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「県民フォーラム意見報告書」等 

平成24年度・平成25年度 県民フォーラム意見の傾向について 

 

 県民フォーラムで寄せられた意見について、７項目「森林整備」、「水源環境への負荷軽

減」、「情報提供・普及啓発」、「市民活動支援」、「県外対策」、「水源地域の活性化等」、

「その他」により分類し、意見の傾向を分析した。 

 

○ 平成24年度（第15回～第17回県民フォーラム） 

水源環境保全・再生施策についての「情報提供・普及啓発」に関する意見が最も多く寄せ

られた。主な意見としては、「県民にもっとＰＲして現状を知らせてほしい」など、神奈川

の水源環境の現状及び水源環境保全税を活用した取組みの普及啓発をより拡大していくべき

との意見が複数件寄せられた。次いで多かった意見項目は「森林整備」に関するもので、森

林整備の担い手育成等の意見が寄せられた。 

 

○ 平成25年度（第18回～第21回県民フォーラム） 

  平成24年度に引き続き、「情報提供・普及啓発」に関する意見が最も多かった。主な意見

としては、「子ども達の授業に取り入れて欲しい」など、子どもへの普及啓発に力を入れて

欲しいとの意見が複数件寄せられた。次いで多かった「森林整備」項目では、水源地域の森

林を保全することの大切さ等の意見が寄せられた。 

 

 

 

 

 

 

 

項目 
意見件数 

平成24年度 平成25年度 

森林整備 13件 26件 

水源環境への負荷軽減 8件 12件 

情報提供・普及啓発 25件 49件 

市民活動支援  4件  0件 

県外対策 0件 1件 

水源地域の活性化等 0件 0件 

その他 128件 216件 

平成24年度・平成25年度 項目別意見件数 



13-2 

 

平成24年度 県民フォーラム意見について 

 

１  はじめに 

「水源環境保全・再生かながわ県民フォーラム」(以下「県民フォーラム｣という。）は、

水源環境保全・再生の取組について、県民の意見を幅広く収集するとともに、水源環境保

全・再生に係る情報の提供・発信等を目的に「水源環境保全・再生かながわ県民会議｣(以下

「県民会議｣という。）が開催するものである。 

平成19年度から平成24年３月までに、県内17箇所において県民フォーラムを開催したとこ

ろである。参加者からの意見を取りまとめ、知事に対して報告を行い、県から報告に対する

回答を受けている。 

このたび、平成24年度に開催した３回の県民フォーラムについて、参加者からの意見を取

りまとめ、知事に報告するものである。 

 

２ 平成24年度県民フォーラムの結果概要 

第

十

五

回 

日時 平成24年10月23日（火）11：00～17：00 

会場 新都市プラザ（そごう横浜店地下２階正面入り口前） 

出席者 

久保 重明、井伊 秀博、井上 貞子、坂井 マスミ（県民フォーラム

チーム） 

増田 清美、萩原 なつ子、林 義亮（市民事業専門委員会） 

参加者数 

(アンケート収集数) 
620名 

内容 

水源環境保全・再生施策のパネル展示等による情報提供や、来場者

及び市民団体に対するアンケートを行うことにより、水源環境保全・

再生に向けた取組の県民周知、県民理解を促進する目的で開催。 

※市民事業専門委員会 市民事業交流会の同時開催 

 

○水源施策紹介パネルの展示 

○ＤＶＤ「かながわの水源環境保全・再生をめざして（概要版）」の

放映 

○「桂川・相模川流域協議会／水源環境保全・再生かながわ県民フォ

ーラム」のチラシ配布 

○アンケートの実施 

○各種広報資料の配架 

○しずくちゃんグッズ（クリアファイル・風船）の配布 

○ペットボトル水「かながわの水」の配布 
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第

十

六

回 

テーマ 川の声を聞こうよ 桂川～相模川 

 －絶滅危惧種 カワラノギクノ保全－ 

 －山梨・神奈川両県が共同して行う水源環境の保全・再生－ 

日時 平成24年11月24日(土) 13:00～17:00 

会場 相模女子大学 ３号館 314教室 

出席者 天野 望（主催者あいさつ・パネリスト）、淺枝 隆（パネリスト）、

木平 勇吉（パネリスト） 

久保 重明、井伊 秀博、五十嵐 淳一、井上 貞子、片山 幸男、坂井 

マスミ（県民フォーラムチーム） 

参加者数 268名 

意見数 34件 

内容 ○【第１部】基調講演「生物多様性を考える」 

東京大学名誉教授 養老 孟司 氏 

○【第２部】カワラノギクの保全活動報告 

  テーマ：「相模川にカワラノギクを復活させよう!」 

①報告（映像）「相模川のカワラノギクをたずねて」 

ＤＶＤの上映 

  ②カワラノギクの保全について 

相模原市立博物館 秋山 幸也 氏 

  ③提案（みんなでできること） 

カワラノギクを守る会 

NPO法人愛・ふるさと 

相模川湘南地域協議会 

さがみはら地域協議会 

○【第３部】パネルディスカッション 

 テーマ：「山梨・神奈川両県が共同して行う水源環境の保全・再

生」 

パネリスト 旧津久井町長                        天野   望 氏 

埼玉大学大学院理工学研究科教授      淺枝   隆 氏 

東京農工大学名誉教授                木平 勇吉 氏 

山梨県森林環境部技監、森林整備課長  長江 良明 氏 

進     行   フリーアナウンサー                田崎 日加理 氏 

①水源環境保全・再生施策の事業説明 

水源環境保全課長  

②山梨県の森林環境税による事業説明 

山梨県森林環境部森林環境総務課長  

③パネルディスカッション 
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第

十

七

回 

日時 平成25年３月16日（土）10：00～16：00 

会場 新都市プラザ（そごう横浜店地下２階正面入り口前） 

出席者 

久保 重明、井伊 秀博、井上 貞子、坂井 マスミ（県民フォーラムチ

ーム） 

増田 清美（市民事業専門委員会） 

中村 洋介（コミュニケーションチーム） 

参加者数 

(アンケート収集数) 
1,172名 

内容 

水源環境保全・再生施策のパネル展示等による情報提供や、来場者

に対するアンケートを行うことにより、水源環境保全・再生に向けた

取組の県民周知、県民理解を促進する目的で開催。 

 

○コミュニケーションチームが作成した、水源環境保全・再生施策を

紹介したリーフレット「森は水のふるさと」の配布 

○水源環境保全・再生施策に関するミニクイズ及びアンケートの実

施。参加者には、抽選で記念品を進呈。 

○水源環境保全・再生施策を紹介したパネル、「水のさと かなが

わ」のパネルの展示 

○写真家 豊田 直之さんが撮影した神奈川の水源地写真の展示 

○平成24年度市民事業支援補助事業終了団体による事業報告会 

 ・参加団体：元氣森守クラブ、NPO法人里地里山景観と農業の再生

プロジェクト、川名自然フォーラム  

※木平 勇吉 委員、五十嵐 淳一 委員が参加 

○着ぐるみ「しずくちゃん」による演出 

○しずくちゃん風船の配布 

○各種広報資料の配架 

 

３ 県民フォーラム意見 

 第15回～第17回県民フォーラムにおけるアンケート集計結果及び個々の意見内容は、７ペ

ージ～12ページのとおりである。 
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４ 県民フォーラムの開催を振り返って 

