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第 7回ＭＬ２１計画学術フォーラム 議事録 

 

 

議題 （１）マザーレイク 21計画の推進状況について 

 

（事務局） 

 資料１－１「各種指標の状況」 

資料１－２「各種指標の２９年度末の状況」 

資料１－３「琵琶湖と暮らし２０１８」 

 について説明 

 

（座長） 

 この学術フォーラムでございますが、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が整理されました。ただ今のご説明に対しまして、皆さま方のご意見

等をいただきたいと思います。 

 

（委員） 

 びわ湖と暮らし 7ページの琵琶湖の水の清らかさについて、全窒素と全りんについては、

それに関わる制御指標という言い方に変えられました。しかし、これだと全窒素や全りん

が水の清らかさを制御しているというニュアンスになります。制御という言葉はかなりき

つい印象を受けました。 

 また、２０ページについて、湖のほうは水質を水の清らかさに変更されましたが、河川

については水質のままとなっています。中身は、主にＢＯＤを見ておられているので、水

の清らかさという表現にそろえてもいいのかなと思います。 

最後に、河川の水質の話をしているところに、なぜ琵琶湖に入ってくる汚濁負荷量のデ

ータが入ってくるのか、今更ながら気になりました。 

 

（事務局） 

 まず１点目、窒素とりんが制御指標と言い切れるのかどうかということについて、制御

指標として２つだけを挙げますと、かなり語弊があるかもしれませんが、制御する指標の

うちの一種であるというのは確かだと思いますので、また必要に応じて考えていきたいと

思います。 

 ２つ目が河川の水質という表記方法についてですが、琵琶湖に関しては植物プランクト

ンと分ける意味で水の清らかさという言葉を使いました。河川について、ＣＯＤとＢＯＤ

以外の他の指標があってもいいのかもしれませんし、そういう意味で広く、透明度と有機

物だけではなくてもいいのかもしれないので、水質という言葉を残しています。 
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 ３つ目の流入負荷の項目が河川にあることについては、川の水質にも直結する指標であ

ると考えております。ただ、湖面降水などは河川にはなかなかあまり関係ないことですの

で、誤解を生む表現であるかなとは思います。補足説明するなど、対応を考えたいと思い

ます。 

 

（委員） 

 ゆりかご水田についてですが、魚に関する事項ですので、水産課ではなく農村計画課が

主導しているのですね。 

 しかし、これは水産課にも関わる課題ですので、行政としての別の組織が、連携しなが

らうまく進めるかというのも大事な問題だと思います。２つの課の連携をお聞きしたいと

思います。 

 同時に、ゆりかご水田は単に農業者の取組、漁業者の取組、ということではなくて農業

を豊かにすることが漁業を元気にするという、琵琶湖しかできないようなモデルをつくり

ができるよう視野を広げ、さらにこの取組に関わっておられる人たちも増やしながら展開

をしていってほしいなと思います。 

 

（事務局） 

この取組は、農村振興課（当時は農村整備課）が水産課と協力して始まりました。農村

振興課は圃場整備事業を担当しています。 

 圃場整備によって、湖辺域では琵琶湖の魚が水田に遡上して産卵をし、繁殖して戻ると

いう環境が失われてしまいました。その後、土地改良法の改正がありまして、環境に配慮

した事業を行うことになってきました。  

そこで、かつての環境を取り戻すということの取組の一つとしまして、整備した水路に

魚道を設置することにより魚を水田に遡上させるゆりかご水田に取り組んできたというと

ころでございます。 

 もちろん、それのプロジェクトをするに当たりましては、水産課、水産振興協会等と協

力しながら進めてきたところでございます。 

（事務局） 

 ゆりかご水田の中では、魚道関係の技術開発は水産試験場で試験をしていた経緯もあり

ます。 

 さらに、水田が非常に魚の育ついい条件であることを活用して、水産振興協会で、ニゴ

ロブナとかホンモロコの稚魚を水田に放流し、１カ月ほど成長させて、水路を通じて琵琶

湖に行ってもらう水産増殖の場としての利用も行っており、農村振興課の取組とも連携し

ているところでございます。 

 

