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          第 10回マザーレイク 21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 

（２）マザーレイク 21計画のふりかえりについて 

（３）その他 

 

座長：  

今日は議題が２つ、その他を含めて３つございますが、皆さまのご意見を頂ければと思い

ます。よろしくお願いします。 

それでは、早速、議事に入らせていただきます。議題の１です。マザーレイク 21計画の推

進状況について、ご説明をお願いいたします。 

 

事務局: 

 【資料１－１】「マザーレイク21計画各種指標の平成30年度末の状況」 

【資料１－２】「マザーレイク21計画各種指標の状況」 

【資料１－３】「びわ湖なう 2019～指標でみるびわ湖と暮らしの過去・現在～」 

について説明 

 

座長： ありがとうございます。今、「びわ湖なう 2019」のご説明と、その前に少しだけ資

料１－１、１－２の説明でありましたが、何かご指摘いただくことはございますか。ご意

見があれば。 

 

委員： 「びわ湖なう」の 20ページのヨシについて、上の３段落目の下から３行目で、い

ろいろな取組をして「ヨシの面積は平成 30年度には約 262haまで回復しました」となって

いますが、これは正確に言うと「ヨシ群落の面積は」ですね。淡海環境保全財団なんかも

問題視しているのは、下のグラフを見てもらって分かるように、ヨシ群落としては増えて

きていますが、ヤナギの木が巨木化している影響もあって、ヨシ帯の面積自体は平成 19年

から 30年にかけて、むしろ減っていることです。そういう意味でここは正確に「ヨシ群落」

とすべきだと思います。 

 

座長： これは修正をお願いします。他に何かございますか。はい。 

 

委員： 39 ページの魚介類の内湖・水田のところですが、田んぼに登る魚の減少となって

ありますが、むしろ内湖の干拓が始まった時期と、それから干拓が終了した時期。それも

入れた方がいいと思います。干拓が終了したのは 1971年だったと思います。干拓が始まっ

た時期はあまり記憶が・・・。 
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委員： 始まった時期は、戦時中の食糧増産が進められた頃のはず。 

 

委員： 国か何か事業が始まる、どこかで切らないと駄目なのですが、内湖の干拓、何遍

も言っているのですけれども、何かこう、内湖の干拓をどこかで切って、あと終了は 1971

年だと思います。 

「田んぼに登る魚の減少」というのは、ちょっと 60年代半ばというところはよく分からな

いので、そこも何かデータがあれば。それで、その時期を入れてもらったらと思います。 

それから、細かい話で恐縮ですが、イケチョウ貝ですが、通常、動物の名前は全部、カタ

カナで書きますので、イケチョウガイはカタカナで書いていただければと思います。 

それから、あと、「希少植物が増えた」という表現があったのですが、厳密に言いますと、

希少植物が増えたというのは非常に、見たときにイメージとしてよく分からないと思うの

です。だから、希少植物の規定された種が……。ちょっと長いのですけれども、「指定種が

増えた」とか、そういう言い方の方がいいのではないかと思います。 

 

座長： よろしいですか。これのご対応はどうされますでしょうか。 

 

事務局： ご指摘のとおり、対応したいと思います。 

 

座長： ありがとうございます。他にございますか。 

 

委員： 「びわ湖なう」を見させていただきまして、１４ページの松沢さんのインタビュ

ー記事に関連して、漁村とか沖島を含めて聴き取り調査に行きますと、漁のことを一番知

っておられるのは漁師さんで、ここに書いてもらっているとおり、豊かな琵琶湖が本当大

きく変わってきた。昭和 30 年代から 40 年代は、ここにも書いていますけど、魚がたくさ

んいた。今はだいたい漁獲量が 10分の１になっており、あの豊穣の湖が一体どこに行って

しまったのかと。どこまで保全や再生をしていくのかというところが本当に考えさせられ

るのです。松沢さんが指摘されるような、いわゆる水というものが、基本的に昔の水とち

ょっと変わってきているというところは非常に気になるところだったのですが、いろいろ

食文化を継承していきながら、琵琶湖の魚を守っていきたいなと思っている中で、まだ地

元の魚を待っている人が結構いるのですね。昔から伏見の田舎で、アユの生を買って来て

炊いて食べる文化は今もまだちょっと残っていますし、よく仕掛けると口コミされて若い

人でも寄ってきてくださることがあります。松沢さんの最後のところに書いていますけれ

ども、今より倍くらいと表現されていて、ふーんと思ったのですが、何とか毎年、琵琶湖

の周りで住んでいた人々が守ってきてくれたそういう食文化を何としても継続できるだけ

の保全というか、再生が大きな課題だなと思っております。 
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そういう意味で、さらに琵琶湖の課題がどういうところにあるのかは、われわれ自身がき

ちんとつかまえていって、それの再生と保全を図らないといけない。また湖魚のおいしさ

を伝える努力が今だからこそやはり必要なのかなと思いました。特にこういう記事が入っ

てくるのは非常に効果的というか、本当の琵琶湖の人の姿が見えるというか。特に意見と

いうことはないのですけれども、以上です。 

 

委員： 今のに質問をしていいですか。松沢さんの、昔は農業濁水に魚が寄ってきたと。

それは雨が降って……。 

松沢さんのインタビューの中の、昔は農業濁水に魚が寄ってきてという。小河川から泥水

が流れて、その臭いに反応して、魚が遡上してくる話はよく聞きます。 

私も 15年ぐらい前に、琵琶湖環境部の人たちと一緒に漁協というか、漁師さんたちにイン

タビューしたときに、安土の漁師さんがやはり同じようなことを言っておられました。忌

避という、逃げていくという。 

その漁師さんの推測で、別に何か調査をされたわけではないのですけれども、除草剤とか

そういう農業の関係が何か問題になっているのではないのかと。調べてほしいと言われて

も、僕は社会学をやっているので、そんなことは調べられないのですけれども、何かその

辺のところがずっと気になっていました。そのあたりのことについて、県の方では何かデ

ータをお持ちなのかということを少しお尋ねしたいのですけれども、いかがでしょうか。 

 

琵琶湖保全再生課： 農地からの濁水に対して、寄ってくる、忌避している、それが農薬

の影響かどうか。そういった視点での細かい確認ということはしていないです。農薬に関

しては、今まで特に水質に問題があるような形では出てきてはいないです。 

あと、農業の世界でいきますと、かつてとたぶん農薬も変わってきているところはありま

す。それも必ずしも悪い方向ばかりではないのですけれども、昔かなり分解しにくいよう

な、よく効く農薬を使われていたのが、最近、導入されたようなものはいろいろな生態へ

の影響もクリアした形で出来ているものになっています。 

そういった中で、おそらく一言で言っても、その濁度の表しているもの自体がだいぶ昔と

いろいろな視点で変わってきている中で、除草剤かもしれないというところに対して明解

にお答えできるようなものはなく、明確に悪くなっているという情報もないというのが現

状かなと思っております。 

 

