体名

パナソニックグループの従業員有志を中心に結成した市民活動団体です。びわ湖一斉清掃やヨ
シ刈りイベントへのボランティア参加、身近な河川の水質調査及び水質マップづくり、環境セミ
ナーの開催、こどもエコクラブ「アイキッズ」の運営などの活動を行っています。
http://blog.canpan.info/biwakoecoidea/

活動内容
３７

E-mail：ha-biwako@gg.jp.panasonic.com Tel: ０５０-３６８８-９７２４

Address: 〒525-8520  草津市野路東２丁目３番１－１号 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ（株）草津工場総務センター
連絡先

社団法人ガールスカウト日本連盟滋賀県支部団体名

３８

「少女と若い女性が責任ある世界市民として、自ら考え、行動できる人となる」ことを目指し活動し
ています。三つのポイント「人とのまじわり」「自然とともに」「自己開発」にふれながら自然に資質、
能力を高めていきます。

http://www.ex.biwa.ne.jp/~gs-shiga/

活動内容

Email: gs-shiga@ex.biwa.ne.jp Tel: 077-523-1950    

Address:大津市京町４丁目３－２８ 滋賀県厚生会館（滋賀県子ども・青少年局分室内）
連絡先

高濃度の砒素が地下水に存在するバングラディッシュ農村部で適応可能な砒素除去装置の開発
を行っています。ここでは、現地の砒素汚染問題と装置について紹介し、私達の活動意義の重要
性を理解して頂きたいと思います。

http://www.ritsumei.ac.jp/se/rv/nakajima/

活動内容

３６

連絡先

連絡先

活動内容

団体名

Email: jnakajim@nisiq.net Tel: 077-561-2666    Address: 草津市野路東1-1-1

Tel: 077-583-3211     Address:滋賀県守山市梅田町6番1号

滋賀銀行は、多彩ないのちを育む世界有数の古代湖・琵琶湖畔に本拠を置く企業の社会的使命
として、経営に環境を取り込んだ「環境経営」を実践し、地域の皆さまとともに「地球の恵み」である
生物多様性の保全、さらには持続可能な社会の実現に努めてまいります。

http://www.shigagin.com/ 

株式会社滋賀銀行守山支店
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１１１１１１１１

Email: dk00@pref.shiga.lg.jp Tel: 077 - 528 -3460    Address:滋賀県大津市京町4丁目1－1連絡先

琵琶湖総合保全に関する取り組み（保全担当）、水質や大気に関する取り組み（流域環境管理担
当）、琵琶湖ルールに関する取り組み（琵琶湖レジャー対策室）を推進し、健全な琵琶湖や環境の
再生、確保に努めています。

http://www.pref.shiga.jp/d/biwako/

活動内容

滋賀県 琵琶湖環境部 琵琶湖再生課団体名

４８

Email: de00@pref.shiga.lg.jp Tel: 077-528-3353    Address: 〒520-8577 大津市京町四丁
目1番1号

連絡先

7月1日「びわ湖の日」が定められてから、2011年で30周年を迎えます。琵琶湖の保全をはじめ滋

賀県の環境への取組を紹介します。

http://www.pref.shiga.jp/d/kankyo/

活動内容

滋賀県琵琶湖環境部環境政策課団体名

４７

琵琶湖博物館 環境学習センター団体名

４６

環境学習や活動に関して、皆さんからの相談を受付させていただき、講師の方や活動内容の紹
介を行ったり、メールマガジンやウェッブサイトで情報提供をしたり、交流カフェなどを開催したりし
ています。

http://www.ecoloshiga.jp/

活動内容

Email: ecolo@pref.shiga.lg.jp Tel: 077-568-4811    Address:草津市下物町1091連絡先

ボルネオ保全トラストジャパン団体名

あなたの買うお菓子がボルネオの森を破壊している!? 遠く離れているように感じるボルネオです

が、実は日本の私たちの暮らしにもつながっています。残っている森をつなぎ、オランウータンな
どの野生動物が自由に行き来できる「ボルネオ緑の回廊」をつくる活動をしています。

http://www.bctj.jp/

活動内容
４４

Email: info@bctj.jp Tel: 03-3471-4966    Address: 東京都品川区東品川1-25-8

毎月1回、大阪で定例会を実施しています！
連絡先

琵琶湖流域管理シナリオ研究会団体名

４５

琵琶湖流域管理シナリオ研究会では、琵琶湖の将来像を15名の市民、10名の研究者とともに描

いてきました。今後はこの将来像に向けて地域の活動がより活発になるよう、場づくりや研究面で
の支援を行っていきます。

http://www.lberi.jp/root/jp/16kenkyukai/ryuuikikanri/

活動内容

Email: sato-y@lberi.jp Tel: 077-526-4800 

Address:滋賀県大津市柳が崎5-34 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター内
連絡先