（委員） 

 琵琶湖とその流域で生じた主な事象の年表について、魚介類のところが琵琶湖と河川に

分かれていますが、琶湖、内湖、田んぼのつながりというのが非常に重要な関係になって

きますので、琵琶湖と河川の他に、その間に「内湖、水田」、あるいは、「内湖・水田」と

いうような項目を入れられたほうがもう少し理解が深まるのではないかと思いました。 
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 また、年表について何年から何年というのではなくて、やはりこの年にこういうイベン

トが起こったというようなところというのは入れておく必要があるかと思うのと、例えば、

オオクチバスとかブルーギルの琵琶湖への侵入時期など煩雑にならない程度にイベントを

もう少し追加していただけたらと思います。 

 

『琵琶湖と暮らし２０１８』、これは毎年バージョンアップされていて、非常にわれわれ

も参考にさせていただいているのですが、実際はこれがほとんど流布されていないのです

ね。ぜひこの『琵琶湖と暮らし』、何年というものの、何年かに一度は公表するということ

をぜひご検討いただけたらと思います。 

 

 それと、レッドデータ指数というのがありまして、過去３回分のデータでカテゴリーが

ランクアップした種とランクが下がったり、あるいは、ランク外になった種類の割合を見

れば、もう少し全体にその生息状況が良くなっているか、そうではないかということが評

価できるのではないかと思いますので、一度ご検討いただけたらと思います。 

 

（事務局） 

年表についてご指摘いただいたことは、本当にそのとおりだなと思いますので、表記は

いずれも考えたいと思います。 

 あと、『琵琶湖と暮らし』が十分流布していないという点、もっといろいろ広めていかな

いといけないと思っています。公表については、毎年滋賀県のウェブサイトのほうにアッ

プデートしております。ただ、滋賀県のホームページに掲載する限り、場所が分かりにく

くなるというような課題が別途あるかもしれません。 

 いろいろなところで積極的に配布するように努めてはいますし、初めて見られた企業等

が「これはすごい資料ですね」という評価してくださることもあります。利用価値はいろ

んな人にあると思うので、いろんなところで出していきたいと思っています。 

 最後のレッドデータ指数についてのご提案は、まさにそのとおりかなと思いますので、

また改めて整理していきたいと思います。ありがとうございます。 

 

（委員） 

 一点、このキャッチフレーズについてですが、あまり『琵琶湖と暮らし』というのが、

一般受けしないと思うので、キャッチコピーも考えていただけたらと思います。 

 

（事務局） 

 検討します。 

 

（委員） 

 この表紙の「見えてる琵琶湖」、あるいは「見えている琵琶湖」、日本語としてはどちら

が正しいのでしょうか。ちょっと調べていただければとおもいます。 

もう一つは、あまり科学的な根拠はありませんが、最近、制御できないもの、例えば、

ことし大雨があったり、去年、３つ続けて台風が来たりと、これらの制御できないものが
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琵琶湖とか暮らしに関わってきているかもしれないという状況の中で、やはり気象の情報

はどこかにあってもいいと思います。 

 どう表現するか、図とか表でというのは難しいですが、１年の降雨量が同じでも極端現

象が起きてきたら、あるいは、１年の平均気温が同じでも夏が異常に暑くて冬が異常に寒

かったらとなると、たぶん違ったことが生態系という意味でも起こってくると思いますし、

琵琶湖への流入負荷というのも変わってくると思います。傾向を出すのはまだ難しいとは

思いますが、そんなデータを入れることで、最後の、おさかなプロジェクトに関する内容

がまた生きてくるのかなと思います。今回は難しいですが、これから考えていかなければ

いけない内容の一つだろうなと思って聞いていました。 

 