委員： これは 15年前の漁師さんの話を思い出して、今、お尋ねしただけで、別に農薬が

ずいぶん改善して、ゆりかご水田とか、ああいうところでも生き物に何か影響しないよう

に配慮されているということはよく存じ上げています。 

こういう何気ない漁師さんの観察というか、経験ということがいろいろな環境問題のとこ

ろで重要だと思うのですね。かつての大きな公害問題のときでも、そういう現場の人たち
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の感覚というのが結構鋭く、直感であっても、科学的データがないから存在しないのでは

なくて、何かおかしい、何だろうなといったときに敏感に対応していく、調べていくとい

うことが大切なのではないのかなと私は思うのですね。 

松沢さんお一人の考えなのかどうなのか、ちょっと分かりませんけれども、そのあたりで

何かこっちの方も意識して、データをお集めになってもいいのではないのかなという気は

しました。 

 

座長： ありがとうございます。最後の方にお魚プロジェクトの図が出てきましたね。こ

れはどちらかというと、今の、あるいはその時々の、最近の状態をまとめたもの。 

ただ、このお魚プロジェクトのそれぞれの、その時々の経緯は、もっと前にもおそらくあ

るのですね。今、たぶん言われたのはもう少し前の話であって、今、松沢さんのインタビ

ューが載ったので、そういうことが出てきたのでしょうけれども、古いことを知っておら

れる。どこまでどうまとめるかというのは難しいのです。オーラルヒストリーみたいなこ

とをどこかでまとめていってもいいのかなという気がします。今、こうしますと言ってい

ただかなくていいですから。 

 

事務局： ありがとうございます。今のお魚プロジェクトのことについては、もともとと

言いますか、今、座長がおっしゃったように、そういうオーラルヒストリーみたいなもの

をしっかりと、ちゃんとした形で残していきたい。ついては、最初は、ここに写真があり

ました。いわゆるワークショップなどをやりながら、この資料でいいますと 39ページにな

りますけれども、年表とマップをつくろうというのをやりました。みんなで地図を囲んで、

いつ頃、どの場所でどんな変化が起こったのかということを、もう漁師さんも含めて、わ

れわれ行政の職員も含めて書き出したものを、こういう年表にまとめて、いろいろ見てい

く。 

先ほどご指摘のあった、例えば「田んぼに登る魚の減少」ということはこのあたり、1960

年代に書いてありますが、これもそのときのどなたかの意見というか、感覚といいますか。

確かにあの時代にこういう変化があったということをまとめたものです。そのときの記録

というか、データは元のものもありますし、そういったものをこういう形では一応、整理

もしております。また違った形でというか、まとめ方はいろいろあると思いますので、今

後もおそらく活用していきたいと思っています。 

 

委員： しつこいですけれども、もう一つだけいいですか。前、15 年前ぐらい、野洲市長

がまだ部長をされていたときだと思いますけれども、一緒にいろいろ回って、話を聞いた

ときの経験です。滋賀県の漁民の人たちは純粋に漁民ではなくて、半農半漁で、田んぼを

持っている農家だったりするわけですね。これが全然、利害関係が対立するような、漁民

対農民みたいなものであれば、もっと文句が言えるのだけれども、自分たちも半分、加害
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者で、半分、被害者みたいな、そういうところでなかなかこういうものも問題にできない

よね、みたいなことは言っておられたと思います。圃場整備で、今までとは異なる形の濁

水が河川から流れていくこともよく分かっておられる。それが社会問題化していくという

のは、いろいろなステークホルダーの間で利害が対立して、それが顕在化していくという

ことが通常のパターンですが、滋賀県の場合はそれがあまりそういう形にはならなかった

とお話しされて、なるほどなと思った記憶が今、よみがえってきました。 

そういうことも含めて、こういう内水面漁業。滋賀ならではの歴史的な事情があって、そ

れがこの環境問題の社会化ということと深く関連しているように思うので、そういうこと

も今のこういうオーラルヒストリーを通した歴史的な研究や調査をなさるときは、そうい

う滋賀独自の社会構造も視野に入れて、やっていただけると面白いのではないのかなと思

いました。社会的に有益なものができるのではないかなと思いましたので、蛇足かもしれ

ませんけれども、発言させていただきました。 

 

委員： 今のに関連して、オーラルヒストリーというのは非常に大切だと思うのですけれ

ども、それを科学的に実証するというのは別のことだと思っています。 

実は私は昔、田んぼの水をタンクに入れて、それをダーッと流したら、魚がどういう行動

をするかを見たことがあるのですね。それで、別に水道水をタンクに入れて、流してみた

ら、どういう行動をするかというのを見たことがあるのですけれども、そうしますと、水

道水を流しても、全然、上がらないのですよ。ところが、田んぼの水を流すと上がります。

上がるのだけれども、ちょっとシステムの関係で、循環していたので、同じ水をずっと流

し続けると上がらなくなるということがありました。 

今、お伺いしたのは、一つは濁水の中身ですね。だから、田んぼの水が流れてきているの

か、そうではない他の水が流れてきているのかというところと、それからもう一つは魚自

身の反応で、これは実験ができると思うのですね。そういうので魚の行動がどうなるかと

いうことをきちんと把握すれば、何らかの答えは出てくるのではないか。オーラルヒスト

リーを科学の目で評価しようと思うと、やはり実験という手法で、では、本当にそれはど

のどういうふうにしたら問題が分かってくるのか、という組み立て方が必要だと思いまし

た。 

 

委員： 今、議論しておられることと関係があるかと思いますが、４ページの評価結果の

文章の最後の方に「不健全な状態にあり、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」。これは文章としては分かるのですが、より総合的なアプローチというのを

もう少し中身を具体的にイメージしにくい。百二十幾つの指標で評価をして、その指標間

の関係性を見る。そこまではいいのですけれども、さらにそうすると、それだけでは問題

を解決できない。さらに総合的に評価するにはどうすればいいかということが上がってき

て、そこのことを、総合的にアプローチするという表現をされていると思いますが、もう
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ちょっとそこのところを……。 

例えば、今、議論になっていたような、少し時間系列でどういう変遷をしていったかとい

う時間軸を柱にした総合的なアプローチも当然あるでしょうし、それから、空間的にも今

までは琵琶湖の中のことだけ関係であるとか、今の話のように、これは水田との関係もあ

るし、そこに水がどこからどう来て、それから水田を経過する水と経過しない水との割合

だとか、いろいろなことが関わってくるので、ここの総合的なアプローチをもうちょっと

何か具体的な表現に、あるいは「総合的なアプローチ」の前に「何々のような」とか、イ

メージができる工夫をしていただいた方が理解しやすいのではないかという気がしました。 

 

