
重点審議事項 委員会における取組状況 主な論点 委員会における主な意見 備考

滋賀県環境総合計
画（第五次）の策
定について

平成30年５月16日　常任委員会
・平成30年度琵琶湖環境部の主要施策に
ついて

平成30年７月11日　常任委員会
・水草・オオバナミズキンバイ等の状況
について

平成31年１月25日　常任委員会
・平成30年度における侵略的外来水生植
物対策の取組状況について

オオバナミズキン
バイについて

・切れ端や残った茎が飛んで、流れて、また発生している点もあ
るので、その辺を慎重にやってもらうことが大事である。

重点審議事項の論点整理について【環境・農水常任委員会】

平成30年５月16日　常任委員会
・滋賀県環境総合計画（第五次）の策定
について

平成30年７月11日　常任委員会
・第五次環境総合計画の策定状況につい
て

平成30年９月12日　常任委員会
・第五次滋賀県環境総合計画の策定状況
について

平成30年10月４日　常任委員会
・第五次滋賀県環境総合計画（原案）に
ついて

平成30年11月16日　常任委員会
・第五次滋賀県環境総合計画（原案）に
対して提出された意見・情報とそれらに
対する滋賀県の考え方について

平成30年12月14日　常任委員会
・報第18号　滋賀県環境総合計画の改定
状況について

平成31年３月８日　常任委員会
・議第94号　滋賀県環境総合計画の改定
につき議決を求めることについて

第五次滋賀県環境
総合計画について

・琵琶湖は、北湖と南湖、それぞれの役割があるが、どうしても
南湖に係る記述が多くなるので、琵琶湖全体を見据えた計画とし
てバランスよくつくっていただきたい。
・環境総合計画であるがゆえに、琵琶湖の環境をどう守るのかと
いう視点と同等に、山の環境保全、いかに自然の守るべきところ
を守っていくかという視点もそういう捉え方が必要である。
・獣害対策でも、従来なかった熊が出てくることなど、山の環境
の変化に起因する部分も多いと思うので、ぜひそういった視点も
取り入れていただきたい。
・日本遺産「琵琶湖とその水辺景観－祈りと暮らしの水遺産」と
いうキーワードは、滋賀県的な環境を守る暮らしのスタイルを表
現しており、計画にこの表現がないのは、滋賀県らしくないので
はないか。
・県民がかかわる行動について、指針として環境総合計画に載せ
ることは意義がある。
・県は今まで３Ｒでやってきはずだが、計画では２Ｒに力を入れ
るという意味に取れる、今のままだと後退したような表現とも思
われるのではないか。
・マイクロプラスチックは、環境総合計画に入っていない。プラ
スチックごみの発生抑制の取組には含まれているが、それでよい
のか疑問に思う。
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重点審議事項 委員会における取組状況 主な論点 委員会における主な意見 備考

平成30年７月11日　常任委員会
・平成30年６月29日滋賀県米原市にて発
生した竜巻に伴う森林関係の被害につい
て
・平成30年７月５日からの大雨による被
害について

平成30年７月11日　県内行政調査
（滋賀県立きゃんせの森）
・竜巻の被害状況について

平成30年８月２日　常任委員会
議第103号　平成30年度滋賀県一般会計補
正予算（第４号）のうち琵琶湖環境部所
管部分について

平成30年９月12日　常任委員会
・平成30年台風第21号の被害状況につい
て

平成30年10月４日　常任委員会
議第137号　平成30年度滋賀県一般会計補
正予算（第９号）のうち琵琶湖環境部所
管部分について

竜巻被害、大雨被
害および台風被害
について

・不明水が入ると市民の水道料金にも影響するので、不明水対策
をしっかり進めていただきたい。
・きゃんせの森は、森林組合に管理を委託していると思うが、地
元の方も利用しており、一日も早く修復をしていただきたい。
・現場確認をしながら、国の情報を集めて支援策があれば検討を
していただきたい。