４３

連絡先

活動内容

団体名

Email: ramsarcj.nakamura@nifty.com Tel: 03-3758-7926    

Address:東京都大田区南久が原2-10-3

ラムサールセンターでは、全国にあるラムサール条約登録湿地で活動する子どもたちの交流会を
実施しています。2006年からスタートしたこども交流会のまとめとして、昨年夏、滋賀県で
KODOMOバイオダイバシティ国際湿地交流を実施しました。全国の交流会で滋賀出身の子ども

たちが活躍しています。

http://homepage1.nifty.com/rcj/menu.htm

ラムサールセンター
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１２１２１２１２

草津市環境課団体名

５２

草津市ですでに策定されている関連計画に基づいて、現在、取り組みが行われている施策や地
域の活動を基本として、自然環境の保全・再生に関連する内容についてとりまとめ、具体化を図っ
ていくための手法を提示することを目的に、「草津市の自然と人との共生をすすめる施策の推進
計画 ～生き物豊かな自然の姿をめざして～ 」を作成しました。

活動内容

Tel: ０７７-５６１-２３４２ Address:草津市草津3丁目13番30号連絡先

栗東市役所 生活環境課団体名

地方自治体として、環境保全対策、公害対策、廃棄物対策等の生活環境全般にわたる業務を
行っています。

http://www.city.ritto.shiga.jp/

活動内容５０

Email: seikan@city.ritto.lg.jp Tel: 077-551-0336    Address: 栗東市安養寺1-13-33連絡先

守山市環境政策課団体名

５１

「ほたるの住むまち ふるさと守山」づくりを目指し、NPO法人、自治会、学校、企業などと行政が

力を合わせ、河川清掃や水質調査、また生き物が棲みやすい水辺の環境づくりなど、ホタルや生
き物たちの保護育成に努めています。

http://www.city.moriyama.lg.jp

活動内容

Email: kankyoseisaku@city.moriyama.lg.jp Tel: 077-582-1154    

Address:守山市吉身二丁目5番22号
連絡先

４９

連絡先

活動内容

団体名

Email: kankyou@city.yasu.lg.jp Tel: 077-587-6003

山、里地、川、琵琶湖に至る流域のつながりのなかで、小学校の環境教育と連携し、体験型環境
学習を行っています。また、交通部門の温室効果ガスの削減や騒音の低減に繋がるエコドライブ
講習会を実施しています。

野洲市役所



川川川川づくりづくりづくりづくりフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム 基調講演基調講演基調講演基調講演

１３１３１３１３

ＮＰＯ法人びわこ豊穣の郷選定

市民が選んだ「守山の水辺百選」のめざすもの
演題

ＮＰＯ法人びわこ豊穣の郷経由（筆者は守山市在住）連絡先

みずすましアドバイザー（滋賀県みずすましセンター）

おもな所属機関：日本地衣学会、滋賀県湖南地域みずすまし推進協議会 、
ＮＰＯ法人びわこ豊穣の郷、野洲川でんくうの会（野洲川田園空間センター）
等

プロ

フィール

○○○○ かつてのかつてのかつてのかつての守山守山守山守山のののの水辺環境水辺環境水辺環境水辺環境

守山市は野洲川が形成した肥沃な土地に清水が流れる水環境に恵
まれた土地柄であった。県下最大の河川・野洲川をはじめ、あちこちに湧水を
貯えた水域、さらには北端では琵琶湖岸を有し、市内全域に河川や水路が
網目のように広がっていた。生物相も豊かであった。おとなから子どもまで身
近な水辺に親しみ触れあい、多種多彩な水辺は人々の生活と深く結びつい
ていた。

○○○○ 近年近年近年近年のののの守山守山守山守山のののの水辺環境水辺環境水辺環境水辺環境

土地開発や河川構造の変化、さらには生活様式の様変わりにより、住
民の水辺離れの現象に拍車がかかり、河川の水質悪化も影響して住民の水
辺との結びつきがたいへん稀薄なものとなった。

