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第４回マザーレイク２１計画学術フォーラム 会議概要 

 

１ 開催日時 

  平成 27年（2015年）７月 31日（金） 13時 30分～15時 30分 

 

２ 開催場所 

  環びわ湖大学・地域コンソーシアム 会議室 

 

３ 出席委員 

  井手委員、佐野委員、田中賢治委員、田中克委員、津野委員、西野委員、平山委員、 

堀越委員、脇田委員 

（欠席：清水委員） 

 

４ 議  題 

（１）マザーレイク 21計画（第２期改定版）の推進状況について 

・琵琶湖の現況について 

（２）琵琶湖環境研究推進機構の取組について 

（３）その他 

 

 

■配付資料 

資料１－１ マザーレイク２１計画各種指標の平成２６年度末の状況 

資料１－２ マザーレイク２１計画の各種指標の状況 

資料１－３ 平成２７年度マザーレイク計画関連事業の概要 

資料２   琵琶湖と暮らし２０１５ 

資料３   琵琶湖環境研究推進機構「水系・生物の『つながり』の再生に関する研究」 

資料４   第４回マザーレイクフォーラムびわコミ会議の結果概要 
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５ 概  要 

（１）マザーレイク 21計画（第２期改定版）の推進状況について 

・琵琶湖の現況について 

 

（津野座長） 

 それでは、皆さま方と協力して進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 議題（１）の「マザーレイク２１計画（第２期改定版）の推進状況について」、資料１、

資料２により事務局からご説明をお願いいたします。 

 

（事務局） 

 説明資料１－１～１－３参照 

 

（津野座長） 

 ありがとうございます。 

 続きまして、資料２に基づきまして、よろしくお願いいたします。 

 

（琵琶湖環境科学研究センター） 

 資料２についてご説明させていただきます。 

 資料２につきましては、昨年度の学術フォーラムでも、「こういったものをつくったらど

うか」というご提案をさせていただきまして、おおむね委員の皆さまより、「いいのではな

いか」とご了解をいただいていたと思いましたので、その中身を埋めるようなかたちで今

回作成をしてまいりました。 

 まずは、２ページ「このレポートについて」をご覧ください。まず、なぜこういうレポ

ートを作成したかという背景を話させていただきます。 

 これまでも、琵琶湖の状態をこれまで評価するときには、水質、魚、森林など、どちら

かというと、個別の分野で評価されることはあったのですが、全体を見て、一体どこに根

本的な問題があるんだろうかとか、あるいは、全体の問題の中で、どこから手を付けたら

いいんだろうかというようなことを話し合う機会や、そのための資料はほとんどなかった

と認識しております。 

 一方で、マザーレイク２１計画の第２期では、計画の進行管理を行うため、施策の進捗

状況を表す「アウトプット指標」と、環境や社会の状態を表す「アウトカム指標」を設定

し、目標の達成度合いを管理していますが、「アウトプット＝何をしたか」ということでは

なく、「アウトカム＝その結果、どういう環境の状態の改善、あるいは悪化につながってい

るのか」という指標できちんと琵琶湖を見ていくことが大事だと今までからご議論いただ

いておりました。 
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 そこで、アウトカム指標に着目しまして、今、琵琶湖とそれを取り巻く私たちの暮らし

がどのような状態にあるのか、これまでどのような経緯をたどってきたのかということを

分かりやすく端的に理解するための資料として「琵琶湖と暮らし２０１５ 指標でみる過

去と現在」を作成いたしました。 

 この資料は、この学術フォーラムと、今年度は８月２２日開催のびわコミ会議に配布で

きるよう、７月から８月にかけて毎年度作成することを考えております。 

 また、資料の読者をどのように想定しているかということについては、学術フォーラム

委員の先生方はもちろんですが、併せて、びわコミ会議などには、市民団体の皆さんや、

企業の方、県内外の方々もたくさん来られますので、誰にでもわかりやすく伝わりやすい

資料を目指して作っております。 

 そのため、研究の成果レポートのようなものではなく、何が起こっているのかというこ

とをできる限り分かりやすく端的に伝えるための資料として作成しているという趣旨を、

まずはご理解をいただきたいと思います。 

 そして、琵琶湖を総合的に評価するということの評価方法について、３ページに書かせ

ていただきました。 

 １行目に記載のとおり、今年度は１２８指標が設定されておりますが、資料１－１およ

び１－２の表やグラフを見ていただいても分かりますように、全部を見て評価するという

のはなかなか難しいため、この１２８全部を眺めて琵琶湖がどうかということを見るとい

うよりは、その中から鍵となる指標を抽出して評価してはどうかと考えています。 

 その鍵となる指標をどのように抽出するかについて、三つの観点で示しております。 

 まず一点目が、環境や社会の状態を表すアウトカム指標であること。二点目が、必ずし

も毎年でなくてもいいのですが、時系列でどう変わってきたかという経年変化がきっちり

把握できること。三点目が、このマザーレイク計画に掲げられた２０２０年度の目標と関

連が深いこと。この３つの視点から、指標の選定を行いました。関連の深い指標はできる

限りまとめて、さらに大きなカテゴリーで評価しております。 

 評価については、「いまどのような状態にあるのか」という「Ｓｔａｔｅ＝状態」と、「こ

れまでの傾向はどうか」という「Ｔｒｅｎｄ＝傾向」の二つの観点から行いました。 

 また、必要に応じて、琵琶湖の北湖と南湖に区分して評価を行いました。 

 まず、「Ｓｔａｔｅ－状態－」は、基本的に指標値と目標値の比較から４段階で評価をし

ております。これも非常にある意味で大ざっぱな評価でして、「ＧＯＯＤ（よい）」という

評価になるのは、目標値を達成しているというか、よい状態であるということを示す場合。

「ＦＡＩＲ（悪くはない）」は目標値には達していないが、悪くはないだろうという状態の

場合。「ＰＯＯＲ（悪い）」は、目標値には遠くて悪い状態の場合です。「ＵＮＤＥＴＥＲＭ

ＩＮＥＤ（評価できない）」は、データが不十分とか、見方により変わる等の理由で評価が

できない場合にということで、この４段階で評価を行いました。 

 続いて、「Ｔｒｅｎｄ－傾向－」については、基本的に直近２０年程度を一つの目安にし
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て、データがない場合は、より短い期間になることもありますが、その指標値の傾向から