平成30年５月16日　常任委員会
・平成30年度琵琶湖環境部の主要施策に
ついて

オオキンケイギク
について

・琵琶湖環境部から、県庁全体に対して、基本的に外来種を持ち
込まないようにという政策をしっかりとするのがいいのではない
か。

平成30年５月16日　常任委員会
・第72回全国植樹祭の開催準備状況につ
いて

平成30年11月６日　県外行政調査
（魚津桃山運動公園）
・第68回全国植樹祭の開催について

平成30年11月16日　常任委員会
・第72回全国植樹祭の開催準備状況につ
いて

平成31年３月８日　常任委員会
・第72回全国植樹祭の開催準備状況につ
いて

全国植樹祭につい
て

・開催理念に「森林、びわ湖、人（暮らし）のかかわりを再認識
し」と記載されている。候補地の甲賀市は中山間地で琵琶湖を意
識しづらいため、琵琶湖をイメージできる、琵琶湖を意識した大
会となるようにしていただきたい。
・天皇皇后両陛下による、お手植え、お手播きの樹種について、
滋賀県にちなんだモミジ、シャクナゲを重点に、ウツクシマツな
どの、滋賀県固有の樹種を推奨していただきたい。
・滋賀県も、少花粉スギではなく、無花粉スギを育てる研究を進
めていかなければいけないのではないか。
・水口細工は、歴代天皇が即位されたときに天皇家に献上された
り、伊勢神宮の式年遷宮など、天皇家にかかわる式典には必ず必
要とされ、大事につくられていた。一旦なくなった伝統工芸だ
が、今、復活させようとされているので、お手播きの種子を入れ
る器に水口細工を使用していただきたい。
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重点審議事項 委員会における取組状況 主な論点 委員会における主な意見 備考

平成30年10月４日　常任委員会
・「やまの健康」推進プロジェクトチー
ムの設置について

平成31年１月25日　常任委員会
・「やまの健康」推進プロジェクトチー
ムにおける検討状況について

「やまの健康」推
進プロジェクト
チームについて

・ＳＤＧｓの視点や、環境という言葉はどこにも書かれていな
い。獣害対策について書かれているが、その発想自体が「やまの
健康」ではないのではないか。鳥獣との共生や、生物多様性な
ど、今ある課題を羅列しているだけでは、その域を抜け出してい
ないので、今後、検討の中で広げていただきたい。
・森のようちえんという文言が見当たらない。人材育成という長
期的な視点で捉えると、県が補助をしながら、幼稚園児や関心の
高い保護者を集めていく視点も必要である。
・「やまの健康」プロジェクトを推進する大前提として、山の所
有の問題がある。
・山間地域の交通対策を大きな柱に、災害対策もテーマとして、
検討していただきたい。
・高齢者が元気で暮らしているうちに住宅を改良して、亡くなっ
た後も相続者が民宿などとして活用できるような、踏み込んだ政
策が必要である。田舎暮らしが快適で豊かだというモデルをたく
さんつくることが大事である。
・森林農地を管理することが今非常に問題である。従来の考え方
から脱皮していないので、制度をつくるときに、今までにない考
え方で進めていただきたい。

平成30年８月27日　県内行政調査
（H29伐採地）（H30木材集積地）
・公社の伐採事業について

平成30年10月４日　常任委員会
・報第14号　一般社団法人滋賀県造林公
社の平成29年度中期経営改善計画に関す
る経営評価結果について
・公益法人等の経営状況説明書について
（一般財団法人滋賀県造林公社）
・出資法人経営評価の結果について（一
般財団法人滋賀県造林公社）
・公社造林のあり方検討について

造林公社について ・項目別評価の達成状況の基準が根本的に甘くておかしいと思わ
れる。計画を達成していないことをきちんと押さえて、正確に評
価をし、目標を達成することが大事である。評価委員会にもこの
指摘を問いかけていただきたい。
・農業も水産も林業も担い手不足である中で、採算が合わずなか
なかもうからないから、手がつけられません。30年間という時間
をかけて、伐採しようとしている。県がそういう姿勢を林業関係
者に示すことが求められているのではないか。
・公社だけではなくて民有林も成長産業化を図るのだったら、民
有林の、例えば伐採方法や搬出方法も念頭に置いた検討会である
べきではないか。単なる公社が持っている森林だけではなく、広
くやっていただきたい。

平成30年９月12日　常任委員会
・平成29年度有害鳥獣の捕獲状況と被害
概要について

有害鳥獣について ・超高齢化の猟友会員に埋めてくださいというけれども、重機か
何かを持っていないことには、穴を掘って埋めることはできない
わけですから、そういう施設をつくってほしいという要望がある
わけです。
・ニホンザルによる農林水産以外の被害が昨今ふえてきていて、
地域住民の方は、問題視されているのです。結局その対策が地域
住民による追い払いになっていくのでは、地域の方の負担はふえ
るばかりですので、次期の計画にもしっかりと落とし込んでいた
だきたい。
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重点審議事項 委員会における取組状況 主な論点 委員会における主な意見 備考