○○○○ 昨今昨今昨今昨今のののの守山守山守山守山のののの水辺環境水辺環境水辺環境水辺環境のののの保全保全保全保全・・・・改善改善改善改善へのへのへのへの市民意識市民意識市民意識市民意識のののの高揚高揚高揚高揚

地域の水環境の保全・改善への問題や課題が叫ばれる現在、もう一
度、住民の生活と結びついた水辺環境を甦らせ、そこに内在する歴史・文化・
景観・自然等のねうちを再確認しながらこれらのことを次世代に繋ないでいく
必要性が強調されている。昨今、このことに向けた水辺環境の保全・改善へ
のはたらきかけの気運が高まり、その実践化の動きが見られる。びわこ豊穣の
郷の累年の事業もこのことに一役担ってきたものと考える。

○○○○ ごくごくごくごく身近身近身近身近なななな水域水域水域水域にににに「「「「おらがおらがおらがおらが河川河川河川河川・・・・おらがおらがおらがおらが水辺水辺水辺水辺」」」」へのへのへのへの愛着愛着愛着愛着とととと誇誇誇誇りをりをりをりを醸成醸成醸成醸成しししし、、、、住住住住
民民民民のののの「「「「河川河川河川河川・・・・水辺離水辺離水辺離水辺離れれれれ」」」」のののの解消解消解消解消がががが急務急務急務急務

最近、地元住民（自治会、地元有志、地元諸団体等）を中心にこのこ
とへの取組が市内あちこちに伺うことができ、その輪は全市的に広がりを見せ
つつある。県においても「滋賀県環境学習の推進に関する条例」が制定され、
「滋賀県環境学習推進計画」が「県民が主役・身近な地域がフィールド」の副
題をもとに策定されている。現在本市に広がる身近な水辺環境への取組はさ
しづめ「地元住民が主役・身近な河川や水辺がフィールド」ということになるの
ではなかろうか。

○○○○ 上述上述上述上述のののの取組取組取組取組のののの輪輪輪輪をををを全市的全市的全市的全市的にににに拡充拡充拡充拡充するするするする一一一一つのつのつのつの方途方途方途方途としてとしてとしてとして、、、、びわこびわこびわこびわこ豊穣豊穣豊穣豊穣のののの
郷郷郷郷のののの「「「「守山守山守山守山のののの水辺百選水辺百選水辺百選水辺百選」」」」選定事業選定事業選定事業選定事業をををを位置位置位置位置づけたいづけたいづけたいづけたい

びわこ豊穣の郷では２００７年に市民を中心に８０箇所の水辺を選定し、
現在、水辺百選研究会という組織を立ち上げ、さらに２０箇所の追加選定も検
討している。また、その普及、啓発への取組方も模索しているところである。水
辺百選の「百」は単に数字の百というより、その多さを意味している。今後、百
を超えることもあり得るし、そうあってほしいとも考える。

要旨

中村 一雄氏名



川川川川づくりづくりづくりづくりフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム 基調講演基調講演基調講演基調講演

１４１４１４１４

ⅠⅠⅠⅠ はじめにはじめにはじめにはじめに 守山守山守山守山のののの水辺百選選定水辺百選選定水辺百選選定水辺百選選定のあらましのあらましのあらましのあらまし
平成１９（２００７）年度環境省請負事業

ⅡⅡⅡⅡ ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人びわこびわこびわこびわこ豊穣豊穣豊穣豊穣のののの郷郷郷郷のののの設立設立設立設立とそのとそのとそのとその目的並目的並目的並目的並びにびにびにびに活動水域活動水域活動水域活動水域
～びわこ豊穣の郷ホームページから～

ⅢⅢⅢⅢ びわこびわこびわこびわこ豊穣豊穣豊穣豊穣のののの郷郷郷郷とととと地域住民地域住民地域住民地域住民とのとのとのとの水環境水環境水環境水環境へのへのへのへの取組取組取組取組のののの連携連携連携連携

ⅣⅣⅣⅣ 今今今今こそこそこそこそ ごくごくごくごく身近身近身近身近なななな水域水域水域水域にににに「「「「おらがおらがおらがおらが河川河川河川河川・・・・おらがおらがおらがおらが水辺水辺水辺水辺」」」」へのへのへのへの
愛着愛着愛着愛着とととと誇誇誇誇りのりのりのりの醸成醸成醸成醸成 ・・・・・・・・・・・・住民住民住民住民のののの｢｢｢｢河川河川河川河川・・・・水辺離水辺離水辺離水辺離れれれれ｣｣｣｣のののの解消解消解消解消のののの必要性必要性必要性必要性

