
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

重点審議事項の論点整理について（環境・農水常任委員会）】

環境への負荷が少
ない社会の実現お
よび琵琶湖環境の
再生と継承

平成29年4月26日　常任委員会
・議第68号　平成29年度滋賀県一般会計
補正予算（第１号）のうち琵琶湖環境部
所管部分について

平成29年5月17日　常任委員会
・平成29年度琵琶湖環境部主要施策につ
いて
・第72回全国植樹祭招致について

平成29年６月14日　常任委員会
・太陽光発電事業の現状と関連する諸制
度について

平成29年７月５日　常任委員会
・琵琶湖博物館第２期リニューアル後の
展示交流空間および県内各地のフィール
ドへ誘うための活動について
・水草・オオバナミズキンバイ等の状況
について
・一般所管事項

琵琶湖博物館の
リニューアルにつ
いて

・ここを訪れることによって県内各地の自然豊かなところに足を
運びたくなるといった、「フィールドへの誘い」となるための博
物館の理念となる仕組みづくりにしっかり取り組まれたい。
・滋賀県全体に貢献ができる場所となるようソフト面でもおもし
ろい取り組みを考え、今後運営された。
・旧ＵＮＥＰ施設を整備されるので、ぜひ滋賀県の環境学習がア
ジアの拠点になることを目指していただきたい。
・直接琵琶湖の水と触れ合うことができるよう、砂浜を整備する
などしていただきたい。
・もっと琵琶湖博物館のスタッフの出前講座を兼ねてフィールド
ワークに出て、現場を生で知り、人と触れて、琵琶湖博物館のポ
テンシャルをぜひ高めていただきたい。

オオバナミズキン
バイ、水草につい
て

・今の状況なら、駆除を行っても対症療法にしかならず、費用も
毎年３億円から４億円を使い続けていかないといけないのかとの
思いがする。琵琶湖環境科学研究センターや国の機関とも連携し
て、研究を早急に進めていただき、対策を講じられたい。
・オオバナミズキンバイを見つけたら通報するシステムに関し
て、気づいた人がすぐ報告できるシステムを考えられたらどう
か。ポスターに連絡先を明記し、「ここへ連絡いただいたら、す
ぐ対応する」と書くことで、効率のいい作業ができるのではない
か。
・オオキンケイギクも、非常に強い勢いで滋賀県内に広がってい
るため、しっかりと啓発をして、県民に呼びかける必要がある。

平成29年７月26日県内行政調査
（草津市矢橋町および烏丸半島北岸）
・侵略的外来水生植物（ｵｵﾊﾞﾅﾐｽﾞｷﾝﾊﾞｲ
等）の現状および駆除方法について
（荒神山山麓　太陽光発電設備施設）
・施設の現状等について

平成29年８月８日　常任委員会
旧アール・ディエンジニアリング最終処
分場に係る特定支障除去等事業実施計画
の変更に係る概要について

旧アール・ディエ
ンジニアリング最
終処分場について

・大変な変更をすることの重みを感じていただきたい。
・今は県有地になっているので、県が処理をしている。費用面で
は起債もあるが、県民の税金でも賄っている状況。これからは絶
対こういったことを許さないという姿勢を見せることが大事だ。
・立入検査が重要で、今後定期的に調べていく必要がある。許認
可を県としてしているので、その責任を持つことが重要。それが
旧アール・ディエンジニアリング最終処分場の大きな教訓の一つ
だと思うので、ぜひ生かされるようにされたい。
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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

全国植樹祭につい
て

・関西ワールドマスターズゲームと日程がかぶらないよう配慮い
ただきたい。
・植樹祭で植えていただく木は、県産のものを使っていただきた
い。木はすぐに育つわけではないので、準備をよろしくお願いし
たい。