委員： 今、おっしゃった空間的ということに関連して、琵琶湖と湖辺にばかり注目しが

ちなのですが、魚が遡上してきますよね。結構、水路を通って何キロも内陸の方まで遡上

していく場合もあるので、そういうところまで視野に入れて、何かこういう記述というの

か、考えておられるのかどうかということをちょっとお尋ねしたいです。 

魚にとってみれば、ここからここまでが湖岸で、ここがヨシ群落でというのは関係なくて、

湿地があれば、どこまででも生みやすいところまでどんどん行くと思います。そういう意

味でいえば、滋賀県はこういうゆりかご水田とかいろいろなことをやっていて、そういう

農業の水田や水路との関係ですね。その辺のことは私はよく分からないのですけれども、

何か関心を持っておられるとか、データを持っておられるとか、これから何かそこのとこ

ろにも光を当てていこうとか、何かお考えなのか。そのあたりを少しお聞かせいただきた

いです。 

 

事務局： ありがとうございます。もともとこのマザーレイク 21計画の中では、従来、水

質や自然的環境、景観保全、水源かん養というくくりだったものを琵琶湖流域生態系の保

全・再生としたときに、つながりという視点が要ると。 

実際に例えば重点プロジェクトの中でも、森・川・里・湖。また田中先生がご専門ですが、

そのつながりに着目することが非常に重要であるというものはもともと根底にあって、今、

申し上げているのは、ご指摘がありましたように、琵琶湖から遡上するルート、そのつな

がりも念頭に置いて、先ほどのお魚プロジェクトもそうですけれども、そういう視点の中

でそういう施策を進めているというのと、それから、研究についてもつながりという視点

で、県の研究機関による琵琶湖環境研究推進機構のテーマとしても、そのつながりという

ことをテーマに、個々の研究分野をつなぐ。それを施策につなげていくという視点でやっ

ておりますので、その成果も含めて出てきている部分がありますが、ご指摘の視点で施策

を進めていこうとしているということは事実であろうと思います。 

 

委員： この 10年間、ステップステップでいろいろなことを総合的に調査されて、いろい

ろな取組を進めて、着実に進んできていると思うのですね。その中間的な評価として、例
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えばそういうことが進んで、定着している。そうすると、県外の人から琵琶湖を見て、滋

賀県を見て、ここはなかなか住みやすい県であるかと。自分もそこで暮らして、それから、

子どもたちもそこで過ごすような、そんな評価をする人が増えてくれば、これは非常に確

かな評価になるという意味で、ＩターンやＵターンがこの間、どう変わってきたかという

解析はマザーレイク 21計画の中ではされているのでしょうか。 

 

委員： マザーレイク 21計画の中ではやっていないと思います。ただ、県政世論調査の中

で、滋賀の環境の評価という意味では居住年数が短い、いわゆる新住民といわれる方々の

方が旧住民の方々に比べて評価が高い傾向があります。この傾向はかなり前、10年、20年

前から、ずっと同じです。新住民については社会的な動態としての統計がありますから、

そのあたりを総合すればおそらく推測されているようなことは間違いないと思います。 

 

座長： 他によろしいですか。はい。 

 

委員： 結果的にそうなっているのだと思うのですけれども、５ページの表の説明で、State

で「よい」となっている項目が結局出てこない。ないというのと、Trendがないという評価

も入って。だから、用意しているのに、ないというのはなかなか……。Trendなしと、評価

できたかもしれないけれども、「評価できない」としてしまったものがあるのか、本当にそ

うなのかという、この辺がちょっと、せっかく用意しているのに、１個も出てこないのが

さみしいのですが、この辺の線引きがどうなっているのかを聞かせてください。 

 

事務局： この状態の「よい」という方で言いますと、項目によるのですけれども、目標

値を掲げているものがありまして、その目標値に達していれば「よい」としています。し

かし残念ながら、その目標値に達しているものは今のところないという状況で、ここが空

欄になっているというのが現状であります。 

 

委員： １個もないのですか。 

 

事務局： はい。例えば細かいところで見るとあったりはするのですけれども、あくまで

この指標（カテゴリー）といっているものは非常にざっくりした、さまざまな指標を含む

ものを１つのカテゴリーとしていますので、全部の指標について目標を達成したというの

は、残念ながらないという意味で、「よい」というところに書けていません。 

あと、「変わらない」か「評価できない」かという話もありました。この北湖の底質に関し

ては、もともと実は「変わらない」という評価をしていたのですが、今回、指標によって

悪化しているような傾向も見られることから「評価できない」と変えたものです。別に変

わらないものを避けていることはないのですけれども、指標を複数含んでいるものがここ
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のカテゴリーとして選ばれていますので、何かは良くなっている、何かは変わらない、何

かが悪くなっているというときはどうしても「評価できない」というところにカテゴライ

ズせざるを得ない状況になっていて、この「評価できない」というのが若干多い傾向には

あるかなと思います。 

ですので、本当に個別の指標だけで見たら、「よい」とか、あるいは「変わらない」とか、

そういったものがクリアに出てくるものもあるかなとは思います。 

 

委員： 「変わらない」というのは、事実上、ほとんど出そうにないのですか。どれかが

増えて、どれかが減ってということは、どれかが良くなって、どれかが悪くなってという

のが混ざった瞬間に「評価できない」。平均を取って「変わらない」ではなくて、ある項目、

全部が変わらないときに初めて「変わらない」と、それぐらいに思っているのですか。 

 

事務局： そうですね。ただ、先ほど申し上げたような、底質というのは２つぐらいしか

指標がありませんので、両方とも変わらなければ「変わらない」という評価が比較的出や

すかったりします。このそれぞれのカテゴリーごとに含んでいる指標の数が全然違います

ので、そのあたりで若干、「変わらない」になりやすいもの、なりにくいものがあるかなと

は思います。 

 

委員： この各カテゴリーの説明をもう少し言葉を増やしたらいいのですかね。やはり

GOOD のところは各項目全てにおいて良い状態とか。何かこう、複数あったときに半分以

上が良かったら「よい」とやっているわけではなくて、全部が「よい」にならないと、こ

の青にはならないという、かなり厳しいというか、よっぽど良いときでないと青にはなら

ないということが伝わらないので、琵琶湖は１個も良いところがないのかと何か悲しくな

ってしまうと思うので、「よい」というのはものすごくハードルが高いと分かるような書き

方を何かした方がいい。１個も「よい」がないのはどうなっているのかと思いませんか。

厳しい条件をクリアして、初めて「よい」になるということが分かるようにした方がいい。

青が０というのはちょっと悲しいですね。 

 

事務局： そうですね。厳密な何か定義をもってこれをやっているというよりは、ある意

味、感覚的にこれは良いかな、これは悪くないかな、みたいな感じでやっている部分があ

りますので、あまりしっかりした定義付けはできていなかった部分はあります。配慮して、

記述なども可能な範囲で改めたいと思います。 

 

座長： ただ、あまり詳しく書いてしまうとかえって分かりにくくなることがあります。

今のお話を聞くと、各指標の重みは同じと考えたらいいですか。 
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事務局： あまり突き詰められると、そんなに厳密に考えていないというのが正直なとこ