＊ かつての守山の水辺環境
＊ 近年の守山の水辺環境
＊ 現在の守山の水辺環境・・・地元の取組が伺える一端の紹介

ⅤⅤⅤⅤ 身近身近身近身近なななな水辺環境水辺環境水辺環境水辺環境へのへのへのへの取組取組取組取組とととと｢｢｢｢守山守山守山守山のののの水辺百選水辺百選水辺百選水辺百選｣｣｣｣選定選定選定選定のののの取組取組取組取組とのとのとのとの関連関連関連関連
＊ 参考資料 滋賀県環境学習の推進に関する条例

｢滋賀県環境学習推進計画｣
～県民が主役、身近な地域がフィールド～
・ 環境学習の現状と課題
・ 環境学習の展開の方向

ⅥⅥⅥⅥ 「「「「水辺百選水辺百選水辺百選水辺百選」」」」選定選定選定選定とそのとそのとそのとその後後後後のののの取組取組取組取組
＊ 水辺百選の一覧 第１次選定（２００７） ８０箇所の選定

第２次追加選定（２０１０）２０箇所の選定の検討
＊ 選定地の水辺のもつねうちを探る
＊ 「水辺百選のしおり｣の作成
＊ ｢水辺百選を歩く」ハイキングの実施

ⅦⅦⅦⅦ おわりにおわりにおわりにおわりに （（（（守山守山守山守山のののの水辺百選水辺百選水辺百選水辺百選のめざすもののめざすもののめざすもののめざすもの ）））） ①～⑧

以上

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人びわこびわこびわこびわこ豊穣豊穣豊穣豊穣のののの郷選定郷選定郷選定郷選定

市民市民市民市民がががが選選選選んだんだんだんだ 「「「「守山守山守山守山のののの水辺百選水辺百選水辺百選水辺百選」」」」のめざすもののめざすもののめざすもののめざすもの

みずすましみずすましみずすましみずすましアドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー 中中中中 村村村村 一一一一 雄雄雄雄



川川川川づくりづくりづくりづくりフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム 活動報告活動報告活動報告活動報告

２０２０２０２０

私たちの宮城川で川遊びをしよう！演題

守山市吉身４丁目２－７２

TEL ０７７－５８２－８１９７

携帯 ０９０－５９６４－０８３８

連絡先

吉身東町自治会長

吉身小学校サポート倶楽部
プロ

フィール

１．「親子で川遊び」事業取り組みの動機

都市化が進み、若い世代の急増に対応した自治会活動

２．事業の目的

（１）身近な水辺の遊びを通じて、地域の絆づくり

（２）地域の川に関心を、環境保全につなげる

（３）アンケートによる、若い世代の意識調査

３．自治会の目指すこと

・生き生きした人づくりと、住みよい町づくり

・新旧住民の交流による地域づくり

４．プロジェクトの組織づくり

５．吉身東町の人口構成 （全人口：２４３７人）

全人口の６４％が０～４４歳の若い世代の１５６０人

６５歳以上３１８人の高齢化率は１３％と低い

６．アンケートによる意識調査の結果

（１）イベントの期待は、子どもに体験、人と交流、川に親しむ

（２）吉身は住みやすく（７７％）、住み続けたい（８３％）

（３）川の清掃活動の評価は８３％が良かった

（４）川への関心は９３％がもった

（５）９７％の子どもは楽しんだ、１００％が今後も参加したい

７．成果

親子１１９人の予定外の参加で、スタッフ共に大いに盛り上がり、世代
を越えて新しい絆が生まれ、目的が達せられた。

８．課題

今後参加者が多くなった場合の対応

非灌漑期の水枯れのため、川に魚やカワニナなどがいないこと

要旨

小 西 孝 司氏名



川川川川づくりづくりづくりづくりフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム 活動報告活動報告活動報告活動報告

