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琵琶湖の保全再生についてのアンケート結果 

★調査時期：令和３年５月 

★対象者：県政モニター２９８人 

★回答数：２６８人 （回収率８９．９％） 

★担当課：琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課 

★調査目的：県では平成 11年度～令和 2年度までの 22年間、琵琶湖総合保全整備計画（マザーレ

イク 21 計画）により、また、平成 27年 9月施行の琵琶湖保全再生法に基づき平成 29年度には

琵琶湖保全再生施策に関する計画（琵琶湖保全再生計画）を策定して、琵琶湖の総合保全・保全再

生に取り組んできました。 

ここでは、この 10 年ないしは 20 年の間に、琵琶湖の状況がどのように変化してきたのか、ま

た、県民の皆さんと琵琶湖との関わりがどのように変わってきたのか等についてお聞きし、今後の

取組の参考にしていきたいと考えています。 

 

【属性】 

◆性別 

項  目 人数（人） 割合（％） 

男性 143 53.4% 

女性 117 43.7% 

無回答 8 3.0% 

合計 268 100.0% 

 

 

 

 

 

◆年代 

 

 

 

 

項  目 人数（人） 割合（％） 

10・20歳代 33 12.3% 

30歳代 43 16.0% 

40歳代 55 20.5% 

50歳代 44 16.4% 

60歳代 40 14.9% 

70歳以上 53 19.8% 

合計 268 100.0% 
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◆地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１ あなたは、琵琶湖に関する県の計画「琵琶湖保全再生施策に関する計画（琵琶湖保全再生計

画）」を知っていましたか。（回答チェックは１つだけ n=268） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項  目 人数（人） 割合（％） 

大津地域 63 23.5 

湖南地域 68 25.4 

甲賀地域 27 10.1 

東近江地域 46 17.2 

湖東地域 28 10.4 

湖北地域 28 10.4 

湖西地域 8 3.0 

合計 268 100.0 

項  目 人数（人） 割合（％） 

知っている 39 14.6 

名前は知っているが、内容は知らない 96 35.8 

知らなかった（このアンケートで初めて知った） 133 49.6 

合計 268 100.0 
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問２ 琵琶湖や地域の環境を保全していくため、NPO 等の環境保全団体に所属していますか。（回

答チェックは１つだけ n=268）   

 

項  目 人数（人） 割合（％） 

はい 18 6.7 

いいえ 250 93.3 

合計 268 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３ 過去１年間に環境保全活動（ゴミ拾い、ヨシ刈り、川の草刈り等）や環境学習（セミナー、学

習会、観察会等）に参加したことがありますか。（回答チェックは１つだけ n=268）   

 

項  目 人数（人） 割合（％） 

はい 69 25.7 

いいえ 199 74.3 

合計 268 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的な活動内容（主なもの）】 

 琵琶湖に流入する川の水質調査 

 河川の清掃活動 

 琵琶湖岸のクリーン活動 

 琵琶湖一斉清掃 

 地球温暖化防止セミナー 

 よし刈り 

 環境センターでのゴミ処理 

 電柱等にはられたままの広告ちらしをはがす活動 
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 滋賀の生き物・野鳥・草花観察会への参加 

 清掃登山 

 間伐作業のボランティア活動 

 農業廃水透明度調査 

 

問４ 琵琶湖の水質・水量は良好だと思いますか。（回答チェックは１つだけ）その理由もあわせて

御記入ください。（回答チェックは１つだけ n=268）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【理由（抜粋）】 