 第15回～第17回県民フォーラムの開催を振り返った、県民フォーラムチームメンバーの意

見は、次のとおりである。  ※ご提出いただいた委員のみ掲載 

 

○ 久保 重明 委員(県民フォーラムチームリーダー) 

 平成24年度は、第15回と第17回は横浜そごう前の新都市プラザで「ブースに通行人を呼込む

方式、」、そして第16回は相模女子大学で従来の「講演・パネルディスカッション方式」で開

催した。両者はフォーラムの形式や答える時間などの違いがあり単純に比較はできないが、情

報の周知だけならアンケートの数と相対での説明できることで前者、考えていることを引き出

すなら後者が有効と思った。 

水源施策の取組については、テーマを絞って小さな説明会を数多く設けたらよいかもしれな

い。フォーラムの開催手法は何を伝えたいか、情報として知りたいかによって異なるのでその

都度工夫が必要と思う。また人を集めるには「しずくちゃん」の演出や関係団体との共同開催

など組み合わせると有効と思った。 

別に小中学校への出前講座に講師を派遣したり、バスを仕立て山梨県の水源税を投じる場所

や県の水源の寄などへ県民を誘い、そこでフォーラムを行なうことも良いのではないかと思う。 

 

○ 井伊 秀博 委員 

 県民フォーラムは、水源環境保全税の存在や水源環境保全活動の現状を、広く県民にお知ら

せすると同時に、県民の意見を収集する役割を持っています。 

平成24年度では、これまでの、著名人とのパネルディスカッション及び参加者から意見を収

集し回答するというやり方とは別に、人々が集まる場所で情報提供とアンケート収集を行う

「もり・みずカフェ」を２回開催しました。その理由は、これまでの参加者が水源環境に関心

の高い人たちに固定されている傾向があることと、都会で開催した時の参加者が非常に少ない

ことでした。 

結果として「もり・みずカフェ」には多くの参加者を得ることができ、県民への広報の役割

としては効果的だったと思いますが、一方で意見の収集という点では、従来手法に比べて量・

質ともに見劣りする結果となったと思います。この県民からの意見収集方法を改善していくこ

とで、より効果的な県民フォーラムになっていくだろうと考えています。 

 

○ 五十嵐 淳一 委員 

 街角で実施されているフォーラムを振り返ると、来場者数が評価の中心になっており、その

数字で満足している節がある。景品目当ての来場者に水源税を認知させる（はぁーそうなんで

すか知りませんでした程度の関心を得る）事で確認できるのは、いつも県民の水源税に対する

認知度の低さである。こんなに素晴らしい事業を繰り広げているにも関わらず拡がりが見られ

ないのは実に残念であり広報活動が的を得ていないという現われではないのか・・・？ 

フォーラム活動には次に繋がる広報が欠如し、毎回物足りなさを感じている。次に繋がると

は、例えば来場者に水源に足を運んでもらう取り組みである。関心の高い人や親子でも楽しく

学び深い理解を得られるような場、森林塾を体験する場等々のイベントを企画紹介し一人一人
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の出会いをその場限りのものにするのではなく、税金を納めるだけでなく、体験実践を通し人

から人へ情報の広がりを見せる仕組み作りが必要であると感じている 

 

○ 井上 貞子 委員 

11月に開催した県民フォーラムは、実物のカワラノギク、クニマス標本が展示され、著名な

講師、パネラーにより、それぞれの博識と見解で説明がありました。当日は土曜日でしたが、

学生や若い子連れ層がなく、保全・再生に関わった関心の高い高齢の参加者が多かった。も

り・みずカフェは幅広い年齢層にご参加いただき、県民の方々とのコミュニケーションが取れ

る反面、「意見収集」が少し浅くなってしまいます。 

一つ目の課題は、規模の大きいフォーラムともり･みずカフェを開催したことで、情報を提

供する手段が異なり、そのことはアンケートの意見・感想の中でも窺えますが、いずれも｢水

源環境保全税が良く分かった！有意義なイベントだった！｣と参加者の声が返って来る様なイ

ベントを行う事です。二つ目の課題は、今回のアンケートが、オモテ面が自然環境やカワラノ

ギクの復活について、ウラ面が水源環境保全・再生(両県で共同して行う取組)や水源環境保全

税について15項目の質問でした。アンケートの協力者が少なかったことは、今後の検討課題で

す。 

 

○ 片山 幸男 委員 

平成24年度において、県民フォーラムは３回開催されたが、参加された県民の皆様や委員の

方々には、大変のご苦労をおかけしたことと思います。私は、新都市プラザでの開催２回は、

残念ながら出席できませんでしたが、相模女子大学でのフォーラムには参加いたしました。ま

ず、テーマである川の声を聞こうよ桂川～相模川 絶滅危惧種カワラノギクの保全の活動報告

に先立ち、養老孟司先生の「生物多様性を考える」の基調講演はわかりやすく参加者の評判も

良かったと思います。第２部で、ビデオの上映、カワラノギクの保全や提案は、具体的な取組

も含めて貴重な意見だったと思います。第３部のパネルディスカッションで、平成24年度から

山梨県が取り組んでいる事業説明など、比較的新しい視野からの姿勢もうかがえたと思ってい

ます。 

 いずれにしても、神奈川県と山梨県が共同して水源環境保全・再生の真剣に取り組む姿勢を

具体化したことは、今後に期待できるものが多いと考えます。 

 

○ 坂井 マスミ 委員 

 この１年は、時間に余裕のある固定関心層（既存の浸透層）の参加を待つことなく、人の集

まる所へ出向いて広く一般の県民に語りかけ、関心層の拡大に方向転換した。この試行錯誤に

より、県民の思考の把握と共に、多くの生きた教訓を得た。 

課題の理解を深める上では、都市住民には、まず県の多様性を知り、愛着を持ってもらうこ

と、県央･県西の住民には、県土の深い結びつきを伝えることが、最も有効である。 

次の一年では更に、①より広い世代、多様な分野の県民への訴求を進め、県民が一体で県土

の将来を考える場を提供し、②県民が参加する場の情報を提供して、③関心を持ってくれた県

民が次の行動に進んでいく仕組みを考えたい。 



  13-7

番
号

項
目

記載内容

1 大いにこの様なイベントをやってください
2 ＰＲが不足している。PRの中身が問題
3 この様なｲﾍﾞﾝﾄがあり水源環境を知りました

4
黒岩知事が先日横浜高島屋で水の件について力説してコメントを述べら
れた事に感銘を受けました

5 分からない
6 もっと実のあるものを
7 協力したいが年を取り無理がきかない、頑張ってください
8 中国に水資源を買われない事
9 活動を発展してもらいたい
10 意見をしっかり述べるほどは分かっていない
11 水は日本の命です
12 本来の税の中でやるべき

13
具体的にどの活動にいくら使われ、本当に有効に使われているかが分か
る様にして欲しい。天下り団体役員の雇用になるようなら廃止

14 若い人達にどんどんやってもらいたいです
15 他には（水源環境保全・再生の為の取組以外）絶対使わないで下さい

そ
の
他
の
意
見

第15回水源環境保全・再生かながわ県民フォーラム　意見集約表　　（アンケート問６に記
載された意見）

情
報
提
供
・
啓
発
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番
号

項
目

記載内容

1
良質な水という意味では山林の樹や広葉樹の森が保水法もよく土中の浄
化が進むのではないか。

2
山梨県との荒廃森林の整備について具体的な活動は?（神奈川県の参
画）。人手はどうするのか?森林従事者の増員（募集）をするのか?　60
才以降の再雇用政策にどうですか?