（事務局） 

１点目の「見えてる」か「見えている」かについては、調べてみたいと思います。 

２点目については、実は資料１‐２のグラフの中に、降雪量の話、気温・降水量の話な

ども掲載はしてはいます。こういったものも、この『琵琶湖と暮らし』の中に入れるとい

うことも一案だと思いますが、なぜあえて分けているかというと、この冊子はあくまでア

ウトカム指標だけに絞って冊子にしているというのがあります。 

 そうとはいえ、やはりアウトプットの話も必要ですので、関連情報に掲載しています。

気象情報などについては、この関連情報に入れて対応できればと思います。 

 

（座長） 

温暖化については、この『琵琶湖と暮らし』の中でどのような対応をされているか教え

てください。 

 

（事務局） 

 琵琶湖の環境を考える上で重要な内容であり、掲載を考えていくべき事項であると認識

しています。情報の掲載を検討いたします。 

 

（委員） 

流入側の負荷は改善していますが、水質は良くなっていません。この辺の問題がやはり

水質の環境基準は達成しているけれども、良くならないということにつながると思います。

琵琶湖の水質を維持するための基準とは何でしょうか。基準は環境基準を満たしているだ

けでは十分なのか否か、あるいは、もっと厳しい基準が必要なのかということを検討はし

ないですか。 

 

（事務局） 

 流入負荷と湖内の水質が対応していないというのは、例えば CODについては難分解性有

機物というものが増えてきたのではないか、そんな整理を一定しているところです。 

 そういう中で、さらに新たに今後滋賀県として、厳しい指標を考えていくべきではない

かというご提案もありました。一方最近は、水質だけではなく、漁獲量や水草など、生態

系全体を見て琵琶湖の健全性を考えることが大切ではないかということで、様々な方々と
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議論をしているところです。 

 したがって、単純に流入負荷を下げて湖内の水質を良くしていこうということだけでは

なく、何をもって健全と言えるのだろうかという視点から、今研究を行っております。 

 

（委員） 

 ２０ページのこの棒グラフは、スタートは昭和６０年からです。最近は下げ止まりで、

これが十分低いと見ていいのか、以前はもっと低かったけれども、ここからは下がらない

のかというのは、このグラフだけでは分からないので、これより前の情報はありますか。 

 

（事務局） 

 同じようなやり方、データの精度で計測できているのが昭和６０年以降ということで、

それを載せています。方法や精度の違いはありますが、１９６０年ごろについて推定した

ものが過去にありまして、それで見ますと、当時は平成１７年か２２年と同じぐらいの負

荷量だったと考えられています。 

 

（委員） 

 先ほどの温暖化の適応も絡むのですが、昔と同じだけの負荷に戻しても、温度そのもの

が変わってきているのでなかなか水質が良くならないということがあるかもしれないので、

ぜひいろいろ検討していただければと思います。 

 

（事務局） 

環境基準というのが今まで水質が、琵琶湖を良くしていくための一つの方向性だったわ

けですが、水質だけではなくて、物質循環の中で生態系全体につながっているからこそ意

味があるということで、有機物、物質循環を見るためにＴＯＣという測定方法も活用して

健全性を評価していけないだろうかという検討を行っています。 

環境省の競争的資金もいただきながら国環研の琵琶湖分室の方々はじめ、ここにおられ

る方々も含め研究をしているところでございます。環境省とも情報共有、勉強しながら新

しい方向性を一緒に出したいと、今取り組んでいるところです。 

 

（委員） 

 ゆりかご水田についてですが、取組の面積も増えてきて、指標の評価としても良くなっ

ているということですが、実際、ゆりかご水田が増えて、ニゴロブナなどの水生生物が増

えているのでしょうか。そうした調査など行われているでしょうか。もしこのようなこと

が分かればより取り組みの意識もより一層変わっていくのではないかと思います。 

もう一点、森林の状況について、２５ページの天然林の状況と人工林の状況についてで

すが、出口として人工林については県産材の利用促進と言うことが記述されていますが、

特に天然林について私たちがどう関わっていけば良いのかということを一言でも入れてい

ただいたほうがいいかなと思いました。 
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（事務局） 

 魚の漁獲量とかがゆりかご水田とともにどうなってきているかとかいう観点ですが、や

はり一番少ないときのニゴロブナの漁獲量が２０トンを割っていたことを思えば、今は直

近のデータで５０トンぐらいにはなっているので、やはり増えてきていると思っています。 

 ただ、取組はゆりかご水田だけではなくて、ヨシ帯の造成、または外来魚の駆除など、

総合的な取組の成果でもあると思っております。 

かつてはもっと多かったので、これからもしっかり取り組んでいきたいと思っておりま

す。 

 