２１２１２１２１

大川の水環境改善に向けて演題

美崎自治会館 ０７７－５８５－１０１９連絡先

・滋賀県庁勤務を経て平成２２年４月から美崎自治会長

・平成２２年６月には自治会内の防犯灯１００基余をLED照明に転

換

プロ

フィール

１．大川の概要

・旧野洲川南流の最下流

・野洲川新川の通水とともに準用河川指定（昭和６１年）

・流入水がないこと等から水循環のない閉鎖性水域化

・水質は悪化し、ホテイアオイ等が繁茂

２．水環境改善への取り組みストーリー

１）第一ステージ

①繁茂する水草の除去

②関心盛り上げ

③関係団体・グループ等との連携の構築

２）第二ステージ

①継続的な水質・生物調査

②関係団体・グループ等との連携事業の推進

③生態系の改善・回復に着手

④取り組み計画の策定

３）第三ステージ

①水質の改善・回復

②自然的環境・景観の改善

３．大事にしたいもの

１）地域が一体となって取り組みたい

２）環境改善への取り組みを子ども達の成長に活かしたい

３）水環境の改善と地域環境の改善をともに実現したい

要旨

美崎自治会 伊藤 潔氏名



川川川川づくりづくりづくりづくりフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム 活動報告活動報告活動報告活動報告

２３２３２３２３

すごいぞ！ プランクトンのひみつ Part3演題

小津小学校 077（585）0138連絡先

平成20年度～22年度

守山市児童生徒科学研究発表会 小津小学校代表で出場

第51回滋賀県学生科学賞県展出品

『ハラハラ、ドキドキ花たんけんたい』佳作

第52回滋賀県学生科学賞県展出品

『すごいぞ！プランクトンのひみつ』佳作

第53回滋賀県学生科学賞県展出品

『すごいぞ！プランクトンのひみつパート2』優良賞

第54回滋賀県学生科学賞県展出品

『すごいぞ！プランクトンのひみつ Part3』佳作

プロ

フィール

プランクトンのひみつを3年間にわたり、研究してきた。

①継続観察している場所の水の様子やそこに住むプランクトンの種類から環
境が変化している。

②プランクトンの成育には、光・栄養・炭酸ガスの3つの条件が必要である。

③光の色や栄養の量の違いによって、プランクトンの増え方に違いがある。

④環境の変化によるプランクトンの変化は、地球温暖化と関連している。

⑤琵琶湖の水温や水の深さによってプランクトンの住める限界がある。

⑥太陽の光の中の紫外線が人体だけではなく、環境にも大きな影響をあた
えている。

観察・実験を通して、①～⑥の結果が得られた。これを今後に生かし、環境
についてもっとくわしく調べていきたい。

＜参考文献＞

やさしい日本の淡水プランクトン 合同出版

ＨＰ・・・ぼくらの地球

びわ湖をめぐる環境 他

要旨

寺田 和磨氏名



琵琶湖琵琶湖琵琶湖琵琶湖のののの漁師料理漁師料理漁師料理漁師料理をををを囲囲囲囲んでのんでのんでのんでの交流会交流会交流会交流会

２４２４２４２４

机とイスを下図のように
並べます。
ご協力お願いします。

焼きたてパンは「もんぺおばさんの田舎工房」の中井牧造さん、
その他は「びわ湖の水と地域の環境を守る会」松沢松治さん（漁師）
が提供してくださいました。

女子トイレ 男子トイレ

多目的
トイレ

事務室

EV

漁
師
料
理
準
備
室

倉庫

倉庫

階段

コピ
ー機

受付

出入口
水辺百選

下
駄
箱

スリッパにはきかえる

下
駄
箱下
駄
箱

各ブースの「ラブレター」ボードを陳列する

各机に不織布をかぶせる

・ たてぼし豆
・ 焼きモロコ
・ アユのマリネ
・ アメノイオご飯
・ 焼きたてパン

★ おしながき ★

ﾐｰﾃｨﾝｸ
ﾞﾙｰﾑ

中会議室

ﾐｰﾃｨﾝｸ
ﾞﾙｰﾑ

・ フナ寿司
・ ビワマスの造り
・ アユの田舎煮
・ えび豆
・ ワカサギの天ぷら

喫煙コーナー



平成23年（2011年）1月30日に「第4回淡

海の川づくりフォーラム（主催：淡海の川づ
くりフォーラム実行委員会、滋賀県）」が開
催されました。

Topic2

この中で、この「こなん水環境フォーラム」が応募
団体20団体中、準グランプリを受賞しました！！

守山の初夏を彩る風物詩

2011（第8回）守山ほたるパーク＆ウオークを開催します

＊守山の自然財産“ゲンジボタル“の住む町、住む川を守ろう
＊蛍を通して環境と文化と町の活性化を結ぼう
＊開催期間5月28日(土)～6月12日(日)

2011（第8回）守山ほたるパーク＆ウオーク実行委員会・北田

Topic1