3
①森林整備に関して、森林組合等の事業者は高齢化が進み担い手が少な
くなっているという話を聞きます。このようなことが整備のさまたげに
ならないのでしょうか。必要であれば担い手育成も必要と考えます。

4
・山梨県は自県の森林を保全するため、より自県の税金のみで事業を進
めるべきではないでしょうか。

5

今回のテーマと外れている気もしますが、日頃感じている事を書かせて
もらいました。
◎相模川支流の早戸川流域や道志川流域の一部ではヤマビルが増え、生
息地域も年々拡大しています。その為、住民が里山に入らなくなり里山
が荒れています。水源環境保全税をヤマビル対策に使って、しっかりし
た研究と対策に取り組むことを望みます。
◎植林地は近年整備され、目に見えてきれいになっていますが、今後
は、荒れている里山の雑木林の整備に力を入れて、里山雑木林の復活を
願っています。

6
国の「森林・林業再生プラン」との整合性はどうなっているでしょう
か。

7 浄化槽対策を進めてほしい。

8
水に関する問題（水不足）が深刻となっていくので、この様な取り組み
は重要な事業であり、今後より多く行っていくべきであると思います。

9
森林整備、河川敷改善等も重要ですが、生活排水を如何に流入させない
かが最重要であると考えます。又、洗剤とか自然分解する安全なものも
市販されていますので、県民の啓発活動も必要と思います。

10
浅枝先生が話していた、桂川の下水道問題（浄化・水道改善）を国交省
が検討中であるということについて状況を知りたい。

11
リン、チッ素、アオコ、生活排水対策については原因を調べその対策が
望まれる。そして税の投入だと思います。
※アンケートなのに手を挙げたり誘導尋問みたいで変に思いました。

12
現在、決定されている対策・行動をまずはしっかりとやって頂きたい。
又、これから必要であろうと思われる、取水/下水対策を順次取り入れ
て、計画を見直し、改善して行っていただきたいと思います。

13 水質が良くなることを願っています。

14
ゴルフ場周辺の地下水水質検査の実施の必要性検討と定期的な水質検査
の実施と公表を願います。

15

本日の参加者の中でも約半数が水源環境保全税を知らなかった。もっと
PRすべきだと思う。京浜地域の小学校は最近取組が盛んになってきた
が、県下全域の小中学校で実習教科として積極的に取り組ませてほし
い。森林整備などは、机上の学習より一日の現地実習（体験）が大事。

16
水を管理している企業庁の取組が弱いのではないでしょうか。今後どう
いう取組をされるのかお教えください。

17
木平先生がおっしゃった、事業に対しての評価をしっかり行って、県庁
にデータを示してほしい。評価に見合った税の見直しを実施してほし
い。

森
林
整
備
関
連
項
目

水
源
環
境
へ
の
負
荷
軽
減

平成24年度桂川・相模川流域協議会流域シンポジウム／第16回水源環境保全・再生かながわ
県民フォーラム　意見集約表　　（アンケート問15に記載された意見）

情
報
提
供
・
啓
発
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番
号

項
目

記載内容

18

解りやすい内容でした。県民にもっと知って欲しいです。又、会場（来
場者）は年齢の高い方が多く、若い人、子どもにも参加、参画、出席し
てもらう方法を考えて下さい。アウトリーチの必要性を感じました。例
えば小学校に授業、中学校では水源へ遠足とか。私たち県民はこれから
も「水源環境保全税」についてみまもっていきます。

19
水環境への取組みの大切さを両県民にもっと周知する。環境保全税につ
いて知らない人が多いと思われる。

20

市
民
活
動
支
援

私は今年相模原市のあじさい大学に入学して太極拳をやっていますが、
申込者が多く全科合わせて1.7倍の倍率で抽選に外れた人があったと伺
いました。例えば申込用紙に並べてこの水源保全のボランティアの募集
などあらゆる機会を利用してはどうでしょうか。知らない人が多いと思
うのでやはりPRが大切!　ボランティアを希望する人も結構いると思
う!!

21 道州制を考える時代、河川の浄化税を貰うことはよいことだと思う。
22 税金がムダにならないようしっかり取り組んでほしい。

23
税の徴収に関して市民の理解を得る努力を続けていくとともに、より多
くの税収を確保し、活動を実際に行うスタッフをより特化して、有償な
仕事をしてより拡大していくべきだと思いました。

24 今後も頑張って下さい。

25
今日のフォーラムは、出席者が片寄りすぎ。もっとニュートラルな参加
者とすべき。これでは有意義なフォーラムとはならない。

26
補助金だけでなく県の施設、機材、人材をこの保全再生活動に活用して
もらいたいです。

27
②放射性セシウム等放射性物質がダム湖底に沈んでいる等河川の底や河
原に残っている等の可能性を指摘する声がありますが、そのような物質
のモニターの必要性の有無についてお聞きしたいと思います。

28
・津久井町（相模原市）は、自らの下水道事業計画をどのように決め
て、どのように計画変更したのか明確にすべきではないでしょうか。

29

①第一期と第二期5ヶ年計画は解りますが、具体的な事業の内容を知り
たい。税収を有意義に使われることを願います。私も浄化槽設備士だけ
に非常に感心があります。凝集剤には、何をどの程度年間使用してます
か?

30 特になし。

31
実行5ヶ年計画の中の12事業がそれぞれ抱える問題点、また改善点があ
ればぜひお聞きしたいと思います。よろしくお願い致します。

32
流域の自然情報についてもっと知りたいです。植生だけでなく、動物
（昆虫も含めて）についても知りたいと思いました。

33 会の進行ももう少し効率よくやって欲しかった。

34
山の問題、水の問題は1県の問題ではなく、日本全体の問題としてとら
えるべき事と思います。

情
報
提
供
・
啓
発

そ
の
他
の
意
見
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番
号

項
目

記載内容

1 森林を守ろうという意味からも、水源環境･保全は大事だと思います
2 森林を充実する
3 もっと山林を守るべきだと思いました
4 山林保護、間伐材利用促進
5 山に木を植えてください
6 森を大切に
7 水源確保の為、県民より植林をする寄付を受けたらどうか
8 広報活動が必要と感じた
9 “しずくちゃん便り”はどうなりましたか
10 水の大切さをもっとPRするべき
11 良いイベントでした
12 大変素晴らしいイベントだと思います
13 もっと広報等で活動を発表するべきだと思う

14
このようなイベントがもっとあると、水源環境保全･再生に関心を持
ち、守ろう！と思う人々が増えると思った

15 このイベントは良いと思います
16 もっと宣伝すべき
17 県民にもっとPRして現状を知らせてほしい

18
県民の意識を高める為、大変だと思いますがこの様なｲﾍﾞﾝﾄで盛り上げ
てください

19 もっとたくさんの人にこの内容を知ってもらえると良いと思いました
20 ｲﾍﾞﾝﾄ等で広めて欲しい

21
この様なｱﾝｹｰﾄ形式にすると、今まで知らなかった事が分かり良い取組
だと思う

22
はまっこどうし等のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ水の開発などとても良いと思っていました。
山梨の水源地へのツアーなどがあれば参加したい