（事務局） 

 森林に関する部分については、県民一人一人ができる出口として、どういったことが書

けるのか検討してまいりたいと思います。 

 

（委員） 

 ゆりかご水田ですけれども、宿命的に、魚が琵琶湖から遡上できる湖岸から２キロぐら

いの範囲までの非常に限定されたところでしかできません。また、今の農業の実態として、

滋賀県では大体ブロックローテーションを行っており、毎年同じところで水田はできない

のです。ですので、帰ってくるのはいいのですが、次の年に帰ってきたら、そこは水田で

はないことが多いのです。 

 そういうこともあって生態系再生のシンボルとしてはいいと思いますし、もっと取り組

むべきですが、在来魚を増やす効果という点では、そういう難しいところもあります。 
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（座長） 

次に移ります。議題（２）「マザーレイク２１計画の総括について」、事務局からご説明

をお願いします。 

 

（事務局） 

 資料２－１、２－２について説明 

 

（委員） 

 第２期のマザーレイク２１計画を考えるに当たっても、市民の皆さんの意見を集約する

ようなかたちで、計画はできています。今回こういうかたちで、びわコミ会議への参加者

からの声をこれだけ何年にもわたって蓄積してこられたというのは非常に良かったなと思

います。 

こういった点では、丹念に一般の方々の声を次の計画に反映できる仕組みというのがで

きたのではないかと改めて思います。ぜひこれを次の計画の中心的なところに位置付けて

もらいたいと思います。 

 ただし、なかなか計画を理解された上で計画について評価されている市民の方はそんな

にはおられず、いわゆる現状としての琵琶湖、あるいは現状としての市民活動等に関して

こういう問題があるなど、そういった評価が主ではないでしょうか。計画そのものにこう

いう視点が足りないのではないか、あるいは、計画でこのような目的で事業をやっている

が、それが十分ではないのではないか、そういった狭い意味での計画に関する評価という

のはごくわずかではないかと思います。 

とは言うものの、マザーレイク２１計画そのものが非常に網羅的で、いろんなところを

対象として含んでいるので、特に計画を意識されていなくても、琵琶湖の現状、市民活動

の現状に関する評価であれば、その先の計画そのものに対する評価、批判であるというふ

うに考えればいいのかなとも思います。 

 

（事務局） 

 びわコミ会議に参加していただいている団体の方々には、マザーレイク 21計画の評価を

お願いしますということで、ふりかえりシートを書いていただいておりますが、計画の中

身を全部理解した上でそれをするというのは非常に負担があります。そうはいっても、や

はり計画の中身を分かった上で評価してもらいたいという思いがありますので、毎年、事

前の説明会というのを参加される団体の方にしております。計画をお示しして、特にそれ

ぞれの団体に関連するページをコピーし、ここだけは少なくとも読んできてくださいとお

伝えしています。その上で、ふりかえりのシートにマザーレイク 21計画の評価をしてくだ

さいというお願いを丹念にしております。 

 そうした結果として、提出されるふりかえりシートというのは、ページ番号とかを書い

た上で、こういう表現のこういうところが十分書かれていないというふうに具体的に書い

てくださる団体もそれなりにあります。 

 ただ、もちろん、そういった団体ばかりではなくて、どちらかといえば、ご自身の事業

であるとか、日々感じておられることについて評価をされているということもありますの
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で、読み込んだ上で、こちらで整理して記載するかたちにしています。 