問４の回答 その理由 

非常にそう思う 水が透明 

 水道水が美味しいから・水道水の信頼性から 

そう思う こども達を琵琶湖で遊ばせることに抵抗がないから。 

 びわ湖にゴミが少なくなった。 

 泳いでいる人が居るから綺麗なのだろうと思う 

 湖周道路から見て美しく見える。 

 赤潮が発生しなくなった 

 北湖の美しさは存続していると思われるため。 

どちらでもない 35万都市大津市湖岸水質として捉えると、良好だと思うが、もっと透明

感が欲しい。 

 よくわからない 

 湖北の方へ行くと水質は透明度も高くきれいだが、自分の住む湖南地域

周辺の琵琶湖の水はきれいだとは言い切れないから。 

 最近水質や水量のニュースを見聞きしていない。 

 水質が良好かどうかの基準や数値が不明なため 

 琵琶湖を湖岸や近江大橋、琵琶湖大橋、湖周道路などから観察する限り

では、季節により多少は見方が異なるが特に問題は発生していないよう

に感じる。 

項  目 人数（人） 割合（％） 

非常にそう思う 5 1.9 

そう思う 69 25.7 

どちらでもない 79 29.5 

そう思わない 109 40.7 

全くそう思わない 6 2.2 

合計 268 100.0 
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問４の回答 その理由 

そう思わない 20 年前は近江八幡の湖水でも泳いでいて綺麗だと思ったけど、今は泳

ぐ気にもなれないぐらい濁っているから。 

 あまり綺麗なイメージがないから 

 びわ湖の深呼吸と呼ばれる深層循環が出来ていないと新聞で読んだか

ら。 

 湖岸はゴミで汚い 

 散歩で時々琵琶湖をみるのですが藻やゴミ屑が多く透明度は非常に悪

い様に思います。 

 臭いが気になる 

 澄んだ色ではなく、少し濁っていると感じるから。 

 全循環がなされていないので。 

全くそう思わない 湖畔や川は BBQ 後に洗い物をしたり、食べ残しを流したりと酷い状況

がよく見られるため。 

 年々魚の漁獲量が減ってきているため 

 琵琶湖は決してきれいとは言えない。 

 

問５ 琵琶湖の生態系は豊かであると思いますか。（回答チェックは１つだけ）その理由もあわせて

御記入ください。（回答チェックは１つだけ n=268）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【理由（抜粋）】 

