役員 Message 「今後の抱負」
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評議員 井手

慎司

（滋賀県立大学環境学部

評議員 中鹿

教授）

淡海環境保全財団といえば、失礼ながら、行政では
やりにくい仕事ばかりを行政から押しつけられている
イメージがあります。

哲

（滋賀県琵琶湖環境部環境政策課長）


平成25年３月31日現在の原稿

淡海環境保全財団の創立前年である平成４年は、本
県においてはヨシ群落保全条例が施行され、また、世

ただし、逆転の発想という観点からすれば，行政で

界に目を向ければ、アジェンダ21が採択されたリオの

はできなかったことを、財団でならできる可能性があ

地球サミットが開催された年でした。財団創立の平成

ることをこれは意味しています。個人的には、財団の

５年は琵琶湖がラムサール条約の登録湿地となった記

特に啓発に関する事業に今後は期待したいと思いま

念すべき年であり、このように歴史上注目すべき年代

す。これまで行政の縦割りのため、意味なく細分化さ

に誕生した淡海環境保全財団が、本年で創立20周年を

れていた環境分野の啓発を、財団が一手に引き受けれ

迎えたことは誠に意義深いと思います。

ば、分野横断的かつ効果的に実施していけると信じて

本県では、環境保全活動への参加の拡大や省エネル

いるからです。そのために、自分として少しでも貢献

ギー行動の実践率、買い物袋持参率の高まりなど、県

できれば幸いです。

民の環境保全活動への積極的な参加がみられます。こ
の事実は、20年にわたり財団に関わってこられた諸先
輩方のご尽力の賜であり、淡海環境保全財団の大きな
成果であると言っても過言ではありません。

評議員 北田

俊夫

（NPO法人びわこ豊穣の郷

この財団が、今後も本県とともに「低炭素社会の実
顧問）

今、私の住んでいます守山の川の水は大変きれいに
なり、小魚が泳ぎ、初夏にはホタルの飛翔する里川が

現」と「琵琶湖環境の再生」に向けて実績を重ね、
「持
続可能な滋賀社会」を追求する拠点として活躍できる
よう、たゆまぬ努力をしてまいりたいと考えています。

近年、各地に広がって来ました。
しかし、それらの川が流れ込む赤野井湾（琵琶湖）
では、様々な努力にもかかわらずその水環境は改善さ

評議員 長澤

賢司

れていないのが現状です。最近、赤野井湾では外来植

…（関西電力株式会社…滋賀支店長室総務・広報グループチーフマネージャー）

物のオオバナミズキンバイが急増殖するなど新たな課

このたび、当財団の役員に就任しました長澤でござ

題が発生しています。
当財団が目指している『自然と人との共生』に向け
て、取り組むべき環境課題は多岐にわたります。

います。財団が設立されて20周年という節目の時期を
ともに迎えるにあたって、この歴史の重さに改めて気
が引き締まる思いを実感しているところです。

そんな中で、私は財団評議員の一員として上記の状

これまで、当財団の発展に努力してこられた歴代の

況を鑑み、今までの経験と所属するNPOの究極の目

役員の皆さまと同様に、環境先進県の一員として、産

的であります「琵琶湖の水環境の復元と保全」に関わ

業界や行政、学識経験者、関係団体等の皆さまと連携

る分野を主体に視点をおき、積極的な意見具申と活動

しながら、琵琶湖をはじめとする豊かな滋賀の環境保

参画に努め、当財団事業の展開に対して真摯に懸命に

全の推進や持続可能な社会システムの構築に寄与する

寄与してまいりたいと願っています。

事業活動を着実に展開していくことで、美しく住みよ
い滋賀の創造に寄与するという当財団の使命達成に向
けて微力を尽くして参りたいと考えております。
つきましては、今後とも皆様の格別な御指導・御協
力を賜りますようお願い申し上げます。
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評議員 西堀