そういう２つの方法で、皆さんのご意見を計画の評価につなげたい、そういう工夫をし

ているところです。 

 

（事務局） 

 計画そのものの評価、これは非常に難しいところでございます。先ほど、ふりかえりの

ところでもございましたけれども、アウトカム評価のところで２つ書いてございます。「琵

琶湖流域生態系の保全・再生」と、それから、「暮らしと湖の関わりの再生」という２つの

観点からふりかえりをしていこうと考えております。資料でいいますと４ページですが、

学術的な考察の部分の「琵琶湖流域生態系の保全・再生」と、「暮らしと湖の関わりの再生」

という２つの矢印を描かせていただいてございます。 

 今後、そういった計画に対するそのものの評価等、さまざまな場面で聞き取りもさせて

いただきながら、次の計画策定のときの基礎資料として捉えてまいりたいと思っていると

ころです。 

 この計画は、暮らしと湖の関わりの再生という部分が非常に大きなところでもございま

したので、どうしてもそちらの部分に注目が行きますが、両方相互にチェックし合いなが

ら最終的なまとめにしていければなと考えているところでございます。 

 

（委員） 

 今の資料の２‐１の最後のページで、ふりかえりを２つに分けてと、これはよく理解で

きましたが、このページの真ん中の矢印について、これは何をどうするのですか。 

 

（事務局） 

 こちらで生態系保全・再生、それから、関わりの再生ということで分けさせてはいただ

いておりますが、実際に、その関係団体、企業、ＮＰＯというふうなところ、あるいはび

わコミ会議もそうですが、そういったところに聞き取りをした場合に、やはり生態系保全・

再生というところに話が及んでくる可能性もありますし、逆にその関わり再生というとこ

ろに話が及んでくることもあるということで、こういった矢印の行き来を書かせていただ

いているということでございます。 

 

（座長） 

 情報交換という程度ですか。 

 

（事務局） 

 はい。 

 

（委員） 

 ここをうまく風通しよくすることが本当にいい評価をしてふりかえりをすることにつな

がると思いますので、ここはものすごく重要だと思いながら図を見ていました。 
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（事務局） 

 ありがとうございます。そのような役割はこちら事務局のほうでもさせていただきたい

なというふうに思っております。 

 

（委員） 

 マザーレイク 21計画について生物多様性の地域戦略ですとか、様々な計画とオーバーラ

ップする部分があります。次の策定のときにはそれを総合的に網羅して、統一するような

作業というのが必要かなとおもいます。 

 

（事務局） 

 ありがとうございます。県の環境に関する計画は、環境総合計画、その下に温暖化、自

然関係、生物多様性、湖沼計画、水質などが重なってございます。そして、さらに今現在、

琵琶湖保全再生法ができまして、琵琶湖保全再生計画もできてございます。 

 これらをどう整理していくのかというのが、今後の課題でございます。マザーレイク２

１計画を計画というかたちで残していくのか、それとも、それ以外のかたちで残していく

のか等も含めまして、他の計画との整合性などを考慮し、今後、２年間でしっかりと整理

をしたいと考えております。 

 

