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第１回マザーレイク２１計画学術フォーラムの議事録

●日 時 平成２５年２月８日（金）１４：００～１６：００

●場 所 県庁北新館３階中会議室

●出席者 １０名中７名出席（五十音順）

出席：井手委員、田中克委員、津野委員、鳥越委員

平山委員、堀越委員、脇田委員

欠席：清水委員、田中賢治委員、西野委員

●議 題 （１）座長の選任等について

（２）マザーレイク２１計画各種指標の状況について

（３）マザーレイク２１計画重点プロジェクトの実施状況について

（４）平成２４年度の琵琶湖に関する特徴的な現象について

（５）学術フォーラムの今後の進め方について

（６）その他

●資 料 ・委員名簿

・資料１－１ 学術フォーラムの役割、位置付け

・資料１－２ 学術フォーラム設置要綱

・資料２－１ マザーレイク２１計画の各種指標の状況について

・資料２－２ マザーレイク２１計画の推進状況（パワーポイント）

・資料３－１ マザーレイク２１計画重点プロジェクトの実施状況

・資料３－２ 魚たちのにぎわいを協働で復活させるプロジェクトについて

・資料４ 平成２４年度の琵琶湖に関する特徴的な現象

・資料５ 学術フォーラムの今後の進め方（案）

・参考資料１ マザーレイク２１計画リーフレット

・参考資料２ 琵琶湖に係る湖沼水質保全計画（第６期）
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●議事概要

【開会、出席状況報告、委員紹介】

（司会･三和）定刻となりましたので、ただいまから第１回マザーレイク２１計画学術フ

ォーラムを開会させていただきます。本日、司会を務めさせていただきます琵琶湖政策課

の三和と申します。新しいフォーラム、会議ですのでワクワクしております。ぜひよろし

くお願いします。

学術フォーラム委員は１０名の方にお願いをいたしております。特に定足数の定めはご

ざいませんが、本日は７名の方に出席いただいております。

まずはじめに、本日ご出席いただいております委員の方々を事務局からご紹介させてい

ただきます。 ＜委員名簿の順に出席委員を紹介＞

【あいさつ】

（司会）では、開会に当たりまして、滋賀県琵琶湖環境部長より一言ごあいさつを申し上

げます。 ＜あいさつ＞

【資料確認】

（司会）次に本日お配りしている資料を確認させていただきます。

＜委員名簿から参考資料２まで確認＞

【議題１ 座長の選任等】

（司会）それでは、よろしければ、今日第１回目ということでございますので、議題に入

ります前に、まず事務局のほうから学術フォーラムの役割、位置づけ、設置要綱等、この

フォーラム、どういったものかということについて簡単に説明をさせていただきたいと思

います。担当事務局からお願いします。

（事務局･堀井）琵琶湖政策課の堀井と申します。よろしくお願いいたします。座らせて

いただきます。

資料の１－１をご覧いただきたいと思います。「学術フォーラムの役割、位置付けにつ

いて」という資料、１枚ものの資料でございます。委員の皆様には、委員就任の依頼に伺

ったときに、この学術フォーラムについて説明を若干させていただきましたけれども、今
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日改めてこの学術フォーラムの位置付け等について説明をさせていただきます。

マザーレイク２１計画の第２期計画の進行管理におきまして特徴的なことは、多様な主

体による情報交換や計画に対する提言を行う場として、マザーレイクフォーラムという場

を設けたという点にございます。真ん中の絵のようなものを描かせてもらっておりますけ

れども、その右側の四角で囲んであるところでございます。

そのマザーレイクフォーラムの中心的な会議として「びわコミ会議」というものがござ

います。先ほどの部長のあいさつにもございましたけれども、この評価に当たっては、

「びわコミ会議」のような地域住民を含む社会全体の意思が反映されなければならないと

いうことと共に、科学的な裏付けというものが必要でございます。そうしたことから、こ

の絵のようにこの「びわコミ会議」、マザーレイクフォーラムの横というのか、くっ付け

てというのか、学術フォーラムを設けたというものでございます。そして、そういったこ

とから、この琵琶湖流域の状況の評価に当たりましては、まず学術フォーラムにおいて専

門家による学術的な見地からの評価・助言をいただいて、それを踏まえて「びわコミ会

議」において多様な主体による評価・助言をもらいまして、これらの評価・助言を県とし

て、次、どう受けとめるのか、県の施策にどのように反映するのかいうことを県の環境審

議会でご審議をいただく。こういう順番になろうかと思います。

もちろん、県以外にも、この主体であります市町・事業場・ＮＰＯ等においても、例え

ば、市であったら市の環境審議会というのがあろうかと思います。そういった場で、この

「びわコミ会議」における評価・助言を踏まえてご審議をいただくということになろうか

と思いますし、事業場・ＮＰＯにつきましても、それぞれ理事会とか役員会とかあろうと

思いますので、そういうとこで議論されることが期待されているものでございます。

また、この学術フォーラムや「びわコミ会議」における評価なんですけれども、マザー

レイク２１計画の指標に、環境や社会の状態を示すアウトカム指標というものを設定した

ということによって、いわばその必然として、これまでの行政計画の進行管理によくある

ような事業の進捗状況を管理するというものだけではなくて、琵琶湖そのものの現状を確

認して、琵琶湖がよい状態に近づいているのか、そうではないのかといったことを評価し

なければならないというふうに考えております。

この学術フォーラム、琵琶湖の生態系と流域に住む人々の暮らしの健全性、健康状態と

いうものについて研究者、専門家の視点から、ミクロ的に個別に見ていただくというのと

同時に、マクロ的に、総合的に見て、一定の所見をつけるというものでございます。
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新しい試みでございまして、マザーレイク２１計画中の表現を借りれば、実験であると

いうようにも考えております。したがいまして、試行錯誤あろうかと思いますけれども、

委員の皆様方と共にその新しい考え方、仕組みをつくり上げていきたいというのが率直な

思いでございます。

次に、資料の１－２をご覧いただきたいと思います。設置要綱でございます。実はこの

学術フォーラムのように、県民や外部の有識者の意見を聞く場、例えば、委員会とか調査

会とか懇話会とか、名称は様々なんですけれども、といったものをこれまで地方自治体が

要綱とか要領を根拠に設置してまいりました。しかし、一方、地方自治体が附属機関を設

置する場合は、条例で設置するということが地方自治法で定められておりまして、本来条

例で設置すべき附属機関が、これらの要綱や要領のみで設置されているケースがあるんで

はないかという問題提起が、これ行政の世界だけの話ではあるんですけど、全国的にちょ

っと話題になっておりまして、滋賀県としても、附属機関等の整理、見直しをしていこう

ということになっております。県としては、条例で設置すべき附属機関と、そうではない

ものとを明確に区分して、そうではないものについては設置要綱の文言とか運営について

誤解を招かないようにしていこうということになっております。

具体的には、まず名称に、ちょっと細かいんですけど、審議会とか審査会とか調査会、

委員会、こういった名称は使わないっていうことで、また答申とか具申という合議体とし

ての結論、機関意思の表明というような形式をとらないということ、また先ほどちょっと

出てきました、定足数とか、議決方法を定めないとか、会議の開催招集などは県が行うと

いったようなことに留意していこうということになっております。今回のこの設置要綱、

そのような背景があるということをまずご理解いただきたいと思います。

簡単に逐条的に説明させていただきますと、まず第１条は、マザーレイク２１計画の本

文に直接設置についての記述がありまして、その計画の文言をそのまま使わせていただい

ております。設置の目的として、学術的な見地から琵琶湖の流域の状況を整理・解析する

ためということでございます。第１条の第２項に意見交換とありますけれども、これは先

ほどの審査とか、調査、答申といったような表現を避けるということから、こういった表

現にさせてもらってますけれども、有識者から助言、アドバイス等をいただく、そういう

場であるということには何ら変わりはございません。

第４条には、座長の規定がございまして、その選任方法や座長が会議の議長となるとい

ったようなことが規定がされております。これよくあるパターンかと思います。
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第５条には、部長が招集ということで、これは先ほどの会議の開催は県側が行うという

方針により、このように規定をさせてもらっているところでございます。

また、従来、定足数とか、議決方法というのが規定されていることが多かったんですけ

れども、これについての規定はいたしておりません。しかし、今回のこの学術フォーラム

のような、さまざまな異なる分野の専門家の集まりにおいて、例えば、意見が割れたとき

に多数決で何か決めるとか、そういうことはちょっと考えにくいんで、議決方法というの

がなくても特段支障はないんじゃないかなというふうに思っております。

第６条として、従来の琵琶湖総合保全学術委員会同様に、関係省庁の方々、また水資源

機構さん等々にオブザーバーとして参加をお願いしているところでございます。

以上が学術フォーラムの位置づけ、設置要綱の説明でございます。

（司会）今、ご説明させていただきましたけれども、特に何かございますか。よろしいで

しょうか。

それでは、早速でございますが、議題のほうに入りたいと思います。

議題の１番、座長の選任等についてということでございますので、まず座長選任を行い

たいと思います。座長につきましては、先ほど説明の中にありました設置要綱の第４条第

２項のところに、委員の互選によって定めるという規定がありますので、いかがいたしま

しょうか。

（脇田委員）この学術フォーラムの前身である学術委員会でメカニズム部会長をされ、県

の環境審議会の会長も長くお務めになりました津野委員に座長をお務めいただくのが大き

な流れも把握しておられると思いますので、一番適任かと思いますが、いかがでしょうか。

（司会）今、脇田委員のほうから津野委員にどうかというご提案がございましたけれども、

いかがでございましょうか。

（委員一同）異議なし。

（司会）ありがとうございます。異議なしとの声がございましたので、恐れ入ります、津

野委員お願いいたします。
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それでは、設置要綱の第４条の規定に基づきまして、このフォーラムの議長につきまし