ろではあるのです。 

 

座長： 僕はちょっと、さっき田中先生が言われた「総合的なアプローチ」という書き方

をしていらして、これはどっちの方向を向いたアプローチなのか。例えば初めから全体を

見て、各施策をつくっていくというアプローチもありますし、そうではなくて、各施策が

あって、その結果として、総合的にどうなりましたかというアプローチもあると思うので

すよ。たぶん、こう聞くと「両方です」と言われるのですけれども、その辺を少し意識す

ると、どこかで全体を見て、どちらの方向であろうと全体を見て、総合的に見るのか。も

しかして逆方向だと、僕は統合的に見るのだろうと思いますけれども。 

特に逆方向で見るとき、各施策から全体を眺めてみるときに重みみたいな……。これは感

覚と言われると、それも必ずしも間違っていないなという。ものすごく重要になります。

そういう意味では、今の５ページの指標は結構いいかなと思って見ているのですが。 

 

委員： 今のところにちょっと関連して、いろいろな指標が資料の１－１にあって、それ

で目標達成ができているものも多く出てきたと思うのです。例えばそれからだんだん離れ

ていってしまっているようなものに関しては、それを達成できるような働きかけをするこ

とになっていましたか。 

 

事務局： 物事によるのだろうとは思いますけれども、基本的にはそういう考え方だろう

と思います。 

 

委員： ちょっと気になったのが、例えば「やまのこ」事業なのですけれども、全小学校

が目標値で、ずっと達成できていたのが、私の知り合いの生徒が行っていたのですが、や

らない学校が出てきているというのを聞いて、減ってきているのですけれども、そうした

場合に、県からの何か働きかけみたいなことをするということですか。 

 

事務局： これについてはもちろん全校が参加できるように、引き続き努力をして、呼び

掛けをしてということはやっています。もちろん維持するのにもそういう働きかけがあっ

て維持をしてきたわけですけれども、それでもどうしても学校の考え方ということで参加

されないところが出てきているという状況です。引き続き全校が参加できるようにという

働きかけはしているということです。 

 

委員： 今さきの５ページの指標の「水の清らかさ」について、「水の清らかさ」と表現し

ていく中身をもう少し分解した方がいいのではないかと。水の清らかさそのものは全体的

に非常に良くなってきている。 
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しかし、魚が住む水の健康度という視点からいうと、心配になるぐらい悪化しているとい

うか、漁師さんの松沢さんだけではなくて……。遠いところに行かなくても魚がいっぱい

いて、シジミだけでも食っていけたし、それが今は取れないから、遠くまで行かなければ

いけないとか、昔は全部、魚の動きが読めたけれども、読めないし、変な動きをすると。

プランクトンとかえさになるようなものが変わってきているところがあって、琵琶湖が変

わってしまった思うぐらい心配になるという漁師さんの声もあります。 

水の清らかさも２つか３つぐらいに分けた方がいいのかもしれません。完璧な指標につい

ては非常に良いと位置付けて、魚の生育環境の水の質としてはちょっと悪化しているとい

う評価の仕方で、ちょっと中身を変えたら記入しやすくなるのではないかと思いました。

以上です。 

 

事務局： ありがとうございます。今、まさにご指摘のとおりで、問題意識は同じで。そ

の意味では、むしろ、今、ご指摘を頂いた水質、環境基準項目になってくるのですけれど

も、従来の環境基準がなるべく混じりっけのない水というか、公害規制、公害の時代、1970

年に制定された公害に端を発していた、非常に環境が汚れている、あるいはまさに汚れた

色をしている。そこに対して、いかに汚濁負荷を減らすのかという観点で設定された環境

基準という、あるいは水質改善という視点で見たときにどうかというのがこの「水の清ら

かさ」。あえてそこを切り出しているとご理解いただけたらと思います。 

その一方で、それだけではないというものが、例えば「漁獲量」や「植物プランクトン」

という面で切り出しております。ですので、ここはむしろ「水の清らかさ」として悪くは

ない状態にあるのかもしれないけれども、他の例えば「漁獲量」や「植物プランクトン」「底

質」の状態を見たときに必ずしも環境基準、あるいは汚濁負荷の削減だけでは、いわゆる

琵琶湖に住む生き物のにぎわいがある状態にはならないということを明確にするために切

り出しているとご理解いただければと思います。 

 

座長： 今のご意見は７ページに、今ほど言われたことが２段落で書いてあって、２段落

目に「水草の大量繁茂、在来魚介類の減少等、生態系の課題が顕在化していることから、

生態系保全も視野に入れた新たな水質管理を検討することが必要です」という文章があり

ます。今までの環境基準に何か加わってくる、あるいは何か変更がある、あるいはモディ

フィケーションになったら、たぶん、もしかしたら「水の清らかさ」という表現自身が変

わるかもしれない。ただ、今はあくまでも汚濁という昔の状況があって、それに対応する

環境基準を踏まえて、それがどうですかという、で、水の清らかさということを使うこと

になる、ということだと思います。 

 

委員： 39 ページの年表を拝見していると、ほとんどがかちっとした言葉が並んでいるの

ですが、その中に１つだけ、ちょっとはんなりした言葉があって、下の方なのですけれど
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も、「川で遊ぶ子どもや魚取りをする人たちの減少」という。これは実はすごく重要なこと

かなと思って。 

先ほどの田中委員と井手委員のやりとりで思ったのですけれども、私は 60代ですけれども、

私なんかより上の 70代、80代の人で、この滋賀県にずっとお住まいだった方に聞くと、魚

取りの話がいっぱい出てきて、それは魚をつかんだときの感触とか、臭いとか、それから

家に持って帰って、おばあちゃんに褒められて、おいしかったとか、そういうすごく生活

の深い実感や身体的な感覚に結び付いた話が山ほど出てくるのですね。多少の差はありま

すけれども、これはもう琵琶湖の周り中、みんな、そうかなと思います。 

こういうのを指標化するのがすごく難しいのは分かっているのですけれども、特に暮らし

……。ここのカテゴリーは何といいましたか。「暮らしと生業」でしたか。最後のところで

すかね。そうですね。23ページに書いてある「集水域・暮らしの指標」。何かこういう指標

にはできないけれども、みんな、こういうことにちょっと注目しましょうよと。なかなか

こんなのは統計を取ったりできないのだけれども、身の回りでそういう人がいるか、いな

いかとか、もっとそういうことをやってみたいけれども、何か障害になっていることがあ

るのか、ないのかとか。何かちょっとそういうことがメッセージとして読む人に投げかけ

られるようなことはできないかなと少し思いました。コラムみたいな枠の中でも「指標化

はできないことですが」という、「こういうことも重要なのではないでしょうか」という。 

マニアの人は、ガサガサと網を持って、水草をそういうところで取って喜んでおられるの

ですけれども、そうではない方も昔、今、老人の方が子どものときに遊んだようなことが、

結果として、何かこういう琵琶湖を守っていく上で重要な経験になるのではないのかなと。

すごく遠回しな変化球みたいなことを言うのですけれども、実はそういう人が周りにちゃ

んと住んでいるか、住んでいないかということですね。 

視覚的に琵琶湖は風景がいい、自然が豊かだとか、それから水質がとか、頭の脳みそを通

して何か感じる環境とか、そういうのもある。知識も大事だと思うのですけれども、だけ

ど、何かここの最後のところにちらっと出てくる、子どもが減ったという。こういうもの

も、せっかく何か思いを込めて、たぶんワークショップやグループワークをされたときに

言っておられるので、そういう何か指標化できないものもどこかで生かしていけるような

工夫が今から間に合うのであれば、小さなところで何か入れていただくと、何か少し奥行

きが出てくるのではないのかなという気がいたしました。以上です。 

 