４段階で評価をしました。 

 「ＩＭＰＲＯＶＩＮＧ（改善している）」は、経年的に改善傾向にある場合。「ＵＮＣＨ

ＡＮＧＩＮＧ（変わらない）」は、経年的な傾向が明確には見られない場合。「ＤＥＴＥＲ

ＩＯＲＡＴＩＮＧ（悪化している）」は、経年的に悪化傾向にある場合。「ＵＮＤＥＴＥＲ

ＭＩＮＥＤ（評価できない）」は、データが不十分など評価ができない場合です。 

 傾向を評価する期間がなぜ約２０年なのかということについては、補注として、「琵琶湖

水の大部分が入れ替わる期間が２０年程度と言われており、環境が変化する一つの目安と

して設定しています」と記載しました。 

 琵琶湖の平均的な滞留時間は、約５年や５．５年と言われますが、夏の成層と冬の循環

があるため、実際には、５年、５．５年よりはもっと長い時間で滞留し、平均的な水質に

至るにはもっと長い時間がかかると言われています。それが何年くらいかというのは、一

般的に２０年程度と言われるのですが、文献などではあまり確認ができないため、簡単な

ボックスモデル等を使って確認した上で、２０年程度と設定しています。 

 琵琶湖のＴｒｅｎｄを見るには、１０年ではちょっと短いですし、３０年では評価をす

るには長過ぎるため、まずは約２０年で傾向を見て評価したいと考えております。 

 次に、４ページ、５ページをご覧ください。 

 この資料の中で一番重要なページであると考えています。特に５ページには、「『鍵とな

る指標』の評価結果」を一覧表にまとめています。「湖内」、「湖辺域」、「集水域・暮らし」

という３つの分類の中で指標、各カテゴリーとして、琵琶湖の水質、植物プランクトン、

魚類等の漁獲量、底質、水草、ヨシ、貝類の漁獲量、希少野生生物、河川水質、一次産業、

環境と調和した農業、森林の管理状況の、合計１２個のカテゴリーを設定しまして、それ

ぞれの状態と傾向をお示ししています。 

 非常に大ざっぱにですが、琵琶湖全体を見て、どういったところが悪いのか、悪くなっ

てきているのか、逆にある程度よくなってきている傾向があるのか、よい状態にあるのか

ということが一目で分かると思います。 

 これらの評価を基に、今、琵琶湖がどういう状態にあるのかということを４ページに文

章で記載しています。こちらの文章の表現がかなり大事になってくると思いますので、冗

長かもしれませんが、２段落目から読ませていただきます。 

 「全体として見たとき、琵琶湖や河川の水質などの状況は改善傾向が見られ、状態とし

ても悪くはないと考えられる一方で、在来魚介類の漁獲量や希少野生生物種、水草などは

悪化傾向にあります。それを取り巻く私たちの暮らしも、改善が見られていることもあり

ますが、一次産業が衰退するなど自然と関わりながら生きる暮らしが徐々に失われつつあ

ります。別の側面から見れば、比較的対策のしやすい、あるいは対策の効果の現れやすい

ものについては、アウトカム（環境や社会の状態）としても結果が出ている一方で、そう

でないものは依然として厳しい状況にあると言えます。高度経済成長期以前は、十分なデ
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ータがなく、また概念的ではありますが、水は現状と同程度あるいはそれ以上に澄み、同

時に在来の生きもので豊かな琵琶湖があったと考えられています。琵琶湖が富栄養化して

いた時代、水中にある過剰な窒素やリンの量を減らせば、同時に生きものにとってもよい

環境になると考えられていました。確かに様々な取り組みにより、琵琶湖は富栄養な状態

を脱することはできましたが、在来の生きものは戻ってくるどころかむしろ減少してきま

した。この原因ははっきりとは分かっておらず、外来魚の増加や生息環境の悪化などの直

接的な影響の他、水質そのものが食物連鎖を通じて生きものに影響を与えている可能性も

あります。赤潮は減少してきたものの、植物プランクトンの種類は大きく変化し、漁網に

異常な汚れが付着するようになりました。底質についても、泥質化傾向を疑わせるデータ

が出てきています。いずれにせよ、琵琶湖は「生態系のバランスが崩れてきた」状態にあ

り、その解決のためには、より総合的な視野に基づくアプローチが求められます。」と評価

として記載いたしました。 

 委員の先生方は、こうした評価はよく聞かれている部分も多いと思いますが、琵琶湖に

あまりなじみのない方にとっては、いまだに水質が非常に悪い状況にあると、水質だけを

捉えて評価されたり、水草の話だけがよく新聞報道をにぎわせたりと、どうしても一面の

みを見て捉えられがちですが、全体を見て、一体どういうところに問題があるのかという

ことをきっちり評価して出していくことが大事ではないかと考えて、このようなことを文

章で記載させていただいたところです。 

 ５ページの「Ｓｔａｔｅ」と「Ｔｒｅｎｄ」のところに、矢印や色を記載していますが、

この根拠となっているデータについて６ページ以降に記載しています。 

 一つ一つ説明する時間がありませんので、どのような記載方法かという点のみさせてい

ただきます。この後のご議論の中で、例えば、個別の項目について、これはむしろこうい

う評価になるのではないかということがあればご指摘いただきたいと思います。 

 ７ページの「琵琶湖の水質」を例に説明させていただきます。１ページに１つのカテゴ

リーというつくりにして記載をしております。左上に、琵琶湖の絵と矢印を記載していま

すが、先ほどの評価の基になっている、北湖と南湖を別にして、状態と傾向がどうかとい

うことを示しております。 

 ７ページの中央に、グラフが４点ありますが、琵琶湖の水質に関連するアウトカム指標

のグラフになります。グラフの上の文章は、アウトカム指標の状況がどうかということを

簡潔に記載しております。 

 一番下の「関連情報」については、基本的にアウトプット情報や、アウトカムには表れ

ていないけれども、こんな取組も実施していますという内容を記載しています。 

 ただ、この琵琶湖の水質の場合は、アウトプットというよりは、６ページにありますと

おり、「栄養塩バランスの回復」というのが２０２０年度の目標として設定しているため、

栄養塩バランスの情報を記載しています。 

 「琵琶湖の水質」や「植物プランクトン」等、各項目については、行政の各担当部局が



6 

 

それぞれの専門の見地から見て、このような評価ができるのではという内容を執筆してお

ります。 

 また、参考として、２１ページに県政モニターのアンケート結果を載せています。これ

は、２４年度と２７年度に、県政モニターに琵琶湖の総合保全についてアンケートを実施

したのですが、同じ質問項目の結果を一部抜粋して記載しています。 

 続いて、２２ページ以降を説明させていただきます。 

 ここまでは、全体を見て評価すると言いながらも、各指標あるいは個別のカテゴリーに

関して、どのような評価になるかということをまとめておりますが、当然ながら、指標あ

るいはカテゴリー間に、つながりや関係があると考えられます。２２ページ以降は、その

ような関係をできる限り分かる範囲で記載するという趣旨の内容になります。 

 まず、２３ページ「平成２６年度に琵琶湖で生じた主な事象間の関係性」では、先ほど

も述べましたが、琵琶湖で今何が起きているのかということは、ニュースや新聞報道など

でトピック的に表れることはあるのですが、例えば昨年、水草が大繁茂したというのが一

つの大きなニュースだったのですが、なぜ起きたのか、どのような影響があったのかとい

うことは、なかなかニュース等では出てきません。 

 県では、漁業関係者、水資源機構など、いろんな多主体で話し合って、去年にどんなこ

とがどんなつながりで起きたのかということを話し合う場として、「魚たちのにぎわいを協

働で復活させるプロジェクト」、通称「お魚プロジェクト」を設置しています。このプロジ

ェクトにおいて、現象や課題などを毎年議論しており、その結果を簡潔にまとめ、記載し

ています。 

 ２３ページに、平成２６年度に琵琶湖で生じた事象間の関係を記載していますが、水質

という点では概してよかったのですが、コカナダモが大繁殖しました。その結果、南湖の

湖底では貧酸素となる状態が継続しました。では、なぜそのコカナダモが大増殖したかと

いうと、はっきりしたことは分かっていないのですが、春先の低水温や水質がよかったた

めではないかという、プロジェクトでの議論の内容を記載しています。あるいは、魚につ

いても、ホンモロコの産卵が南湖で見られるようになり、イサザが豊漁だったということ

もある一方で、アメリカナマズが急増しているというような内容も記載しています。この

ように、水質、水草、魚、気象などを総合的に見て、昨年度に何が起きたのかというのを

整理したのが２３ページになります。 

 続いて、２４ページから２８ページまでの説明をさせていただきます。 

 昨年度の学術フォーラムでも、この内容の第一弾を出させていただいたのですが、マザ

ーレイク２１計画で整理している指標というのは、例えば、ヨシ群落は、面積やｈａ、流

入負荷量はｔ／年、水質はｍｇ／Ｌ、カワウは何羽など、単位が当然ながら違います。そ

ういう中で全体像を把握するのはなかなか難しいため、この指標間の関係性を定量的に把

握し、湖内および陸域で生じていることを理解するために、指標を炭素、窒素、リンの三

つの観点から取りまとめるという試みをしております。 
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 具体的には、その指標値にいろいろな原単位などを掛けて数値にしておりますので、か