問５の回答 その理由 

非常にそう思う 河川等を観察していると多種多様の生物に出会える機会が多くなった。 

 四季折々の生物や植物が見られる 

 年間を通して琵琶湖固有の鳥類や魚類が見られるし、越冬する水鳥類も過去

と同様に飛来しており、観察できる。 

 琵琶湖博物館でいろんな生物を見てきたから。 

項  目 人数（人） 割合（％） 

非常にそう思う 16 6.0 

そう思う 117 43.7 

どちらでもない 77 28.7 

そう思わない 53 19.8 

全くそう思わない 5 1.9 

合計 268 100.0 
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問５の回答 その理由 

そう思う あゆやワカサギなと、水辺で素人でも取れる魚がいることを思うと、生き物

がいる方だとは思う。 

 悪い水草の駆除も毎年されており、すごい繁殖を抑制されている。竹生島の

鵜も減ったように思います。 

 固有種が生息する湖だから 

 多様性を脅かす外来種駆除への理解も進んできていると思うから。 

 大阪や京都に比べてまだまだ自然に恵まれていると思うから 

 内湖ヤヨシの群落等、常に多くのボランティアの方々等の努力により整備さ

れてきている 

 琵琶湖固有種の魚が多いと聞いたから。地元スーパーでは琵琶湖でとれた魚

やエビが売られている。 

 琵琶湖博物館で見る限りは多く感じる。 

どちらでもない あまり気にしたことがなからわからないです 

 びわ湖特産の小鮎が極端にすくないと、見聞きしている 

 フナを見なくなりました。 

 ブラックバスが良く釣れるという話を聞くため。 

 生態系についてあまり知らないから 

 蓮が見られなくなった 

そう思わない 50 年前との比較になりますが、透明度がよかったので琵琶湖で水泳もでき

ましたが今では困難。 

 きれいなイメージがない。特に夏場は匂いがひどい。 

 ブラックバスなどの外来種による生態系の変化があるので豊かだとは思え

ないところがある 

 鮎とかもろことか琵琶湖の魚を販売しているところが少ないので昔ほど取

れないのかなと思います 

 汚染されているような湖では生態系が心配 

 温暖化などの問題があるため 

 外来魚が増えてきて、琵琶湖固有生物が（特に魚類）減ってきているから 

 湖岸の葭や雑木が多すぎる。 

全くそう思わない ブラックバスブルーギルの問題があるのでそうとは言い切れない 

 魚やシジミの量が激減している。温暖化で冷水の対流が低下している。 

 湖岸から見える琵琶湖の水が濁っている。 

 琵琶湖に流れる水は決してきれいとは言えない。 
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問６ 琵琶湖や湖岸の景観は良好であると思いますか。（回答チェックは１つだけ n=268）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【理由（抜粋）】 