武

（株式会社滋賀銀行

れ、県内の環境保全のあり方について意見交換をさせ
総合企画部CSR室長）

てもらったものです。新しく発刊された「明日の淡海」

琵琶湖は、私たちの生活や事業活動を敏感に反映す

にも何回か原稿執筆をさせてもらいました。現在も継

るとともに、その生態系は人と“いきもの”の微妙な

続されている環境保全活動団体に対する支援事業にお

バランスのうえに成り立っています。まさに私たち人

いては、伊吹山の観察会の推進等に大変お世話になり

間の諸活動を映す“鏡”です。

感謝しています。公益財団法人となった今後は、幅広

地球温暖化防止や生物多様性の保全を皆で実践し、
持続可能な社会の実現に向け、環境保全と経済発展の
両立を目指すという「グリーン革命」に夢を託したい

い環境問題に対応できる人材の養成に力を入れられる
ことが大切と考えています。
財団のさらなる発展を願っています。

ものです。
淡海環境保全財団の活動がより一層多くの県民の皆
さんからの支持を得て、ますます事業活動を充実され
ることを大いに期待いたします。

評議員 村木

安雄

（滋賀県中小企業団体中央会

専務理事）

淡海環境保全財団設立20周年おめでとうございます。
私は、昨年の６月より就任させていただいた新米役
評議員 深尾

善夫

（滋賀県農業協同組合中央会

員でございますが、設立当初より滋賀県の豊かな自然
常務理事）

環境の保全等持続可能な滋賀社会の構築をはかるとい

淡海環境保全財団は、
「琵琶湖をはじめ滋賀の優れ

う崇高な理念のもと、幾多の事業を着実に積み重ねら

た自然環境の次世代への継承や自然と人との共生を目

れ、琵琶湖をはじめとする滋賀の自然環境を守ってい

指して、琵琶湖の生態系や水質を保全する」を目的と

ただいた役員諸先輩や職員の皆さんに敬意を表します

して1993年５月28日に設立されて以来、ひたむきな、

とともに、心より感謝を申し上げます。
さて、経済発展の証が大量の資源を使い、大量生産・

その活動は20年目を迎えました。
私は、琵琶湖のほとりに育ちました。いわゆる「安

大量消費・大量廃棄の時代であった産業革命以降だと

土･八幡の水郷」で、田んぼへ「田舟」で行ったのを

言われておりますが、長年積み重ねた環境負荷が異常

覚えています。今は、土地改良事業で整備されその面

気象による洪水や疫病の蔓延など社会の存続に危険を

影もありませんが、ヨシ群落とともに記憶に残ってい

及ぼすことに、人間はようやく気づきました。
私たち経済界は、経済活動の主体でありますことか

ます。
もちろん、当時は「ヨシは水質を浄化する」など知

ら、常に環境保全に真剣に取り組みを進めることが求

るはずもなく、
「ヨシの茂みの中に鳥の巣がある、ヨ

められております。製品の長寿命化や小型化、省エネ

シの根元に魚がいる」程度の認識だったでしょう。

化、リサイクルなどを推進し、最小の資源で最大の社

「ヨシ群落の保全」や「水草の資源活用」は、地道
ですが琵琶湖にとって、大変重要な取り組みです。今
後とも、役員としてその活動を支えていきたいと思い

会的利益、企業利益を創出していくことが重要である
と思っております。
今後とも財団の皆様とともに、滋賀の自然環境と経
済が調和のとれた持続可能な滋賀県の発展に向かって

ます。

活動して参る所存でありますので、ご指導を賜ります
ようお願いします。
評議員 村上

宣雄

（滋賀自然環境保全・学習ネットワーク

会長）

滋賀県の環境保全活動の推進役として尽力されてき
た当財団が、創立以来20年を経過することを知り、年
月の早く過ぎ去るのを痛感しています。
長年県内の環境問題に関わってきました私は、当財
団の発足時に大きな期待と夢を託し、何度も財団を訪