なり簡易な整理ではあります。特にモデルを使ってということは、基本的にはほとんどな

いのですが、簡易に全体を理解するためのものとして作成しました。 

 例えば、水草の影響が非常に大きいということが分かります。炭素量を見ますと、南湖

の水草現存量は最大で約２，０００ｔありますが、水中にある物質の量である物質存在量

が３００ｔですので、水中に溶けているよりも多い量が水草に含まれていることがわかり

ます。あるいは、水草の生産量は毎年１，３６０ｔですが、これは南湖に流入してくる負

荷量とほぼ同等であるなど、水草の影響が数字でもよくわかると思います。 

 他にも、炭素量については、例えば、植物プランクトンによる一次生産が全体で見ると

非常に影響が大きいことや、２６ページの窒素については、数字は記載しておりませんが、

脱窒の影響は非常に大きいだろうということが想定されたり、リンについては、水中でも

底質に堆積していく量はかなり多いのではないかというような、炭素、窒素、リンで、琵

琶湖全体でどのような要素が支配的な物質収支になっているかということがわかってくる

のではと考えております。 

 昨年度の学術フォーラムでも、「こういった図の整理を基に、さらに過去のものをまとめ

たらどうか」とか、あるいは、「社会の状況、流域の状況なんかも併せてまとめていったら

どうか」というご意見もいただいていまして、それらについては今後取り組んでいきたい

と思っておりますが、今のところは湖内の現状のみまとめた結果を示させていただきまし

た。 

 続きまして、２９ページ、３０ページをご説明します。 

 こちらで示しております「琵琶湖とその流域で生じた主な事象の年表」については、先

ほど申し上げた「お魚プロジェクト」でまとめたものです。 

 ３０ページを見ていただきますと、昭和３０年頃から現在に至るまで、水質や魚、動植

物、社会など、いつ頃からどのような変化が起きてきたかということを簡潔に年表形式で

まとめています。 

 それぞれの項目に関しては詳しい方もおられますが、全体を見て、水質と魚は結構オー

バーラップしている時期が多いなど、そのような観点で見られることはあまりなかったと

思います。 

 この年表から分かるのは、例えば、河川の魚類に異変が生じ始めたのは６０年代から７

０年代と早く、淡水赤潮などの富栄養化が問題となってきたのが７０年代後半から９０年

代、琵琶湖の魚類相が大きく変わってきたのが８０年代から９０年代、水草の異常繁茂が

問題となってきたのが９０年代以降というように、時代をさかのぼっていろいろ整理をす

ることができれば、それぞれの関係についてもまた理解が深まるのではないかと考えてお

ります。 

 最後の３１ページ、３２ページは、参考資料として、指標の一覧と、その指標間の関係

性を少しグラフィカルにまとめております。 
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 以上で資料２の説明を終わらせていただきます。 

 

（津野座長） 

 ありがとうございました。 

 この学術フォーラムにつきましては、マザーレイク２１計画の進行管理に当たって、多

様な分野の状況を総合的に把握し、学術的な観点から今後の方向性を検討いただく会議で

あります。今回、多様な分野の状況を総合的に把握するための評価、各指標間の関連性、

および物質収支をまとめた素案として整理がされ、ただ今ご説明をいただきました。 

 ただ今のご説明について、どうぞご忌憚のないご議論をいただきたいと思います。 

 まず一つは、資料１で示されました指標でございますが、今まで指標については、いろ

いろご意見をいただき、１２８の指標を挙げております。できれば、この１２８ぐらいで

出そろったという観点にしたいとは思いますが、そうはいっても、「もう挙げるな」という

つもりは全くなくて、見ていただいて、「さらにこういった指標があったらいいのではない

か」というようなご意見がありましたら、お願いいたしたいと思います。 

 資料２でございますけれども、先ほどのご説明にありましたように、今後、一般の方々

も含めて琵琶湖についてご議論をいただく場で活用していく材料の一つとしたいというよ

うな意図があるようでございますので、全体の構成がこれでいいのかどうかという点、４、

５ページの評価結果がこれでいいのかどうかというご意見をいただきたいと思います。そ

の際には、個別の項目のページの細かな資料を見ていただいて、その評価結果について、

こういう見方がいいのではないかというようなことを、ぜひご意見いただくとありがたい

と思います。 

 それから、指標間の関連性図については、かなり思い切った試みかと思いますが、これ

で、おおよそ琵琶湖の中での物の動きを見たいということでございますので、表現法、活

用方法等、ご議論をいただければと思います。 

 物質収支につきましても、炭素、窒素、リンについて、現在のところ、おおよそデータ

から分かりますことをまとめてあるということでございますので、これについてもご議論

をいただきたいと思います。 

 どれからでも結構ですので、今から約１時間いろんなご意見をいただき、また、ご議論

をいただき、場合によりましては、事務局のご説明をいただきたいと思っております。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

（西野委員） 

 資料２は非常によくまとめられて、分かりやすいと思います。 

 現在の状態を把握するという意味では、４ページと５ページはいいと思うのですが、「何

をやっていったらいいのか」と考えると、びわコミ会議に出されたときに、県民の方々が、

「こんなことをやったらいいな」というイメージにつながっていくのかなとちょっと気に
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なりました。現状把握をして、「何とかしなくてはいけない」と県民の皆さんに思っていた

だくことは非常に重要ですので、５ページの表を出すということは大変重要だと思います。 

 ですけれども、何をやったらいいかというのがもう少し分かりやすいような指標と、こ

の表とをつなぐようなものがないと、「私たちは何をやったらいいんですか」というところ

につながっていきにくいのではないかなと感じました。 

 例えば、湖辺域では確かに水草もヨシも重要で、漁獲量（貝類）、希少野生生物種は、指

標として非常に分かりやすいと思うのですが、この指標を見て、湖辺域で何をやっていっ

たらいいかという話になると、具体的なイメージとして非常に動きにくいなというのが正

直なところです。 

 一つ提案としましては、私は平成２７年５月３０日開催の琵琶湖環境科学研究センター

の１０周年記念のときにお話しさせていただきましたけれども、例えば、湖辺域、湖岸で

あれば、琵琶湖の湿地環境と砂浜環境という２つの概念で分けて、その湿地環境を守るに

はどうしたらいいのか、砂地環境を守るにはどうしたらいいのか。そのときの指標として、

例えば、湿地環境であればニゴロブナの数であるとか、湿地を利用する魚の漁獲量みたい

なものを一つの指標にする。それから、砂浜であれば、例えばセタシジミの漁獲量とか、

そういうかたちで。 

 この表は非常に分かりやすいんですけれども、これを現実の政策、あるいは、県民の方

の行動につなげていくためには、もう一つ何かわかりやすいようなかたちの仕掛けが必要

ではないか。そういうときに、湖辺域につきましては、その砂浜環境と湿地環境という観

点での整理というのが一つの考え方としてあるのではないかなということで、ご検討いた

だけたらと思っています。 

 それに関連して、指標の追加で一つ思っていますのが水泳場です。水泳場というのは砂

浜です。砂浜環境であると同時に、水泳場の一つは水質ですね。特に大腸菌が水質の基準

になっているのですが、水泳場の数の変遷みたいなものを一つの表にして、砂浜を守るの

であれば、例えば、市民が泳げるような水泳場をもっと増やすにはどうしたらいいかなど、

そういう指標というのもあるのではないかと思うので、ご検討いただけたらと思います。 

 