ては座長が務めるということとなっておりますので、恐れ入りますが、津野委員につきま

しては座長として会議の進行をお願いいたします。

座長席のほうに。恐れ入ります。ごあいさついただいて進行のほうお願いいたします。

（座長）ただいま皆さんの互選により座長ということでございますが、この計画作成の経

緯の中でいろいろやらせていただいて、ものができましたので、任務が完了と思っておっ

たわけですけれども、また座長をということですので、再び一生懸命やりますので、皆さ

ん方にいろんなご意見をお聞かせ願えればと思います。よろしくお願いいたします。

（委員一同）お願いいたします。

（司会）すみません、事務局のほうから１つだけ。設置要綱の第４条第４項にございます

が、座長に事故があるとき、また欠けたとき、あらかじめその指名する委員が座長を代理

するということで、座長代理の方につきまして、あらかじめ指名していただけるとありが

たいのでございますが。

（座長）そうでございますか。それでは、琵琶湖マザーレイクの第２期改定のときにもい

ろいろご参画いただきました井手委員にお願いしたいと思いますが、井手委員よろしゅう

ございますか。皆さん方よろしゅうございますか。それでは、井手委員よろしくお願いい

たします。

それでは、議事に入らせていただきます。お手元に議事次第がありますが、議題に沿っ

て話をさせていただきたいと思います。まず、議題２のマザーレイク２１計画の各種指標

の状況についてと、議題３の重点プロジェクトの実施状況については関係がございますの

で、それらにつきましてご説明と意見交換等一括して行いたいと思います。

それでは、まずマザーレイク２１計画の各種指標の状況につきまして、事務局のほうか

らご説明をお願いいたします。よろしくお願いします。

（事務局･石河）琵琶湖政策課の石河と申します。よろしくお願いします。

私のほうから、マザーレイク２１計画の各種指標の状況について説明をさせていただき
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ます。着席してご説明したいと思います。

まず、お手元の資料の資料２－１、この縦長の表になっているところをご覧いただきた

いんですが、このマザーレイク２１計画の第２期改定版では、計画の進捗状況を県民の皆

さんにわかりやすく表して、適切な進行管理をしていくということのために指標を設けて

おります。その指標には、施策・事業の進捗状況を表すアウトプット指標と、それからそ

の結果、環境や社会がどのような状態になったかを示すアウトカム指標と、この２種類の

指標を示しております。

お配りしております縦長の資料ですね、マザーレイク２１計画に掲げております各種指

標を並べまして、目標に対して、平成２３年度末の状況はどのようになっているかという

ことを示しております。例えば、一番上の欄の県内主要河川の水質目標の達成率というこ

とで見ますと、当初年度、平成２２年度では９６％だったのが、２３年度末には８３％で、

さらに目標値としましては、平成２５年度で１００％と掲げているということでございま

す。目標が達成できている項目には、目標達成の欄に星印が入るというような構成になっ

ております。

本日は、この時間の関係もございまして、１つ１つの指標をすべて説明するということ

はできませんので、お手元の資料２－２のこのパンフレットの資料で説明させていただき

ます。実際には、この資料のパワーポイントをご覧いただきたいと思います。

お待たせしました。それでは、説明させていただきます。具体の指標の説明に入る前に、

マザーレイク２１計画の進行管理について若干説明をさせていただきます。

マザーレイク２１計画は、第２期改定版はこの２本の大きな柱として、琵琶湖流域生態

系の保全・再生ということと、暮らしと湖の関わりの再生という２本の柱を立てて、その

中でも生態系のほうでは、湖内、湖辺域、集水域というその丸部分の相互のつながりを重

視する。あるいは、暮らしと湖の関わりの再生のほうでは、地域、個人・家庭、生業とい

うようなものの相互のつながりを重視するというように、つながりということを１つのキ

ーワードとしております。そして、行政の施策と県民・事業者の主体的取り組みが連携し

て取り組んでいくということとしております。

これは進行管理を示すものですが、先ほどは説明がございましたので、ここは省略をさ

せていただきます。

次に、この指標による評価の考え方ですが、人間にたとえますなら、定期健康診断とい

うものに当たるんではないかというように考えております。延べ９３種類の指標、それか
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らその目標値と最新の数値。目標値に対して現状はどうなっているのかということを見て

いきます。その見方も、その最新の数値と過去からの数値の推移を見る。個々の数値に一

喜一憂せず総合的に見る。それから変化の兆しを見る。そういうことを重要視して計画目

標に近づいているのか評価するという考え方をしております。

定期健康診断と申し上げましたが、下のほうにあります、このこまめな運動ですね。塩

分ひかえめとか、こういうものがアウトプット指標に相当しまして、体重とか、血圧いう

ものがアウトカム指標に相当するというんじゃないかと思います。最終的には、健康な身

体を目指すということになろうかと思います。これをそのマザーレイク２１計画で言いま

すと、例えば、その下水道普及率などがこの事業・施策の進捗状況、そういうようなもの。

それがアウトプット指標。水質など、環境・社会の状態を表すものがアウトカム指標とい

うことになります。

マザーレイク計画第２期の計画の目標としましては、このようにその柱ごとに立ててお

りまして、例えば、その流域・生態系の保全・再生の柱の中の湖内では、良好な水質と栄

養塩バランスの回復とか、多様で豊かな在来生物群集の再生というように、項目ごとに目

標を立てて、最終的にはこの２０５０年ごろのあるべき姿、その活力ある営みの中で、琵

琶湖と人とが共生する姿をというようなことを目指して、各種施策に取り組んでいくとい

うふうにしております。

それから、先ほどマザーレイクフォーラムという話が出ましたが、先ほども話ありまし

たように、このフォーラム、さまざまな主体が思いと課題によって緩やかにつながりなが

ら計画の進行管理をしていこうとするものでございます。

昨年の３月２５日ですね。このフォーラムを立ち上げまして、第１回の円卓会議を開催

しました。この会議では、「ふなずしは生き残れるか」というテーマで意見交換をしまし

た。ふなずしがどうしたら生き残れるかということを考えるということは、さまざまな観

点から琵琶湖を考えるということになるということで、このテーマが選ばれたということ

です。実際その会議では、３つの班に分かれて意見交換をしまして、ふなずしが生き残る

のに必要なことは何かということについて、トップ５がありました。その結果、琵琶湖へ

関心を持つ仕組みや場づくりということとか、ヨシ帯・内湖・水田の物理的なつながりの

復元というようなことが上位に選ばれたということです。それで、その結果を受けまして、

第２回会議を昨年の９月に開催しております。名称もこのときから、「びわコミ会議」と

変更して開催しております。この「びわコミ」の「コミ」という言葉には、コミュニティ、
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コミュニケーション、コミットメントというその３つの意味を込めております。

第２回の会議では、まず２部構成でしておりまして、第一部では、マザーレイク２１計

画の評価会議としまして、琵琶湖の現状をどう評価するかというようなことで話し合いま

した。それから第二部では、「さかなの旅、ふたたび」ということをテーマで、琵琶湖と

川や内湖のつながりを取り戻すにはどうしたらいいかということを話し合うワークショッ

プを開催。最後には、その会場の皆さん、一人一人が自分は何をしていくんだというよう

なコミットメントというような形で、自分自身等と約束をしていただくというようなこと

もしております。

それから、ここの「びわコミ会議」ですが、県が運営するという会議ではございません

で、本日出席いただいております井手先生を初め、ＮＰＯ活動をされている方とか、多く

の方に入っていただいて、運営委員会をつくっています。それで、月に１回ぐらいはゆう

に集まって、この会議の企画運営をするっていう形で実施をしております。

次に、具体の話になっていきますが、まず琵琶湖の諸元ということですけれども、ここ

は皆さんよくご存じと思いますので、省略させていただきます。

このシートでですね、「マザーレイク２１計画」第１期の評価としておりますが、マザ

ーレイク２１計画の１期の計画のときは、水質保全、水源かん養、自然的環境・景観保全

という、こういう３本柱で計画を遂行しておりました。それで第２期を迎えるに当たりま

して、第１期の評価を行って、それをもとに第２期に向けて改定をしていくということで

ございます。１期の評価としましては、水質については目標達成に近づいてはいるものの、

その環境基準が未達成であるということと、例えば、難分解性有機物の増加といった新し

い課題が生じているというような評価がされています。水源かん養と自然的環境・景観保

全については、余り目標が達成できないということになっております。

次、ここから具体の各項目の現状について説明をさせていただきます。

まず水質ですが、水質につきましては１９７０年代、琵琶湖の最も大きな問題は水質汚

染だったということが言えます。環境基準項目はＣＯＤ、これ有機物による汚染、それか

ら窒素、りん、これは富栄養化の観点から項目上げています。この３０年余り県の対策の

中心は、琵琶湖に流入する汚染を、汚れを減らすということでした。アウトプット、対策

は一定進みましたが、アウトカムになります、水質の一部は対策の結果を表しているとい

うことに。

その１つとして、まず流入汚濁負荷推定量です。その中でもＴ－Ｐを例にとってみます
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と、年を追うごとに、このように減少してきております。特に１９９５年から２００５年