平成29年９月13日　常任委員会
・第72回全国植樹祭の準備状況について

平成29年10月３日　常任委員会
・滋賀県災害廃棄物処理計画（素案）に
ついて
・滋賀県カワウ第二種特定鳥獣管理計画
（第３次）の検討状況について

平成29年11月10日　県外行政調査
（福岡県議会）
・不法投棄マッピングシステムについて

林地開発基準につ
いて

・景観法は市の所管、森林法は国の法律、雨水の基準は県で決め
ているといった状況。規制をクリアしたら林地開発の許可をせざ
るを得ないこと自体が問題。森林を伐採しての太陽光発電設備の
設置は今後も出てくると想定されるため、早急に十分な庁内協議
や調査をしていただき、検討する必要がある。
・太陽光発電設備設置のための森林伐採では、泥水が出てそれが
琵琶湖へ流れ込む恐れがある。琵琶湖は、みんなの水源であり、
多様な生態系を抱えている場所であるため、国と同基準の環境ア
セスメントでいいとすること自体がいいのか疑問がある。
・外からの資本で一方的に開発し、本来は自然循環等に使われる
エネルギーを電気に変えて、利益だけを持って出る形で、後年き
ちんと保全されるのか心配である。
・森林を買い取って、太陽光発電設備を設置するところがふえて
きた。設置後年数がたち、草が生えて除草剤をまかれ、土砂が流
入したら大変なことになる。これから全県的にそういったことが
起こってくると思うので、ぜひ全庁的にしっかりと監視していた
だきたい。

平成29年11月24日　常任委員会
・竜王町弓削地先の油流出事故について

平成29年12月15日　常任委員会
・竜王町弓削地先の油流出事故について
・滋賀県災害廃棄物処理計画の原案およ
び意見・情報の募集について
・滋賀県カワウ第二種特定鳥獣管理計画
（第３次）の素案および意見・情報の募
集について
・環境影響評価法に基づく計画段階環境
配慮書について
・水質評価指標としてのＴＯＣ等導入に
向けた取組について

・濁度に関する規制が今の滋賀県の申請を審査するプロセスにお
いて抜けている。流れたら改善を講じることができることになっ
ているが、流れたときには琵琶湖は汚染されているので、事前に
きちんと審査、改善命令をされるよう、検討いただきたい。
・台風21号での降雨に対応できない開発申請を許可することは、
住民の理解が得られない。滋賀県は50年確立の降雨を用いている
とのことだが、今までに観測された雨量の1.3倍を目安とするなど
強い降雨の可能性も見込んで、許可基準をきちんと設置していた
だきたいと林野庁にも言われたい、また県としてもしっかり検討
していただきたい。

2



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

環境影響評価法に
基づく計画段階環
境配慮書について

・クマタカなどの貴重種がいると調査だけで一年から一年半か
かってしまう。多くの方の意見が反映されるようにお願いした
い。

平成30年２月９日　常任委員会
・竜王町弓削地先の油流出事故について
・滋賀県域からの温室効果ガス排出実態
（2015年度）について

平成30年３月９日　常任委員会
・琵琶湖博物館のリニューアル等につい
て
・「在来魚介類のにぎわい復活に向けた
研究」の成果と今後の対応について
・

平成30年３月12日　常任委員会
・竜王町弓削地先の油流出事故について

災害廃棄物処理計
画案について

・県が何するのかが今一つよくわからず、人ごとだとの印象を受
ける。発災し、災害廃棄物が大量になってくると、県が責任を
持って県外へお願いすることも想定した計画が必要ではないか。
・県が責任を持って広域的な処分方法を考える前提がなかった
ら、市町での仮置き場の選定が進まず、計画も組めないと思われ
る。その辺の安心感を市町にもきちんと伝えておく必要があるの
ではないか。
・計画作成には、福島県や熊本県に災害派遣されていた職員の関
与が必要だ。少なくとも災害派遣を経験した職員に、計画案を提
示し、問題点の指摘をさせることが必要だと思う。
・熊本地震の現場を見たり、琵琶湖西岸断層地震などを想定する
と、発災後に大量の災害廃棄物が出る状況では、市町の行政機能
がパニック状態になる。その中で、計画どおり廃棄物処理に手が
回らないのではないか。
・市町の要請を受けてと書いてあり、県は頼まれたら行くという
ように見えるので、琵琶湖西岸断層などの強い震度で被害が確認
された時点で、県がまず応援に入り、応援の規模を確認するな
ど、現実に沿った運用を想定して検討いただきたい。
・この計画原案の段階から、関係団体と密接な意見交流をしてい
ただきたい。

カワウ駆除につい
て

・安曇川人工河川近くでは住宅が近いため、銃が使えないので、
水糸を張るなど防止策をとってはいるが、張る期間も非常に限定
されるため、なかなかうまくいかない。せっかくアユを放流して
も、横からカワウが待ち構えている状況なので、タイミングよく
集中的に駆除いただくなど検討いただきたい。
・最近はドローンも使えるようになってきたので、工夫して成果
を上げていただきたい。
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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