23
水の大切さを個人・団体と連携してもっと知らせる事。どの様な点に使
用しているか周知を

24
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等お金をかけず、市民一人ひとりがきれいな水を維持する事を
意識出来る様な環境作りが大切だと思う

25 水源林保全のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを集める機会を増やしたらよいと思います

26 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱにて参加出来る方策に更に注力して欲しい

27 日常生活に役立てたい
28 みんなの協力で守っていきましょう
29 現状維持を守ってください

30
東京の人に、横浜の水は不味くて飲めないと言われました。この様な取
組と市民にもっと知らせて欲しいです

31 少しは水を大切にと思います
32 安心を第一にお願いしたいです
33 水資源は大切、保全･再生は拡充するべきだと思う
34 しずくちゃんだいすき
35 しずくちゃんと写真を撮りました、可愛かったです
36 使っている水道水はとてもキレイで良かったと思う

37
「神奈川県は水に恵まれていて本当に良かった」と子供の頃から思って
いました、美味しい水をありがとう

38 大変大切な事だと思います
39 この様にして僕たちの水が蛇口から出ることが分かりました
40 安全の為にぜひともよろしくお願いします
41 水源は生活上大切なので、しっかり管理して欲しい

そ
の
他

第17回水源環境保全・再生かながわ県民フォーラム　意見集約表　　（意見・感想記入欄
に記載された意見等）

情
報
提
供
・
啓
発
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番
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項
目
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42 写真が美しく、神奈川の水を大切にしたいと思いました
43 いつも何も考えずに使っているが、改めて水の大切さを知りました
44 山と川と海は水環境にはとても大切な関係だと思います
45 ますます頑張ってください
46 安心･安全が一番
47 勉強になりました
48 またイベントをお願いします
49 神社、仏閣にお参りした際、水資源についてお願いしています
50 水を大切に使いたいと思います
51 水を大切に使いたいと思います
52 知ってもらう事は良いと思います
53 水を大切に
54 全体として拡大すべきだが、住民の協働が必要
55 水があるのが当たり前という考えを根本から変えないといけない
56 これからも良い水の為に頑張ってください
57 今に不満はないので、現状維持又は縮小
58 しずくちゃんが可愛いです
59 再生はとても良い考えなのでこれからもやって欲しい
60 神奈川県の美味しい水を守ってくださりありがとうございます
61 安全な水を作ってください
62 生きていく上で大切な水です、使う人の心配りが必要だと思います
63 水源を中国人に売らないで下さい
64 説明をしてくれた方が女性で優しく教えて頂きよく理解出来ました
65 美味しい安全な水をお願いします
66 水源を守る活動は地球を守る活動と同一
67 水質保全宜しくお願いします
68 土地(森林)を外国に渡さぬ取組を

69
水量確保のためにダムを造った為に森林を壊してしまっては、本末転倒
だと思います

70 必要な水がいつまでもキレイでありたいです
71 水源環境保全を今後ともしっかりやって欲しい
72 もっと知りたい
73 水源を外国人に売らないで欲しい
74 知らない事があったので勉強になりました
75 水は生命の命です、重要です
76 今後も良い水をお願いします
77 外国資本に買われない様にしてください
78 今回のような取組みはとても、身近に感じれて良かった
79 皆が協力して川の浄化に取り組めたら良い
80 水の大切さを知り、大事にしようと思います
81 素晴らしいことだと思います
82 水質が落ちないように安全な水をお願いします
83 水はキレイな方がいいと思う
84 あらためて水資源の大切さを認識しました
85 しずくちゃんと写真が撮れて良かった
86 結構知らない事ばかりで勉強になりました
87 水源を大切に
88 水がキレイなままに維持するのも努力やお金が必要だと改めて思った
89 市民ですが取組について知らなかったので勉強になりました
90 全く知らなかったが、今日聞いて分かったので良かったです
91 しずくちゃんが可愛かった、もっと神奈川を盛り上げようと思った

第17回水源環境保全・再生かながわ県民フォーラム　意見集約表　　（意見・感想記入欄
に記載された意見等）

そ
の
他
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92 川辺に降りれる公園があればいいと思う
93 雨水を大切にしたい

94
神奈川の水源環境の現実を全く知らなかったので、今後は少しでも注目
したい

95 ゴミを無くして多く山に木を植えてください
96 知らない部分がほとんどだった
97 神奈川県の水が美味しい事を県外の人にも知らせるべき
98 これからも水源をよろしくお願いします
99 しずくちゃんが可愛かった
100 水は生活上で大切なものです。もっとよく知る必要があると思いました
101 水を大切に
102 大変勉強になりました
103 勉強になりました
104 水源地を買われないように
105 しずくちゃんに会えて良かった
106 大変勉強になりました、もっと大事な水を大切にしたい
107 係りの方の説明が丁寧で感じがとても良かった
108 水を大切に使いたいです

109
行政と民間が一緒になって守っていくという方向付けと実践活動が大切
だと思いました

110 水がどれだけ大切なのかが良く分かりました
111 元気森守ですね
112 神奈川県は夏でも水不足にならないので助かります
113 水は最も大切な環境なので今後ともその質を高めて頂きたい

114
普段利用している水はたくさんの人の努力によって水源環境保全・再生
がなされていると思いました

115 自然の保護と水を大切に

116

横浜市役所で水道の衛生業務を担当しています。飲料水の衛生確認の為
には、水源環境のﾒﾝﾃﾅﾝｽは欠かすことの出来ない問題です。水源環境保
全税は知りませんでしたが、とても良い取組だと思います。市役所とし
ても一層力を入れて、この問題に向き合っていきたいです

117 少し勉強しました
118 写真が良かった
119 外国に土地を買われない様気をつける
120 環境汚染が広まっていく為に歯止めとしてさらに推進していって欲しい
121 しずくちゃんと写真が撮れてよかった、写真がキレイだった
122 とても良い活動だと思います
123 思ったよりも水源が近かった
124 大変やさしそうで、難しかった
125 しずくちゃんキュート
126 水源環境の勉強になりました
127 これからも水源の事よろしくお願いします
128 これからも、安全･安定した水道水の提供をお願いします

129
とても活動的にPRされていて、好感が持てました。ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰのしず
くちゃんがんばってください。

そ
の
他

第17回水源環境保全・再生かながわ県民フォーラム　意見集約表　　（意見・感想記入欄
に記載された意見等）
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平成25年度 県民フォーラム意見について 

 

１  はじめに 

「水源環境保全・再生かながわ県民フォーラム」(以下「県民フォーラム｣という。）は、

水源環境保全・再生の取組について、県民の意見を幅広く収集するとともに、水源環境保

全・再生に係る情報の提供・発信等を目的に「水源環境保全・再生かながわ県民会議｣(以下

「県民会議｣という。）が開催するものである。 

平成19年度から平成26年３月までに、21回の県民フォーラムを開催したところである。参

加者からの意見を取りまとめ、知事に対して報告を行い、県から報告に対する回答を受けて

いる。 

このたび、平成25年度に開催した４回の県民フォーラムについて、参加者からの意見を取

りまとめ、知事に報告するものである。 

 