（津野座長） 

 ありがとうございました。ただ今、２つのご意見をいただきましたが、事務局で、何か

ご説明がございましたら、よろしくお願いします。はい、どうぞ。 

 

（事務局） 

 西野先生、ありがとうございます。 

 ４ページ、５ページは全体的に評価するための鍵となる指標を載せておりますが、例え

ば、１３ページを見ていただくと、ヨシの項目を掲載しています。ヨシは、昭和２８年は

２６０ha を超える面積があったのですが、それがだんだん減ってきて、平成４年には約１
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２０ha になったのですが、平成４年に条例を制定してからは増えてきています。条例に基

づいて、「ヨシを守る、育てる、活用する」という三本柱で取り組んできたということがあ

ります。 

 アウトカム指標としてヨシ面積は減少したが、ヨシ条例制定後、県民の方と一緒に、Ｎ

ＰＯさんなどもヨシの植栽などに取り組んでいる。そういう取組によってだんだん増えて

きましたという情報を県民の方々に知っていただくと、例えば、ＮＰＯの活動に参加して

みようかな、ヨシ紙などを使ってみようかなとつながっていくのではと思います。 

 １４ページについては、アウトカム指標で、セタシジミの漁獲量は昔から比べるとすご

く減っていることを示しています。そのときに何をすべきかということについて、今、行

政として取り組んでいる「セタシジミ資源回復のための取り組み」を記載させていただい

ています。セタシジミの主要漁場であった南湖において、砂地の造成などを行っています。

ここに、もう少し県民の方々が参加できそうだなという内容を入れることによって、参加

しやすい形になると思います。 

 この資料は、まだまだ過渡期で、もっと詳しく書かなければいけない部分もあると思う

のですが、今、西野先生から言っていただいて、これからの進め方として、「暮らし」とい

う部分をもっと県民の方の生活や活動につながる内容にしていくということが必要ではな

いかと思っているところです。 

 また、水泳場ですけれども、確かに昔はもっと泳げる場所がありましたが、砂が減った

からというよりも、皆が泳がなくなったから閉鎖してしまったということもありますし、

今は南湖では泳げないような状態になっているのですが、北湖の一番南の真野浜などはと

てもきれいで泳ぐことができます。 

 昔は琵琶湖が汚いというネガティブキャンペーンをしていましたが、琵琶湖の水質を見

ると、生態系のバランスは非常に悪い状態ですが、水質面は改善しています。 

 そういう意味でも、西野先生のおっしゃったように、水泳場の変遷や水質のデータを載

せることによって、少しでも県民の方が琵琶湖の水に浸かってみようかなと、水に触れる

というところにもつながるのではと思っております。 

 

（西野委員） 

 ヨシの植栽で１点だけ補足させていただきたいのですが、ヨシ帯の植栽、保全は大変重

要ですが、一方で、砂浜も大変重要です。よくどこでもいいからヨシを植栽されるという

話がありまして、もともとヨシがあるところにヨシを植栽していただくというところを強

調していただいて、十分注意をお願いしたいと思います。 

 

（津野座長） 

 ありがとうございます。今、事務局から、４ページ、５ページは、全体として端的な書

き方ですが、６ページ以降から各指標について、もう少し詳しいデータと、現在までの取



11 

 

り組みや変遷について書かれているということです。また、今後、この資料を基にいろん

な方々が話し合って、お互い自分たちがどうしたらいいかを話し合う材料を付け加えて、

より充実したものにしていくというご説明をいただきました。 

 それから、水泳場や砂浜についても、もしまだ指標として挙がっていなければ付け加え

るということで少しご議論をいただきたいということでございます。 

その他に何でも結構です。はい、どうぞ。 

 

（脇田委員） 

 基本的に西野先生のおっしゃったことと関連しますが、マザーレイク２１計画の第２期

では、つながりということがすごく強調されていて、「琵琶湖流域生態系の保全・再生」の

中のつながり、それから「暮らしと湖の関わりの再生」のつながり、前者と後者のつなが

り、行政の施策と県民・事業者の主体的な取り組み、これは連携と書かれますけれども、

これも意味のあるつながり。もっとこのつながりがどう復活してきているのか、再生して

きているのかなど、そういうことが分かる指標をうまく表現されたらどうかなと思いまし

た。 

 関連情報の中に小さく入ってしまっているので、もう少し一般の方、特に都市部に棲ん

でおられる方で、消費者としてのライフスタイルが大きい部分の方たちにとっては、こう

いうところに埋め込まれているような情報が非常に大事になっているのではないのかなと。

暮らしの中でこういうことをすると、どこかとつながっている。 

 例えば、環境こだわり農産物や魚のゆりかご水田米などを買うことがどういうことにつ

ながっているのか、月に１回ぐらいは湖魚を食べてみるとか、一般の方たちがつながって

いるということが分かる、自分だけではなくて、みんなも頑張っている、意識していると

いうことが、難しいとは思うんですけれども、見える努力をされたらどうかなと思います。 

 今は、どちらかというと、状態を表しているのですが、それとともに、マザーレイクの

第２期の命である「つながり」を愚直に表現するようなデータがもっとあってもいいと思

いますし、今回の関連情報はコラムみたいになっていますが、指標やいろんな関連情報を

一つのカテゴリーにまとめて階層化していくような、そういう試みもされてはどうかと思

います。 

 今は横並びにずらずらと並んでいるので、それをもう少し普通に暮らしている人たちの

目線から見て立体化していくということです。自分たちがこういうことをすれば、これが

こういうことに効いて、ひょっとするとさらに大きいところに効いているかもしれないと

いうことがリアリティーを持って感じられるような表現の仕方、デザインの問題だと思い

ます。もう少し工夫されたらいいのかなと思います。もう少し普通の人の暮らしの感覚の

目線から見ていくと、これはもっとよくなると思いました。 

 

 



12 

 

（津野座長） 

 ありがとうございます。今のご指摘について事務局から何かありましたら、よろしくお

願いします。どうぞ。 

 

（事務局） 

 「暮らしと湖の関わりの再生」が、マザーレイク２１計画第２期の大きな柱に入ったの

ですが、第２期策定当時、指標に何を設定するか、指標として何を見たらつながりがわか

るかというのは議論があり、資料１－１の４ページ「個人・家庭」のところに、「県内卸売

市場の県産野菜入荷率」や「県民１人が１日に出すごみの量」、「『みるエコおうみ』プログ

ラム取組世帯数」や「びわ湖むらかど環境塾開催地区数」が挙がっています。 

 資料２の２１ページに、県民モニターアンケート結果があり、毎年回答者が異なるので

正確には把握できませんが、平成２４年度と平成２７年度というのは、マザーレイク２１

計画第２期が策定された翌年と、策定から３年経った年になります。 

 例えば、一番左上の「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」については、３．８％から５．７％へ上がってきています。右上