・この油流出事故は、消防署でも指導の仕方がない事故だと思われる
が、県としてどう責任をとるかの問題がある。
・法律を守っていても、台風21号では指定数量の10倍の油が自然の中
に出てしまったということで、とんでもない事故だ。なぜこのような
ことが起こったのか、もっと真剣に捉えていただきたい。
・漁業被害はなかったと言われたが、結果オーライの話だ。
・今回の事故を教訓に、河川政策を真剣に考えていただきたい。
・日野川の八幡側、馬淵のほうでは伊勢湾台風のときに死者も出る大
被害があったと記録に残っている。流域治水条例で天井川を一体どの
ように位置づけるか、もう一回問い直す必要があるのではないか。
・今回油が流出した企業は、大きな川の横にあり、リスク管理として
破堤した場合の想定もしておかないといけない。今回の事故を教訓に
どのような対策を、県として指導も含めてしていくのかが重要なポイ
ントだ。
・日野川本線が破堤したらこの何十倍も大きな被害になる。ここに限
らず同様の場所はたくさんあるので、今後しっかりとした対策を講じ
ないといけない。来年の台風ではこういったことが起こらないよう、
何かの手だてをお願いしておきたい。
・現場ではオイルフェンス等の対応中に、災害警戒本部が解散してい
るのではないか。危機管理として、これは安全安心だと思って撤収を
されたのか、しっかりと連絡ができていたかかが非常に不安である。
・災害警戒本部の廃止時に、各所管部局で被害が広がっているところ
はないか、災害警戒本部を廃止してよいかどうかの確認を本部員に対
して確実にされたい。
・今回の油流出事故を含めて台風21号について、何が教訓だったのか
を本部員からしっかりとヒアリングし、集約した意見を次に生かすこ
とを確実にされたい。
・「流出事故の未然防止の取組を促す」とあるが、強制力を持たない
とのことでは意味をなさない。

TOC等の導入につ
いて

・琵琶湖は生き物のゆりかごと言われているが、委員会でもソー
ラーパネル設置地における除草剤使用等で流入が明らかにふえて
いる事象を指摘している。ネオニコチノイドの問題も指摘してい
るので、今後、こういったものを監視対象とするかどうか研究課
題としていただきたい。
・何かの数式を用いれば、ＣＯＤからＴＯＣに換算できるような
ものがあると便利だ。ＴＯＣは世界的な流れなので、早く踏み込
まれたほうがいいと思う。

竜王町弓削地先の
油流出事故につい
て

4



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

下水熱の利用につ
いて ・下水道の下水熱の利用について、ことしもしっかりと成果が出

るように頑張っていただきたい。

二酸化炭素排出量
について ・気候が原因で二酸化炭素排出量が下がったという説明だけでは

なく、どうしたら下げていけるのかの提案をしていただきたい。

・今までは個別研究したものを集めて、琵琶湖対策を組まれてき
たことが多かったと思うが、モデル河川をつくって、生態系、護
岸、土砂流出がどうかを見ると、その川に適した対策が見えてく
るので、それを他の河川にもあてはめていく手法がそろそろ必要
なのではないか。
・「つながり」に注目したことは良いが、滋賀県の場合は「つな
がり」に人の営みが必ず入っており、それが生き物の生態とマッ
チした時にうまく再生してきた。琵琶湖の再生プランの中に人の
営みを復活していくことを織り込むべき。

「在来魚介類のに
ぎわい復活に向け
た研究」の成果と
今後の対応につい
て

・今回の油流出事故に関して、農業被害のみの算出になっている。事
例報告の題材にもするのであれば、事故に関する被害総額が算出され
なければ、意味がない。算出方法を見直すべき。
・流域治水条例では今回の事故は想定外のもの。しかしこれだけの被
害が起こるので、もう一度治水のあり方を見直すべきではないか。
・本部員からの情報が多く集まった際に、防災部局で整理していただ
きたい。
・当初は水質汚濁防止の観点からの報告だったが、さまざまな課題が
出てきた。気象状況におり、今後も起こり得ることがあると思われる
ので、万全を期し、全庁あげた協力体制で対策に取り組まれたい。