にかけて減少幅が大きくなっております。その要因の１つとして考えられますのは、この

下水道の普及ということで、１９８０年代から急激に下水道整備が進み、２０００年には

全国平均を上回っております。目標は２０２０年に９１．８％ということを掲げておりま

す。それに対して、現在では８６．４％、ちなみに全国でいうと第７位ということになり

ます。それから、特に滋賀県は下水道の高度処理にも力を入れておりまして、高度処理普

及率は８４．３％、全国でも際立って高くなっております。

次に水質ですが、その水質の調査については、滋賀県と国土交通省さん、それから水資

源機構さんが共同で測定をしております。これらの箇所で測定をしております。

水質の具体の項目で、まず透明度ですが、北湖では平成２３年には５．５ｍと、前年よ

り少し低い値でありました。南湖では２．７ｍということです。平成７年以降、上昇傾向

にあります。

次にＴ－Ｎ、全窒素ですが、北湖、南湖ともに平成１５年以降減少傾向にございます。

２３年は北湖０．２６、南湖０．２８というような値になっています。

次にＴ－Ｐ、全りんですが、北湖、南湖とも昭和５４年以降減少傾向にあります。２３

年は北湖０．０１０で、南湖０．０１６というふうな値になっています。

次に、ＣＯＤ、ＢＯＤの推移を示しております。ＢＯＤはおおむね横ばいというような

状態、傾向にあります。ＣＯＤは横ばい、もしくは若干の増加というような傾向にありま

す。

次に、植物プランクトンの状況です。まとめて言いますと、赤潮の発生は近年減少傾向

にある。それから、アオコは閉鎖性の高い水域で発生している。窒素、りんなどの栄養塩

類の状況から、富栄養化の進行は引き続き抑制されていると考えられるということが言え

ると思います。

具体で見ますと、まずアオコですが、アオコは昭和５８年に発生して以来、毎年発生し

ております。目標では、平成２５年にゼロとしておりますが、２３年では３水域で５日間

発生しております。

淡水赤潮につきましては、昭和５２年から５４年にかけて多く発生しましたが、その後

減少しておりまして、２３年では発生はゼロというふうになっております。

次に、この琵琶湖の魚介類・生き物の変化でございますが、概要を見ますと、このフナ、

セタシジミ、ホンモロコなど琵琶湖の魚介類の漁獲量は、近年大きく減少しております。



11

大増殖したオオクチバスやブルーギルなど外来魚が駆除やリリース禁止などの取り組みで

推定生息量が減少傾向にございます。カワウも駆除の取り組みの結果、この数年は減少傾

向が見られます。それから、近年、南湖で水草が大量に繁茂しており、根こそぎ刈り取り

などの対策を実施しております。

具体で見ていきますと、琵琶湖の漁業の漁獲量の推移でございます。全体的に減少して

おりまして、目標は平成２７年度に２，２００トンという目標を掲げておりますが、それ

でさまざまな対策進めておりますが、現状、２２年で見ますと１，３０１トンというふう

な状況でございます。これを種類ごとに見ますと、傾向が顕著に現れます。フナにつきま

しては、昭和６０年過ぎぐらいから急激に減っているというような状況になっています。

ニゴロブナに特定しまして、目標を立てておりまして、平成２７年に７５トンという目標

を掲げておりますが、平成２２年度は２３トンという状況でございます。

それからセタシジミにつきましては、昭和４０年代から減少し始めておりまして、平成

２７年目標１３０トンに対して、２２年度は４１トンという状況でございます。

それから、ホンモロコですが、平成７年ごろから急激に減少しております。平成２７年

の目標６０トンに対して、２２年は１０トンという状況でございます。

その外来魚を捕食するなど、いろんな悪影響だと言われています、その外来魚の推定の

生息量の推移ですが、平成１８年をピークに減少する傾向でございます。平成２７年に９

００トンという目標をしておりますが、現状、平成２３年度は１，３３０トンという状況

でございます。

これもその外来魚を食べるという弊害があるといわれていますカワウですが、琵琶湖に

住んでいるカワウの数の変化ですけれども、平成１６年には約４万羽生息しておりまして、

駆除などの対策を進めました結果、２３年には約１万２，０００羽と減少しております。

ただ、生息地で見ますと、従来多く生息していました竹生島が減少する一方で、葛籠尾崎

は増加するという新しい傾向も出てきております。

次に、水草の関係ですが、近年、特にこの琵琶湖南湖において水草が大量に繁茂してお

りまして、生態系の悪化、それからその航行障害とか、いろんな悪影響が出ております。

それで、下のグラフに出ておりますように、１９３０年代から４０年代ごろの水草の状態

は、これのころの状態が最も望ましい水草の繁茂の状態と言えるんではないかと考えまし

て、その状態に近づくようにということで、根こそぎ対策のほかに、根こそぎ刈り取りと

か、表層刈り取り、それからその刈り取った水草を堆肥にして有効利用する。その刈り取
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って堆肥に使ってという、そういう循環のサイクルを取り戻す、そういうような取り組み

も進めているところでございます。

次に、湖岸の変化としまして、ヨシ群落の減少、あるいは相対的に見ますと、自然湖岸

の減少というようなことがあげられます。琵琶湖総合開発事業によって、湖岸堤が建設さ

れたというようなことなどによりまして、ヨシ群落が減少しておりました。それで、平成

４年にヨシ群落保全条例を制定しまして、ヨシ群落の保護とか、そのヨシ帯の造成などに

取り組んでおるというところです。

それから、内湖についてですが、かつて琵琶湖の周囲は内湖が数多くありましたが、食

料増産のための干拓などによりまして内湖が減少しております。内湖には琵琶湖の生態系

にとってさまざまな機能がありますので、現在、例えば、早崎内湖の再生事業を進めると

いうことと共に、内湖再生全体ビジョンの作成に向けて取り組むという次第でございます。

以上、各種指標につきまして簡単ではございますが説明をさせていただきました。

（座長）それでは、プロジェクトの実施状況につきましてもご説明いただけますでしょう

か。

（事務局･堀井）それでは引き続き説明させていただきます。資料の３－１をごらんいた

だきたいと思います。

マザーレイク２１計画に位置づけられました施策、様々な施策がございますけれども、

この目標達成に大きく寄与し、部局間で連携することによってさらに効果を高められると

考えられる事業・施策を重点プロジェクトとして集中して取り組むこととしております。

大きくは４つ、細かく分けると６つのテーマを重点プロジェクトとして定めております。

その４つ、６つが一番上の黒丸のところに掲げているものでございます。この資料３－

１は、この６つの重点プロジェクトに整理されている各事業の平成２３年度の実施状況、

また事業費、決算額を取りまとめているものでございます。さらにどこの課がどのような

事業名で実施しているのかというのを参考になるかと思いまして、県の事業名と担当課も

あわせて記載をさせていただきました。

個々の事業につきましては、時間の関係もあり説明は省略させていただきまして、この

重点プロジェクトごとの主な施策の構成のみを紹介をさせていただきます。

まず１つ目の重点プロジェクトの「近い水」のある暮らし再生プロジェクトにつきまし
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ては、１ページにありますように、琵琶湖の価値の再発見。琵琶湖の価値を再発見するた

めの事業でありますとか、２ページ目にあります環境学習、また３ページ目の地産地消と

いった事業などがこのプロジェクトに整理されております。

４ページをご覧いただきたいんですけれども、２つ目の重点プロジェクト、琵琶湖の生

きものにぎわい再生プロジェクトにつきましては、さらに３つの細かいプロジェクトに分

かれております。

その１つ目が、南湖再生プロジェクトでございます。この南湖再生プロジェクトにつき

ましては、４ページにありますように、水草対策事業であるとか５ページにあります湖底

環境の改善のための事業が位置づけられております。

６ページをご覧いただきたいと思います。次の重点プロジェクトの内湖再生プロジェク

トでございます。この内湖再生プロジェクトには、６ページ目から７ページに書かれてお

ります水陸移行帯の保全・再生というもの、そして、在来生物の保全といったような事業

が位置づけられております。

そして、７ページの一番下に外来生物等対策プロジェクトということで、これについて

は８ページのカワウ対策や、ほかの外来生物の駆除といった事業が位置づけられておりま

す。

大きな３つ目の重点プロジェクト、森・川・里・湖のつながり再生プロジェクトにつき

ましては、９ページにあります森林の保全・再生であるとか、平野部における環境の保

全・再生といった事業が位置づけられております。

最後１１ページ、大きな４つ目の重点プロジェクト、水環境の保全プロジェクトにつき

ましては、水質汚濁メカニズムに関する調査研究が位置づけられているものでございます。

続きまして、資料の３－２をご覧いただきたいと思います。「魚たちのにぎわいを協働

で復活させるプロジェクトについて」という資料がございます。今紹介した６つの、大き

くは４つ、細かく分けて６つの重点プロジェクトは縦割り行政の枠を越えまして、部局横

断的に取り組んでいくという点が特徴でございます。県を飛び越えて関係機関とも一緒に

なってプロジェクトチームをつくって連携して取り組んでいる１つの事例として紹介をさ

せていただきます。

メンバーについては、真ん中の「３．プロジェクトメンバー」というところですけれど

も、県の関係部局のみでなく、団体等というところなんですが、滋賀県漁業協同組合連合

会、また水資源機構さんにも参画をいただきまして取り組んでいるというところでござい
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ます。この県と漁協と水資源機構がチームをつくって１つのことに取り組んでいく。協力

機関として国交省の近畿地方整備局、琵琶湖河川事務所さんにもご協力いただいています。

１つのことに、こういう異なる機関がチームをつくって取り組んでいるというのが、この

メンバー構成だけ見ても極めて特異というか、画期的な取り組みなんじゃないかなという

ふうに思っています。

進め方ですけれども、２ページ目をご覧いただきたいと思います。２ページ目の下に絵

が描いておりますけれども、関係者間でまず課題を共有するということで、この絵にあり

ますように、課題を真ん中に置いて、従来の要望する側、される側といったような対立の

構図にならないように注意をしてやっているところでございます。そして、原因を突きと

めた上で、それぞれの機関が主体的に有効な対策を取ると。それぞれの機関ができること

を主体的にしていこうと、そういうものを目指しているところでございます。この事業は、

先ほどの６つの重点プロジェクトのすべてに関わる取り組みということで整理をさせてい

ただいておるところでございます。

以上が重点プロジェクトの実施状況でございます。

（座長）ありがとうございました。今のご説明のパワーポイントの中でもたびたび出てま

いりましたし、また先ほどこの学術フォーラムでの取り組みの中でもご説明がありました

「びわコミ会議」につきまして、井手委員が関与をされておられます。行政が設置する従

来の会議との違いとか、そういったことをこの「びわコミ会議」のメンバーでもあります

井手委員のほうから追加説明をいただければと思います。よろしくお願いします。

（井手委員）そうしましたら、一番最初の資料の１－１をご覧ください。先ほど事務局の

ほうからこちらを使ってマザーレイクフォーラムとびわコミ会議のご説明がありました。

繰り返しになる部分もございますが、要は考え方として、計画の進行管理の中にいろんな

方々からの意見を吸い上げる、反映させるような仕組みというものをきちっとつくりまし

ょうという趣旨でマザーレイクフォーラムを、さらにその中核として「びわコミ会議」と

いう、１つの仕組みというものをつくってみた――実験という言葉もありますけれども―

―そういった新しい試みである、ということでございます。先ほどのご説明の中にもあり

ましたように、現在までに２回ほど「びわコミ会議」を開催しております。ただ、考え方

としてはそういうことなんですけれども、実際この仕組みが本当の意味でうまく機能する
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かどうかというのは、すべてこれからにかかっている、まだ本当に試行錯誤の段階だとい