問６の回答 その理由 

非常にそう思う 湖岸には公園なども多く、良好な景観であるといえる。 

 湖岸道路を車で走るだけでも爽快な気持ちになれるから。 

 山から見える琵琶湖は壮観 

そう思う 10年前と比較してゴミが減り、景観も改善されてきていると思うから 

 インスタ映えする場所が多い。観光地も多く、映画のロケにも多く使わ

れている。 

 すごくきれいな風景だと思う。特に雪が降り、山に積もっている風景は

うっとりする。 

 ビワイチのナショナルサイクルルート指定や、琵琶湖疎水の日本遺産認

定などによるところが大きい 

 近江八幡の水郷めぐり、和船で水郷めぐり、景観がとても良い。なかな

か出かけられず写真でしか見られないことも多いですが、滋賀には沢山

の見どころ、良いところがあると思います。 

 高い建物がなかったり、文化的な建物が残っているから 

 人工的なものの価値と太古の昔からのそのままの景観の共存が良いと

思う。 

 琵琶湖総合開発の結果もあって湖周道路は整備され、緑地や公園も配置

されている。ヨシなど水生植物の生育も景観に寄与している。 

 琵琶湖畔を歩いてみるととても清々しい気持ちになれる。山頂から眺め

る琵琶湖にはその壮大な姿に畏敬の念すら感じる。 

どちらでもない あまり見ないのでわからない 

 ケア出来ているところとそうでない所の Gapが大きい。 

 ゴミの放置やよくわからない工事を見かけたり、ジェットスキーのブン

ブンうるさいのを見かけたりするから 

項  目 人数（人） 割合（％） 

非常にそう思う 19 7.1 

そう思う 132 49.3 

どちらでもない 71 26.5 

そう思わない 43 16.0 

全くそう思わない 3 1.1 

合計 268 100.0 
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問６の回答 その理由 

どちらでもない マンションなどの高層階の建物が増えている。 

 遠景で見ると景観は美しいが、湖岸には漂流物やキャンパーなどの残ゴ

ミが目につくから。 

 湖北、湖東、湖南地域は、比較的整備され、景観が良くなっていると思

うが、湖西地域においては、湖岸の整備が未だ手付かずの場所がある。 

 湖北は良好であるも、湖南はそう思わない。 

 広範囲では景観はきれいだと思います。ですが歩行者や自転車に優しい

道幅ではない箇所が多いため。 

 琵琶湖岸を車で走ると、枯れた木々、ヨシ、雑草などが多々見られ、と

ても健全な自然が保たれているとは思えない 

 綺麗な人口湖岸もいいですが、自然のままの葦群落も減少し排水・ごみ

等で良好と言えない 

そう思わない 家の近くの浜や川を見る限り、ごみが捨ててあったり水が淀んでいるよ

うに見える。 

 見てきれいとかすごいとか思う景色が非常に少ない。 

 湖岸が、人的な構造物で囲われつつあり、自然を感じることができる場

所が少なくなった。 

 湖岸にはゴミが落ちているから。釣り人も多く、釣り糸やルアーなどが

も捨てられていないか心配。 

 湖岸の景観は以前から比べ自然が少なくなった。 

 湖岸の葭や雑木が多すぎる。 

 湖岸近くの建物に対する規制が無いのか統一感が無く残念 

 湖岸道路を走っていても琵琶湖を眺められる場所は殆どなく、景観の良

し悪し以前の問題として景観を楽しめないから。 

 時々ゴミが落ちていたり、雑草などもあると感じるから。 

全くそう思わない 白髭神社などは観光客もくるスポットなのに、なぜ道路整備しないのか

不思議でならない。 

 木や草が生い茂ったまま放置されているところがある。 
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問７ 日常的な生活、文化、学習の場として、人々と琵琶湖との関わりは深いと思いますか。（回答