竜王町弓削地先の
油流出事故につい
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

滋賀の強みを活か
した農林水産業の
振興と魅力ある農
山漁村づくり

平成29年5月17日　常任委員会
平成29年度農政水産部の主要施策につい
て

平成29年5月17日　常任委員会
アユ資源の状況について

平成29年６月14日　常任委員会
・「世界農業遺産」認定に向けた取組に
ついて
・アユの漁獲・資源の状況について
・「中山間地農業ルネッサンス事業」の
概要について

平成29年７月６日　常任委員会
・議第76号　平成29年度滋賀県一般会計
補正予算（第２号）について

アユの漁獲および
資源について

・アユの不漁の原因究明について、試験的な部分にはきちんと予
算をつけて対応いただきたい。
・今回のアユ対策についての重要性は理解できるが、、漁業者に
一刻も早く安心していただけることが必要なので通年議会を活用
して、臨時会議を開催して予算措置を行ってもよいのではない
か。
・国立環境研究所と情報共有して連携しながら、しっかりと分析
していただきたい。
・今後も９月生まれのアユが少ない傾向だと思われるが、それが
確定的になると、ことしのように、早目から人工河川での追加放
流などの対策をとらなくてはいけない。しっかりと状況を見て、
早目に予算も対応できる形をとってもらいたい。
・来年以降のことを考えたときに、いろいろな形で研究等を行
い、できる限りアユが生育する状況をとれるよう、早目の対策を
していただきたい。

近江米の流通につ
いて

・農家の立場から言うと、売れる単価の高いもの、もうけにつな
がるものでないと意味がない。みずかがみは子育てをしている人
に向けて「安心、安い、おいしい」と売り出したけれど、最初の
値段のつけ方が惜しい。
・中山間地域でも、こういうおいしい米をつくっていけば、評価
が高くなっていくと思うので、頑張っていただきたい。
・値段の割にはおいしいというのが近江米の今の状況。それをプ
レミアムみずかがみに牽引させて、「近江米はおいしい」という
イメージを持ってもらい、いかにほかの米よりも高い単価でも
買ってもらえるように持ってくかだ。自分だけがもうかったらい
いという時代ではないので、県が呼びかけて、生産者、流通業
者、ＪＡのみんなが本当に真剣になって考えないといけない。
・国の生産数量目標がなくなることで、たがが外れてマーケット
がフリーになっていく可能性もやはり想定の範囲に加えるべき。

・環境こだわり農業の推進について
・近江米の流通状況（中間報告）および
「みずかがみ」の作付動向について
・一般所管事項

平成29年７月26日　県内行政調査
（彦根梨生産組合）
・県民参画委員会

平成29年９月13日　県内行政調査
（安曇川人工河川）
・アユ資源の状況と取り組みについて

平成29年９月13日　常任委員会
・環境保全型農業直接支払交付金につい
て

台風21号等への対
応について

・柿は農業共済には入れないため、何の補償もない。県の農政部
局として、制度がなく困っている農家に対する対策をしっかり考
えるべき。これから果樹振興に取り組もうとする滋賀県にとっ
て、農業共済から外れている品目について、県の政策を練って
いっていただきたい。.
・農業共済の加入率が低いので、加入推進を検討いただきたい。
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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29年10月３日　常任委員会
・世界農業遺産認定に向けた取り組みに
ついて

平成29年11月８日　県外行政調査
（国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協
議会および荘園の里推進委員会）
・世界農業遺産の取り組み等について
（大分農業文化公園）
・世界農業遺産の情報発信について

平成29年11月24日　常任委員会
・台風21号・22号の被害状況と対応につ
いて
・野菜、果樹等園芸振興の取組状況につ
いて

環境こだわり農業
について

・深化プロジェクトの今後のスケジュールでは、今年度末に中間
論点の整理、平成30年度に環境こだわり農業推進基本計画の見直
し、平成31年度からリニューアルスタートとあるが、平成32年の
作付けからの適用となる。これでは遅いので、もう少しスピード
を上げたほうがいいのではないか。
・有機農業に準じる形で除草剤を１回だけ使うのと、完全な有機
農業とは、全く別ものであると思う。「有機農業等」として進め
ることは大変危険だ。しっかりと整理をして、農家の方々等に
はっきりわかるようにしておかないといけない。
・農薬の関係で除草剤だけは認めるということだが、除草剤こそ
が琵琶湖への影響が一番大きかった。琵琶湖に対する影響を考え
た時に、本当に環境こだわり農業と言えるのか疑問。農薬だけ認
める、除草剤を認めると言ったら、これを使う必要はなく、矛盾
している。
・有機肥料については、土壌菌をどうふやして、それが栄養分を
どうあげていくのか大切だが、産学官連携でいい方向を示してい
ただきたい。
・国の方針と違う方向に要望することになる。国が方向を出して・（仮称）滋賀県内水面漁業進行計画