（委員） 

 びわコミ会議の資料２の中に、キーワードが人とあります。今回の資料の中で、滋賀県

は、環境教育の先進県で、小学生が全校、湖の体験をすると、それから、山の体験、森の

体験もするというのがありますね。そこで、ちょっと残念なのは川の体験がないことです。

森と湖のつながりを見えるかたちとしては、川がつなぐというのは非常にわかりやすく見

えるわけです。 

 ところが、去年、シーカヤックで琵琶湖を１周して、漁村に立ち寄って、いろんな漁師

さんの本音の話を聞きました。漁師さんが、琵琶湖の漁業はこんなに厳しい状態になった

のはいろんな理由があるけれども、川に水が流れなくなったこともひとつだとおっしゃっ

ていました。これは本当に大事な視点だと思います。琵琶湖の生き物が元気であるという

ことは、森があって川があって、あるいは、地下水を介して琵琶湖がつながっていること

です。 

 ところが、このアウトカムとか、いろんな指標の中に例えば川の瀬切れ状態の情報がな

いのは、私は非常に不思議に思います。 

 もう一つは、琵琶湖の南湖では、昔いろんなところで魚釣りをしていました。湖岸のど

こでも琵琶湖にアクセスして釣りができたのです。ところが、今は琵琶湖の南湖は、マリ

ーナや会社や私有地になって、人々が琵琶湖にアクセスできない状態になっています。北

湖では公園化されて非常にきれいで、シーカヤックを砂浜に着けることができますが、着

くと係の人が来て、ここではそんなもんを止めてもらっては困りますとか、キャンプして

もらっては困りますとういことがありました。琵琶湖は、管理の都合が優先されて隔離さ

れていることを痛切に感じます。 

 そういうことも含めて、２期の最後の段階に、人々が琵琶湖と簡単に関われるような仕
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組みを考えないと、このマザーレイク２１の計画はなかなか達成できないのではないでし

ょうか。 

 

（座長） 

 ありがとうございました。重要な要素として、項目として残しておいていただきたいと

思います。 

 

（委員） 

 シチズンサイエンスのことが出てきていますけれども、これは具体的にはどのような科

学を市民参加型で実践されていて、どのような成果が出てきているのですか。どういう事

例があるのか、教えてください。 

 

（事務局） 

 滋賀県の中でいろんな市民の方々が中心になって水の調査、生き物の調査をしていまし

て、それがそれぞれの団体で蓄積されているという話は多方面から聞いています。ただ、

それを一元的に取りまとめて何かデータベースのようなかたちで整理されているのではな

く、それぞれの団体が保有している状況に収まっているものが非常に多いのが現状です。

そして、対象も様々ですし、質も様々というところですので、それをどのように個々の学

術的な成果に結び付けていくかというのは、これからの課題かなと認識しています。 

 

（委員） 

 ということであれば、例えば県のほうで主導して、サンプリングをするならこんなやり

方でとか、水質を調べるならこの項目で、こんなやり方でとか、何かガイドラインを用意

されてはどうでしょうか。そうすることで、この草の根の活動が科学に乗ってくることに

なると思いますので、ご検討いただければと思います。 

 

（座長） 

 また計画を立てるときの要素として、よろしくお願いします。 

 

（委員） 

この計画は、せっかくマザーレイクという英語の名称を付けられていますが、どうも閉

じている印象を受けます。県内でたまたま流域と県境が一緒だからやりやすいということ

もありますが、将来、親しみやすいみたいなことも含めて、国内からの観光で来る人たち、

あるいは、学習で来る人たちもいるかもしれないですが、それとインバウンドで来る人た

ち、そういう人たちをどうやって扱っていくかというスタンスがあって、では、次のマザ

ーレイクをどうしましょうかという、そういう考え方もあってもいいのかなと感じており

ます。 

 そうしないと、自己満足で終わってしまうような感じがしないでもないので、そういう

視点も将来的にはあってもよいかと思います。 

これからそれは気候変動への適応ということと、これだけ国際化しているということを
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考えていかなければいけないのではないかと思います。 

 

（座長） 

 ありがとうございました。これも要素の中へ入れておいて、また、話が済んでいる中で

考えていこうということになろうと思います。全委員の皆さま方のご意見もいただきまし

たし、時間も参りましたので次に進めさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

（座長） 

次に移ります。議題（３）「その他」とありますが、事務局から何かありますか。 

 

（事務局） 

 参考資料１「第７回びわコミ会議結果概要」を説明 

 

（座長） 

 委員の皆様には、会議の進行にご協力いただきありがとうございました。これをもちま

して、議長の役を終わらせていただきます。 

 

（事務局） 

本日は、ご多忙のところ長時間にわたり、貴重なご意見を賜りましてありがとうござい

ました。 

 これをもちまして、第７回学術フォーラムを閉会させていただきます。 