の「過去１年間に環境保全活動、例えばヨシ刈り等に参加したことがありますか」につい

ても、３７．４％から３９．１％に上がっています。これは、マザーレイク２１計画第２

期の「暮らしと湖の関わり再生」に基づく取組や、びわコミ会議、土木交通部の淡海の川

づくりフォーラム、南部環境事務所のこなん水環境フォーラムなど、県民の皆さんから意

見をいただく参加型のフォーラムを実施してきたことなどが少しずつ浸透してきているの

かなと思っているところです。 

 もう一点、これは先ほども申し上げましたが、１３ページのヨシの関連情報に、「守る、

育てる、活用する」と記載していますが、今後はこういったことをもっと県民の方を呼び

込むという視点で書き込んでいくことが必要と考えています。水草、湖魚料理、泳ぐなど、

個人個人で琵琶湖に関する関心というのは違います。自分の関心のあるページを見たとき

に、「これをやってみよう」ときっかけづくりとなる資料にしていきたいと思っています。 

 びわコミ会議でもこの資料を使っていきたいと思っていますので、今日いただいたご意

見をつなげていきたいと思っているところです。 

 

（津野座長） 

 ありがとうございます。例えば、この資料の構成の中で、様々なつながりについての章

が入れ込めるのか、データが少なくても、つながりの重要な部分が入り得るかというご意

見であったと思います。 

 

（脇田委員） 

 マザーレイク２１計画は、資料１－２の１ページ左下の図が基本ですから、この図が資
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料２の中にも出てきてほしいと思います。 

 

（琵琶湖環境科学研究センター） 

 ありがとうございます。つながりの話は、２２ページ以降の「指標間の関係性」で示し

たいと試みているのですが、脇田委員におっしゃっていただいたように、社会とのつなが

りや、県民の暮らしからの目線の部分が十分記載できていないというのは認識しています。 

 ２５ページ以降に物質収支の図には、社会の話が全然まだ入れられていません。今まさ

に取り組んでいるところで、それを入れられると、例えば、社会でこういう取り組みをし

たら、湖内にこういうふうにつながっていくのではないかというのが見えてくると思って

います。 

 それを踏まえて、「社会でこういうことができると、こんなふうにつながるのではないか」

という話を今後記載したいと思っております。来年度にできるかどうかは分からないです

が、そういう方向で今頑張っているところです。 

 

（脇田委員） 

 資料２の中に、サイエンスを前面に押し出すのはいかがかと思っておられると思います。

けれども、サイエンスとして確からしさを議論する資料ではないので、社会的努力がどう

いうふうにこのマザーレイク２１計画の中で蓄積しているのかということが分かれば、皆

さんエンパワーメントされ、びわコミ会議などでも重要になると思います。 

 

（津野座長） 

 私も同じ意見で、例えば、指標間の相関性のページでもいいのですが、数値を入れるこ

とができなくても、皆さんの社会がどう関わっているかというのが見えるような状態にさ

れて、それを議論の一つの題材にしてもいいのかなと思います。ご検討いただくとありが

たいと思います。 

 

（田中賢治委員） 

 ３２ページの図について、表現の仕方、例えば、矢印の太さを変える、あるいは、全て

一方向の矢印ですが、双方向関係があるものやフィードバック関係があるなら、そのよう

な矢印を記載してはと思います。いろんなつながり方があるかと思いますので、全部は分

からないと思いますが、強い・弱い関係など関係の強さなど、わかっている部分は反映し

たつながりの図にしていくと、いろいろ理解も深まっていくのではないかと思います。 

 また、指標については、雪に関する情報を追加していただきたいと思います。水資源と

して雪解け水は琵琶湖の水質に大きな影響を与えておりますし、温暖化による雪の変化も

想定されていますので、できる限り過去の雪に関する情報をまとめて、どう変わってきた

かということを情報として出すといいのではないかと思います。 
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 それから、少し気になったところとして、１８ページに「漁獲量の減少や魚価の低迷」

と記載されていますが、これはそもそも需要がないという理解でよろしいのでしょうか。

需要があれば魚価は上がるはずですが、漁獲量が減少しているにも関わらず値段が上がら

ないということは、そもそもあまり需要がないということを表しているのでしょうか。 

 もう一点、１０ページ「関連情報」の砂地造成事業について、工事により造成した砂が

流出せずにきちんと定着しているかという情報もあるといいのではと思いました。 

 

（津野座長） 

 ありがとうございました。ご質問を含めて４点ありましたが、事務局いかがでしょうか。 

 

（琵琶湖環境科学研究センター） 

 ご意見ありがとうございます。３２ページの図は、いろんな指標間の関係が分かりやす

く見えるようにという趣旨で作成しましたが、どの部分がどう強く影響しているのか等に

ついては、わからない図となっています。 

 ただ、１００を超える指標間にたいへん複雑な関係があり、これまでもいろんな研究者

が試みていますが、図が非常に複雑でわかりにくくなるという結果でしたので、今回は非

常にシンプルに描きました。 

 本来であれば、例えば、水質は、植物プランクトンと動物プランクトン、魚介類は、在

来魚と外来魚は分けて記載するなど、もっと細かく分けることができますが、それぞれ毎

に複雑な関係になってしまい、何もわからなくなるのではと考え、このような図にしまし

た。 

 趣旨としては、指標間の関係などをもう少し分かるようにしたらどうかということです

が、どう見せるかというのは悩んでおりますので、具体的なご提案をまたいただきたいと

思います。 

 

（田中賢治委員） 

 全体を描こうとすると、あまり複雑な図は描けないと思うのですが、例えば、部分ごと

により詳細な情報を載せた図を作成することができるのではと思います。また、もし分か

っている関係が一定あるのであれば、付加情報として、パーツごとの拡大図のような形で

詳しい情報を載せるということも可能かと思います。ご検討いただければと思います。 

 

（津野座長） 

 雪についてのデータは十分ありますでしょうか。 

 

（琵琶湖環境科学研究センター） 

 積雪量が幾つかの地点で経年に測られていますので、そういったデータを経年的に見る
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こととなるのではと思います。 

 

（田中賢治委員） 

 観測情報は、多くはないと思うのですが、各スキー場のデータなど残っている情報をま

ず集めた上で、琵琶湖流域水循環モデル出力結果の中で雪を扱っておられるのであれば、

そういったモデルアウトプットも一つ重要な情報になるかと思います。 

 

（津野座長） 

 どういうデータが集められるか少し見てみてください。スキー場の積雪量は毎年出てい

ますのであるのではと思います。道路の積雪はあまり関係ないですよね。 

 

（田中賢治委員） 

 そうです。どちらかというと、道路ではなく山での積雪です。 

 

（津野座長） 

 道路であれば、除雪量のデータはあると思うのですが、スキー場など山の積雪量につい

ては検討していただきたいと思います。 

 それから、１８ページの漁獲量は減少しているのに値段は高くならないということにつ

いて、少し補足説明が要るのかと思います。 

 

（水産課） 

１８ページは、主に統計的な漁獲量と生産額の変遷から記載しております。琵琶湖の魚

の生産額の中で、昭和５０年代から平成の初めにかけては、アユを生きたまま扱う種苗の

金額が非常に大きな部分を占めていました。量的にも多かったのですが、その時代は単価

的にも非常に良い値段で取引されていました。 

 その生産額が下がってきた要因は様々ありますが、一つの要因として、もともとアユの

種苗は、滋賀県の琵琶湖のアユがかなりの部分を占めていましたが、冷水病や、生きた種

苗を生産して配る種苗生産施設が各県に設置されてきたため、厳しい状況になったという

ことがございます。 

 また、ニゴロブナなどは少しずつ増えてきているのですが、昔と違い、琵琶湖の魚を食

べる人が非常に減ってきたということも大きな課題と考えております。例えば、漁師さん

はもっと売っていきたいと思っておられても、業者さんからこれ以上は売れないとストッ

プされることもあると聞いております。県としては、琵琶湖に魚を増やすとともに、湖魚

を食べてもらうことで、琵琶湖とのつながりをしっかり再生していくことが課題だと思っ

ています。 
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（田中賢治委員） 

 子どもの教育の一環で、小学校の給食で湖魚を出すなどの試みを実施されていると思い

ます。 

 