うふうに申し上げさせていただきたいと思います。

（座長）ありがとうございました。このマザーレイクの改定版をつくるに当たりまして、

従来からの考え方では琵琶湖の改善あるいは環境保全についてなかなか進まないところも

あって、ここで少し発想を変えてやっていこうということで改定がなされたと、私は理解

しておりまして、そして、その中でこの、いわゆるマザーレイクフォーラムという位置づ

けがまさしくその新しい考え方を進めるに当たって、非常に大事な位置づけであるし、ま

た施策の展開においても、新たな発想が取り入れられていくであろうということを期待し

て位置付けられているわけでありまして、それを実際に「びわコミ会議」をやられてると

いうことは、先ほどパワーポイントもありましたが、非常にすばらしいことだし、着実に

進んでいるという理解を私自身もしているわけです。

そういうことで、今、井手委員にもご説明いただきましたが、今後とも、また委員の皆

様も、また今度参加の皆様も、ぜひ井手委員がおっしゃられたように、これからどうなる

かにかかっているということございますので、いろいろご協力をいただければと、私のほ

うからもぜひお願いしたいと思います。

議題の２、３を通じまして、いろいろと資料等でご説明をいただきましたが、何かご意

見、ご質問ございますでしょうか。また、先ほど当初事務局側でもご説明ありましたが、

この学術フォーラムは忌憚のない、いろんなご意見をいただきながら、いろいろご議論を

する場でもありますので、２－１の各指標の状況等につきましても、コメント等を踏まえ

て、委員の皆様方からぜひご意見あるいはご質問をいただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。

何でも結構ですが、いかがでございますか。

（平山委員）そしたら、１つ。

（座長）はい、どうぞ、よろしくお願いします。

（平山委員）まず質問なんですけれども、先ほどのスライドでも琵琶湖の水質と、あと漁

獲量、いろんな魚の漁獲量のことを教えていただいたんですけれども、ニゴロブナとかホ
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ンモロコが漁獲量が減ってるっていうことでしたが、それは漁業者が減ってるっていうこ

となのか、それともその琵琶湖の中での個体数、それら魚の個体数が減ってるっていうこ

となのか、どちらなのかっていうのがまず気になりました。

（座長）ありがとうございます。今のご質問につきまして、事務局のほうで何か資料等ご

ざいましたら、あるいはご意見、知見等ございましたら、よろしくお願いいたします。

（事務局･石河）漁業者数の推移とか、ちょっと具体的な資料は持ってないんですけれど

も、琵琶湖に生息する魚が減ってるということは１つ言えるのではないかと。その原因と

いうのは、いろいろ考えられるとは思うんですが、例えば、外来魚が増えて、その外来魚

が食べ尽くしているとか、いろんな理由があると思うんですが、その魚自体が減っている

ということは確実に言えるんじゃないかと思います。

（平山委員）そしたら、今、外来魚が食べてるとかおっしゃられてたんですけれども、そ

うしたメカニズムを解明しようっていう動きっていうのはあるんでしょうか。

（事務局･石河）毎年、そういう調査なり、生息数の調査は各関係します農政水産部なり、

琵琶湖環境部内で連携して調査を持っております。その調査とともに在来魚を増やす、例

えば、放流などをして増やそうという取り組みをあわせて実施しているということです。

（座長）よろしゅうございますか。ご質問がありましたら、どうぞよろしくお願いします。

（平山委員）現在は原因が、水質は改善されてないものもありますけれども、過去から見

ると、大分皆さんの努力によって改善されてきたっていうのが印象なんですけれども、そ

れにもかかわらず魚が減ってるっていうことは、何かそういう水質とか、あと個体数とか、

そうした今までの調査だけでは何で減ってって、これからどうしていかなきゃいけないか

っていうことが、やはりメカニズムをちゃんと解明しないと、どういう方向に行ったらい

いのかっていうのがわからないかと思うんですけれども、そこら辺の取り組みがちょっと

見えてこなかったかなと思ってます。
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（座長）事務局のほう、ちょっと補足説明をお願いします。

（事務局･三和）まさにおっしゃられる、ご指摘のとおりで、基本的に、いわゆる食べら

れる魚については水産課、あるいは水産試験場からさまざまなこれまでも調査もされてき

ているということがあるかと思いますが、同時に、もう少し広い視点で見たときに、魚が

減っている、一方で水質はよくなっている、そのメカニズムのお話につきましては、先ほ

どもちょっと資料３－２のところでご説明させていただきましたけれども、魚たちのにぎ

わいを復活させるということで、プロジェクトでの検討を進めています。水質だけでなく

もっと広い視点で見るとさまざまな原因があって、それに対して現れる現象は１対１対応

ではないメカニズムがあるということです。水産課、水産試験場、あるいは琵琶湖環境科

学研究センターの研究は琵琶湖水質あるいは広い意味での生態系陸水学的なアプローチが

あると思いますが、それらもひっくるめて、一応このプロジェクトの中で考えられるさま

ざまな要素を挙げた上で、その上でそれぞれのグループでさらにそのメカニズム、ある意

味で役割分担と言えるのかもしれませんが、全体の中で必要な調査は何かということを考

えた上で、今、ご指摘があったようなメカニズムの解明も含めて、プロジェクトの成果を

生かしつつ解明を進めていきたいというふうに考えているところです。

既に、当然わかっている部分もありますし、わからない部分もありますので、そこのと

ころを共有した上で、何が足りないのか、何をすべきかということを考えつつ進めていき

たいなというのが現状でございます。

（平山委員）わかりました。ありがとうございます。

そういう方向で取り組みがなされているということで、すばらしいと思いました。

（座長）ありがとうございます。ちょっと私のほうも同じようなことで少しご質問させて

いただきたいんですが、過去のデータ等からの変遷を見ると、漁獲量というのは多分長く

データとしてあって、今ずっと取られているということはよくわかるんですが、それと同

時に並行して、例えば、魚の現存量調査みたいなものを別途やっているんだろうと思うん

ですよね。そういったような資料もそろそろ出てきてもいいのかなって気がしてまして。

例えば、ある時期に網を定点で打ったらどうだとかですね。あるいは地引きをあるときに

ある場所で引いたら、種の構成がどうであったとか。そういうものが、多分もうデータと
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して数年間ぐらいはあるんじゃないかと思うんですが。環境部局だけでなく、いろんな

方々がおやりになってるのも含めて、そういうのも出てきてもいいのではないかなという

気がちょっとしております。

それから、もう１つ、今日は過去ずっと議論されたことの一覧表の形になってるのでわ

かりづらいところがあるかもしれませんが、例えば、魚ということでとらえたときに、ど

ういうような要素を今お考えになってて、それの対策としてどういうことをやっておると

いう、こういうフローで、もちろんそのフローが１つだけじゃないと思うんですが、そう

いったことも順次、我々の委員会、ここのフォーラムだけじゃなくて、一般にも向けても、

アピールをしていくというのが大事じゃないかと思うんです。多分そうしますと、先ほど

の平山委員のお考えに対していろんな情報が出てくるし、また平山委員のほうからいろん

なお考えをいただけるんだと思います。また少し工夫をいただければありがたいと思いま

す。

ほかに。どうぞ。

（脇田委員）今のご質問とも関連するところですが、指標っていうのはどういうタイミン

グで組み替えていくのかっていうことですね。過去からずっと同じポイントで継続的にモ

ニタリングしているっていう部分もあろうかと思いますが、例えば、このプロジェクト会

議、「魚たちのにぎわいを協働で復活させるプロジェクト会議」ですね。ここに現場の漁

師さんたちも参加されていて、そういう方たちが経験的にお持ちの現場の知というものを、

これ生かせる会議だと思うんです。そういうことを踏まえたときに、この指標っていうも

のが、もっと何かあるタイミングで、もっと適切なものに組み替えられていく必要がある

し、そういう仕組みが保障されないといけないのじゃないのかなという気がします。

健康診断にたとえていえば、先ほどご説明いただきましたけれども、このアウトカムと

いうのは、ある種ツボみたいな、東洋医学でいえばツボみたいなところですが、全然、勘

の狂ったツボをいくら押しても意味がないので、その時々の問題状況に合ったアウトカム

とは一体何なのかっていうことも常にフィードバックして考えていくような仕組みを持た

ないといけないのではないかと思います。短期的にはこれでいいかと思いますけど、長期

的にはちょっとなかなか耐えられないのではないかなという気がしますので、そういう工

夫もいろいろ民間のいろんな方たち等も含めてご議論いただいたほうがいいのかなという

ふうに思います。仕組みの問題ですね。
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（座長）今の件で事務局何かありますでしょうか。

（事務局･技監）はい。まさにこれマザーレイクの２期計画の改定版をつくるときに、そ

ういうふうなご意見もいただいておりまして。

実は２期計画の冊子を見ていただきますとわかりますように、ひとつ本編のほうにはア

ウトカム指標とか、アウトプット指標というのがそれなりにきっちりと出ておるんですが、

あのときには、もっとこういう指標をこのアウトカム指標として入れたらどうだというよ

うな話が出ておりました。当然、それは順応的管理をしていく中で、じゃあこういったア

ウトカム指標を入れていくためには、じゃあこういうふうなモニタリングをしていったら

いいんじゃないかというような話も出てきますので、じゃあそういったこともありだとい

うことで、何も１０年間この指標で絶対評価していくんだというんじゃなくて、その１０

年間の間で、この指標は新たに使えるなというようなものがあれば、本編のアウトカム指

標に吸い上げていくというふうな形をしていきたいと思っております。そういう意味で、

冊子の後ろのほうにはその予備軍というような形の指標も一覧として上げさせていただい

ております。

そういうことで、今、いろんな方々からこういうプロジェクトをして、もっとこういう

ふうな指標で見てくれやというような話もやっぱり出てきます。そういったものは大事に

していって、順次そういったことが取り入れられるような進め方をしていきたいと、そう

いうふうに今思ってます。

（座長）どうぞ。

（脇田委員）もう１つお願いしたいんですけど、それを、新しい指標を誰がどういう形で

選択するのかっていうことですね。それは県がこれを選ぶ選ばないって判断するのではな

いと思うんですよ、もちろん。そこら辺の、この開かれた環境ガバナンスのあり方ですね。

何が重要なイシューなのかということを多様な主体のもとで、開かれた形で議論できる仕

組みにしていかないと、せっかくいいものをつくっても、それは県の代理店って言ったら

怒られますけど、エージェントみたいな形なってしまいますので、そうではないというふ

うに先ほどご説明されたので、そうならないように工夫もしていっていただけたらなとい
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うふうに、ついでのお願いでございます。