２ 平成25年度県民フォーラムの結果概要 

第

十

八

回 

日時 平成25年５月25日（土）10：00～16：00 

会場 西武小田原店 

出席者 

県民フォーラムチーム   

久保 重明、片山 幸雄、坂井 マスミ、井上 貞子 

コミュニケーションチーム   

足立 功、増田 清美、髙橋 克矢 

参加者数 

(アンケート収集数) 
375名 

内容 

水源環境保全・再生施策のパネル展示等による情報提供や、来場者

及び市民団体に対するアンケートを行うことにより、水源環境保全・

再生に向けた取組の県民周知、県民理解を促進する目的で開催。 

 

○水源施策紹介パネルの展示 

○リーフレット「森は水のふるさと」の配布 

○アンケートの実施 

○ミュージカル「葉っぱのフレディ」出演者によるミニコンサー

ト 

○冒険写真家 豊田直之氏による水源地の写真を用いたビジュア

ルコンサート 

○飯泉取水堰の施設見学会 

○着ぐるみ「しずくちゃん」の出演 

○各種広報資料の配架 
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第

十

九

回 

日時 平成25年８月９日(金)・10日（土） 10:00～17:00 

会場 そごう横浜店 

出席者 県民フォーラムチーム 

久保 重明、井伊 秀博、五十嵐 淳一、井上 貞子、片山 幸雄、坂

井 マスミ 

コミュニケーションチーム 

増田 清美 

参加者数 261名 

内容 水源環境保全・再生施策のパネル展示等による情報提供や、来場者

及び市民団体に対するアンケートを行うことにより、水源環境保全・

再生に向けた取組の県民周知、県民理解を促進する目的で開催。 

 

○水源施策紹介パネルの展示 

○リーフレット「森は水のふるさと」の配布 

○アンケートの実施 

○市民団体（NPO法人かながわ森林インストラクターの会等３団体）

による水源環境保全・再生の取組みの紹介 

○冒険写真家 豊田直之氏による水源地の写真を用いたビジュアルコ

ンサート 

○ミュージカル「葉っぱのフレディ」出演者によるイベントＰＲ（９

日のみ） 

○着ぐるみ「しずくちゃん」の出演 

○各種広報資料の配架 

第

二

十

回 

日時 平成25年11月９日（土）10：00～15：00 

会場 リヴァスポット早戸（相模原市緑区鳥屋） 

出席者 
県民フォーラムチーム 

五十嵐 淳一、井上 貞子、坂井 マスミ、浜野安宏、 

参加者数 

(アンケート収集数) 
64名 

内容 

従来実施してきた都市部(横浜市等)での県民フォーラム開催に加

え、森林や川に囲まれた自然豊かな管理釣り場において水源環境保

全・再生施策の普及啓発を図る目的で開催。 

 

○スポーツフィッシングの第一人者によるトークショー 

 ・浜野安宏氏（県民会議委員） 

 ・杉坂研治氏（フライフィッシング・トッププロ） 

 ・村田 基氏（ルアーフィッシング・トッププロ） 

○親子毛ばり（テンカラ）釣り体験の実施 

○トッププロによるデモンストレーション 

○来場者への水源環境保全・再生施策のＰＲ、アンケート 
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第

二

十

一

回 

日時 平成26年２月22日（土）10：00～16：00 

会場 新都市プラザ（そごう横浜店地下２階正面入り口前） 

出席者 

県民フォーラムチーム   

久保 重明、井伊 秀博、五十嵐 淳一、井上 貞子、坂井 マスミ 

コミュニケーションチーム  

増田 清美、髙橋 克矢 

参加者数 

(アンケート収集数) 
524名 

内容 

水源環境保全・再生施策のパネル展示等による情報提供や、来場者

及び市民団体に対するアンケートを行うことにより、水源環境保全・

再生に向けた取組の県民周知、県民理解を促進する目的で開催。 

 

○水源施策紹介パネルの展示 

○リーフレット「森は水のふるさと」の配布 

○ミニクイズ及びアンケートの実施 

○冒険写真家 豊田直之氏が撮影したかながわの水源地の写真の展

示、解説 

○水源環境保全・再生に取り組む市民団体（２団体）による活動報告

会 

○着ぐるみ「しずくちゃん」の出演 

○各種広報資料の配架 

 

３ 県民フォーラム意見 

 第18回～第21回県民フォーラムにおけるアンケート集計結果及び個々の意見内容は、16ペ

ージ～25ページのとおりである。 
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　（意見・感想記入欄に記載された意見等）

番
号

項
目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

県
外
対
策

25

26

27

そ
の
他

教育・福祉と連携し、活動内容を広く知らしめてほしい

森
林
整
備
関
連
項
目

第18回水源環境保全・再生かながわ県民フォーラム　意見集約表

水
源
環
境
へ
の
負
荷
軽
減

記載内容

もっとたくさんの人に取組を知って貰う為のイベント等を多く企画して頂きたいと思います

取組は大変良い事と思うが、新聞折込だけでなく、自治会等にも働きかけてはどうか？

知るきっかけになったので帰宅してからﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを読んでもう少し理解しようと思います。

酒匂川が以前より土砂が流失している。河口の水鳥にも影響が及ぼされているのではないか

情
報
提
供
・
啓
発

皆がゴミを捨てないで大切に川を守りましょう

いつも安全で美味しい水を飲みたいのでゴミを捨てたりしない・させない取組をしていきたい

水源の美しさを表現している豊田さんの写真を水のペットボトルのデザインに使ったらとてもいいと
思います

豊田さんの写真が素晴しいので広告として使ったらどうでしょうか

１０匹くらい居るペットの小動物たちにたくさん水を飲ませているので、少しでもきれいな水が保てる
様に色々な活動をしてほしいです。しずくちゃんがんばれ！

どんどん緑を増やしたい

森を守るために良いと思う

山の手入れが水、川、海、魚に影響があるので、森林の手入れに多くの関心が必要だと思う

森に人が気楽に入れる（例えば散歩・ハイキング）ようになれば森林にもっと興味をもつかも

川の上流でも森林の整備を

水源環境保全税を全国規模にして取り組んだ方が良いと思います

横浜方面の人達は「道志川」の事は知っているが「酒匂川」等の事を知らないので、県東部へのア
ピールが必要かと思った
大事な事だが、あまり理解されてないと思います。これからもお世話になる事なので勉強していき
たいと思います
水源地域の保全は県民全体で考えていく必要があります。今後も取組の強化・充実に頑張ってく
ださい。ありがとうございました
水の汚染防止、浄化活動に取組んでいます。水環境の問題をもっと市民に伝え、生命の水になる
よう意識を啓蒙する必要があります