評議員 山本

悦子

（滋賀県地球温暖化防止活動推進員）

2007年IPCC第４次報告書では、「人為起源の温室効
果ガスの増加が温暖化の原因とほぼ断定」と報告され、
今後さらなる気温の上昇、洪水の危険、水不足、健康
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被害などさまざまな影響が予測されています。にもか

活用する提案に係っています。下水処理等に関する事

かわらず、ライフスタイルを変革することもなく、今

業は、県下水道課との連携のもとこれから具体的な事

も多量の温室効果ガスを排出し続けています。

業の実施計画を練りながら進めていくことになりま

われわれは高度成長期、便利で快適な生活を優先し、

す。県の関連部署、浄化センターや水ビジネス企業等

温暖化を加速させてきました。地球温暖化の現象に一

との交流の機会が増え、自らのアイディアに基づく提

刻も早く歯止めをかけ、将来にわたって住みよい環境

案、調整が要求される困難ではあるがやりがいのある

を次世代に継承していく責務があります。私は、財団

活動です。民間企業の団体である滋賀経済産業協会に

がもつ事業の中で、特に「地球温暖化防止」に力点を

在籍する私自身、微力ながら関連する意見を理事会等

おき、滋賀県温暖化防止活動推進員としての立場を生

の機会に述べさせていただくことを今後の抱負とさせ

かし、最も身近な市民・地域の生活の中で持続可能な

ていただきます。

社会の実現に向けて提案し、温暖化防止を推進してい
きたいと思っています。
理 事
副理事長 北村

美賀子

（湖南流域環境保全協議会

会長）

滋賀県のマザーレーク21計画の方針で、湖南流域環

朋生

（滋賀県琵琶湖環境部長）
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淡海環境保全財団は、琵琶湖をはじめとする滋賀県