（座長）どうぞ。続けてやってください。

（事務局･三和）まさにそういう形で進めていきたいと思っておりますので、その１つの

土俵としまして、マザーレイクフォーラムがあるということ。それから学術フォーラムが

あるということ。そういったところでいろんなご意見が出ます。今のように、こういうふ

うな指標も取り入れたらどうだというような話。これはきっちりとお聞かせいただきまし

て、中でそれはきっちりと吟味をさせていただいて、じゃあこれをちょっと取り入れるた

めには過去のモニタリングをどういうふうに使っていったらとか、あるいはそれを改良し

ていく必要があるんではないかというようなことは、また反省しながら、よりよいやり方

にしていきたいなというふうに思っております。それぞれのフォーラムで出てきたものを

吸い上げていきたいなと思っております。

（座長）よろしゅうございますか。県の方だから、ああいうご回答になるんだろうと思う

んですが、基本的なこの枠組みをつくったときは、フォーラムとか、そういう枠組みをつ

くりながら、順番に皆で考えて提示していこうという形ですので、多分フォーラムで打ち

上げたり、この学術フォーラムで打ち上げたり、いろんなところで打ち上げられたものは

決してそのままというわけじゃないと思ってますし、その後に計画になると思います。ま

た、できたものの評価の時点の時期もありますし、それからその次にどうしたらよいかっ

ていうのもありますから、そういうことで、確実にそういうようなものが反映されていく。

そういうものがいわゆる順応的管理ですかね。そういうような型で順番になっていくと思

いますので、ぜひどんどんご意見いただきたいと思いますし、ここは決定する場じゃない

とはおっしゃられましたが、議事録は確実に残っていきますので、ぜひよろしくお願いし

ます。

堀越委員のほうから何か。

（堀越委員）つい先日、日本の食文化を世界遺産にしようということで近畿地区のシンポ

ジウムがありまして、私も参加してきました。その中で滋賀の事例を紹介してきました。

滋賀の食っていうのは、琵琶湖の湖魚が大きな柱になっていて、琵琶湖の魚貝をいただい
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て、人々がずっと生かされてきたといえます。

私、この３年ほど前までは、「まだまだ琵琶湖は大丈夫、まだ魚たちもいてくれるし、

琵琶湖も生きている」と、そんなに心配していなかったのです。しかしこの１、２年の琵

琶湖の様子をいろいろ聞いて、危機感を持つようになってきました。その１つは、先ほど

平山委員や脇田委員から出ていたことにも関係するのですが、アユがこのところちょっと

変だということです。漁師さんが出席されている漁業調整委員会で、いろいろ話を聞く機

会がありまして、そこで漁師さんが言われるのは、「今までの魚の群れ方とちょっと違う。

今までやったら、大体この辺にいるっていうのが、大体勘でわかった。それが全部外れて

しまう。今までと違ったところに魚が移動していて、琵琶湖の真ん中が空っぽ状態みたい

な感じがする」と。それを聞いて、ちょっとヤバイという気がして、心配になってきてい

ます。一方、場所によってはホンモロコが還っているとか聞きますし、イサザも時々は店

頭で見かけますので、完全に駄目になったわけではないとは思ってはいます。アユも昨年、

おととしは湖魚店で結構見かけました。生のアユを見つけたらすぐ煮付けて食べるように

していますが、特にこの２年のアユが小ぶりだったということが印象に残っています。７

月になっても、まだ春のアユのようにちっちゃいなという感じがしていました。量的には

店に結構並んでいたのですが、「アユが小さい」ということがすごく印象に残りました。

やはりちょっと何かおかしいのかなと感じていた時に、昨年の秋になって、産卵数が激減

しているということを聞きました。

本腰で対策を打って、琵琶湖を取り戻さなければならないと思います。食文化を継承

していくためにも、我々の暮らしを守り、人々と琵琶湖との関わりを強くしていくという

観点からも、琵琶湖の変調は放っておけません。私自身、「食べながら琵琶湖を愛してい

く」ことが大事であると思っています。食べることによって、その存在を身体で感じ、失

わないようにいつも意識して、琵琶湖のことを考えていくことが大事だと思っています。

琵琶湖の生態系の中で少し「ひずみ」が出ているという表現がありますが、その歪み

をきちっと捉えて、何か手を打かなければなりません。県に任せ放しするのではなくて、

みんなでやっていかないといけないと思っています。

琵琶湖の窒素濃度、リン酸濃度に関してですが、確かに成績はよくなってきたと報告さ

れていますが、難溶性有機物の問題もあります。窒素とリンの比率の問題もあります。窒

素とリンのバランスを考えていかないと駄目で、ただ減らすだけではいけないのではない

かという意見があります。魚の量は、窒素とリンに支えられているところがありますので、
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その辺のところをもう一度、見直して、ただ窒素・リンを減らすだけの指標では、不十分

ではないかという気がします。

あともう１点ですが、南湖の藻の問題です。あの繁茂状態は尋常ではないと感じます。

湖岸を歩いてみて、これは今までの琵琶湖とちょっと違うなと思います。それは北湖でも、

びわ町から尾上に行くあたりも、以前に比べると藻が多くなっていると感じます。

その辺のことも含めて、今の琵琶湖に出ている「変調」、「ひずみ」、その原因を何とし

ても突きつめて手を打っていく。琵琶湖を取り戻していかなければならないと思います。

特にその中で、赤野井湾周辺に何か手が打てないのかなとすごくもどかしい思いがし

ています。その辺のところで、何かこんな対策を考えているようなことがありましたら教

えてほしいと思っています。

（座長）ありがとうございます。現状等のご意見でございますが、先ほど赤野井湾の件も

含めて、今のご意見に対しまして、あるいはご質問に対して事務局のほうで何か答えられ

るところがあればお願いします。答えるというか、情報をいただきたいと思います。

（事務局･三和）危機感は全く同じでございまして、このプロジェクトの中でも、特にこ

の数年、琵琶湖の魚の様子が変わってきているというお話を漁師さんから直接伺いますし、

私の感覚で言うと、私も長浜に生まれ育ち、滋賀県にずっといますけど、どんどん汚くな

ってるとか、琵琶湖が大丈夫かみたいな話は昔から言われてはきていますけれども、漁師

さんに聞くと、この数年もう何が起こるかわからんみたいなお話を伺うので、それに関し

てはすごく大きな危機感を持っているということは共有されています。

その上で、何ができるかということについては、個別に、今やっている。水草も含めて、

根こそぎの刈り取りをかなりの規模でやっておりますし、さらには赤野井湾の話も少し出

ておりましたけれども、ちょっとその来年度の予算も含めて、水草の刈り取りをするとい

うようなことも含めて考えているところですが。それもどこかの部局が単独でやるという

ことではなくて、我々と、例えば、水産のほうと協力しながら、例えば、ホンモロコが戻

ってくるような水草のあり方、水の流れを取り戻すにはどうしたらいいかという視点も含

めて考えているところですので、そういう部局を越えた取り組みも含めて、今後も引き続

き対策を進めていきたいというふうに考えているところです。
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（座長）よろしゅうございますか。それでは、鳥越委員のほうからよろしくお願いします。

（鳥越委員）私自身には、琵琶湖の研究の後ずっと筑波大学にいたもんですから、霞ヶ浦

のことに十数年間観察してきて、その間にもちろん琵琶湖にも時たま来ていたんですが、

琵琶湖について十分に知っているわけではありません。

今回、この報告書、計画ですね、それを見て大変すぐれたものと感動いたしました。こ

れは卓越したもんだな、というように思いました。湖に関する政策を考えている他の県の

レベルを越えたものだし、類似の外国の計画と比較してもこれは大変すぐれたもんだなと

いうのが第一印象です。

それから、現代の研究状況にうまく合わせている。例えば、多様な主体の中で判断して

いくというのは、国際的に見れば、いわゆるガバナンス論と言われている考え方ですが、

そういう状況をきちっと踏まえられている。それから行動とチェックというこの順応的管

理。これが言われはじめて、もう２０年経つかもしれないんですが、なかなかそれが、行

政の性格上実行がむずかしかった。それも実行されているということで、全般的にすばら

しいと思う。また、縦割り行政はいつも言われている課題なんだけれども、それをこのプ

ロジェクトという形を取ることでクリアしようとしている。つまり、方法論的にとてもす

ぐれているというか、よくここまでできたなと思います。やっぱり琵琶湖の研究の蓄積か

なと思います。

そこまでがいいところなんですが、ここからは少し遠慮なく言います。指標、平山さん

の言われるシステム、さまざまな要因間の関連性という言葉について質問されました。こ

れはとっても複雑で、はっきり言ってわからないことが多いと思います。ただ指標の問題

が今日の会議の中心なようなので、システムではなくて指標のことだけに限って言いたい

と思います。この指標は、今日の文書では大きく２つに分かれていて、いわゆる生態系の

指標と、それから暮らし系の指標があります。暮らし系の指標がメチャメチャだと思いま

す。これはよくない。ここのところは何とかしないといけないと思います。つまり、小さ

な修正では対応できないと思います。基本的にこれ考え直さないと。他がとてもすぐれて

るのに、ここだけは何でこんなダメなのか、と思います。特に私は社会科学者ですから、

どうしても社会科学系の分野のことが気になりまして。これ何でメチャメチャかと言うと、

ひとつはね、つくった人の問題・責任ではなくて、これらはそもそも指標化が難しいから

なんですよね。そういう限界が先ずある。けれども、それを指標化しようと決意をした。
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私は難しくてもそれはいいことだと思うんですよ。もうひとつの自然科学系の生態系も指