まず、川がきれいになると、住んでいて気持ちがいいですね。秦野に行くと川がきれいで良いと
思っています

家では動物を飼っているので、将来的にもこの様な取組はとても良いと思いました

大切な水なので、皆で汚さないようにしたいです

川を壊さないでください

ご案内のﾁﾗｼ等一般への周知度が足りないと感じた。折角のフォーラム、そして水源エリアでの開
催です。より多くの参加を得るためにも、更に一歩踏み込んでください

もっと多くの人に知らせるような活動をしてほしい

山梨県の水の浄化をお願いしたいです
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番
号

項
目

記載内容

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

そ
の
他

税がこの様な事業に使われている事を知った事に意義があると思います

県民の大切な水源を保全する取組を是非推進してください。世界に誇れる日本の「水」ですから

これからも美味しい水をお願いします

みんなで守る水資源！

小学生・中学生に水源を守る事をしてほしい

この取組をして下さっている方がいらっしゃるので、今の環境が守られていると感謝します。これか
らも頑張って頂きたいし、自分でも出来る事があれば協力していきたい
福島の事故により水に対して関心があります。市役所等にも問い合わせています。より安全で安心
した水の提供を望んでいます

あまりにも現在は便利になりすぎて良いものか悪いものか？

課税で意識付けをすること。特に水が命に必須である事のPRをどんどんしていく決意を新たにしま
した

水を大切に

水源の保全は重要である

現在飲水を購入しています。安心して飲む水にするには自分自身で水の大切さに関心を持つこと

水の保全の重要性を再認識した

特になし

良く分からないけどがんばってください

頑張ってください

このアンケートを見て、自分がいつも飲んでいる水は相模川と酒匂川から運ばれていると初めて知
れてよかったです

水源について良く分からなかったが、これから知っていこうと思いました

小田原に来て浅いので知らない事ばかりです。今後勉強しなければと思いました。

水源環境保全税を知らなくて、今回アンケートをやったので詳しく分かった

息子二人は多量に水を飲むので、とても水は良い環境でないと困るなと思っています。

しずくちゃんがかわいい。ダムなどに行った事はありましたが、質問３の事は知りませんでした。
(＊質問3・水源環境保全税について）

水を買って飲むようなので、飲み水は良く調べて安心して飲める水を作ってくささい。

水は永久のものと思い「安心して飲める水」「いつでもある水」について何も考えなかったので少し
でも「水」について出来る事を考えて行きたいと思いました

特になし

森の重要さ、水源地域の重要さが良くわかった。守っていきたい

小田原の水おいしいです

これから水や、森の大切さをもっと知って、どんどん他の人に広げて行きたいです

県西にもっと人の流れが増え、自然も大切に出来ると良い

私も種々の活動をしておりますが、活動したい方の取りまとめが上手くいっていないと思います。
様々な活動が大きな力になるよう期待しています。

もっと水を美味しくしてください
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番
号

項
目

記載内容

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

水がきれいではないから（下流すぎて）不味い。上流ならいけるかも

頑張ってください

水は大切ですね

生活を守る為のインフラである水資源は継続的投資・教育が必要である

水源確保に　国が動くべきだと思います。他国に土地売買をさせないようにするべき

水源環境保全は将来に向け継続して取り組んで欲しいと思うが、具体的に何をすればいいのか分
からない

山紫水明の保全は受益者が少しずつ負担すべき

とても良い事だと思います。私たちも良く色々な所で教えてもらいたいです

普段何気なく飲んでいる水であるが、近い将来慢性的に水不足になるとテレビでやっていました。
さらなる保全・再生に期待しています。

そ
の
他

もっとみんなで田んぼをやりましょう！
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番号 項目

1

2
3
4
5
6

7

8

9

10

11

12

13
14
15
16

17

18
19
20
21

22

23

24
25
26

27

28

29
30
31
32
33
34

35

36

37

38

39
40
41

42

43

生活水の汚染を防ぐ努力をした方が早いと思う。もっと県民に周知。誰も知らないから
税を掛けると不満になるのでは？

生きる物すべて森に守られている。自然との共生は当然です

係りの人のお話を聞き半分分かりました。子供の頃より神奈川県の水は道志川のきれ
いな美味しい水と伝えられてましたので、安心して頂いておりました

多くのお金がかかっているのに驚きました

利根川水系に依存する１都５県と異なり、神奈川県の水源保全に期待しています

ダムの見学ツアーを増やして欲しいです

いつもごくろう様です

この様なｲﾍﾞﾝﾄを頻繁にしてもらい、取組を県民により伝えて欲しい

大変勉強になりました。孫にも是非話して、子供向けの水に関する事に興味が持てれ
ばと思います

ありがとうございました
実験がぐだぐだで飽きた。こんな事と税金でぐだぐだやってるんだったら無駄。私が給
料をもらってやりたい！

アピールの仕方にはまだ考慮の余地があると思う。皮削き間伐を
水がつくる環境についてもパネルの展示をして方がよいと思う

学校への出張授業。地区ｾﾝﾀｰｲﾍﾞﾝﾄでのPR。SNSを使った複合的なPR・広報活動

一人ひとり生活ともっと関わるものとして、身近に考えられるといいですね。クーラーも
車のｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞも森林に甘えた負担要因。水について、森についてもっと考えられたらと
思いました
素晴しい写真・音響・メッセージでしたが、もう少し静かな所で聞きたかった

カフェという名前なので、美味しい水を飲めるといいと思います

草を守る為にはシカを殺すのは仕方ないかもしれないが、シカだって私たちと一緒で
生きているので、殺すのではなく、他の方法を検討して欲しい

枝打ち作業は大変でしょうが頑張ってください

目標にしているものを知らせて欲しいです。出来るだけ具体的に教えてください

もっとコンクリートのない土地にしていけば良いと思う

・CODは(タンパク質、有機酸等)有機物

神奈川県の水源について詳しく知る事が出来ました。森を大切に水を大切にし、次世
代につなげて行きたいです

神奈川県の水の事がよく分かった

再生はもっとやるべきと思います

水はとても大切。森林を大切にしてきれいな川にしていきたい

ｲﾍﾞﾝﾄのポイントが見えない。何をアピールしたいのか

個人所有の山林、高齢の為手入れが出来ない。　国か市町村で買い取るか、今後の

水源環境保全の為の税は、今後も是非継続必要と思います。特に川崎、横浜、相模
原市の子供達の授業に取り入れて欲しい

この様なｲﾍﾞﾝﾄは参加しやすく、分かりやすい。もっと多く行うと良いのではと思いました

良かった

関心はあります。本日はこのｲﾍﾞﾝﾄに参加でき、一層水に関する大切さを痛感いたしま
した。有難うございます。スタッフの方の丁寧な説明も大変役に立ちました。

水源地域の森林を大事にすべき
次の世代の為にも森林づくり(保全)は大切だと思います
森は水のふる里です。より一層再生の取組に協力して行きたい

森
林
整
備
間
連
項
目

情
報
提
供
・
啓
発

外国人に山林を売って欲しくない
水源環境を良くして頂きたいです

水源税の使途について一層の県民への広報活動が大切である。横浜・川崎の水源に
ついての理解度が低いようである

パネルの説明を聞く来場者が比較的多かった。コミュニケーションが取れて楽しかった

水源対策は重要で、その重要性を義務教育レベルから徹底的に教える必要がある

時々カルキのにおいが気になります。でも水道水を中心に利用しています。これからも
よろしくお願いします。

きれいな水、美味しい水については大切な事であり、大いに関心をもって協力したい

新興国の開発により世界では益々水資源が重要になってくる。日本の貴重な資源を
しっかり確保・保全して頂きたい。頑張ってください

子供向けやファミリー向けのｲﾍﾞﾝﾄをどんどんやって欲しいです。住んでいても、知らな
い事がたくさんあるので、ｲﾍﾞﾝﾄを通して理解を深めたいです

第19回水源環境保全・再生かながわ県民フォーラム意見集約表
　　　　　　（意見・感想記入欄に記載された意見等）

記載内容

そ
の
他
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番号 項目

44
45
46
47

48

49

50

51
52
53
54
55
56
57
58
59

60

61

62

63
64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

安心して飲める水を求めます

これからも長い取組で見守って頂きたい

ためになりました

水は生命を維持していく上の根源ですのでこれからも水源環境保全に努めて頂きたい
と思います
環境保全は必要だが、財源を住民負担が大きくならない様にして、根本対策を検討し
て欲しい

