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第２６回滋賀県ヨシ群落保全審議会の議事録

●日 時 平成２２年１１月９日（火）１４：００～１６：００

●場 所 大津合同庁舎 ５Ｅ会議室

●出席委員 １４名中１１名出席

出席 芦谷委員、池見委員、伊藤委員、植田委員、佐野委員、杉本委員、

田中委員、辻村委員、鳥塚委員、森本委員、守安委員

欠席 海東委員 島村委員 橋川委員

●議 題 （１） 会長の選任について

（２） ヨシ群落保全基本計画の改定について

（３） ヨシ群落の保全事業について

３－１） 漁場環境保全創造事業について（水産課）

３－２） 琵琶湖河川再生事業について（河港課） 
３－３） 琵琶湖湖北地域ヨシ群落自然再生事業について

（自然環境保全課）



- 2 -

●事務局 委員の皆様におかれましては何かとご多用のところご出席いただきまして

誠にありがとうございます。ただいまから、第 26 回滋賀県ヨシ群落保全審議

会を開催させていただきます。

本日は、委員の皆様の改選後の最初の審議会ですので、会長を決めさせて

いただくまでの間、進行を勤めさせていただきますのでよろしくお願いいた

します。

それでは開会に先立ちまして琵琶湖環境部自然環境保全課長より挨拶申し

上げます。よろしくお願いいたします。

●課長 （あいさつ）

●事務局 本日ご出席の委員の皆様には、昨年 7 月に委員の委嘱をさせて頂きました

が、今回が初めての審議会となりますので、まず、はじめに本審議会の皆様

をご紹介させて頂きたいと思います。送らせていただいている委員名簿と配

席表をごらん頂きたいと思います。なお、委員の皆様方には後ほど自己紹介

を、お願いする時間がございますので、おかけになったままでお願いいたし

ます。名簿順にご紹介させて頂きます。

（委員紹介）

それでは、ただいまから議事に入っていただくわけでございますが、本審

議会は滋賀県ヨシ群落保全条例施行規則第 22 条 第 3 項の規定により、委員

総数の過半数の出席が必要となっております。本日出席いただいている委員

は 10 名であり、審議会委員総数の 14 名の過半数に達しております。それで、

審議会が成立していることを報告いたします。議事に入ります前に本日の資

料を確認させて頂きたいと思います。

（資料確認）

それでは議事に入らせていただきます。

まず、議題(1)の会長の選任等についてですが、条例の施行規則第 21 条 第

1 項の規定により、審議会の会長は委員の互選により選任いただくことになっ

ております。初めて顔を合わせていただく方も多いと思いますので、委員の

皆様に自己紹介と簡単なご意見をいただき、その後、委員の皆様のお話し合

いによって会長さんを選任していただければと考えておりますのでよろしく

お願い申し上げます。
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それでは、名簿順に自己紹介をお願いいたします。

●各委員 （自己紹介）

●事務局 どうもありがとうございました。それでは、会長の選任につきましていか

がとりはからえばよろしいでしょうか。

●委員 京都大学、森本先生を推薦します。

●事務局 ただいま森本委員を会長にというご意見がございましたがいかがでしょう

か。 

●一同 異議なし。

●事務局 ありがとうございました。ただいま異議なしの声をいただきましたので森

本委員に当審議会の会長をお願いしたいと存じます。恐れ入りますが、森本

委員には会長席にお着きいただきますようお願いいたします。

それでは会長にご就任いただきました森本委員から新任のご挨拶を頂きた

いと存じます。

●会長 （就任あいさつ）

●事務局 ありがとうございました。会長には、条例施行規則第 21 条第 2 項の規定に

基づきまして、審議会の会務を総理して頂き、審議会を代表して頂くことに

なります。また、会長に事故ある時は、条例施行規則第 21 条第 3 項の規定に

よりまして、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理することにな

っております。つきましては、会長に、会長の職務代理者の指名をお願いし

たいと存じます。森本会長いかがでしょうか。

●会長 前回にひき続きまして、鳥塚委員にお願いしたいと考えておりますがよろ

しいでしょうか。

●鳥塚委員 了解しました。

●会長 よろしくお願いします。
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●事務局 ありがとうございました。それでは鳥塚委員におかれましては、職務代理