境保全協議会を設立、その代表として、琵琶湖流域ネッ
トワーク委員会委員となり、そうした関係から財団の
理事に就任することとなりました。

の豊かな自然環境を次世代に引き継ぐため、ヨシ群落

昭和48年、私たちは、人体への被害から、せっけん

の保全活動や地球温暖化防止活動といった地域に密着

使用運動を始めました。昭和52年には琵琶湖に赤潮が

した活動に積極的に取り組んで参りました。このたび、

発生して環境問題となり、無リン合成洗剤の出現で、

創立20周年を迎えることができましたのも、ご尽力賜

せっけん運動は姿を消してしまいました。しかし、合

りました役員諸先輩や職員の皆様のおかげであり、こ

成洗剤は環境ホルモンであり、細々ながら現在も活動

こに敬意と感謝の意を表します。

を続けております。

近年では、地球温暖化や生物多様性の損失など、地

今回の東日本大震災により原子力発電所の大事故が

球規模で環境が変化し、琵琶湖をとりまく環境にも

発生しました。日本人は、世界初の原爆体験者であり、

様々な変化が現れてきています。そのような中で、私

チェルノブイリ事故と合わせて何故あの体験が生かさ

たち一人ひとりが自然とのつながりを再認識し、今私

れないのでしょうか。滋賀県に隣接する福井県には活

たちに何ができるのかを考え、美しい琵琶湖、自然環

断層上に多くの原子力発電所があります。核廃棄物処

境豊かな滋賀県を守り育む活動の輪をさらに大きなも

理も不可能である現在、疑わしきは使用せず。財団理

のにしていくことが必要です。

事として琵琶湖の環境について一緒に考えていきたい

このたびの20周年を一つの節目の年とし、今後とも

と思っております。

本県および琵琶湖の環境保全に向け、微力ながら尽力
して参ります。
理 事 竺

文彦

（龍谷大学理工学部

理 事

出井

安正

教授）

今後の環境問題

（…一般社団法人滋賀経済産業協会 環境委員会副委員長）

びわ湖の水質問題では、かつて、富栄養化が社会的

淡海環境保全財団は、財団設立20周年を迎え、公益

な問題となり、石鹸使用の運動など住民と行政が一丸

財団への変更と下水処理等に関する事業を新たに取り

となって、水質浄化に取り組んできました。下水道が

組みます。私自身滋賀経済産業協会環境委員会の活動

普及してきて、家庭からの汚濁は削減され、今後は農

に関連して、一昨年県の下水道ハブの誘致会議に参加

業排水やノンポイント・ソースと呼ばれる初期雨水が

したり、帰帆島を再生可能エネルギーセンターとして

問題とされてきており、新たな対策が必要になってき
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ました。また、水草が繁茂し、水草の処理が問題と

会との共生を第一に、環境問題に取り組んでまいりま

なっていますが、これは家庭生ごみも含めて堆肥化や

した。最近では、滋賀県の良好な環境を次世代に送り

メタン発酵するなど、地域から排出されるウエットな

繋げることの重要性、責任の重さをあらためて感じて

廃棄物の処理体制を見直す時期に来ているように思い

おります。

ます。ドイツではエネルギー村が出現してきており、

この財団の活動が、今後30年、50年と永きに亘り続

廃棄物のメタン発酵や木質バイオ発電で売電する農村

けられるためにも、微力ではありますが監事としての

が増えています。環境問題は再生可能エネルギーとも

職務を全うしてまいります。

連携しますので、淡海環境保全財団がやらなければな
らないことが山積していると思います。
監 事
理 事

土屋

正春

（一般社団法人滋賀グリーン購入ネットワーク…会長）

次の10年に向けて
今日の環境問題では、関連する要因が地球規模の広
がりで一層複雑化し変化も急なため、基本的な課題や
自らの足元を忘れがちなのが現実です。

松尾

宏文

（…松尾公認会計士事務所

公認会計士・税理士）

財団設立20周年おめでとうございます。平成19年４
月より、監事を務めさせていただき、６年が経過しま
した。この間、理事会への出席や会計監査を通じ、琵
琶湖の環境保全への取り組みに触れることができ、大
変貴重な経験をさせていただいております。
財団法人とは一定の目的のために提供された財産を

例を挙げると、
「ごみ」に比べて「水」への市民の

基礎に設立され、設立者の意思に基づき財産の運用益

関心はずっと低いのです。週に２回程度のごみ出しの

で運営される法人です。この中にあって監事の主な役

たびに、暮らしている自治体によっては30種にも分別

割は、理事会に出席して理事の業務監査を行うことと

するのに比べ、多くの国民が水について日々同様の注

会計監査を実施することです。財団の基礎となるもの

意を払うことはほとんどありません。

が財産であることからして、その財産や収支状況を監

  各地自治体の環境計画でもこのことは一つの傾向と

査することは適正な財団運営を執行するうえで重要な

して現れていて、台所の流しに水切りを設ける、とい

職務であり、その責任を日々感じております。

う家庭での努力項目が姿を消しつつあり、代わって主

これからも、琵琶湖をはじめとする滋賀県の豊かな

要な位置づけとして共通化しているのが「水辺」の保

自然環境の保全に、財団の監事として監査を通じて貢

護です。
「水」そのものについての意識の巻き戻しが

献していきたいと思います。

次の10年の目標のように考えます。その先に控えてい
る困難な時代を考えればなおさらのことです。

監 事

片岡

康雄

（…株式会社関西アーバン銀行…取締役専務執行役員）

現代社会において、環境問題は国民生活全般に深く
関わっており、持続可能な経済社会の実現に向け、最
優先で取り組まねばならない課題の一つとなっており
ます。そうした中、淡海環境保全財団は、琵琶湖をは
じめとする滋賀県の豊かな自然環境の保全に、先導的
な役割を担ってまいりました。この度、設立20周年を
迎えることができましたのは、諸先輩のご苦労の賜物
であり感謝申しあげます。
私自身、企業人としては、事業活動を通じた滋賀県
の環境の維持と改善に、また、個人としては、地域社
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