チェックは１つだけ n=268）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【理由（抜粋）】 

問７の回答 その理由 

非常にそう思う うみのこ船など県民に関わりは深いと思います 

 ちょっと車で出かけると琵琶湖が見える。今日の琵琶湖の様子はどうかなと

気にかける。 

 まず、一番つながりがあるのは、私たちの生活排水が、下水道浄化設備を通

して琵琶湖に流れるということである。また、農業の排水は一級河川を流れ

て琵琶湖に流れ込む。私たちの暮らしと琵琶湖は切っても切れない縁がある

ということ。そして、湖岸では、キャンプをしたりバーベキューをしたりし

てアウトドアを楽しむ人たちで賑わっている。湖岸をウオーキングをしなが

ら朝日や夕陽を楽しむ人たちもいる。 

 飲料水は琵琶湖が水源になっている 

 湖魚をよく食べるため。 

 私自身が琵琶湖が大好きであり、誇りである。滋賀県民は琵琶湖の恩恵で生

きている。 

 日常生活の中でも水質改善のため、また、環境汚染抑止のために洗剤の種類

や使用方法を考慮するなど意識が根付いている。また、学校教育においても

身近な自然保護として取り組みやすい。 

そう思う うみのこでの学習もあり、教育には深く関わっていると思う。また、夏には

県外の人も含めてたくさんの人々が琵琶湖でのレジャーを楽しんでいると思

う。 

 滋賀県の歴史、文化、観光において、古代から現在に至るまで常に琵琶湖は

県民の心とともにある 

項  目 人数（人） 割合（％） 

非常にそう思う 56 20.9 

そう思う 118 44.0 

どちらでもない 56 20.9 

そう思わない 35 13.1 

全くそう思わない 3 1.1 

合計 268 100.0 
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問７の回答 その理由 

そう思う 生活の中で伝統的な湖水の利用があり、産業や観光にも重要な働きを成して

いる。 

 認識は薄くとも、上下水の恩恵や、癒しを受けている 

 琵琶湖を水源としている方も居られるし、私たちが使用した水が琵琶湖に流

れたり、また天候による河川の水量のコントロールもダムや琵琶湖で行って

いると思うから。 

どちらでもない あまりかかわりがないので 

 学生の時は琵琶湖について学んだり触れ合ったりする機会もあるのですが、

大人になるとそういった機会がなかなかないので。 

 居住地にもよると思いますが、琵琶湖や河川の近くに住み関わりのある人と

そうでない人とでは、関わり方が異なると思う 

 近くにあるがあまり行く機会がない為 

 仕事中心の生活であるからか、琵琶湖とのつながりを強く感じることはない。 

 小学生のうみのこ学習。我が家で関わりがあったのはそれぐらいです。 

 深い人もいるが、現代の生活をする上で、いちいち関わりを持っていられな

いのも事実だと思います。 

 大人になってから滋賀県に住むと琵琶湖について学ぶことは自ら情報を取り

にいなかいと知ることができないから 

そう思わない あまり関心がないのではないかと思う 

 沿岸部だけではなく、山間部や琵琶湖との接触が少ない市町への影響力を強

めることが大事であると思う。 

 県外からの観光客が多く占めていると思われる。 

 滋賀県にずっと住んでいる人の方が意識が低い人がおおい。 

 生活に琵琶湖が関係していると思わせる場面に遭遇の機会がない 

 日本一の湖の所に住まいしていても、これが当たり前のこととしかとらえら

れていないこと。他府県から来た人は、海との表現で素晴らしいとのことで

すが。もっとここで生活している喜びを感じないけないのですが。 

 琵琶湖に行く機会がない 

 琵琶湖のことについて触れる場が少なすぎると思う。湖岸を歩いていても、

学びの場が少ないのでは。 

 琵琶湖は近くにはあるが日常生活には関係していない 

全くそう思わない 琵琶湖から遠く離れたエリアに住んでいるので。 

 普段びわこは、通り過ぎるのみです。 

 

 

 



11 

 

 

問８ 琵琶湖は、漁業や観光などの産業資源として役立っていると思いますか。（回答チェックは１

つだけ n=268） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【理由（抜粋）】 

問８の回答 その理由 

非常にそう思う GWなど連休になると湖岸沿いがにぎわうから 

 ビワイチは良いイベントだと思う。サイクリングはエコだし健康的。 

 やはり滋賀の 1番のイメージは琵琶湖なので役だっていると思います。滋賀

県の位置がイマイチ分からない人にも琵琶湖を話すとすぐ伝わります。 

 湖魚の漁業は滋賀独自の守られるべきものと思うし、観光面でも重視すべき

と思う。 

 琵琶湖が無ければ歴史も変わっていると思う 

 琵琶湖と一体に生活ができている 

そう思う これほどの規模の湖は、日本中どこにもないから。 

 漁業については知名度がやや低いように思いますが、観光については滋賀県

の最大のアピール出来る存在と思っています。 

 漁業を生業とされておられる方々が多いことからそう思うが、観光について

はあまりピンとこない。 

 産業の中での漁業のウエイトは低くても、自然の中での暮らしの一部。琵琶

湖が無かったら近江の歴史もなかったのでは？ 

 人の手では作れない大きな自然の宝、滋賀県固有の資産として切り離せない

ものである。 

 琵琶湖から生まれる美が多い 

 琵琶湖一周ハイキングや自転車（びわいち）による観光に一躍になっている 

 琵琶湖産の魚介類が販売されているほか、観光面でも多くの方が県外から訪

れている。 

 景観のほか、水産物などが著名なため。また、滋賀県といえば琵琶湖という

ような認知もされているため。 

項  目 人数（人） 割合（％） 

非常にそう思う 63 23.5 

そう思う 133 49.6 

どちらでもない 45 16.8 

そう思わない 24 9.0 

全くそう思わない 3 1.1 

合計 268 100.0 
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問８の回答 その理由 

どちらでもない かつては琵琶湖が滋賀県の観光名所のような気がするが、今日ではそう感じ

ない 

 観光に置いてなかなか良い場所がない。 

 漁業は衰退傾向に思う。水産資源の減少と後継者不足による影響が大きいと

思うので、何とか持ち直せる対策が急務と考える。 

 滋賀県最大の観光資源である。漁業については漁獲量の減衰化、後継者難等

先行き不透明である。 

 生態系と産業と結び付けるべきではない。お金を求め過ぎると、長い目で必

ずおかしなことが起こる。 

 素晴らしい産業資源を有しながらなかなか生かせていない 

 他府県に対しての認知度はまだまだ低いように思います。もっと対外的にも

PRして滋賀県の良さを知って欲しいです。 

そう思わない あまり観光資源としては活かせていないように思う 

 外来種への対策が十分ではないと思う。そのため漁業が衰退していってると

思う 

 漁業も観光もアピールが少ない。 

 具体的に知らない 

 琵琶湖自体を見る（観察する）スポットとして有名な場所がない。 

全くそう思わない 環境に必要な湖 

 年々漁獲量が減っており、後継者もいない 

 