平成30年９月12日　常任委員会
・環境影響評価法に基づく計画段階環境
配慮書の提出について

環境影響評価法に
基づく計画段階環
境配慮書について

・鳥類への影響があった場合だけでなく、水環境や生態系、人間
に深刻な影響がある場合には、本事業の取りやめも含めた見直し
をするように、全体でそういう書き方をするべきである。

平成30年10月４日　常任委員会
・琵琶湖森林づくり県民税と森林環境譲
与税（仮称）の使途の整理について

琵琶湖森林づくり
県民税と森林環境
譲与税（仮称）の
使途の整理につい
て

・県民向けに、使途も含めてきちんと広報をする必要がある。森
林、山林と関係が薄い市町についてはきちんとフォローをしてい
ただきたい。
・二つの税について、県民や市町に対し使い方を明確にわかりや
すく、制度設計をしていただきたい。
・琵琶湖森林づくり条例の中に市町の責務を書かないといけない
のではないか。森林環境譲与税ができて、市町の役割が重要とな
り、全体を動かすのに県と市町の役割を示す何らかの条例や方針
が必要である。新しい制度ができたのに、根本の県の制度が変わ
らないと中途半端に感じるので検討していただきたい。

平成30年８月６日　常任委員会
・焼却灰中のセレン基準値超過について

平成30年９月12日　常任委員会
・湖南中部浄化センター焼却灰中のセレ
ン基準値超過にかかる対応について

平成30年11月16日　常任委員会
・湖南中部浄化センター焼却灰中のセレ
ン基準値超過にかかる作業完了について

セレン基準値超過
について

・非常にお粗末なことをやっているので、しっかりと教訓を酌み
取って、きちんと処分していただきたい。

平成30年８月６日　常任委員会
・琵琶湖森林づくり基本計画の見直しに
ついて

平成30年10月４日　常任委員会
・琵琶湖森林づくり基本計画見直しの検
討状況について

平成30年12月14日　常任委員会
・琵琶湖森林づくり基本計画の見直し
（案）について

平成30年３月８日　常任委員会
・「琵琶湖森林づくり基本計画（改定
案）」に対して提出された意見・情報と
それらに対する滋賀県の考え方について

琵琶湖森林づくり
基本計画の見直し
について

・林野庁などが進めてきた森林セラピー基地の活用などを計画に
位置付け、健康と森林活用を柱だてしてはどうか。また、フォレ
ストアドベンチャーに力を入れる森林組合がある。森林セラピー
基地、健康利用、観光活用を盛り込むことを提案する。
・ＳＤＧｓのことも触れてはどうか。
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重点審議事項 委員会における取組状況 主な論点 委員会における主な意見 備考

平成31年１月25日　常任委員会
・（仮称）滋賀県気候変動適応センター
の設置について

（仮称）滋賀県気
候変動適応セン
ターについて

・県民の皆さんに少しわかりにくい部分があるので、センターの
位置づけはもう少しくわしく説明していただきたい。

平成30年７月11日　常任委員会
・滋賀県琵琶湖流域下水道事業経営戦略
の策定について
・琵琶湖流域別下水道整備総合計画の改
定について

平成30年10月４日　常任委員会
・「琵琶湖流域別下水道整備総合計画」
の改定および「滋賀県琵琶湖流域下水道
事業経営戦略」の策定状況について

平成30年12月14日　常任委員会
・「琵琶湖流域別下水道整備総合計画
案）」に対する意見・情報の募集につい
て

「琵琶湖流域別下
水道整備総合計
画」の改定および
「滋賀県琵琶湖流
域下水道事
業経営戦略」の策
定について

・倍ほどに広がっている負担金の格差が、人口減少によってさら
に負担がふえていく傾向にあり、下水道の目的を踏まえると、県
下一本の料金体系がお願いできないかと思う。そこまでは無理で
も負担格差について検討していただきたい。

平成30年12月14日　常任委員会
・（仮称）余呉南越前ウィンドファーム
発電事業計画段階環境配慮書に対する知
事の意見について
平成30年７月11日　常任委員会
・琵琶湖博物館の第２期リニューアル
オープンについて

平成30年10月４日　常任委員会
・琵琶湖博物館樹冠トレイル（第２期リ
ニューアル）のオープンについて

平成30年11月16日　県内行政調査
（琵琶湖博物館）
・第２期リニューアルオープンについて

平成30年12月14日　常任委員会
・琵琶湖博物館第３期リニューアルの実
施設計素案について

平成31年３月８日　常任委員会
・琵琶湖博物館第３期リニューアルの実
施設計案について

琵琶湖博物館の
リニューアルにつ
いて

・県外の方、インバウンドの方にも来ていただけるように他部局
とも連携していただきたい。
・第３期リニューアルの目玉となるニュースを、はっきりと打ち
出す必要がある。
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重点審議事項 委員会における取組状況 主な論点 委員会における主な意見 備考