水中カメラからの写真が面白い
人間の生命に不可欠な水であり、特に水源地の保全が大切である。外国人(中国)に土
地を買入れされる情報は本当だろうか？あってはならない事!!対策は如何だろうか

いいと思う

水は人が生きて行く上でなくてはならないものです。私達は大切にしなければならない
と思いました

きれいで良かったと思います
参考になりました
水を大切にしたい。勉強になりました
マンションの水以外の水が飲みたい

知らない事が多すぎて、これから色々勉強し知りたいと思いました

いつも飲んでいる水。あまり関心がなかったが、この様な活動がある事を知り、意識が
少し変わりました
安全な水の為には、お金(税金)が掛かるのも納得します。水源地帯を外国に買われて
る地方もあるというニュースも聞くので心配です。

水についての大切さや、川などの大切さが分かりました。もっと水を大切にしたいです

ためになりました

科学的な面では環境問題にも興味があるが、税制の面からの知識が無かったこと実感
しました
財団大きくそだてよう

水を大切に使おうと思いました

知らなかった事が分かったので良かった

写真は見た事のないｱﾝｸﾞﾙでとてもきれいでした

トラスト緑財団で活動したこともありました

スタッフの方の対応が素晴しかった。この様な取組はもっともっとやっていくべきだ

本当に大事な事と思います。国民一人ひとり関心を持ち、協力しなければと思います
夏休み自由研究の参考にさせて頂きます

現在の取組を継続してください
当たり前に手に入る水の管理あればこそと理解出来ました
逗子の水は美味しいです
道志の水には感謝しています
初めて知る事がたくさんあり、感謝して水を大切に使わなければと思いました。森林が
いつまでも維持出来ます様に祈ってます

そごうプレスを見て来ました

水不足を知らない神奈川県民に対してもっと知らせるべきだと思う

個人でも出来る事がないか考えていく必要があると感じます。おいしい神奈川の水が
子ども達に残す財産の一つでもあると思います

水は生活していく上で無くてはならないものなので、今後も保全活動を積極的に進める
べきだと感じました

横浜の水は美味しいと思います

税金を使っても水源は確保すべきだと思いました。有効に利用していると思います

たまたま通りました。実家が川崎で帰って来て、この様な取組を知れて良かったです

お水は大切にしなければと思います

記載内容

そ
の
他
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番号 項目

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

水道水を普段蛇口をひねり簡単に使用していたが、色々説明を受け、大事に使用した
いと思います

これからもがんばって川の水を、みんなできれいにしていきたいです

出来る範囲で参加したいと思いました

この活動を推進していきたいと思います

１００年の計で取り組んでください

水の大切さを重く受けている

神奈川の水の美味しさは、他県の水を飲むとよく分かります。これからも守らねば！

失業者の多い時代、若者で経験者（年齢に関わらず）生かすべきです

東京の友人に聞くと、東京では水道水は直接飲めないと言っています。神奈川の水源
の環境保全に対する活動に感謝！

環境保全に必要な税は、惜しいとは思いません

大切な事を教えて頂きました。これからも考えていきたいと思います

記載内容

そ
の
他

今年の様に猛暑が続くと、水の大切さが身にしみます。地球温暖化が進んでいる現状
では、より以上の取組が必要だと思います

素晴しいお話ありがとうございました

お水は大切に使いたいと思います。子供がシャワーを良く使うので注意したい
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番号 項目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

頑張ってください

知らなかった事と知れました。これからも川を汚さないでキレイな川にしたいです

限りある良い水を大切にして行きたいと思うし、取組みます

税金（水源税）を負担している事を初めて知りました、今後も神奈川の自然の為
に続けて欲しいです

自然環境の保護に取組んで欲しい

釣り人としても水辺環境を守っていける様に、ゴミ等を捨てないようにしたいです

水は大事なので水源環境の保全という事で、このような取組をする事は大事だ
と思います（神奈川はﾀﾞﾑ等水に関しては恵まれている方だと思う）

ゴミ問題、シカの食害等トータルで考える必要があると思います

自分も一人の釣り人として、今回の話を教訓として出来るだけゴミを見つけたら
拾えば良いなと思った

初めて環境保全の取組活動の内容を知りました。もっと詳しく知りたいと思いま
した

今回のイベント等を多くする事で、環境への意識を向上させてもらいたい

先生が「てんから」作りを詳しく教えてくれたので楽しかったです

水を大切に

釣り人として、ゴミを出さないよう気をつけたいです

今日はとても楽しく、満足が行くイベントだった

より多くの人に知ってもらう為に色々な取組をやって頂きたいと思いました

水を大切にする取組について、小学校でも取組みしたり考えていけたらと思うの
で、小学生でも参加できるイベントをどんどん開いてください

第20回水源環境保全・再生かながわ県民フォーラム　意見集約表

　　　　（意見・感想記入欄に記載された意見等）

神奈川県の皆様に感謝です

釣りに関する内容でありながらも、違った目線での話を聞けて面白かった

今回のトークショーでゴミ問題がこれだけ問題になっている事、ゴミを捨てないよ
うにする
幼い時から日本の様々な河川で釣りをしています。毎回ゴミや水質を気にしな
がら釣りをしていました。しかし最近では気にならない釣り場が増えて嬉しく思っ
ていました。今回はこの様になるまでの事を聞く事が出来て、とてもよかったです

ここ早戸川に来る道路でも、ゴルフに行く時も杉林が痩せている。間伐が必要で
ある。ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの元気な森にするために、林業に従事する人を養成又は就職で
きるようにするべき。公務員を増やし、ボランティア、バイトを募る

川の番人であるフィッシャーの意見を聞くシステムを作って欲しいです

水源に山がとても重要だと言う事が良く分かった。ブナやコナラ等広葉樹を多く
植えて、杉等の根の少ない木を間引くと、山の保水力が上がって良いと思いま
す
もっと県民に知れ渡るようにして欲しい。保全に使われるのは大賛成です
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記載内容

たくさんの命が増える事を願います

お魚がたくさん釣れました

初めて「フライ」で釣ったので難しいかなと思ったが、とても楽しくて、たくさん取
れて嬉しかったです。有難うございました

自分も八王子の水に関係する仕事なので、大変ありがたい話を聞けて良かった
です。これからの仕事にも役立てたいと思います

釣り人の減少が続いており、川の番人が減少しています。釣りの楽しさを伝える
事を活動の一部に含めては如何でしょうか。今後の活動を応援させて頂き、自
らも出来る限り参加させて頂きます
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雨災害にあわない様、下草刈りが大事！
森の大切さが分かりました