（素案）について

平成29年12月14日　常任委員会
・「近江の茶」ミシガンプロモーション
について
・需要に応じた米生産に向けての対応に
ついて
・滋賀県内水面漁業振興計画の原案およ
び意見・情報募集について
・昨シーズンのアユの不漁原因と今シー
ズンのアユの漁獲状況について

平成30年２月９日　常任委員会
・世界農業遺産認定に向けた取組につい
て
・アユの漁獲及び資源の状況について

・民間の力でいいものを高く売る、自ら農業経営が成り立つよう
にのスタンスなので、それを十分くみ取り、国に認められるよう
な滋賀県の提案をしていかれたい。
・国へしっかり要望をしていることと、今までどおりなら現実的
には補助金がつかないことを農業者の方にしっかり伝わるように
しないといけない。
・滋賀県は平均寿命が全国一になったが、農業面から貢献してい
る分も随分多いと思われるため、滋賀県から環境こだわり農業を
外してしまうことは絶対にいけないと思う。
・農業者からは、苦労して環境こだわり農業をしても単価が変わ
らない、もうからないことにはできないという厳しい意見を聞
く。環境こだわり農業をこれからも売りにしていくのなら、少し
でも高い価格設定の努力をしていかないといけない。この制度を
もう一遍見直したらどうか。
・国の動向も見つつ、県としてしっかりとした方針を持ち、覚悟
を持って取り組む姿勢を農業者に示されたい。
・オーガニック農業に本格的に取り組もうとしているが、面積と
しては非常に小さい。やはり大部分の面積を占める環境こだわり
農業の政策をしっかりと取り組むべき。
・ネオニコチノイドの問題も解決する方向で検討されたい。
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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

・日本酒という米の最高の結晶が抜けている。「田の神さん」や
「雨乞い」という祈りの文化もあるが、こういうものを遺産とし
てきちんと残す必要があるのではないか。そういう滋賀県の集水
域を絡めた文化がもう少し出てくれば農業遺産のイメージが持て
ると思われるので、検討願いたい。
・遺産システムを支える現代の取組で、来年から制度が変わる環
境こだわり農業、農業用水の循環利用があるが、これを県が担保
する思いでやってくれるのかが疑問。農業用水の循環利用では、
ハード整備や維持管理費が必要だ。水源涵養の森林保全は琵琶湖
環境部が所管だが、農政水産部として一体となってしてくれるの
か。
・農業遺産と名づけて認定を取ろうとするなら、農家にもメリッ
トがあることを示さないと協力が得られない。目に見える形での
効果がないと、機運が盛り上がらないのではないか。
・ラムサール登録の湿地であり、農地でもあることは大変珍しく
価値のあることなので、そういった視野も盛り込んだら、存在感
が増すのではないか。
・県は濁水を流さない取り組みをと言うが、濁水が流れたから魚
が上がってきて、川から田んぼへ飛び込んで産卵していった。そ
の辺の考え方は、現場と県では違うのではないか。

平成30年３月12日　常任委員会
・環境こだわり農業の推進について
・主要農作物種子法廃止後の本県におけ
る種子生産の取組について
・アユの漁獲および資源の状況について

世界農業遺産につ
いて

・農業遺産より漁業遺産と見える。もっと滋賀の農業を深くア
ピールするような点を考えなければいけないのではないか。もう
少し農業分野からの切り込みをしてほしい。
・魚のゆりかご水田は、魚だけでなく、蛙やどじょうも一緒に生
きている琵琶湖システムなので貴重。絶滅危惧種がたくさん戻っ
てきていることのほうが生物的には価値があり、環境としても世
界的に意味がある。県の視野で取りまとめないようにしていただ
きたい。
・この閉鎖水域の中で水循環システムを持っていることは、滋賀
県独自のもので大きい意味を持つ。森から湖へつづいていること
をアピールしてはどうか。
・水循環では、甲賀市や日野町等にあるため池群にはチョウトン
ボなどの貴重な生物がいるので、その辺を生物多様性としてア
ピールするには十分なものだと思う。どこかにそれを織り込んで
いただきたい。
・県は何かと「県域で」と言うが、意欲的に取り組む事例を市町
から集約して、まずは第１次として申請する形もあるのではない
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