（水産課） 

 そのとおりです。頑張っていきたいと思います。 

 

（津野座長） 

 砂地を造成しているが、定着しているのかというご質問についてもお願いします。 

 

（水産課） 

 水産課で砂地造成事業を実施しております。５０年、１００年といった長いスパンにつ

いては、まだ先ですのでわかりませんが、この事業を始めてからの１０年以内を見る限り

では、砂が定着していることを確認しています。シジミの資源を回復し、漁師さんが漁を

しながら底をかき回すことで砂地が維持できることを目指して行っているところであり、

シジミは増えてはいるのですが、残念ながら、まだシジミ漁が回復できるまでには至って

いない状況でございます。 

 

（津野座長） 

 養浜ではなくて、底に入れているのですね。 

 

（水産課） 

 そうです。湖岸の浅いところではなく、少し沖合のところです。 

 もともと砂地がたくさんあって、良いシジミの漁場だったところに砂を持ってきて入れ

ています。 

 

（田中賢治委員） 

 もともとあった砂がなくなった原因・外力は何でしょうか。 

 

（水産課） 

 水草が繁茂し、水の動きが悪くなり、砂ではなくて泥がたまってきた。そのため、水草

を刈り取りながら砂を補給しております。 

 

（田中賢治委員） 

 砂がなくなったというよりは、流速が遅くなり、粒の細かい泥がたまっているというこ

とですね。本来流れるものが堆積してしまっており、その上から覆砂しているということ
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ですね。 

 

（水産課） 

 昔の環境でしたら、川から砂が運ばれ、砂地が形成されましたが、何とかシジミ漁を回

復できるよう事業を実施しているところです。 

 

（津野座長） 

 それでは、堀越委員の方から。 

 

（堀越委員） 

 既に食のことが少しずつ話題に出ていますが、昔の生活では、タンパク源を琵琶湖の魚

に求めていたということもあり、琵琶湖の魚が命の糧でしたので、琵琶湖と暮らしとのつ

ながりは非常に強いものがあったのですが、今はその繋がりがとても弱くなってしまって

います。 

 資料２の２１ページのモニターアンケート結果、「月に１回以上、琵琶湖で捕れた魚や貝

類を使って料理を作り食べますか」という質問で、１６．８％から２３．７％まで上がっ

ていることはうれしいのですが、昔は、琵琶湖の湖岸の方であれば１００％だったのが、

減少してきている。 

 今、湖魚を生で求めて食べる人が劇的に減っている中で、こういったデータはうれしい

のですが、この辺りをもう少しきめ細かくデータ化していただければありがたいと思って

おります。 

 ニゴロブナも少し増えてきているので、もっと利用してほしいけれども、「獲れている割

に売れない」と聞いたりします。特に、魚の価格が上がり過ぎると、購入量は伸びません。

せっかく琵琶湖では、ホンモロコも増えていますし、昨年と今年の春先はイサザが豊漁で

あったりと、非常にうれしいニュースはあるのですが、それを食べるだけの人と琵琶湖と

の間のつながりがないということです。もっとつながりを強めていける方向性を示すこと

ができないか。 

 今、その支障になっているのが、やはり安い魚が海外からどんどん入っていますので、

子どもたちはほとんど海産魚を食べていますし、琵琶湖の近くに住んでいる人でも、スー

パーで安い魚、海産魚を買ってきてしまうという現状があります。確実に、生で新鮮なも

のの方がおいしいですし、これからの地球の資源のことを考えますと、滋賀県の人はやは

り近くで捕れる琵琶湖の魚をもっと食べるべきだと思います。色々と取り組んでいただい

ていますが、我々もまた食文化に関わる者として、もっと食べようというキャンペーンを

やっていきたいと思います。こんなにおいしく食べられると発信して、食べている人の割

合をもう少しきめ細かく出せればと思います。 

 関連して、１週間ほど前に、天野川の近くでハス漁の話を聞きに行ったのですが、ハス
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はある程度獲れているものの、このところハスやビワマスの獲れる量が少くなっていると

いうことが気にかかりました。第一の原因は、ハスやビワマスはアユを食べますので、餌

となるアユが３、４年前頃から減少してきているということと、アユの成長が非常に遅れ

ているということです。アユは琵琶湖の生命線、要の魚だと思いますので、アユの餌であ

る甲殻類系の動物性プランクトンの資源量の変動があるのか、その辺りも含めて、琵琶湖

の魚と人との暮らしの昔のような強いつながり、命のつながりを取り戻すための指標づく

り、例えば、湖魚を食べる・料理する人をもっと増やすという指標化を、これからもお願

いしたいと思っております。 

 質問ですが、資料２の２５～２７ページの「物質存在量」はどのように理解したらよい

でしょうか。例えば、２５ページの北湖の３１，７３４ｔは、魚や藻類の炭素量は、別で

カウントされているという理解でよろしいのでしょうか。 

 南湖の物質存在量と水草の現存量を比較すると、水草の方が約６倍と圧倒的に多く、水

草がそれなりの役目を果たしていることがわかりますが、水草の枯死体の堆積による底泥

化との関連もあると思います。 

 

（津野座長） 

 物質存在量は、何の炭素量を積算しているのかというご質問について、事務局からお願

いします。 

 

（琵琶湖環境科学研究センター） 

 計算方法は２８ページに記載しておりますが、物質存在量は単純に、ＴＯＣ、全窒素、

全リンの濃度に湖の容量を掛けています。そのため、溶存している物質や、懸濁している

物質、植物プランクトン、動物プランクトンなどが含まれていると考えていただいていい

と思います。 

 ただし、そういった水質分析をする際は、魚は通常含まれていません。魚以外の大部分

と思っていただければと思います。 

 

（津野座長） 

 水草も含まれていませんね。 

 

（琵琶湖環境科学研究センター） 

 水草も含まれていません。 

 

（津野座長） 

 それはどこで見れば分かりますか。 
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（琵琶湖環境科学研究センター） 

 あまりきちんと記載できていないかもしれませんが、２８ページの「物質存在量」のと

ころに、「全観測地点における濃度年平均値×水容量」とあり、この濃度年平均値というの

が、毎年のＣＯＤやＴＯＣ、窒素、リンの濃度であり、それに単純に何百億ｔという水容

量を掛けております。 

 

（津野座長） 

 この部分を、もう少し補足して書いておいてください。 

 

（琵琶湖環境科学研究センター） 

 物質存在量という言葉が適切とは思いませんので、もう少し詳しく、分かりやすく記載

したいと思います。 

 

（堀越委員） 

 それに関連して、南湖でこの１、２年、水草の繁茂がひどい状況ですが、夏場の平均水

位が低下してきている結果、光合成が促進され、水草が繁殖しているのであれば、刈り取

っても元のもくあみではないかと思うのですが。 

 

（津野座長） 

 水草について、水位の管理と随分関係しているのではないかとご指摘いただきました。 

 