標化しにくい点もあろうかと思いますが、それでも指標化できる。それに対してさらに生

活が絡んでくる分野の指標化、量化するということが無理なところがあります。もともと

生活というのは質の問題ですから。けれどもそれを理解した上で、でも、やはり指標化し

たほうが、何て言うかな、具体的な方針が立つので、これは正しい判断をなさっていると

思うんですよ。たしかに、無理を承知でなんとかクリアしないといけないと思います。

一例、二例だけ挙げて、問題点を推測していただきたいんですが。例えば、この生業指

標でいいますと、生業というのは、農林業ですが、その指標が農業ですと新規農業者数だ

けしかないんです。これで農業を代表するというのはね。せめて一番誰でも使う農業従事

者数だったらいいですよ。新規というのは、消えていくおじいさんたちがいっぱいいるわ

けで、今の農村はね。そりゃ新規の人もいるけれども、高齢化している農業においてね、

農業者数ですよね。たったひとつを選ぶならね。

それから、漁業が、ニゴロブナとか、セタシジミ漁獲量になってるんですが、漁業者数、

それから漁業収入をみないと生業は正しく把握できないでしょう。

それからもう１例だけ言っておきますね。地域のことでいいますと、これは地域固有の

環境や文化や歴史の再評価。これとてもいいことだと思うんですが、地域をどうしていく

かということです。それを河川に関わって、とりわけ湖に関わってですが、湖に関わった

質問が、琵琶湖や河川を大切に思う人の割合で出しているんです。平成２３年度は９８％、

そして、目標が１００％なんです。この県政モニターアンケートの質問はｗａｓｔｅ ｑ

ｕｅｓｔｉｏｎですね。賛成率９８％というのは事前に賛成者がとても多いと分かる種類

のものなので、無駄な質問と私ども社会調査票をつくる者が言うものです。それは、ほと

んど全員が反対か賛成に１００％近く回答する質問です。これはある調査に行ったときに

緊張感を与えないために使うことがあります。例えば、この地域で公園をつくることにあ

なたは賛成ですか、それとも反対ですかと問うたら、９０何％の人がそれに賛成するんで

す。そうすると、この程度の質問かと思って、２番目から緊張なく答えてもらうというテ

クニックの１つとしてあるんです。これに近いですね。９８％賛成の回答にもとづいて、

目標を、あとは１００しかないから１００％にしてますが、その性格上、これは１００に

絶対ならないんですよ。少数だがつねに反対者が残ります。そのようなものです。つまり、

これ基本はね、これは結果的に調査票のミスといえるものなんです。それをそのまま受け

ている。９８％賛成の現実から目標指標をつくるのはおかしい。こういう類のことがあり
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ますので、ご検討いただけますでしょうか。

それから、すぐに手に入るデーターではなくて、すこし汗をかいたら得られるデータが

ありますが、それを使っていない。例えば、今ちょっと記憶がぼんやりしてるんですが、

ＮＰＯでいいますと、県が認証制度をもっているので、県が全体を把握してるんですね。

琵琶湖とか河川に関わるＮＰＯは必要な項目ですが、個票から実態をピックアップできる

んです。その個票からピックアップして数値化してないんですね。ごめんなさい、しつこ

く言いましたけれど。そういう問題がある。

あと、指標の適切性、脇田さんが言われたことですけど、これはこの計画書の全体にま

だありますね。この暮らしの部分だけじゃなくて。

それから、各指標の比重を考えたほうがいいのか、考えなくてもいいのかは考慮する必

要がありますよね。

それから、指標のスパンの問題があります。琵琶湖の場合、琵琶湖をダメにしたひとつ

は、総合開発じゃないですか。そのことを県民は知ってるわけですよ。この総合開発の前

と後を比較する指標がほとんどなくて、後の限られた期間だけを示しているものが多い。

これでは、県民を説得するのがとっても難しい。ただ、私は全部を示すべきだとは思いま

せん。今さらね、というのもあると思います。けれども、やはりあのとき一番県民が盛り

上がったわけです。琵琶湖を守ろうといって。つまり、総合開発の前後というスパンにそ

れをちょっと意識的に入れていただいたらいいかなと思うんですけどね。

それから、目標値を会議の事前につくって来いと言われたんですが、私がつくれなかっ

たのは、市町村や関係諸機関が目標値をつくってますよね、ここのかなりの部分を。それ

と離れた目標値つくって何の意味があるんかなと思いました。諸機関の目標値がわからな

いと。例えば、ごみ処理施設なんか目標値を持ってますよね。それと離れた目標値をここ

で僕らは議論してもどうするんだろうというのがあります。とりあえず責任を持ってる諸

機関がつくってる目標値を横に置いた上で目標値をつくらないと。なしでは何か空論の感

じが印象としていたしました。

ごめんなさい、長くなって。以上です。

（座長）ありがとうございます。まさしくこういうご意見を、私はお待ちしていたわけで

して。おっしゃいますように、この指標につきましては、今後どんどん改善をしていくべ

きものだと思っています。そもそも指標をつくること自体がいいのかっていうのは随分エ
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ネルギーを費やして議論したこともあるし、あるいはこの計画の中にそういうものを書き

込むのはどうかというような話もありましたが、あえてこの際に乗り切ろうということで、

おっしゃるように、十分に練られてないとこも十分あろうかと思いますが、そういうこと

でどんどんご意見をいただきまして、よりいいものにしていかなきゃならないと思ってま

す。

今のご意見の中でいくつかありましたですね。例えば、市町村でやってる計画と、この

中に書いてるごみの目標であるとか、あるいはここへ出ているデータを何によって得るの

かなどです。その中で、もし事務局のほうで、いや、これはこういうことでやってますよ

ということがあればお願いします。

（事務局･三和）目標値については、可能な限り既存の計画との整合性というのを念頭に

置いていますので、今のごみ処理の数字がどうかなど行政計画に関連するような部分につ

いては、市町との整合性を図ったものだというふうに理解いたしております。

あと、暮らしの部分の指標が弱いのは十分認識しておりまして、統計、あるいはこの指

標として挙げた項目についても、どちらかというと、たくさん汗をかいて、進行管理のた

めの進行管理みたいになるべくならないようにということが念頭にあったということもあ

りますので、他部局のさまざまな目標値をなるべく持ち込んで、いろんなところが主体的

に自分のところの施策の目標値としてやっているという部分を念頭に置いてるつもりです。

今後そういうことを踏まえて、今、座長のおっしゃったように、十分検討しながら変える

べきところは変えていきたいと思います。

（座長）それで委員、恐縮ですが、この中身での報告コメント、目標とかいうコメントも

ぜひお願いしたいんです、できないところもあると思うんですが、その指標の中で、委員

のお考えが、こういうのが入ってたらいいとかですね、こういうデータを取りなさいとい

うの、これに手書きで結構ですので、どんどん書いていただいて、お出しいただけますで

しょうか。 じゃあ井手委員。

（井手委員）ありがとうございました。まさにそのとおりでございまして、この計画の素

案に当たる報告書が、前学術委員会のほうから出ていますが、そちらにおきます議論もま

さに方法論のところで終始しまして、実は指標の部分は時間切れで、十分に議論できてい
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ません。事務局も認めておりますけれども、現時点でのこの指標のリストは未完成である

というふうに考えていただいて結構だと思います。未完成で、かつこれから完成をしなき

ゃいけないものであり、あるいはずっと完成しないものかもしれません。

１点だけその関係で申し上げたいと思いますのは、やはりこの指標をどう選ぶか、誰が

決定していくかにつきましては、広く開かれた形でやっていくべきであるとは思いますが、

しかし、やはり私の感覚としましては、その主たる責任はこの学術フォーラムが負うべき

ではないかと。専門的な目で見れば、やはり足りない指標であるとか、本来こうあるべき

指標などについて、かなり指摘できる部分がございますので、そういった意味で、まずこ

の学術フォーラムのほうで、主体的にこの指標部分については見直しを行っていくべきで

はないかと考えています。その結果をマザーレイクフォーラム、「びわコミ会議」等で、

また一般の方々に諮るということはもちろん必要ですが、あくまでもこの学術フォーラム

がまず案を出すべきではないかというふうに考えています。

あと細かいところだけ言いますと、指標のこの表、資料２－１の水質であるとか、漁獲

量関係につきましては、やはりデータとしてトレンドを見せていただきたいと思います。

このようにたった２時点だけ見せていただいても、たまたま２つの値が、どちらが高いか

低いかだけではちょっと判断のしようがないと思います。

あとは、やはりどう考えても、暮らしのほうの指標部分が弱いのはそのとおりです。そ

れにつけても、暮らしのほうについては県の施策に関わるアウトプット指標自身も少ない

んですよね。計画のこの目的（アウトカム）からすれば、もうちょっと県の施策としても

やられている事業がいっぱいあると思うんです。少なくとも、そのあたりのアウトプット

は県のほうでももっと出せるんじゃないかなというふうに思います。

（座長）ちょっとお待ちください。田中委員、どうぞ。

（田中委員）資料をざっと読ませていただいて、それから今日の県のほうのご説明で、も

う皆さんもご理解されて、私もさらにはっきりしたんですが、やっぱりキーワードとして

は、いろんな局面でつながりですよね。そんなつながりを生態的な視点から、自然の視点

から見ると、場としてのつながりとして、陸域と湖との関係であればそのつながり。その

中で、やっぱり１つはその移行帯をもっともっと重視する必要があると思うんですね。内

湖だとか、水際だとか、そこがまだまだ甘いというのが１点。それから、もう１つは、水
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草のところでご紹介いただいたんですが、あれだけ大量の水草を負の財産としてではなく