記載内容

森や林を増やす
森林をもっとふやすこと
水は大切で、水源を守るためにはお金が要る事が分かりました。枝打ち、手入
れは高齢者にやって貰ってはどうでしょうか？

山崩れ、深層崩壊防止等、災害予防のための事業を推進して下さい
所有林確保、管理

いらない杉の木の伐採、下の方の小さい木にも陽が当たる様にしてもらいたい
山に手を掛けなくなって、近くの森が荒れている。竹が中腹までせり上がってい
る所が多く見られる。里山を守る活動を県全体で本気で考えられないか

森林がどんどん少なくなっているようですが、安心出来て、充分な水源環境を
確保する為にも、山を育てる事が大切だと思います。私達ももっと関心を持たな
ければならないと思いますが、行政としても今後も努力していって頂きたいです
横浜市水道局との共同企画もふやしてほしい。
将来的な水不足の問題は、とても深刻ですが、まだまだ世の中に認知されてな
いように思います。子供向けにもっとこの様なイベントをやって参加してもらえる
様にしたら良いと思います
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱは無いのですか
生活排水をきれいに保てるようにする為の取組について良く知りませんでした。
周知の為の活動で広めて欲しいです。県民として出来る事をしたいと思います
県や市を巻き込んで、もっと盛んにやるべし
水資源については、ほとんど知りません。公報活動を大いにやるべきだ
現地視察（水源地）してみたい
無関心ではいられない、重要な案件で広く宣伝して欲しいと思います
水の必要性を積極的に宣伝、推進してください
今回初めて知りましたが、皆に知れ渡る為には、森林の見学ツアーとががあっ
ても良いと思いました
配布していた水は、コンビニ等で販売してアピールするのはどうですか？
子ども達への普及を…
森林の間伐ツアーなど行ってみたいと思います
良い水確保の為の森を大切に！それを周知認識される為にも、自然と触れ合う
機会(ｳｫｰｷﾝｸﾞ・ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ等）を作ったらいいのでは？

もっと身近な所でPRした方が、より多くの人が、知ることが出来ると思います
普段からの広報を！

細かい説明をしてくださり、ありがとうございました。これからも頑張ってください
必要なことだと思います
鹿の肉を皆で食べましょう
大切な水なのに知らなかった事が多かったです。お話聞けて良かったです
神奈川県から道志村方面へどれ位の人が訪れているか分かりませんが、道志
村の方で、どの様なほぜん策が取られているのかお互いに理解したいと思いま
す
以前、子供達と夏休みに道志川のｷｬﾝﾌﾟに行き、水がとても美味しかったです
水を守る取組みをこれからも進めていってほしいです。安全な水について考え
たいと思います。

主人と来て良かった。
水はありがたいです。命の源です。
流しにお皿を出す前にきれいにします。
説明ありがとうございます。県民が関心を持って行動出来ると良いと思います
頑張ってください
お水をいっぱい飲みたいです
説明ありがとうございました。少し理解ができました
道志村のツアーに参加した

今回、この取組が時限立法ということを知りました。良い取組だと思うので、ずっ
と残る法律になるように県民にお知らせしてほしいと思いました

第21回水源環境保全・再生かながわ県民フォーラム　意見集約表
　　　（意見・感想記入欄に記載された意見等）
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道志村の公報を見て参加しました
水道料金が高い

記載内容

為になります
自分も水が好きです。WaterPlay　大切な資源を守っていきます。ありがとうござ
シカ皮の加工職人を育てたり、シカ肉の加工食品の特産品を作るのに予算を
使っては如何でしょうか

楽しかった。まだ道志村へ行ってみたいと思った
震災に強い上下水道の整備をお願いしたい
神奈川県民として山梨に感謝
もっと活動を推進してください
孫が４人います。命を正しく大切に長生きする上で、最も必要な食に欠かせぬ
もの。良い水を供給してください

水は当たり前にあると普段使用していますが、今度は意識して使うようにします
水源は大切なので、これからも保全頑張って欲しいと思います。話が聞けて良
かったです
よく理解出来ていないので感想は特になし
天然水等が飲みたくてたまりません。人気が高まっていて、受けています。新鮮
そのものですよ

相模湖は魚を釣る人、遊びに来る人が多い
河、海の衛生状態の充実、海水を生活用水に替える事をもっと活用

横浜の水は歴史的にも、早くきれいな水が供給されていたとの事。もっと輸出が
出来るといいねすね！

今後も継続すべし
水は大切で大事に使っていきます
今日は大事な事を知りました
これからもしっかりと取り組んでください
水を守ってください

ありがとうございます
この取組は良いことです。他県にも推進して下さい
土地の所有について厳重に管理必要。外国人に売られないように
自然は大切、いつも美味しい水を飲みたいです
説明が分かりやすくて、興味がもてました

生きる為には水が必要なので、出来れば続けて欲しい
鶴見川をもっとキレイにして欲しいです
山歩きで道志などを歩いています。その度に水の良さを実感しています
肝は水資源の豊かさで大いに利用すべきである、皆様に期待しています。

水はとても大切ですので、県でも取り組んで頂くのは当然ですが、私一人でも
良く考え、大切に使って行こうと思っております

旨い水を飲んでいたい
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ良く分かった
私は炭焼きをやっています
水源はとても大切だと思いますので、このまま続けた方が良いと思います
良かった
より安全で美味しい水を提供してもらう為に確かな水資源の保全が必要だと思い
今まであまり関心が無かったので、これから少し勉強します
安部さん援助しろ！
この取組のお陰で、夏場の水不足の心配が無いのでありがたいです
おいしい水を届けてくれてありがとう
水を大切に使用する
県も横浜市の様に雨水助成にも力を入れて、皆で水の大切さを実感した方がよ
いと思います
美味しい水を将来も供給できる様、頑張ってもらいたい
勉強になりました

そ
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この問題は積極的に推進すべきであろう

記載内容

大変大切な事

きれいな水が飲める為の取組を今後もよろしくお願いします

色々ご苦労様です。頑張って美味しい水を提供してください

この様な取組をされている事を知らなかったので、とても勉強になりました。これ
からも頑張ってください
良い機会でした
中国が水源地を購入しているのが心配
神奈川県は比較的水が美味しいといわれています。様々な努力の結果だと思

そ
の
他

３月３０日(日)溝の口で子供をあつめて水源環境保全と汚水処理についての実
験を行う予定です。大変参考になりました

水は大事ですね！
がんばってください
他県より神奈川県は美味しく頂ける水と言うのは知っていました。続けるようお
願いします

主旨は素晴しい。土曜の繁華街の為、講師の方の良いお話が聞き取れず、
もったいないと感じた。応援スタッフの方達もとても熱心で好感

道志の植林に行ったことがあり、自分たちが植えた苗木がどれ位育ったか見て
みたいです

これから水が美味しく飲めて、より良い水道水を県内に提供してください

日頃、節水に十分気をつけています
中国が土地と水を買収しようとの噂があるが、水は大切なので、保全が必要

あらためて認識させて頂きました

河川を土木工事等で過度に変更しない
大切なので汚さないよう気をつける
係員さんの説明よく分かりました
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