・「滋賀県琵琶湖流域下水道事業経営戦
略（案）」に対する意見・情報の募集に
ついて

平成31年３月８日　常任委員会
・「琵琶湖流域別下水道整備総合計画
（案）」に対して提出された意見・情報
とそれらに対する滋賀県の考え方につい
て
・「滋賀県琵琶湖流域下水道事業経営戦
略（案）」に対して提出された意見・情
報とそれらに対する滋賀県の考え方につ
いて
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重点審議事項 委員会における取組状況 主な論点 委員会における主な意見 備考

滋賀県産農林水産
物のさらなる生
産・流通・販売促
進に向けた取り組
みについて

平成30年５月16日　常任委員会
・アユの漁獲と資源状況について

平成30年７月11日　常任委員会
・アユの漁獲と資源状況について

平成30年８月６日　常任委員会
・議第89号　平成30年度滋賀県一般会計
補正予算（第２号）のうち農政水産部所
管部分について

平成30年９月12日　常任委員会
・アユの資源状況と増殖対策について

平成30年10月５日　常任委員会
・アユの資源状況と増殖対策等について

平成30年11月16日　常任委員会
・アユの資源状況と増殖対策等について

平成30年12月17日　常任委員会
・平成30年度滋賀県一般会計補正予算
（第11号）のうち農政水産部所管部分に
ついて
・アユの資源と早期アユの漁獲状況につ
いて

平成31年３月７日　常任委員会
・アユの資源と漁獲状況について

アユの漁獲および
資源について

・一昨年からの水産試験場の予測が、大幅に狂っています。もう
少し漁業者が納得できるような、信頼性のある調査結果を出して
いただきたい。
・一概に９月生まれだから、産卵に貢献していないという結論を
出すのは短絡的ではないか。
・水産試験場による観測が難しいのはわかるが、きちんと信頼で
きる試験場であっていただきたい。
・琵琶湖のアユの評価は、河川放流でも高いものがあるけれど
も、他府県も人工アユをどんどんつくっている。不漁が続いてい
ることにもう少し危機感を持って取り組んでいただきたい。
・農政水産部だけではなかなか難しい状況が３年、４年続いてい
るので、土木、下水、あるいは環境とかも含めて、ぜひ全庁的な
対策チームをつくる時期ではないか。
・台風で冷水が入ってこなかったのは、不慮の事故だが、安曇川
人工河川が、濁水と同時に水温がプラス５度も高くなったところ
へ、産卵のために放流するのは適正ではない。そういう時には姉
川人工河川へ振りかえるなど臨機応変に考えていただきたい。

平成30年５月16日　常任委員会
・滋賀県環境こだわり農業推進基本計画
の改定について

平成30年８月６日　常任委員会
・滋賀県環境こだわり農業推進基本計画
（骨子案）について

平成30年12月17日　常任委員会
・滋賀県環境こだわり農業推進基本計画
（原案）について

平成31年３月７日　常任委員会
・「滋賀県環境こだわり農業推進基本計

滋賀県環境こだわ
り農業推進基本計
画について

・環境こだわり米をつくろうと思ったら、かなりの労力が要るの
で、単価をもっと差別化してやらないとなかなか推進できないの
ではないか。そのために県独自のプラスアルファを考えていただ
きたい。
・オーガニックの部分が非常に新たなチャレンジで、キーワード
になるが、オーガニックという言葉を、生産者、流通業者、ある
いは消費者、一般県民の方にどれだけ知ってもらって、広めても
らって、定着化するかが非常に肝になる。
・重点施策といいながら、国交付金活用による環境こだわり農業
と書いてあるが、もし、国の制度が変わったら、滋賀県の環境こ
だわり農業も変わっていくのか。やはり滋賀県がスタートした環
境こだわり農業の部分は、原点で進めていただきたい。
・国の制度を使うのはいいけれども、国の制度に合わせていくよ
うな環境こだわり農業だったら、滋賀県の環境こだわりにならな
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重点審議事項 委員会における取組状況 主な論点 委員会における主な意見 備考