（事務局） 

 確かに水位の低下も一つの原因であろうかと思います。水草の繁茂量は光の量にかなり

左右されますので、まず一番影響が大きいのは琵琶湖の透明度です。平成２４年度に、大

きく透明度が下がった年は、水草がほとんど生えませんでした。 

 近年の傾向として、南湖の水質が良くなり、透明度は、ほぼ底まで光が届く状況になっ

ております。そのため、今は南湖のどの箇所でも、多少水位が高くても水草が生える条件

が整っているという状況でございます。 

 また、平成６年の大渇水の時に、琵琶湖の底全体で水草が活性化したということもあり、

全体的に水草が増えておりますが、昔と違うのは、種類が変わってきております。 

 ここ数年、オオカナダモ、コカナダモが非常に多くなっておりまして、直近の７月の調

査ですと、水草全体の約６０％以上をコカナダモが占めている状況です。コカナダモは、

非常に切れて流れやすい藻ということもあり、量および種類の変化など様々な要因が重な

り合って、水草は昔からあったのですが、近年は非常に問題になってきていると考えてお

ります。 
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（津野座長） 

 それでは、最初にご指摘をいただきました、琵琶湖の魚を食べることを勧めようという

点について、資料２の中で、特に何か記載されているところがございますでしょうか。先

ほどの脇田先生からご指摘いただきました、つながりに関連する部分でもありますので、

補足していただきたいと思います。 

 と言いますのも、おそらく県民の方々というより、特に私どものように外から来た人間

が、琵琶湖の魚をどのように食べたらいいのか、何が食べられるのか、ということをあま

り知らない人が多いのではないかという気がします。その辺りのところを、何か書き加え

ていただいたほうが議論の場での題材にもなるのではと思いますので、工夫してみてくだ

さいませんか。 

  

（西野委員） 

 今の堀越委員が言われた、琵琶湖の魚をいかに県民の方に食べていただくかはとても重

要なことだと思うのですが、琵琶湖の魚が例えば栄養的にどうかという資料を実際に調べ

てみますと、水産試験場が少し調べられたのがありますが、意外にないんです。やはり今

健康ブームですので、琵琶湖の魚にオメガ脂肪酸がどれぐらい含まれているかなどの資料

を探したたのですが、見つからなかったんです。 

 食べていただくには、現代の人たちに興味を持ってもらうようなデータが必要で、ビタ

ミンＡや鉄分はあるのですが、今注目されているような健康成分などをきちんと調べてい

ただいて、「この魚にはこういう成分があるんですよ」という形でのアピールをお考えいた

だけたらと思います。 

 

（津野座長） 

 ありがとうございます。 

 他にまだご意見をいただいていない先生。それでは、平山委員から。 

 

（平山委員） 

 資料２は全体的にはとても分かりやすく書かれて、まとまっているなと思ったのですが、、

森林の部分で少し意見させてください。 

 森林の状況についてですが、状態としては「悪くない」、そして、傾向としては「改善し

ている」という評価ですが、これは、おそらく継続的に数値が把握できた指標の関係で、

例えば、利用間伐の面積や県産材の素材生産量、森づくり活動を実践している市民団体の

数や森林づくりを推進する集落数が増えているため、「改善している」という評価になった

と思うのですが、人工林における内容が評価の対象になっており、天然林の視点が全然見

えてこないという点に懸念が残りました。 

 天然林は、やはりシカの食害が滋賀県はすごく激しく、土壌の流出により琵琶湖の水質
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にも大きく関わっていると思います。鈴鹿の生態系維持回復事業などに取り組んでおられ

ると思うのですが、天然林の視点が抜けていることが気になりました。 

 また、森林域というのはすごく広いですので、滋賀県の中で、それぞれの地域でどうな

っているかという視点が、市民活動を啓発する上でも大事になってくると思います。 

 森林については、大事な問題だと思いますので、もう少し詳しく触れていただけたらと

思いました。 

 

（津野座長） 

 ありがとうございます。事務局から何かありますか。 

 

（森林政策課） 

 ご指摘ありがとうございます。 

 平山委員のご指摘のとおり、資料２の内容につきましては、全般的には人工林中心に書

かせていただいております。人工林というのは、人間が造成したものですので、人の手で

保育を実施しないと息づいてきませんが、それがひいては琵琶湖の水源林の持続性につな

がっていくという観点から、人工林を中心に書かせていただいております。 

 シカの被害についてもご指摘もいただきました。天然林だからまたは人工林だからシカ

の被害が多い、というところまでの調査はできておりませんが、天然林にかかる記述につ

いては検討したいと考えております。 

 

（津野座長） 

 では、井手委員。 

 

（井手委員） 

 資料２を作成するような取り組みは素晴らしいことだと思います。ご提案にもありまし

たように、びわコミ会議等で資料として使ってみて、フィードバックをもらい、行政と県

民の方をつなぐ一つのツールとして活用していただきたいと思います。 

 その資料２について、４点あります。 

 １点目は、５ページです。評価結果そのものではなく、水質という言葉についてです。

水質と植物プランクトンを分けて記載されており、赤潮やアオコが完全に水質項目から外

れて、植物プランクトンの項目に入っています。一般の方々にとっては、何が水質で、何

が水質でないかというのは非常に曖昧な問題ですので、もし県が資料２のような内容で水

質という言葉を使い、赤潮やアオコは植物プランクトンとして扱うというのであれば、何

らかの形でその旨をもっと明示すべきではないか、そうしないとかなり混乱が生じるので

はないかという気がしました。 

 ２点目は、２１ページです。少し気になりますのは、県政モニタリングは、回答者数も
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少なく、モニターに応募された方が答えられる調査です。しかも、年によって回答者の属

性が違います。そのため、結果の解釈については注意し、もう少し慎重な言い回しをされ

た方がいいのではないかと思います。 

 ３点目は、２５ページから２７ページの物質収支図についてです。昨年度の会議でも申

し上げましたが、可能であれば参考としてでも良いので、昔の人間活動の結果として系外

に持ち出されていた炭素、窒素、リンが盛り込めたらと思います。例えば、佐野先生の専

門であるモラ採り、水草の採取でどのくらい系外にＣＮＰが出ていたのか。あるいは、昔

の滋賀県における魚介類の漁獲によって、どのくらいが系外に出されたのかなどの情報が

あれば、全体のつながりの把握に近づくのではないかと思います。 

 最後に４点目、３０ページの「琵琶湖とその流域で生じた主な事象の年表」についてで

す。このような年表は因果関係を考えていく上でとても大事だと思いますが、最近、「昭和

３０年代前後に、ナマズやゲンゴロウブナがほとんど獲れなくなり、漁獲統計から外れた。」

という話を聞きました。まさに内湖の減少により影響を受けた魚種がその時代に統計から

消えているということです。この年表は、昭和３０年代以降に生じた事象のみが記載され

ており、また、魚種もニゴロブナやアユなど非常に限られていますので、昭和３０年以前

も含め、もう少し多様な魚種を記載すると、より事象と漁獲量の減少という結果の因果関

係が見えてくるのではないかと思いました。 

 

（津野座長） 

 ありがとうございました。いずれもコメントに当たるだろうという理解ですので、事務

局の方、よろしくお願いします。 

 ただ一点、水質と植物プランクトンを別項目にしたため、水質の項目が県民の方の意識

と少し違ってくるのではないかというご指摘をいただきました。 

 

（井手委員） 

 意識というより、混乱されるのではということです。 

 

（津野座長） 

 やはり、水質と植物プランクトンという観点は、トータルですので、少しご検討いただ

き、少なくともコメントや注釈は入れていただければと思います。よろしくお願いします。

それでは、田中委員。 

 