問９ どのくらいの頻度で琵琶湖を見ますか。（回答チェックは１つだけ n=268） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項  目 人数（人） 割合（％） 

ほぼ毎日 63 23.5 

週に１、２回 79 29.5 

月に１，２回 77 28.7 

年に１、２回 35 13.1 

ほとんど見ない 14 5.2 

合計 268 100.0 
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問 10 どのくらいの頻度で琵琶湖を訪れますか（湖岸公園・湖水浴などの利用を含む）。（回答チェ

ックは１つだけ n=268） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 11 琵琶湖に関する催し物（イベントや講演、シンポジウムなど）があった場合、どのくらいの

頻度で参加していますか。（回答チェックは１つだけ n=268） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12 新聞やテレビなどで琵琶湖に関するニュースがあった時、あなたはどうしていますか。（回

答チェックは１つだけ n=268） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項  目 人数（人） 割合（％） 

ほぼ毎日 12 4.5 

週に１、２回 39 14.6 

月に１，２回 80 29.9 

年に１、２回 86 32.1 

ほとんど訪れない 51 19.0 

合計 268 100.0 

項  目 人数（人） 割合（％） 

いつも参加する 0 0.0 

たいてい参加する 8 3.0 

たまに参加する 73 27.2 

あまり参加しない 94 35.1 

全く参加しない 93 34.7 

合計 268 100.0 

項  目 人数（人） 割合（％） 

いつも見る 44 16.4 

たいてい見る 134 50.0 

たまに見る 75 28.0 

あまり見ない 11 4.1 

全く見ない 4 1.5 

合計 268 100.0 
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問 13 あなたは、家庭排水をできるだけ汚さないように、何か気をつけていますか。（回答チェッ

クは１つだけ n=268） 

 

項  目 人数（人） 割合（％） 

はい 174 64.9 

いいえ 94 35.1 

合計 268 100.0 

 

 

 

 

 

【気をつけていること（抜粋）】 

 エコな洗濯洗剤の使用 

 キッチンからの汚水、廃油の流出が無いように心掛けている。 

 キッチンに油分を流さないようにしています。キッチンペーパーで念入りに拭いてから食器を

洗っています。 

 ゴミなどの雨水排水への混入防止 

 ごみの分別 

 できるだけ小さなごみも流さないように工夫しているし、洗剤も少量を心掛けている。 

 ネットの利用 

 家庭菜園での野菜を洗っても、バケツで洗って洗い水は畑へ。 

 米のとぎ汁は、菜園に・歌壇に手洗いに。風呂の水は洗濯に 

 無洗米を購入している 

 料理の汁物をできるだけ流さない 

 

問 14 あなたは、どの程度の頻度で、琵琶湖で捕れた魚や貝を使って料理を作ったり、食べたりし

ますか。（回答チェックは１つだけ n=268） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項  目 人数（人） 割合（％） 

月１回 61 22.8 

月２回 32 11.9 

月３回 9 3.4 

月４回 8 3.0 

月５回 3 1.1 

月６回以上 8 3.0 

ほとんど食べない 147 54.9 

合計 268 100.0 
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問 15 あなたは、過去１年間に何回、琵琶湖や川で遊んだことがありますか。（回答チェックは１

つだけ n=268） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 16 あなたは、自分の住む地域の洪水ハザードマップを知っていますか。（回答チェックは１つ

だけ n=268） 

 

項  目 人数（人） 割合（％） 

はい 215 80.2 

いいえ 53 19.8 

合計 268 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

問 17 あなたは、琵琶湖や河川を大切に思っていますか。（回答チェックは１つだけ n=268） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項  目 人数（人） 割合（％） 