者としてよろしくお願い申しあげます。それではこれからの議事の進行につ

きましては、条例施行規則第 22 条第 2 項の規定により、森本会長にお願いし

たいと存じます。よろしくお願いいたします。

●会長 規定に従いまして、早速、議事を進行させていただきます。まず、議題(2)
のヨシ群落保全基本計画の改定について。今回の大事な議題です。事務局か

ら説明お願いします。議題が多いようですので、簡潔に説明くださるようお

願いします。

●事務局 （ヨシ群落保全基本計画の改定について事務局説明）

（自然環境保全課）

●会長 ただいまの説明のあったヨシ群落保全基本計画の改定について、ご質問、

ご意見お願いいたします。

●委員 はい。基本的に変更になった部分に関しては、大きな問題はないと思いま

した。新旧対照表の 3 ページの所、ヨシ群落造成事業の最後の部分について、

以前に比べてかなりいろいろな面をフォローした形に変わったと思っていま

したが、場としてのヨシ帯の部分が前面に出しすぎている気がします。ヨシ

も含めた生物のあるべき姿と言うか、ヨシもその場をつくるものとしてだけ

でなく植物としてのヨシの健全性も、盛り込んで頂けたらと思いました。そ

れと、大津市からヨシ群落のその保全に刈り取りや火入れを行うことが有効

だという文を入れたほうが良いというご意見を頂いていますが、この意見は

どのように反映されるのでしょうか。

●事務局 大津市の担当者に事前に確認したところ、このヨシ群落保全審議会の方で、

意見が採用されないということであれば、やむを得ないと考えていると聞い

ております。

●会長 ここで議論すれば良いですね。

●事務局 はい。

●会長 ご意見ございますか。
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●委員 これに関しては、以前からずっと議論になっていたことで、特に植物を扱

う人間と、魚を扱う人間からその刈り取りや火入れが必ずしも生物にとって

有効かどうかは、以前からずっと議論の的でした。特に琵琶湖では、陸ヨシ

と水ヨシがあり、陸ヨシと水ヨシとでは全く手入れの仕方が変わりますし、

変える必要が逆にあるのではないかと思っています。大津市の意見に関して

は、適切ではないと思いました。有効であると言い切ることは今の時点では

できないと思います。

●会長 他 2 点、論点がございましたが、その他に論点としてございますでしょう

か。 

●委員 私も同じように資料 1-2 の 3 ページのヨシ群落造成事業の変更後の所で、2
行目に再生したヨシ帯についてはモニタリングを行い、ということが書かれ

ていますが、実際、過去にヨシの植栽事業がされ、現在、ヨシ群落が成立し

ていない所がかなり多くみうけられます。再生したヨシ帯という範囲には、

過去の植栽事業で、現状、おもわしくない所に対してもモニタリングを行い、

新たに創出するようなヨシ群落以外に対しても、科学的な評価を行う内容が

含まれるべきかと思います。

●会長 再生したヨシ帯だけではなくて、表現をもう少し考える方がいいと言うこ

とですか。

●委員 そうですね。過去のヨシ植栽事業の範囲すべて含むべきかと思います。

●会長 先ほど同じ所のご指摘がありますが、具体的な提案はございますか。

●芦谷委員 ヨシも含め、野生生物のというか、いい文章が思いつきませんが、場をつ

くるものとしてのヨシではなく、植物としてのヨシの健全性のようなものも

盛り込んでほしいということです。言葉として、ヨシ帯本来が有する機能の

前に、どうしたら良いのかわかりませんが、ヨシ自体を含む野生生物の生息・

生育場というような言い方ができるかもしれません。

●会長 ヨシ帯本来が有する機能では不十分だとおっしゃるのですか。

●委員 ヨシ帯の機能というのをどこに見ているのか、機能ではなくて、ヨシの生

態的なものも含めてですので、ヨシの生育の場でもある…変な言い方ですが、
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ヨシが生えることで、他生物の生息、生育の場ができるのでなくて、ヨシ自

体もそこに生育している生物の一種であるということで、ヨシも含めた生物

の生息、生育の場ということです。

●会長 では、野生生物の生息、生育の場というものの前に、ヨシを含むというの

を入れるとよろしいでしょうか。

●委員 もう少し良い言い方があるかもしれませんが、そういうことです。

●会長 ヨシを含む、野生生物の生息、生育の場ということでよろしいですね。

次に、ご指摘がありました「再生したヨシ帯については」どういう表現が

例えば考えられますか。

●委員 造成したヨシ帯については、ということですかね。

●会長 手を加えたとか。

●委員 そうですね。再生したと書いてしまうと。

●会長 再生しなかったらどうなのかということになりますね。

●委員 そうです。実際、10 年以上ほっておかれる場がありますので。

●会長 なるほど。では、手を加えたとか造成したと変更することでよろしいか。

●委員 はい。

●会長 他に何かご指摘はありますか。

●委員 他の論点ということで、資料編、資料 1-3 の、資料編の 12 ページの資料 6
の所ですが、今回は変更がないということですが、時代に合わせて表現をも

う少し正確にした方がいいと思います。書き方の順路として、環境学習の場

として重要、今利用されていますということで、その後でつけたしのように、

ヨシ刈りなど伝統的な活動の話が入っています。文脈としては逆で、伝統的

に 1000 年以上ずっと利用されてきましたということを踏まえて、現在それ以

外に環境学習の場としても活動しうるという流れかと思います。そのため、
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例えば、本来のこれまでの伝統的な使い方を踏まえて、その後で、現在では