（田中克委員） 

 資料２は、とてもよくまとめられており、４ページ「評価結果」では色々分析されてい

ますが、３段落目の５行目「この原因ははっきりとは分かっておらず」が核心部分ではな

いかと思います。水質は改善傾向が見られ、赤潮も減少したが、在来種魚介類の漁獲量は
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なかなか増えず、本質的な解決がまだ見通せない。この原因は「分かっておらず」ですが、

この辺りに問題がありそうではないかという見通しを県民の方にお示しするようなことが

必要ではないかと思います。その点で、私がこれではないかと思いますのが底質の問題で

す。 

 今回、新たに底質の項目を加えられています。水質は、浄化装置などを整備すれば確実

に指標上は改善しますが、底質は、暮らしと産業のあり方の長年の蓄積を全て総合的に反

映します。マザーレイク２１計画第２期の１０年の間の評価であればそこまで問題はあり

ませんが、最終的に５０年後、琵琶湖を元の健全な状態にすることを目指すと、底質につ

いてきちんと科学的に分析するとともに、県民の方の意識を喚起することが大事ではない

かと思います。 

 例えば、セタシジミの漁獲量は、１９６０年頃に急激に減少し始めており、５，０００

ｔから５０ｔと約１００分の１に、生息密度は０．７個体／㎡に減っています。ほとんど

いないのと一緒です。漁獲量が５，０００ｔの頃は、おそらく約１００個／㎡くらいの密

度で生息していたと思います。セタシジミが水中で果たしていた生態系における役割とい

うのは、とても大きかったと思います。現状を県民の方に知っていただき、琵琶湖を元に

戻すためには、なぜ減ったかという原因にも切り込むとともに、２０５０年くらいを目標

年とする必要があるのではないでしょうか。 

 それから、田中（賢治）先生の言われた雪というのは、おそらく雨とは違い、じっくり

と浸透して地下水を形成します。湧水も能登川や安曇川など様々なところにあり、目に見

えないけれど大事なつながりの問題を掘り下げて検討していただければと思います。すぐ

に指標として加えるかどうかは非常に難しいのですが、水循環の過去と現在と未来を考え

る場合、湧水も含めたデータが、おそらく底質にも関わってくるのではないかと思います

し、確実な情報があるかどうかわかりませんが、計画期間の１０年だけではなく、次の１

０年、２０年、さらにその先も見通した場合、その辺りの視点もたいへん大事ではないか

と思います。 

 

（津野座長） 

 すぐに指標に追加というわけにはいかないと思いますが、少しご検討いただければと思

います。佐野委員も何かございましたら。 

 

（佐野委員） 

 学術フォーラムは今回が初めての出席ですが、マザーレイク２１計画第２期の策定時に

あたり、「暮らしと湖のつながり」の部分で関わっていましたので、やはり、つながりの要

素をもう少し示した方が良いのではと感じました。その際の一つの手掛かりとして、「食べ

る」という行為はいや応なしにつながりに直結しますので、例えばですが、１８ページに

「琵琶湖漁業の生産額」のグラフがありますが、一般の県民の方にとっては、生産額全体
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よりも、ふなずしなどの水産加工品の方が、食べることのイメージがよく伝わると思いま

した。ふなずし一例ですが、生産高が昔に比べてこれだけ落ち込んでいるなど、この資料

を読まれる方の目を引くようなデータの方がいいのではと思います。他の委員からもご指

摘があったように、インパクトが与えられる内容だと思いますので、「食べる」ということ

を通じて、つながりの視点を入れてみられたらという意見です。 

 

（津野座長） 

 ありがとうございます。事務局で少しご検討ください。 

 他にもご意見があろうかとは思いますが、時間的制約もございますので、また事務局へ

何らかの形でお寄せいただいたらありがたいと思います。 

 

（２）琵琶湖環境研究推進機構の取組について 

 

（津野座長） 

 次の議題（２）の「琵琶湖環境研究推進機構の取組について」、事務局からご説明お願い

いたします。 

 

（環境政策課） 

 説明資料３参照 

 

（津野座長） 

 ありがとうございました。ただ今ご説明いただきましたが、何かご質問等はございます

でしょうか。よろしゅうございますか。 

 

（３）その他 

 

（津野座長） 

 それでは、議題（３）「その他」として、事務局から何かありますでしょうか。 

 

（事務局） 

 説明資料４参照 

 

（津野座長） 

 ありがとうございました。ただ今ご説明がありましたが、井手委員から何か付け加える

ことがありましたら、よろしくお願いします。 
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（井手委員） 

 びわコミ会議は、マザーレイク２１計画第２期の進行管理のメカニズムとして新たに位

置付けられたものです。これまではかなり試行錯誤しながら取り組んできましたが、昨年

４回目の開催となり、特に手応えを感じる形になりました。 

 例えば、発表者や参加者の顔ぶれを見ていただきますと、企業、学生、小学生、また、

昨年度は愛知県の三河湾からも参加いただきました。あるいは、淀川流域の京都、大阪の

方にも加わっていただきましたので、非常に参加者に広がりがでてきました。 

 また、小学生がたくさん参加してくれたため、議論も和やかで、かつわいわいと、非常

に良い雰囲気で会議全体が進行しました。 

 午後の部のセッションの各テーマ担当者の方からは、マザーレイク２１計画に関して、

それぞれの立場からの評価もいただいております。また、このびわコミ会議という年１回

の活動を一つのプラットホームとしながら、マザーレイクフォーラムとして地域連携に向

けた活動も少し動き始めましたので、そういった意味でも様々な形が見えてきたかなと思

っております。 

 今年度のびわコミ会議は８月２２日に開かれますので、お時間があれば、ぜひご参加い

ただきたい。あるいは、今後も注視いただければと思っております。 

 

（津野座長） 

 ありがとうございました。ただ今、事務局と井手委員からご説明をいただきましたが、

何かご質問はございますでしょうか。はい、どうぞ。 

 

（田中克委員） 

 質問ではありませんが、関連情報として、環境省が平成２６年１２月に、「つなげよう、

支えよう森里川海」プロジェクトを設置されました。このプロジェクトを全国的・国民的

な運動にまで高めないと、日本は持ちこたえられない。 

物にあふれ消費し、生物多様性が失われる物質文明から、人間のみならず生き物全ての

命が大切にされる文明社会への転換が必要との方針が、中央環境審議会においても出てい

ます。その理念をいかにして実現するかという具体的な戦略について、「つなげよう、支え

よう森里川海」プロジェクトにおいて議論され、全国的なシンポジウムも開催し、平成２

７年６月３０日に中間とりまとめが公表されています。 

今後は、資金の確保のための新しい仕組みとして、活動に賛同する企業による負担や税

制も含め検討されるとともに、市民ベースで動かす地域協議会等の設置に向けて、動きだ

す可能性が非常に高いです。 

 井手先生がご紹介されたような琵琶湖での取組は先行事例ですから、先導するくらいの

気構えで、環境省のプロジェクトともリンクされると、面白い展開になるのではと思いま

す。 
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（津野座長） 

 ありがとうございました。 

予定しておりました議題は以上でございますので、さらにご意見等がございましたら、

事務局へお寄せいただければと思います。 

 それでは、マイクを事務局へお返しさせていただきます。 

 

（事務局） 

 本日は、皆さまご多忙のところ、長時間にわたりまして貴重なご意見を賜り、ありがと

うございました。 

 本日いただきました貴重なご意見につきましては、特に資料２の冊子をよりよいものに

させていただくことに活用させていただきたいと思っております。 

 これをもちまして、第４回学術フォーラムを閉会させていただきます。どうもありがと

うございました。 

 