座長： ありがとうございます。今、親水という観点から言われたのですけれども、逆に

最近、インフラが進んで、自然は怖いものだという感覚が減っているのかもしれないです。

もし今のような親水みたいなことを考えるならば、逆の自然から被るということもどこか

に書いておいた方がいい。今はないかもしれませんが、昔はこうだったということがあっ

てもいいと思います。 
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委員： 水害と並べるとか、そういうのはありだと思います。いいとこ取りはできないと

いうか。 

 

座長： あるいは、僕らの子どものときは、僕はかっぱが出るので、怖いよと。それは理

由があると思うのです。そんなことももし入ってくれば。 

それと、僕は今、「びわ湖なう」というタイトルを変えられました。この「なう」はたぶん、

ちょっと古いなと思うのですけれども。古いときに、ちょっと前に使っていた「なう」と、

この「なう」の意味がおそらくちょっと違っていて、この「なう」というのは、その下に

まさに「びわ湖のこれまで、そしてこれから」という、そこの部分のちょっとタイムスパ

ンが長い「なう」だと思うのです。勝手なことを言いますが、もし「NOW」にして、それ

ぞれに何か言葉を当てはめていただけると。それはできてきたら、という話です。 

それと「State of the Lake Biwa and Our Life」という、ここはこのままなのですか。 

 

事務局： 基にしたものがありまして、五大湖でＳＯＬＥＣという会議があるのですけれ

ども、それが State of the Lake Ecosystem Conferenceの略になっています。それをかな

り意識してつくっているので、言葉としてもそれを踏襲しているというだけで、それほど

こだわりがあるものではありません。 

 

座長： そんなに大したことではないかもしれないけれども、大したことになる可能性が

……。 

それと、32ページと 33ページに、お魚プロジェクトですが、これは琵琶湖の水質を踏まえ

て、陸域社会の影響というのですかね、状況というのですかね。これが自然のものしか入

っていない。これは意見として出ないのか、あるいはそんなに変わらないからというとこ

ろなのか、あるいは他に何か。ここは結構、大事ですよね。今、琵琶湖流域として考えま

しょうということですから、何かここが少し少ないかな。 

 

事務局： お魚プロジェクトのときは、ここに書いているもの以外の意見が書かれた付箋

もたくさん貼られていて、その中には「どこどこ川でこんな工事をした」とか「こんなイ

ベントがあった」とか、さまざまな社会的な話が記載されています。 

ただ、それをこういう形で編集する段階で、やはりクローズアップしているのが琵琶湖の

中の生態系のメカニズムの話がかなり中心になっているので、それに関わる部分だけをピ

ックアップしてしまうとどうしても漏れてしまうということにはなってしまっていますね。 

もちろん何か社会的なことがインパクトになって、琵琶湖の中に異変が起きたということ

であれば、当然、書くべきだろうとは思うのですけれども、なかなかそういったものは局

所的にはあっても、全体で見たときにというのは少ないかなというのがこれまでのところ

ではあります。 
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座長： ありがとうございます。１つだけ。どこからか、今年のびわコミ会議に外国人の

方が見学したいと言われています。今、つくっていただいている「びわ湖なう 2019」とい

う資料はものすごく貴重で、これの全体を訳すのは大変だけれども、何かちょっと簡単に

と、それも大変かもしれないのですけれども、外に向けてということも考えられてもいい

かなと。 

 

事務局： 実は目次に若干、英語を入れているのはそういう意図もなきにしもあらずでし

た。これは冗談ではなくて、それを意識して、目次ぐらいは英語で書いて、何が書いてあ

るかが分かるぐらいのものにはしておこうかなという意図でもありましたが、全文英訳は

考えてはいなかったです。 

 

座長： すみません。余計なことを言いました。よろしいでしょうか。 

 

委員： 例えば７ページにあるようなグラフに、ここだと環境基準と書いてあるので、環

境基準の数字自体をどこかに定義しておいていただくと、素人が見ても満たしているとか、

満たしていないとかが分かるので、他のグラフでももし目標値があるならば、目標値をグ

ラフのそばに書くとか、グラフの中に書くとかして、だから、この項目は達成しているけ

れども、この項目は達成していないから、総合評価はこうなっていると分かるような情報

を加えられる範囲で。目標値がないものはいいですけれども、明らかにこれを目指してい

るというのがあるのだったら、そのグラフ上に書ける範囲で書いておくと、この項目は良

かったという見方ができますので、可能な範囲で情報の追加をお願いします。 

 

座長： 今のご意見は反映をよろしくお願いします。 

それでは、時間がだいぶ過ぎておりますので、できれば次の議題に移らせていただければ

と思います。次は議題の２番です。マザーレイク 21計画のふりかえりについて。事務局の

方から。 

 

事務局： 【資料２】「琵琶湖総合保全整備計画（マザーレイク21計画）第２期ふりかえ

り報告書（素案）」について説明 

 

座長： ありがとうございます。まだ全部ではないですが、現況のところでご説明を頂き

ました。ご意見あるいはご質問等がございましたら、お願いします。 

 

委員： 聞きたいのですけれども、一つは、104ページに上りますので、目次だけ見ていて

もよく分かりません。 
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それで、第１期のときはどうしていたかと言いますと、見開き２ページで要約をつくりま