年１回 29 10.8 

年２回 16 6.0 

年３回 13 4.9 

年４回 6 2.2 

年５回 2 0.7 

年６回以上 33 12.3 

全く遊ばなかった 169 63.1 

合計 268 100.0 

項  目 人数（人） 割合（％） 

非常にそう思う 141 52.6 

そう思う 108 40.3 

どちらでもない 19 7.1 

そう思わない 0 0.0 

全くそう思わない 0 0.0 

合計 268 100.0 
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【理由（抜粋）】 

問１７の回答 その理由 

非常にそう思う いつまでもきれいな水や、魚が住み続けるところでいて欲しいから。 

 飲み水の元になっていると認識している。 

 何といっても「マザーレイク」といつからか呼んでいる。このこと自体が

素晴らしい。全てを表している。 

 県民の大切な財産だと思う 

 滋賀県に来るまで、他県で何度か引っ越しをしてきましたが、これほど川

や湖のことを意識して生活したことはありませんでした。全層循環があ

った時に、近所の人と「良かったねぇ」と分かち合ったりしました。 

 小さな頃から地元の川や野洲川や琵琶湖で遊ぶことが多く、親しみがあ

るから。 

 生まれ育ち、現在も居住する町なので思い入れがある。 

 琵琶湖がないと滋賀県では、ないと思うから 

 琵琶湖は関西の水がめなので 

 歴史的にも滋賀とかかわりの深い湖。それをもっと知ってもらいたい。 

そう思う きれいな琵琶湖や河川を望むから 

 近畿の水がめである琵琶湖は滋賀県のシンボルでもあるゆえ、非常に大

切なものであり誇りに思う。 

 子供たちの遊び場として大事 

 滋賀に住んで誇りに思うから。 

 水が綺麗だと嬉しくなる 

 線状降水帯など、近年危険な振り方の豪雨が多いので、びわ湖や疏水の管

理の大切さは痛感している。 

 他府県の方に滋賀県について認知されているのは琵琶湖だと思うから。 

 琵琶湖が滋賀県民にとって非常に密接な存在であることを意識しまた滋

賀の観光資源、資産の 1つとして守っていくものであると意識している 

 豊な水資源と世界でも珍しい古代湖でもあるから 

 幼い頃から湖国の住民として育っているので無意識に「大切にするもの」

という思いが身についている。また滋賀県民のアイデンティティであり、

他府県民に誇れる財産だから。 

どちらでもない あまり意識していない。 

 キレイであって欲しいと思いながらも、琵琶湖や川のために特に気を遣

っていることが無いから。 

 具体的な基準が分からない。 

 大切と言う気持ちでみたことがない 

 琵琶湖に行かないから 
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問 18 あなたは、琵琶湖版 SDGs「マザーレイクゴールズ（MLGs）」を知っていましたか。（回答

チェックは１つだけ n=268） 

 

項  目 人数（人） 割合（％） 

知っている 38 14.2 

名前は知っている

が、内容は知らない 

48 17.9 

知らなかった（この

アンケートで初め

て知った） 

182 67.9 

合計 268 100.0 

 

 

 

