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 1958年設立。会員数284名（2009.3.31現在）
Established in 1958. 284 members (as of 2009 March)

 企業経営者が個人の資格で会員となり、県内外の
社会経済等の諸問題について調査・研究し、成果の
社会への提言、およびその実践に努める。
Members are corporate executives of local small and 
medium sized enterprises as an individual.
The committee researches and makes proposals 
about various socio-economic topics, and move into 
action.

Shiga Committee for Economic Development



 2004年「滋賀ＣＳＲ経営モデル」
“Shiga CSR model” since 2004

 2005年「LOHAS志向観光」事業化
“LOHAS-oriented Tourism” since 2005

 2007年「滋賀エコ・エコノミープロジェクト」の設立
（滋賀県、他経済団体との協働）

“Shiga Eco-Economy Project” since 2007 
(in collaboration with Shiga Prefecture, and other economic organizations) 

・ 低炭素経済を目指す「しが炭素基金」（県レベル

でのカーボンオフセット）
“Shiga Carbon Fund” towards low carbon economy 

・ エコイノベーションの推進
Promoting Eco-Innovation

しが炭素基金・参加マーク
Logo for participating 
Shiga Carbon Fund

Past Activities



 2008年6月に発足・５回の勉強会を開催
Established in June 2008.  Five meetings in FY2008.

 生物多様性と生物資源の持続可能な利用に関する
国内外の取り組みや動向についての知見の収集
collection of domestic and global information about 
biodiversity and sustainable use of biological resources

 滋賀県における生物多様性上の課題と、目指すべき
方向性の検討
study on biodiversity challenges and goals in Shiga 

 生物多様性保全と地域の活性化、滋賀県のブランド力
向上を結ぶ、戦略の検討
consideration about strategy to connect biodiversity conservati 
on with local revitalization and strong brand name

Study Group on Business and Biodiversity



 400万年の歴史を持つ

世界有数の古代湖
（50種を超える固有種）

one of the oldest lakes in the 
world, dating 4 million years 
back (more than 50 endemic 
species)

 ６万羽を超える渡り鳥の
越冬地
（WWF・GLOBAL200）
wintering place for more tha 
n 60,000 water birds

Mother Lake “Biwa” 
(its ecological value)

http://www.lbm.go.jp/biwako/picture/honmoroko.jpg
http://www.lbm.go.jp/biwako/picture/biwakooonamazu.jpg
http://www.lbm.go.jp/biwako/picture/nigorobuna.jpg
http://www.lbm.go.jp/biwako/picture/wataka.jpg
http://www.lbm.go.jp/biwako/picture/setasijimi.jpg


 「地域色」豊かな暮らし
伝統や文化の多様性

Living rooted in the nature of 
the regions. 
Diversity of tradition and culture

 生活に溶け込んだ
「共生」の知恵
（人との深い関わり）
Wisdom of symbiosis with nature 
blended into daily life 
(deep link with human and nature) 

フナ寿司

かばた

Mother Lake “Biwa” 
(origin of life and culture)



 内湖の干拓
reclamation of endorheic lakes

 湖岸の人工化
artificial lakeside

 水田の構造変化
structural change of paddy fields

 外来植物の増繁殖
propagation of exotic plants

 水質の悪化
declining water quality

Change of “Human” and “the Lake”



 滋賀の自然は精神・物質両面で「滋賀らしさ」の礎
Foundation of Shiga mentally and materially

 あらゆる企業活動の基盤
Basis for all business activities

経済人として必要とされることは？
What is required for business people?

「持続可能な経済活動へのシフト」
Shift of business activities towards sustainability

「保全に貢献し得るビジネスの仕組みの創出」
Creation of business framework for conservation

「地域コミュニティの活性化」
Revitalization of local community

「琵琶湖いきもの
イニシアティブ」の

宣言
Declaration of 

“Biodiversity Initiative 
for Lake Biwa“

Biodiversity mirrors balance between human and nature 



（前略）琵琶湖を中心とする滋賀の豊かな生態系とその
恵みに支えられてきた私たちは、それを保全することが
生活と経済を持続するためのカギであり、企業はその
責務を負っていると考えます。
Our economy is built upon rich ecosystem centered on 
Lake Biwa, and the conservation of nature is a key to 
sustain our lives and economy. We, business leaders, 
recognize our responsibility.