した。ですから、最初、見開き２ページぐらいで要約を入れていただくと、要するにここ

に何が書いてあるかということが分かるのではないかと思います。 

そのときは、それぞれ湖内のまとめや湖辺域のまとめがありますので、そのまとめをさら

にまとめるという形でやられたら、わりかしすんなり書けるのではないかというのが１点

です。 

もう１点は、もう少し時代背景というか、社会的な背景みたいなものも付け加えると、も

う少し奥行きが出てくるのではないかと思いました。一つは視点の変化ということで、マ

ザーレイク第２期で新しくやられた試みや新たに出てきた考え方を前面に出されるとよい

のではないでしょうか。そして、１期と２期でそのふりかえりがあって、どうなったか。

今まで個々の部分では見ておられるわけですけれども、もう少し全体で視点の変化が書か

れていると、もう少し奥行きが出てくるのではないかと思いました。 

新たな視点で出てきたのが、第１期では琵琶湖の価値の見直しという指摘がありまして、

この１の３を見ていますと、祈りと暮らしに関わる遺産としての価値。これは第１期には

なかった視点ですね。これはどう書き込むかということは、結構、考えるところなのです

が、例えばこれは新しいというので、その項目にアンダーラインを入れるとか、そういう

形で何か、「びわ湖なう」では「びわ湖のこれまで、そしてこれから」というのがテーマに

なっていますので、ここでも「びわ湖のこれまで、そしてこれから」というのが後ろに見

えるような書きぶりをされると、非常に奥行きのあるレポートになるのではないかと思い

ますので、そういうところを入れていただけたらと思っています。 

ちょっともう少し具体的に言いますと、２－１のところに琵琶湖総合開発事業の話が出て

くるのですけれども、これは私から言わせると、少々、言葉足らずのところがあります。

何が言葉足らずかといいますと、琵琶湖総合開発は、最初から治水、利水、環境というの

ではなかったわけですね。最初は治水、利水。つまり何かといいますと、琵琶湖の水資源

開発と治水、それからいわゆる地域振興というのが最初にあって、その後で、赤潮が出た

りしたので、環境保全というのが出てきたという点があります。 

その後に、平成９年に河川法が改定されて、河川法の中で治水、利水、環境という新たな

視点が加わったということがありまして、琵琶湖総合開発が終わった年に河川法が制定さ

れています。 

そういう意味で、琵琶湖総合開発には確かに保全という視点はあったのですが、保全とい

う視点というのは実は河川法の改正より前にやっていたので、そういう意味で非常に先進

的な取組であったと私は理解しています。そういうことを入れていく。そういうことを入

れると、琵琶湖の総合開発事業そのものを単なる治水、利水ではなくて、環境という視点

も加わっていた河川法よりも前にそういうのが加わっていたという位置付けもできるわけ

で、ただし、それは必ずしも取組は十分なものではなくて、それで琵琶湖総合保全整備計

画が策定されたとなるわけで、そういう歴史的な社会的背景というのをもう少し加えられ
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ると、このマザーレイク計画の位置付けみたいなものの踏み台になるのではないかと思い

ました。あと細かい話、また修正についてはメールで送らせていただきたいと思いますけ

ども、琵琶湖の将来に向けてというところで、最後の……。 

 

座長： すみません、ページ数は。 

 

委員： ごめんなさい。104ページです。やはりそこにはぜひ入れていただきたいのは、歴

史を見る視点と言いますか、歴史を通じて見て全体を見るような視点というのをどういう

ふうに確保するかというものをぜひ見ていただけたら、そのためのモニタリングの重要性

を追加していただけたらと思います。 

 

座長： 今３つぐらい言っていただいたのですが、まず要約の２ページの初めのほうにと

いうのはいかがですか。 

 

事務局： ありがとうございます。おっしゃるように概要が一目で分かるようなものとい

うのは必要と思っておりまして、見開きで冒頭に文章で書くのか、あるいはＡ３の一枚物

ぐらいに全体を振り返る報告書の概要版をまとめるのか、やり方は幾つかあるとは思うの

ですけども、おっしゃったようなことを踏まえて検討させていただきます。 

 

座長： 次は時代背景も含めて視点のところをもう少し明確に列記してほしい、ご検討い

ただければ。 

 

事務局： 検討させていただきます。 

 

座長： 最後に言われた全体を見る視点、これが一番難しいのかなと思います。ただ、将

来に向けてというのは、そっちの方向で恐らく大事になりますね。 

 

事務局： 次にどう伝えていくのかというところで、西野委員がおっしゃった守り、活か

すということも含めて次のステップを描いていきたいと思っています。 

 

座長： ありがとうございます。 

 

委員： 質問です。67 ページの琵琶湖や川で遊んだ人の割合は、平成 24 年、27 年度比較

すると令和元年度はかなり高い数値が出ておりますし、次の 69ページの月１回以上湖魚料

理を食べた人の割合も「こんなに、結構上がっているやん」という感じのうれしいデータ

ではあるのですが、この２つに関しまして、県政モニターの方の総数についてもうちょっ
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とデータ、もしも入れていただけるならありがたいなと。年度ごとにデータが違うという

場合は難しいかもしれないですが、県政モニターの、特に環境の関係のモニターや県政に

非常に関心高い方は、非常に食べている量もすごいし、最近ぐんぐんと上げていくと非常

にうれしいですけども、そこの県政モニターの情報みたいなもの、もうちょっと付けてい

ただけると確かなデータとして便利なのかなと。 

 

座長： 最後のほうに参考文献と言いますか、元資料の出どころというのは入れられます

よね。もしそこにあるならば、「これを参照してください」でもいいのかもしれません、内

容に少しよりますが。 

 

事務局： 県政モニターアンケートですけれども、今先生がおっしゃいましたように、ま

ず分野は琵琶湖に限ったものではなくて、県政について全般にご意見をいただく方という

ことで登録されている方からいただいているものです。人数につきましては 400 名だった

と思いますけど、そのうち有効な回答として、ちょっと前後しますけれどだいたい 350 程

度の方からいただいた回答を数値でまとめているという状況で、年度によりましても多少

その数字は前後するかと思いますけど、だいたいその程度でございます。先ほどもありま

したように、県政モニターアンケートですので、県民の皆さんを対象とした世論調査とは

またちょっと意味合いが違いますので、そういうことも踏まえた上でデータを見る必要が

あるかなと思いますので、そこは追記なり、補足で入れさせていただきたいと思います。

また、参考文献としても参照ができるようにさせていただきたいと思います。 

 

委員： 大小さまざまあるのですけれど順番に。まず６ページから行かせてください。最

後の段落で「本報告書では」と始まるところで、第２期計画のこれまでの取組や琵琶湖の

変化を振り返りと書かれていますが、私の理解としては、内容的にはもうちょっと長いス

パンでこれを見ていると思うのです。しかし、この字面だけをたどると、第２期の 2011年

以降しか振り返っていない書き方になっています。 

それから次 10 ページになります。私も西野さんと同意見で、やはりマザーレイク 21 計画

というのは、ある意味、ポスト琵総として作られた計画ですので、そういった意味でもま

た琵琶湖総合開発についてはもうちょっと手厚く書くべきかと思います。例えば足りない

なと思ったのは、江戸時代の洪水の話をしていますが、明治 29年の琵琶湖大水害の結果と

して、南郷の洗堰ができましたよね。そこから琵琶湖の水位操作が始まるわけですから、

そういったところもきちんと書き込んでいくべきだと思いました。 

続きまして、これは細かいですけど 13ページです。第２段落のこの文章はちょっと誤解を

与えそうな文章になっています。「ＣＯＤや全窒素・全りんの環境基準は北湖を除いて未達

成。」これは北湖の全りんは達成だけど、ほかは駄目ですということですので、ちょっと不

正確だと思います。それから 18ページ。このページの一番、文章としては最後、なお書き
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の文章です。保全再生計画の終わりを 2020年に合わせたのは、どちらかというと保全再生