世界農業遺産につ
いて

・琵琶湖森林づくりパートナー協定を結ぶことは、滋賀県に限っ
たことではないし、ここ10年程度の話で、間伐などは無理。この
協定部分で、琵琶湖の水が守られていると思われては大間違い
だ。
・テーマは「価値の再認識と新しい農業の創造」で、それにつな
げていくための世界農業遺産の申請だと思う。
・焦点が下流域と琵琶湖に集中している。ラムサール湿原も、生
物の多様性が琵琶湖固有のものだ。
・下流域の葦を使って、よしずをつくるといった視点で、知性を
生かして、産業を興してきた歴史があり、それが伝統的なもと
なっていった視点も非常に重要ではないか。
・他県にはない自然を生かした仕組みが、琵琶湖を中心とした滋
賀の集水域に凝縮されているところを前段でアピールしていただ
き、その結果、代表的なものとして焦点化していくものとして、
ふなずし、ゆりかご水田、えり漁があるという説明なら非常にわ
かりやすいが、前段がなくなると、わからなくなってしまう。
・当初は、滋賀県の農業をこれからアピールしブランド化してい
くための手段であると思っていたが、今は、世界農業遺産に認定
されることが目的になっていると感じる。

園芸振興の取り組
みについて

・湿田エリアのモデルも県は示すべきではないか。琵琶湖の農業
は、湿田でも頑張って米をつくり続けている人がたくさんいるの
で、そういった田でももうかる品種を県で工夫していただきた
い。
・琵琶湖に近い湿田でできる作物を、琵琶湖ブランドにするなど
の力点をおいた政策もお願いしたい。
・どの農家にもこのモデルを勧めることは絶対に控えてもらいた
い。
・米に合うところは米を、野菜に合うところは野菜をつくる適地
が一番ふさわしい。みんなが同じ野菜をつくり出すとあふれてし
まうので、多品目の農業経営が必要ではないか。また、中山間地
域の作物は何がふさわしいのか研究の余地があるのではないか。
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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

・市町や地元の集落に大変な事務量が発生したり、手間がかかる
ことを十分踏まえ、役に立つところに効果的に展開されるように
御配慮いただきたい。また、県は国のトンネルだけでいいのか御
検討いただきたい。

・他県で既にやっていることを滋賀県が研究として、そこに余り
税金を投入するのは自己満足だと思うので、早く商機を見出され
たい。
・滋賀県には京都に匹敵する文化があると思うので、例えば「こ
こ滋賀」に有名なお茶の流派の方に来ていただいて、お茶体験を
してもらってはどうか。
・物がよかったら、あとはそれをどう伝えていくかだ。日本の文
化と上手にコラボして、特に歴史の深い近江独特のもので、何
と、誰と組むかを考えて、上手にストーリー展開し、ブランド化
していくのがいいのではないか。

「近江の茶」海外
プロモーションに
ついて

主要農作物種子法
について

・種をまけばだれでも植物はできる。韓国に行った際に、日本の
イチゴの品種があった。せっかく苦労して育てたものを、また外
国に持って行かれないために頑張らなくてはいけない。
・事前に種子を守ることが大切なので、今後の対策をしっかりと
考えられたい。また、みずかがみの種子はしっかりと守られた
い。

滋賀の食材のプロ
モーションについ
て

・滋賀の食材を「ここ滋賀」を含めて発信していくためには、複
合的に展開していかないとうまくいかないと思う。商工観光労働
部や東京本部としっかり連携をとっていただきたい。

滋賀県内水面振興
計画案について

・魚道がうまく機能していないところも見受けられるので、土木
交通部ともしっかりと連携して、特に台風が来る時期は遡上する
時期と重なる可能性もあるので対応していただきたい。
・琵琶湖八珍が直接的には計画案に記載されていないのは消極的
である。県が提案して進めている琵琶湖八珍なので、計画にも記
載して進めるべきではないか。滋賀県民挙げて見直し、選ばれた
八珍を応援していくような運動をしてはどうか。

中山間地農業ル
ネッサンス事業に
ついて
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