「生物多様性保全」を重要な経営課題と捉え、経営者
自らが先頭に立ち、以下、10項目の活動を展開していく
ことを宣言いたします。
We recognize that “biodiversity conservation” is our challenge, 
and declare to conduct 10 activities through our businesses 
as listed in the next slide.

Declaration Statements 



１．生物多様性条約の支持
Compliance with the Convention on Biological Diversity

２．生活と生きものの両方のにぎわいの重視
Priority on lives of people and all livings

３．1種もしくは1生息地の保全への参与
Conservation of a species or a habitat area

４．外来種の防除
Protection from alien species

５．エコロジカルネットワークの再生
Recovery of ecological network

Declaration Statements 



６．持続可能な一次産業の支援
Support on sustainable primary industry

７．集水域における物質循環を考慮した「地産地消」
“Local production and consumption” to promote 
material circulation within catchment area

８．生物多様性と地域生態系の保全につながる
新規ビジネスの創造

Incubation of sustainable businesses to conserve 
biodiversity and local ecosystem

９．取引先や市民との協働による広報、啓発
Publicity in collaboration with business partners and citizens

10．具体的な計画の策定
Making practical project scheme

Declaration Statements 



本業
Core Business

（社員・取引先など）
(employees,

business partners)

地域における実践
Local Practices

（企業と多様な主体）
(Companies and 

various stakeholders)

地域コミュニティ
Local Communities

企業活動
Business Activities

実践を通じたリテラシーの向上による企業活動の見直しと、新たな
地域の人々の結びつきによる「地域活性化」の相互的発展。
新しい滋賀社会を築くための、合意形成のステージ。
Reviewing business activities by improving literacy through practices 
and interactive evolution by revitalizing communication among local people.
Platform for consensus building to build a new society in Shiga.

Features of Biodiversity Initiative for Lake Biwa



湖南 7/15

甲賀 7/2

近江八幡 6/18
9/10

大津 8/25

湖西 8/26

湖北 7/8

彦根 7/31・9/29

This year’s activities - Local briefing session & Visiting businesses



日本ガラストロニクス（株）
Nippon Glasstronics Company Ltd.Reviewing influence by business activities

ステム…鉛ガラスと金属リード線を用いたブラウン管用部品
Stem… component for CRT made of lead glass and metal lead wire
液晶バックライト…ホウケイ酸ガラス（borosilicate glass）と金属を用いた液晶テレビ用部品 などの生産
LCD backlight…component for LC television made of borosilicate glass and metal
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工場排水を流している河川をフィールドに。
Field work at the river where the company 
drains used and purified water from factory
生物調査の定期的な実施や、社員や家族の
環境教育などを含む「マスタープラン」策定を
検討中。
Considering master plan for regular observation 
of local river, environmental education for 
employees and their families, etc.

（株）ゴーシュー
GOHSYU CorporationParticipation on conservation of local ecosystem



2001年より・琵琶湖ホテル
Since 2001 Biwako Hotel

2004年より・ 大津プリンスホテ
Since 2004 Otsu Prince Hotel

杉谷なすを使った和食メニュー

日野菜を使った洋食メニュー

里山の食材や伝統野菜を使ったメニュー開発
Menu development to use ingredients from Satoyama or traditional vegetables

Contribution through “Local production, Local Consumption”



カーボンニュートラルローン
「未来よし」（2007年4月開始）
Carbon Neutral Loan 
(since April 2007)

カーボンニュートラルローンの
利用により、削減された二酸化
炭素排出量に応じて、琵琶湖の
固有種であるニゴロブナ放流の
ための資金を拠出。
The bank offers fund for 
releasing round carps (one of the 
endemic species of the Lake 
Biwa), depending on the amount 
of carbon neutral loan. 

（株）滋賀銀行 Shiga Bank, Ltd.

Contribution through Financial Business



地元だからこそ
分かる課題

problems felt by local people
＆

感じられる誇り
identity for local area

×
企業のもつ
「人」「技術」

companies’
people and techniques

地域の課題を解決して、
地域を活性化！
Solve local problems, 

and revitalize local community!

“Biodiversity Initiative for Lake Biwa” 
as a Platform



ご意見・ご質問は

ikimono@s-douyu.jpまで

Thank you for listening!

Please give your 
feedbacks or questions to 

ikimono@s-douyu.jp