法の見直しが 2020年だったから、そっちのほうが強かったような気がしたのですが、ちょ

っとご確認を。 

もう１点だけ、79、80 ページで、前回ツーリズムのところを少し発言させていただいたの

で、それでここにビワイチが入ったのだと思います。ただ、ビワイチだけじゃないと思う

のです。マリンスポーツであるとか、あるいはエコツーリズムの試みも結構やられていま

すので、もうちょっと琵琶湖を取り巻くツーリズムに関しては書き込んでいただきたいと

思います。 

 

座長： 今の部分はいかがでしょうか。 

 

事務局： ありがとうございます。すべてご指摘のとおり修正したいと思いますが、１点、

18ページでご指摘をいただきました、この保全再生計画の終期についてはというところで、

井手委員は法律の見直しに合わせたというご指摘をいただきましたけど、それもあるので

すが、マザーレイク 21 計画も 2020 年度に終わるということで、法の見直しもある、マザ

ーレイク 21計画も終わるということで、保全再生計画についてもそこでいったん計画期間

を終了して、すべてを含めてもう一度見直していきましょうという意図もございましたの

で、確かに法のこともございますので、それについては追記をさせていただきたいと思い

ます。 

 

委員： 最初の６ページのところの「鳥の目」「虫の目」「魚の目」というところの、その

前に付いている言葉はこれでいいですか。ちょっと何か変えた方がいいような気もするの

ですけど。「鳥の目」というときに鳥瞰的なという、ここに鳥を入れるよりは、普通に俯瞰

的な鳥の目。「虫の目」は、これは本当にその意味で、複眼的という意味で使っているので

すか。ミクロな目という意味じゃなくて、複眼的で動かなくて前も後ろも見えているとい

う意味で使っているのか、細かいところを見ているよ、どちらなのか。どちらでもいいで

すけど、時間の流れをというより、時代の流れをとか、そんな感じかなと思いますが、ち

ょっと表現がこれでいいかなと。 

それから、10ページとか、12ページあたり、洪水とか、浸水とか、冠水被害とか、いろん

な言葉が出てくるので、これは使い分けているならいいですけど、意識していないんだっ

たら統一してもいいかな。浸水被害というのと冠水被害というのはどう使い分けているの

か、特に使い分けていないんだったら統一したらどうでしょうか。あとここはちょっと 10

ページの下から８行目ぐらいのところ、洪水による浸水による被害というのは何かまどろ

っこしいので、大雨による浸水被害ぐらいでいいんじゃないかなと思います。以上です。 

 

清水座長： ありがとうございます。今のご指摘のところは精査いただく、対応いただく
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ということで。 

 

事務局： ありがとうございます。対応させていただきます。 

 

座長： よろしいですか。津野先生、何か。 

 

委員： いや、特にないけど、今われわれが対象にしている水質の項目は、果たして琵琶

湖の状態を表しているのかとずっと最初から考えていて、たぶん漁師さんが言っておられ

るのは、水そのものが今の項目以外に変わってきているのだということを言っておられて、

そのようなのを何で表したらいいのかとずっと考えているのですが、特に今のところ思い

付くような言葉がなくて、何を測ったらいいか、あるいは何をもとにそれを考えたらいい

のかがよく分からなくて、ちょっと今まだ迷っているところです。ただ、琵琶湖自体が全

体的に変わっているというのを肌身で感じておられるではないかというのは何となく感じ

るところはあります。 

 

委員： ６ページの目的のところですが、2050 年ごろの琵琶湖のあるべき姿というのは、

目標としては、イメージはできるんですが、全体私は目を通していないので、私の見過ご

しかもしれませんが、あるべき姿の中身はどこにも出てこないような気がしているんです。

そこのところをちゃんとしないことには２期目の評価もできないし、それから 104 ページ

の琵琶湖の将来に向けてというところにも話が進まないということも含めて、例えばいろ

んなことのつながりというのが２期目の重要な柱の一つとして、そのつながりという中身

を琵琶湖との関係でいけば、それはやはり水の動きであったりというのは一番大きな柱で、

水の動きには、それは人の営みとか、すべて社会的な問題もかかってきますから、そして

あるべき姿としては、やはり 6,000 トンも取れていたセタシジミがいまだに 50 トンだと、

これではやはりまずいだろう。それから、ニゴロブナやホンモロコは、この 10年ぐらいず

っと少しずつ上昇しているし、それもいろいろな努力があってのことです。そういうこと

も含めてやはり 2050年にかつてのように生き物があふれる琵琶湖は無理だとしても、松沢

さんが、せめて今の時代ぐらいは魚が取れるようにしたいという思いを含めて、やはり琵

琶湖に在来の生き物が前よりもずっと増えるということはやはり目標ではないかと、分か

りやすいですね。そのことが自然の仕組みも、人の営みも、すべてがそこに集約される総

合的な指標になるだろうと思いますし、そうしたことがあまり出てきていないので、ちょ

っと私は気になりましたし、あるべき姿というのは、いったいこの２期を通じて、第１期

を始めるときにそれなりにあるべき姿のイメージはあったんだと思いますけども、２期を

通じてそれがどこまで進化して、新たに次のステップへ提案できるかという、そこらあた

りを何とかうまく表現していただきたいなというのが私の願いです。 
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委員： 今のご意見ですが、もしそういうご指摘があるんでしたら、第１期のときのある

べき姿というのが 10行ぐらいで書かれているんです。それをそのままここに入れて、例え

ば琵琶湖の水はあたかも手ですくって飲めるように清らかに満々として春には固有種のホ

ンモロコやニゴロブナ等がヤナギの根っこなど、というような文章なんですけど、わりか

しいい文章だと思いますので、それをそのまま入れまして、それで例えばこの部分は、１

期、あるいは２期を通してどこまで実現したのかというのをこの指標をもとに書いていく

というのが分かりやすくていいんじゃかいかと思います。 

 

事務局： すいません。今のご指摘については、マザーレイク 21計画で今、西野先生から

ありましたように、琵琶湖のあるべき姿ということで、2050 年のあるべき姿ということで

計画の中に記載しているというものがありまして、冒頭の部分を西野委員の方から言って

いただいています。それを文章でつらつらと書いてあるわけですが、少し分かりにくいな

ということで、計画の本文の方には 2050年の琵琶湖のあるべき姿を絵にしたらどうかとい

うことで、また計画本文の方を見ていただくと、今お手持ちじゃないかもしれませんが、

成安造形大学の学生さんにお願いして、こういうイメージというふうに絵にしたものもあ

ります。と同時に、2020 年のこの計画の終期の計画目標として、このふりかえり報告書の

中では、20 ページのところに記載をしてあります。これをもとにその後の評価をしてあり

ます。ここも若干情緒的と言いますか、定性的な表現になっていますが、湖内、湖辺、集

水につながるような配慮、あるいは二本柱においてそれぞれなうのつながりというもので

記載をしておりますので、一応そういう立て付けの中でそれぞれの項目、2020 年の計画目

標を念頭に置いて、2050 年のあるべき姿のどの程度のところまで行ったのかというところ

を評価しようと試みておりますので、もう少しそのあたりが明確になるように工夫をして

まいりたいと思います。 

 