問 19 その他、琵琶湖の保全について御意見がありましたらお聞かせください。（抜粋） 

 プラスチックごみや、大型ごみの捨てない取り締まりの強化。 

 私は滋賀の出身ではないですが、滋賀に来て 20年になろうとしています。滋賀の風土、農作物、

琵琶湖があってこそと思います。 

 琵琶湖がこれからも魅力のある湖であり続けるために、守るべきルールはしっかり作って、取り

組んでいかなければと思います。それは県民だけでなく、他県から訪れる方に対してもお願いし

ていく必要があると思います。 

 琵琶湖の保全のために、私たちの知らないところで努力してくださっている方がたくさんいら

っしゃると思います。ホームページでは、琵琶湖保全施策や保全活動などについて紹介してくだ

さっているとは思うのですが、パソコンを開かないと目にはとまりません。NHKやびわ湖放送

などの報道手段を用いて、定期的に滋賀県民に広く知らせるようにしていただけると嬉しいで

す。 

 琵琶湖の保全は今に始まった課題ではなく、もう私達も 4～５０年前から取り組んでいること。

外来魚や外来水生植物の駆除にも尽力してきたし、これからの若い世代の人たちにも啓発して

いきたいと思う。 

 琵琶湖をきれいに保ちたいのは多くの方が望んでいるが、その手立てがわからない。何をすれば

いいのかわからない。 

 外来動物や植物を除去するにあたって、何らかの有効活用を見出すことができれば、それをビジ

ネス化することで持続可能性のある取り組みにできると良いと思います。 

 先日湖畔を歩いていて気づいたのですが、プラスチックごみがとても多く打ち上げられていま

す。万全の対策は難しいかと思いますが、琵琶湖の景観や環境を守るためには最重要課題ではな

いかと感じました。 

 いまだに河川に大量のゴミを流す一部の不心得な人がいるのには、情けない。 
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 オオバナミズキンバイの駆除が進んだとニュースで見ました、長い時間をかけて取り組まれて

いること、素晴らしい活動だと思いました。 

 キャンプなどで、琵琶湖が人気になるのはとても嬉しいですが、ゴミをちゃんと捨てるなどのル

ールをみんなで守りたい、守ってほしいとおもいます。 

 外来種の駆除、水草狩りを観光に紐付けて船遊び気分で観光客に体験してもらうとか。 

 観光県の目玉として琵琶湖を活用しているが、果たしてこれで良いのかが疑問。人が来るとどう

しても荒れるのは致し方無いとは思うものの、現状は余りに酷い。特に釣り人と釣りボート。 

 今は 2、30年前に比べて水質も改善され、SDGsによって琵琶湖や自然環境の大切さも再認識

され、環境保全とその結果による美しい景観をセットで売り出せる絶好の機会だと思います。観

光誘致イコール開発ではない、琵琶湖を活かした保全のあり方を模索し、滋賀モデルとして日本

を代表する環境保全運動を行えればいいなと思います。 

 気にはなるけど、何をしていいかわからない。イベントなどあったら、是非参加したい。 

 子供連れでなくても気軽に参加できて、脚力の自信を要求されず、講座を聴くだけでない体験イ

ベントが数多くあるといいと思う。 

 私は障害をもっているのですが、琵琶湖と障がい者がかかわれるイベントを作ってほしいです 

 小学生の環境学習船で琵琶湖に触れる機会があるが、以降はどうしても勉強する機会が少ない。

生涯にわたって勉強できる機会を作って欲しい。 

 琵琶湖に焦点を絞った１３のカードでわかりやすいと思いました。特に文化のカードが入って

いることに、滋賀県らしさを感じました。カードが全て実現すれば豊かで安全で美しい琵琶湖と

滋賀県になるというアプローチは取り組みやすいと思います。つまり、現在の琵琶湖を過去の琵

琶湖の姿に戻すことで未来の琵琶湖を維持するということですね。琵琶湖に手を入れすぎた過

去を清算しないといけませんね。自然の力を信じて琵琶湖を自然に戻すお手伝いをするという

ことかな。 

 琵琶湖周辺を訪問するだけで心が癒される特別な場所だと感じる。 

 琵琶湖でのレジャーを楽しむことはやむを得ないと思いますが水上バイクは景観にはよくない

です。 

 琵琶湖利用者（釣り、ボート、バーベキュー等）から保全費用として料金を徴収しても良いと思

います。 

 保全というのはどの状態のことをいうのか。私達の生活環境や生活様式により必要な形は変化

していくと思う。それによって琵琶湖の在り方が変わる必要があるのなら、変えていくことも保

全なのではないか。湖岸を何も手をつけず、草や木が荒れたままにしておくことも保全となるの

か。 

 