て、有効に使うような、肥料化するなり、それが技術的には非常にまだまだこれからの問

題かもしれませんが、より循環的なつながりというのは、やっぱりその行き着く先はより

循環的な仕組みをつくるなり、そのことをその先に見据えて、つながりをやっぱり位置づ

けるというのが大事だと思いますし、生業のつながり、そういう意味では農と林と水産で

すね。今の、例えば、水草とそれを肥料にするというのであれば、水産と農との関係があ

りますし、それから琵琶湖の、これも時間があれば後で述べたいと思うんですが、底質環

境が本当に生き物たちがきちっと水質なんかは以前の状態に戻っても、それが元に戻らな

い限り、多様な生き物は多分復活してこないんじゃないかと、私はそういうふうに考える

んですが、そういうこととも関わって、例えば、間伐材をまず利用して、そういう生き物

が住めなくなったところに木製の人工魚礁を入れるとかですね。いろんな仕組みで底質環

境を何とか復活させる。それは、そういう物理的な方法でそれがダイレクトにっていうこ

とじゃなくて、そのことによって環境が多様化することによって、それをきっかけにして

生き物が復活する。役に立たない生き物の復活をまず見据えないと、すぐにセタシジミだ

とかというのは、やっぱり飛躍があると思うんですよ。そういういろんな産業間のつなが

り、相互に第１次産業というのは補完し合う、より循環的なそういう出口を、つながり先

に見据えるというのが１つですね。そんないろんな取り組みを含めて、最終的にはやっぱ

り大事なのは、人のつながりだと思うんですよ。人がやっぱりつながりの価値観だとか、

そういった環境の意識を形成する。そのことがやっぱり結びついていかないとつながりを

基盤にした琵琶湖の再生というのはないでしょうし、それが一番大事かなと、今そんな気

がしますので、そういう意味で、いろんな指標を提案していただいているんですが、全体

の考え方、もうちょっと理念的に説得力がある組み立てが、やっぱりこれからこの委員会

でもいろんな議論をしながら深めていく必要があるんではないかという気がしました。

（座長）ありがとうございました。脇田委員のほうから。

（脇田委員）指標の選択の話に、ずっとお話伺ってて、私は自分の問題としてそう受け取

ったんですけれども。

事務局のほうでは既存のデータを有効利用するっていうことなんですが、それぞれ既存

の部局はそれぞれの問題、関心を持って、そこからデータ集めておられるので、必ずしも
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そのピンポイントの指標になっているかどうかっていうのはよくわからないですよね。も

っと戦略的に、政策、環境政策のほうで分野部局を横断して、戦略的に何かこの指標を設

定して、連携して、何か新しいデータを、意味のあるデータを取っていくとか、そういう

ことも同時にお考えになったほうが無駄にならなくていいんではないのかなというのが、

まず第１点です。でも、最初から無理なのはよくわかってるので、鳥越委員のおっしゃる

ことは、短期的には正論だと思うんです。でも長期的にはですね、やっぱり委員のおっし

ゃったように、じゃあどう指標を新たにこう組み替えていくのかっていうことを事務局と

しては、やっぱりちゃんとお考えになる責任がおありになるのかなということがあります。

それから、僕は井手委員がおっしゃったことにはちょっと考え方が、昔から少し違うん

ですけども、地域に開かれたって言いますか、地域の、堀越委員のおっしゃったような現

場の知をもっと生かせるような、そういうフォーラムであるべきかなというふうに思いま

す。僕ら、もう１年じゅう、こう琵琶湖回って、関係者の話聞いてるわけではないですか

ら、何かそういうことを判断材料でむしろ欲しいし、そういうもう１つのフォーラムのほ

うでどういうお話が出ているのかとか、そういうことも踏まえて、やっぱり指標を設定し

ていく必要がある。

ここに出てるのは、やっぱり一般化できる指標なんですね。琵琶湖を、比喩的な言い方

ですけれども、人工衛星から見るような、全体的にとらえる視点からの指標なんですが、

地域で活動されてる方たちは、もっとローカルなところで、ローカルなそこの分脈、歴史

的な条件、自然的な条件、いろんな社会経済的な条件の中の制約条件の中で活動されてる

わけで、そこで何かリアリティを持って活動されてるんですよね。だから、そういう方が

突然琵琶湖をきれいにするべきですかっていうたら、それは１００％みんな、まあ２％鳥

越委員は絶対入るとおっしゃってましたですけど、そらそうやろうと。皆おっしゃるに決

まってるわけで、もう少し何か人々の何か判断が入ってくる、このローカルな分脈のとこ

ろの議論も同時にしないといけないんじゃないのかなと。琵琶湖をみんなできれいにしま

しょう。そらええこっちゃなと、みんなおっしゃると思うんですけれども、もっと大事な

のは、その暮らしとか生業とか、そういうものが具体的に展開されているところの状況と

か、知識とかデータとか、そういうものが県民と指標として共有できないと、高いところ

から、抽象的なところから見ても、県民は余りこの指標を使えないのではないのかなとい

う思いがします。そういう意味で、ちょっと時間かかるかもしれませんけれど、戦略的に

新しい指標を開拓していくということと、こういうローカルなと言いますか、地域社会の
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皆様に具体的に響くような指標をもっとリサーチの中で探していくとか、いろんな努力が

これをブラッシュアップしていくためには時間かかりますけど要るように思います。今後

は、そういう方向も念頭に置いてやっていただければなというふうに私は思います。

（座長）ありがとうございます。多分延々と議論を、私は望むところではありますけれど

も、それも大変ですから、第１回目でございますので、皆さん方にこの資料２－１を書き

入れていただくわけですが、このコメントというところに、どうなっているかという意味

ではもちろんそうですけど、それ以外にこういう指標入れたらいいとか、この指標は少し

どうだとか、こういう考え方を入れたらいいというようなことも含めて、これをぜひ、書

き入れていただいて、もちろん白紙でも結構ですが、どんどんご意見を書き入れていただ

いて、お出しいただきたいと思います。

それから、また今日いただいたご意見を事務局はきちっと取っていると思いますので、

それを踏まえて、今後の進行管理に十分生かしていきたいと思います。ただ、どうもこの

学術フォーラム、年に１回ぐらいではどうも足りそうにありませんので、それを踏まえて、

また皆さん方ともゆっくりご議論をしたほうが、よりいいものになるだろうと思いますし、

また一度、もう少し季節のいい時期に琵琶湖を眺めながら、セットしていただいたらと思

いますが、そういうことでよろしゅうございますでしょうか。今日はちょっと時間も設定

されてるようでございますので、そういうことで次回もうちょっとゆっくりとそれを踏ま

えて議論を集中して話をさせていただいたらと思います。また事務局のほうも今日出た意

見で資料のそろったところはそろえていただいてということで、委員の皆さん方、途中で

切るようなことでまことに恐縮でございますが、そういうことで、今回はこれにどんどん

書き入れていただくということで、先に進めさせていただきたいと思いますが、よろしゅ

うございますでしょうか。

それでは、現在２４年度の琵琶湖につきまして、先ほどいろんな状況の話もご意見もご

ざいましたが、特徴的な現象も出ているところでございますので、それにつきまして事務

局のほうからご説明お願いしたいと思います。よろしくお願いします。

（事務局･三和）それではご説明をさせていただきます。どうも時間もちょっと迫ってお

りますので、ポイントを絞ってということでご了解いただきたいと思います。

資料は資料の４、「平成２４年度琵琶湖に関する特徴的な現象について」ということで、
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中身は１、２、３とございまして、１つが南湖の水質等ということで、水質とプランクト

ンを中心に。２番目は北湖の深水層とＤＯ（溶存酸素）の関連。それから３番目が水草の

状況ということで、あとはかなり新聞記事がついておりますので、それを見ていただきた

いと思います。これは参考にということで。その中にアユ、先ほどもちょっと出ておりま

したが、アユに関わる、川に産卵のために上らなかったという状況もございます。トピッ

クスとしましては、そのような特異的な変化が今年度起きているということでございます。

ごく簡単に１ページからご説明をいたしますが、南湖の水質等ということで、平成２４

年、昨年の春から夏、秋にかけてということになりますが、南湖においては植物プランク

トンの量が非常に多かったと。透明度が低く、ＣＯＤが高いという状態にあったというこ

とが１点。それから、その関係で植物プランクトン由来と恐らく考えられますが、各所で、

海でいうと波の華のような泡立ちが見られるということが特異的な現象としてはありまし

た。さらには、アオコの発生が近年になく多い年であったということで、その１ページの

下の部分に表、ちょっと小さい字になっておりますが、赤野井湾などを中心に、平成２４

年度１８日間、７水域で発生しました。２３年度に比べてもかなり多い発生状況であった

ということでございます。

次めくっていただきまして、南湖の水質等についてということで、測定点、そこにお示

しをしておりますが、植物プランクトンが非常に増えたということでございまして、その

右上のほうですね。南湖の平均値を示しておりますが、丸いのが平成２４年度の９月まで

のデータしか入っておりませんが、南湖の平均値としては透明度低い状況で推移している。

さらには、その下がＣＯＤですけれども、７月、８月を中心に過去平成１３年以降に平均

値と比べて非常に高い数値を示したということでございます。これがどうやら植物プラン

クトン由来であるということでございます。

もう少し細かく見ますと、その次のページ、この場所は赤野井湾、琵琶湖博物館があり

ます烏丸半島の北側の湾ですが、そこに２地点、我々の調査をしている定点がございまし

て、少し沖合いにあるのは新杉江港沖（８ｃ）という点。それから、さらに西側のところ

に旧杉江沖（１６８）という番号がついておりますが、この地点のデータを１月の速報値

まで入れております。丸いのが平成２４年度の数値でございますが、透明度、それからＣ

ＯＤのデータを示しておりますけれども、透明度が特に夏場非常に低い状況になったとい

うことと、ＣＯＤが近年になく、例えば、旧杉江沖（１６８）、右下ですが、ＣＯＤで１

６を超えるような数字になっておりますが、非常に植物プランクトンが集積して、透明度
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が下がって、ＣＯＤ濃度が上昇したということが見られるということでございます。