平成30年５月16日　常任委員会
・キャトル・ステーション事業の進捗状

キャトル・ステー
ションについて

・酪農家のリスクを減らしてやってもらうように、受胎しなくて
も補助などできないか。来年度に向けて、やれることをして、生

平成30年５月16日　常任委員会
・滋賀県都市農業振興計画の策定につい
て

平成30年９月12日　常任委員会
・滋賀県都市農業振興計画の策定につい
て

平成30年12月17日　常任委員会
・滋賀県都市農業振興計画（原案）に対
して提出された意見・情報とそれらに対
する滋賀県の考え方について

滋賀県都市農業振
興計画の策定につ
いて

・市街化区域内の農地は、平均４反しか持っていないわけです。
まして米が一番で、露地野菜や自家用という中で農産物を供給す
る機能を、市街化区域内の農地に求めても、到底無理なのではな
いか。
・多面的機能もわかるけれども、市街化調整区域で農業を進める
方策を出されたほうがよいのではないか。

平成30年７月11日　常任委員会
平成30年６月29日滋賀県米原市にて発生
した竜巻に伴う農業関係の被害について

平成30年９月12日　常任委員会
・平成30年台風第21号の被害状況につい
て

平成30年９月12日　県内行政調査
（台風21号による農業被害箇所）
・台風21号による農業被害について

平成30年10月５日　常任委員会
・議第137号　平成30年度滋賀県一般会計
補正予算（第９号）のうち農政水産部所
管部分について

平成30年12月17日　常任委員会
・議第149号　 平成30年度滋賀県一般会
計補正予算（第10号）のうち農政水産部
所管部分について

竜巻被害、大雨被
害および台風被害
について

・農業共済的なものが、漁業共済にはないから、将来的には何ら
かの方法をやっぱり考えないといけないのではないか。
・大きな打撃を受けているので、ぜひとも県としても産業保護と
いう観点からも支援をしていただきたい。
・保険だけでは回れないところがたくさんあり、今後営業を続け
られないような状況のもとで、やはり県としてできる限り考えら
れる支援を、もっとするという姿勢を確立していただきたい。
・本当に現場の農家や漁師がありがたく思えるような、そういう
支援をぜひやっていただきたい。
・国は、農林水産業者が営農意欲を失わずに一刻も早い経営再建
ができるように対策をしますとあるが、滋賀県の考え方は、引い
ているようなイメージがある。営農意欲を失わずに一刻も早く復
旧することがやはり目的ではないか。
・県議会も通年議会というスタイルをとっているので、緊急性の
あるものは、議会に早急に臨時会を開いてもらって、予算づけを
していくことがスピーディーな対応になるのではないか。

画（原案）」に対して出された意見・情
報とそれらに対する滋賀県の考え方につ
いて

いのではないか。
・オーガニックに対する理解が高まりつつある中で、まずは消費
者に知ってもらい、意識を喚起することによって流通業者、ある
いは農業者、生産者にも波及をしていくのではないか。
・この４年間で目標を達成するためには、滋賀県としての独自の
考え方を必ず持ち続けていくことが、やはり大事である。
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重点審議事項 委員会における取組状況 主な論点 委員会における主な意見 備考

平成31年３月７日　常任委員会
・「日本農業遺産の認定」および「世界
農業遺産への認定申請の承認」について

日本農業遺産の認
定および世界農業
遺産への認定申請
の承認について

・今後の活用について、観光との連携や、文化的な部分の人々の
暮らしぶり、「美の滋賀」とも連携して滋賀県全体の大きな視点
で検討していただきたい。

況等について

平成30年９月12日　県内行政調査
（滋賀県畜産技術振興センター）
・キャトル・ステーションの概要につい
て

平成30年10月５日　常任委員会
・滋賀県農業・水産業基本計画の進行管
理について

かすための予算と政策をしていただきたい。
・挑戦をする事業、県の命運をかけた事業に関しては、達成しな
いといけないという目標ではなくて、必ずここに持っていくとい
う年度ごとの部分を確実にしていただきたい。

平成30年10月５日　常任委員会
・岐阜県における豚コレラ発生に伴う本
県の対応について

平成30年12月17日　常任委員会
・特定家畜伝染病を対象とした危機管理
体制の再構築について

平成31年２月15日　常任委員会
・本県における豚コレラの防疫対応につ
いて

豚コレラについて ・豚コレラが発生した農家が、今後の経営に対して熱意がなくな
らないよう補償等をしていただきたい。
・関係機関に対して、感染した豚肉を食べても人体に影響はない
ということを早く確実に正確に広報していただきたい。
・県境で捕獲された野生イノシシについても検査や対策を検討し
ていただきたい。
・消毒等のマニュアルは、感染していない場合のマニュアルであ
るため、愛知県から子豚を搬入した際のルートについても把握し
ていただきたい。
・豚コレラが拡散しないよう、引き続き監視等していただきた
い。
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