委員： ちょっと振り返りから離れますが、津野先生の提起された問題に関連して、私も

特に漁師さんが言われる琵琶湖の水というところが気になっています。水質という定義そ

のものも非常にあいまいなので、そういうこともあって「びわ湖なう」では途中から「清

らかさ」という言葉に変えていただいたきましたが、気になっているのは同じく松沢さん

がよく「昔の琵琶湖はもっと青かった。今の琵琶湖は白っぽい」とおっしゃっていること

です。ここで青いというのは紺碧の「碧」の字の、ちょっと暗い青だそうです。それが今

は全然色が変わってきている。それというのはやはり常識的に考えればプランクトンの色

だと思います。なので、漁師さんが言われる水に関して、われわれ専門家は水本体のとこ

ろと、プランクトンの話というところを、今は結局、ある意味分けて議論しているわけで

す。そのあたりは、だからどうだというわけじゃないのですが……、それを合体して議論

するわけにいかないですし、そこはやはり漁師さんたちとお話の中でどういう表現だった

ら一番腑に落ちていただけるのかという落としどころを見極めていかなきゃいけないので
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はないか。 

 

座長： 暮らしておられる方々に分かっていただく指標というのと、もう一つ何か分から

ないけど、何か重要な指標、指標なのか、それを水質指標みたいなのは、今までプランク

トンも含めて全部細分化して一個ずつわれわれは考えてきたんですけど、もしかしたらそ

れでいいのかというところもあるし、それで重み付けをして何か総合指標みたいな出てく

るのかもしれないし、われわれが思いもよらないどこかに何かがあったのかもしれないし、

それは分からないです。でも、それは追求していかなきゃいけないんだろうなと思います。

すいません。答えがなくてこんな発言になってしまいます。 

 

事務局： 今の話に関連いたしまして、新たな水質管理指標の検討のための懇話会を別途

開催しております。そこの問題意識も同じだと思います。要するにどれだけ汚濁負荷を削

減してやってきた、その先に、その延長線上だけでは琵琶湖はよくならないだろう。じゃ

あ、何かということで、今のそこの議論の中の一つ整理があるとすると、いわゆる物質循

環、あるいは生態系の循環というか、食物連鎖というか分かりませんが、そういう循環の

滑らかさとか、円滑さというものを一つ考え方としてあるのかなと、要するに滑らか、滞

りなく物質循環が生態系の中で行われるという視点で、その中では、例えば窒素とか、り

んなどの栄養塩というものも多すぎてもいけないし、少なすぎてもいけないだろうという、

その過不足のない状態のものが一つあるのかなということと、最終的には、その結果とし

て生き物、バイオマスがどこかに偏る、水草が大量繁茂するとか、あるいは外来魚が非常

に多くなるみたいな、いわゆる生態系の中の偏りみたいなものがなくなる。一定健全な状

態になる。滞りなく、過不足なく、偏りもないというような物質循環の状態というものが、

汚濁負荷の削減とか、水の清らかさというところと合わせて考慮していく一つの手掛かり

かなという議論があるのかなと考えています。そういう点でＴＯＣの話もありますけれど

も、少し従来の水の清らかさとは違う、また違う視点でこの環境を評価していく指標を検

討していきたいと考えております。そこでの議論もまた進めていきたいと思います。 

 

座長： そこでも議論する。ただ、何か、津野先生の言われている指標、水って何だ、最

終的には全部が収束してくればいいんですけど、まだ少しずつぼんやりしますが、何か違

う気はします。それはこの場もそうですけど、またその懇話会もそうですけど、ほかの場

も含めて、もう少し、少しずつですけども方向性が見えてくればと思います。すいません。

そろそろお時間に……。 

 

委員： 一つだけよろしいですか。今のこととも関わって、尾上の朝日漁業で琵琶湖の漁

師さんに話を聞いたときに、「琵琶湖で魚が取れなくなったのはどうしてですか」「私が確

信しているのは川に水が流れなくなったからだ」と。水問題、今の物質循環も琵琶湖の中
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の物質循環だけじゃなくて、それをまさに陸域との物質循環の問題、それで川に水が流れ

なかったら、それはおかしくなるのは、僕は当たり前だと思うんですが、この中に川の瀬

切れの問題や、そういうことが出てきているのかどうか、そのことの重大性をちゃんと捉

えないといけない。それは見える形での川というのは分かりやすいですけど、同時に琵琶

湖のような集水域があって囲まれている、そういうところでは、日本全体がそうですけれ

ども、最近の研究では、地下水がぼこぼこ湧いているところは目立つけれども、そうじゃ

なくて、むしろ定常的に川から水が流れなくてもじわじわといろんなところで地下水が湧

き出している、それが生態系を支えているということもありますし、やはりもう一度ちゃ

んと琵琶湖に、川に水が流れないということを含めて、地下水も含めて、そういう陸域と

湖との関係をちゃんと捉え直すということも考えないと琵琶湖の再生はできないのではな

いかと、そんな気がしています。私は有明海のことにも関わっていて、琵琶湖以上に深刻

ですが、状況は本質的には一緒です。 

ただ、琵琶湖の場合は、漁師さんのような経験値を持つ人を総合評価ができる大事な人だ

と思って重視される。ところが有明海では漁師さんの意見はまったく聞き入れられない、

そこに大きな違いがあるし、そういう琵琶湖はモデルを作るという意味でも非常に重要な

役割を担っているのではないかという気がします。 

 

座長： ありがとうございます。実は時間が来ておりますので、申し訳ありませんが、議

題の２を閉めさせていただきます。初めに事務局の方からご案内がありましたが、７月の

末が皆さまの一応原稿の締め切りとなっておりますのでよろしくお願いいたします。それ

では、今日は議題１、議題２を議論していただいて、もう一つ（３）その他とありますが、

何かその他でございますか。 

 

事務局： １件だけ、先ほどもありましたけれども、８月 31日のびわコミ会議です。チラ

シの方も付けさせていただいております。どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 

座長： ありがとうございます。最後になりますが、全体を通じてご意見いただくことが

もしあればご意見ください。よろしゅうございますか。それでは今日の議論を、議事を終

わらせていただきます。ありがとうございます。 

 

事務局： ありがとうございました。本日、ご意見をいただけなかった部分がございまし

たらメールで事務局の方にいただきましたら、反映させていただきたいと思いますので、

どうかよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。 

 