それから、４ページ、２番目ですけれども、北湖の深いところで溶存酸素（ＤＯ）が低

下したということが見られました。昨年の８月の後半から北湖の今津沖のあたりで非常に

濃度が下がったという現象が見られております。細かいデータ、いろいろついております

が、６ページまでちょっとめくっていただきまして、水質調査のデータは６ページ、横長

で見ていただきますと、左の上のところに調査地点がありますが、今津沖中央と書かれた

ところのあたり、このあたりが水深９０ｍを超えるような、北湖第一湖盆というふうに呼

ばれておるところですけれども、ここで調査をしております。その右側が今津沖中央にお

ける湖底直上１ｍの溶存酸素濃度ですが、９月の初めに観測史上最も早く、いわゆる貧酸

素、目安が２㎎／ℓということになっておりますので、１．２という数字が出ていますが、

さらに、最も深い中央部のＬ点ですけれども、０．７ですね。最も低い値が出ているとい

うことでございます。ですが、その後、順調にと言いますか、台風が来たということもご

ざいまして、回復を徐々にしておりまして、先日、いわゆる琵琶湖の深呼吸と呼んでおり

ますが、全循環、琵琶湖の上から下まで水温、それから溶存酸素量が一様になるというデ

ータを得られております。全循環をしたということになっております。

その９月のときの状況を今年度より導入しておりますロボットといいますか、カメラ、

ＲＯＶという機械ですが、７ページのところにちょっと見にくいですが、写真がございま

すが、琵琶湖の底の状況を写真で写したもので、左の下にちょっと鉄の何かアームみたい

なものが写っております。これが機械の足なんですが、これが琵琶湖の底の状態を写して

いる。アナンデールヨコエビというヨコエビの死亡個体が白く点々としているというのが

見えるということと、これちょっとわかりにくいですけれども、湖底が黒っぽくなってい

るのが、溶存酸素が低下して、マンガンの酸化物の固体が沈んでいるという状況が見られ

ております。これらは１２月には解消されて、エビも見られたというのがその下の写真で

す。

これの原因として、４ページのところにちょっと戻っていただきますと、今申し上げま

したように、推定される貧酸素化の原因というのがその下のところにございますが、植物

プランクトンが６月から７月に、通常ですとこの時期に大量に増殖するような種類のプラ

ンクトンではないんですが、植物プランクトン、スタウラストルムという、非常に大型の

植物プランクトンが発生した結果として、その後、それが底まで沈んで酸素が分解過程で

消費されたということ。それから、今年の夏が非常に暑かった、昨年ですね。夏が非常に
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暑かった。さらには、去年の冬が寒かったということもありまして、表層と深いところの

水との温度差が例年以上にあったということで、基本的に上の水と下の水が混ざりにくい

状態があったということの両方で、相まって、今回のような現象が起きたのではないかと

いうふうに考えております。

あと８ページのところですが、南湖の水草の状況ということで、これもちょっと速報で

お伝えしておきたいと思いますが、水草、先ほど堀越委員のほうからもお話がございまし

た。あるいは各種のデータでお示しをしておりますけれども、非常に水草が多い状況が近

年続いておりましたが、今年はなぜか昨年のこの左上の水草の現存量という観点で見ると、

昨年のほぼ３分の１。ちらっと先ほどのパワーポイントの中に出ておりましたが、一応目

標として望ましい状態というのは１９３０年～５０年あたりで、ここには１９３６年のデ

ータもありますが、現存量だけで見ると、ほぼそれと同じぐらいの状況にまで減っていま

す。今年はなぜか少なかったということがございまして、その原因はちょっと今検討と言

いますか、検証しているところでございますが、近年、県のほうでも根こそぎ刈り取りと

いうことで、根こそぎ水草を刈り取るという事業をしているということの効果も一定はあ

るのかなと思いますが、春先に気温が低かったと、あるいは先ほど申し上げましたように、

植物プランクトンが非常に発生した結果として、逆に水草の繁茂が抑えられたのではない

かというような見解もございまして、今、その詳細データ等を内部でも解析をしていると

ころでございます。水草群落の経年変化、左の下にもございますが、２０１２年は非常に

その白っぽいところが目立つと。同時に、若干よい兆しもありまして、二枚貝、シジミの

稚貝が少しずつ回復していっているという箇所もあるということで、そういう効果、我々

の施策・事業の効果もモニタリングをしながら、ここ数年は非常に生態系、生き物の変化

が激しいですので、ここをしっかりと受けとめながら、来年といいますか、今年どうなる

のか、まだ予断を許しませんけれども、しっかりと環境の状況を把握しながら、さまざま

な方からのご意見、情報などもいただきつつ進めてまいりたいと思います。

９ページ以降は新聞記事でございますので、参考にしていただけたらと思います。

事前に委員の先生方にお送りした資料の中で、今ご説明した資料の６ページのところの

湖底直上１ｍの溶存酸素濃度の経時変化、右側に２つグラフがあるんですが、速報値がち

ょっと誤りがございましたので訂正をさせていただきたいと思います。

以上です。
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（座長）ありがとうございました。今、本年度、平成２４年度のいろんな琵琶湖に起こり

ました事象についてのご説明をいただきましたが、何かご質問ございますでしょうか。

（田中委員）先ほど堀越委員のほうから琵琶湖が、生き物たちが特に漁業も含めて危機的

になりかねないというご心配があったこととの関係もあるんですが、今、ご説明いただい

たような貧酸素の状況だとか、赤潮の発生ということは、これ有明海と非常によく似た現

象だと私思うんですよね。有明海は４県で、いろんな施策が違って、湾としての統合的な

対策が取れないもんですから、どんどんどんどん悪くなっていって、そのことと非常に関

係がありそうだということがありますので、少し有明海のこれまでのいろんな経過も含め

て、そういったことも参考にしながら琵琶湖の将来を考えていくのも大事かなという気が

しましたけど。

（座長）ありがとうございました。ほかに委員の皆様方、何かご質問ございませんでしょ

うか。よろしゅうございますか。

それでは、引き続き議題５の学術フォーラムの今後の進め方について、事務局からご説

明いただきます。

（事務局･堀井）資料といたしまして、資料５、学術フォーラムの今後の進め方（案）を

ごらんいただきたいと思います。

今年度の学術フォーラム設立が今になったことで、「びわコミ会議」や環境審議会の琵

琶湖総合保全部会との関係で、変則的な開催になりましたけれども、例年は資料のような

年間スケジュールでの開催というのを考えていたところでございます。ただ、今日の議論

の中で修正なり追加なりをしていかなければならないところです。

まず、どういうことを考えていたかという部分を説明をさせていただきます。例年の形

ですと、前年度の事業の進捗とか、各種の資料が４月、５月出てまいりますので、そうい

うものを取りまとめをさせてもらって、６月、７月には環境審議会の個別の部会がござい

ます。例えば、公共用水域の水質測定結果などについては、水・大気・土壌部会という場

で報告審議がなされます。こういう個別の部会による審議を経た後に、この学術フォーラ

ム、様々な異なる専門家の集まりであるこの場で学術的な見地から整理解析をいただきた

いというふうに考えておりました。その後、マザーレイクフォーラムの「びわコミ会議」
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で多様な主体による評価提言をいただき、これらの評価提言を最後に、環境審議会の琵琶

湖総合保全部会で県としてどう受けとめるのか。県の施策にどのように反映すべきかとい

うのを審議したらどうかなという案でございます。

ただ、先ほどの議論の中で、座長のほうからも、よい季節というお話もございましたし、

脇田委員のほうからも「びわコミ会議」などでの審議や現場の声をフィードバックして学

術フォーラムをというようなご意見もございましたので、また「びわコミ会議」の後に開

催するとか、場合によっては環境審議会の総合保全部会の後にやるとか、そういうことも

ちょっと考えていきたいというふうに思っております。

それと、会議という形式形態はどうしても限界がありますので、県が琵琶湖の環境に関

して資料を公表するような場合、そういう公表資料は随時、このペーパーレスな時代です

が、なかなか送付するというのは大変かと思いますけれども、何か電子的に見てもらえる

ような仕組みでの更新情報みたいなのだけを送信させてもらって、委員の皆様に見てもら

う、見に行ってもらうというような形が何か取れないかなというふうに思っています。

もちろん、そういうタイミングとは別で、普段から何か琵琶湖の総合保全に関して気づ

いたことがあればご意見をいただきたいと思いますし、こちらからご意見を電話なり訪問

をしてお聞かせいただくというような場面もあろうかと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。

以上です。

（座長）ありがとうございました。事務局で進め方についてのご説明いただきましたが、

何かこれについてご意見ございますでしょうか。これによりますと、次回は７月の終わり

か８月の初めということになっているようですね。時期的にはいかがでございましょうか

ね。先ほど意見を取りまとめて、また皆さん方にご意見いただくとなると、余り遅いより、

この時期のほうがいいかもしれませんね。このままの状態でいかがでしょうかね。これま

でいろんなご意見出たのは事務局からもフィードバックさせていただいてということで。

（脇田委員）７月、８月ということですか。

（座長）７月の終わりか８月の初めと。
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（脇田委員）大学の試験期間とちょっとずらしていただくと。

（座長）また調整はさせていただきますが、もちろん。いかがでございましょうか。

そうしたらそれまでにそうさせていただきます。じゃあ、これはこの形でさせていただ

きたいと思います。事務局のほうよろしくお願いいたします。

それから、その他とありますが、事務局、ほかに何かございますでしょうか。

（事務局）特にございません。

（座長）そうですか。それでは、本日予定しておりました議事は以上でございます。この

際、ほかに何かつけ加えのご意見ございますでしょうか。よろしゅうございますか。先ほ

ど来、何度も申し上げていますように、資料２－１は何でも結構です。どんどんご意見を

いただければと思います。そういうことで事務局のほうでまとめていただいて、フィード

バックさせていただくとよろしいかと存じます。

それでは、皆さんのご協力によりまして進行することができました。ありがとうござい

ました。それでは、事務局に進行を返させていただきます。よろしくお願いします。

（司会）本日はご多忙のところ、長時間に渡りまして貴重なご意見をいただきまして、本

当にありがとうございました。事務局のほうもこれを受けとめて、よい形にしていきたい

と思っています。

それでは、これをもちまして第１回学術フォーラムを閉会させていただきます。ありが

とうございました。