環境学習の場としても重要です。というような文脈ではないでしょうか。

●会長 この辺に関しては、そういうご趣旨を別に事務局はどう思われますか？

●事務局 はい。ご意見通り修正します。

●会長 わかりました。では、修正をお願いいたします。他に何か論議点としてご

ざいますか。

●委員 同じように資料 1-3 の 13 ページ資料 7、保護地区、保全地区、普通地区の

定義がヨシ群落の幅でされていると思います。100ｍ、30ｍということですが、

実際その幅に限らず、貴重種が貴重な環境にいるということが多くあります

ので、今後の議題にして頂きたいと思う点ですが、モニタリングをしっかり

した結果を反映して、ここの定義に関して幅で一概に決めるのではなく、例

えば、北湖西岸ですと、そこの群落にしかいないというのもかなりいますの

で、そういったものが反映されるような区分を今後検討していくことをご議

論頂けたらと思います。

●会長 群落の重要度って書いてある重要度が単に幅だけではなく、群集も考慮し

て欲しいということですね。

●委員 そうです。

●会長 どのように表現したらよろしいか。

●委員 今年度でモニタリングの結果が出ますが、実際この幅だけではない所もあ

りますので、今の所、一概にこういう定義にすればいいと言うことを申しあ

げることは難しいのですが、次年度以降、小さくても多様な空間というのが

存在することを踏まえた定義について議論を継続して頂きたいという意見で

す。 

●会長 これは毎年改定するわけではないですね。

●事務局 これは、今回、中期目標の改定のため作り直し、一部修正しておりますが、

前回の平成 16 年に変更してからは見直しておりません。
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●委員 今回反映することは難しいかもしれませんが、次回に向けて、その要素を

加えて頂くようなモニタリングをして頂きたいと思います。

●事務局 今、私どもの方では、保護地区とか、保全地区、普通地区といった区分け

を見直す作業をまだ取り掛かっておりません。また、平成 4 年に区域を指定

して条例をつくった後、平成 5 年、6 年に内湖を中心に追加で指定してきまし

たが、その後、区域の見直は行っておりません。今後、ヨシの再生も随分増

えてきており、例えば普通地域であった所が保全地域にすべき所も出てくる

と思います。次の 1 つの課題ということで、やり直しについても、委員にお

っしゃって頂いたようなことも考えながら取り組んでいきたいと思っており

ます。

●会長 とりあえず今回はこのままでよろしいですか。

●委員 はい。

●会長 他にございますか。

それでは、大津市のご意見のとり扱いて、ご意見ございますか。

●委員 この辺の信憑性はどうなのでしょうか。ヨシに関してのみといわれると専

門家でないので、詳しいことは言えませんが、最近、水ヨシを無理に刈り取

りして火入れをすることでヨシ群落の後退をまねくことがよく言われていま

す。そういう説が最近多くなってきています、としかいえません。

●委員 Biyo センターが 8 年、9 年ほど前に実施した結果で 1 つヨシ刈りの検証の

試験があります。2 年連続して、地上部を刈りとることで、特に水ヨシの部分

に関しては、刈り取りをしないものに比べて統計的に優位な生育の差が出る

という結果が出ています。ただし、ヨシ刈りに関しては必要な所とそうでな

い所があります。火入れに関しても、土壌の栄養の条件なども関係しますの

で、必ずしも有効であるということが全てのものに対して言えるわけではあ

りません。こういった知見によって、簡単に理解をしてしまうと、どんな所

でも刈り取ればいいんだ、火入れをしていればいいんだ、ということで活動

を起こしてしまうようなこともありますので、従来の意見のような形で、修

正を行わないで進めるのが好ましいかと考えます。
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●会長 とりあえず、今、特にこれを有効ですという具合に書いてしまうとそうで

ない事案もあるということで、少なくともモニタリングをしながらというの

が今回新たに加わっていますから、それとあわせると、特に問題というもの

はないので、むしろ変えない、原案のままでということにさせて頂いてよろ

しいですか。

●一同 はい。

●委員 確認ですが、これは今の話は逆に言うと刈り取りが有効に働く場合も地域

的にはありえるという。つまり、等しく全てのヨシ群落がまとめられないわ

けですよね。

●会長 そうです。

●委員 有効な地域もあれば、有効でない地域もある。つまり、地域性なり、今お

っしゃった土壌条件とか、その土地の条件によって変わってくるわけですよ

ね。私たちはそのように理解していますが、逆にそれが一人歩きして、全て

刈るべきだ、全て刈らない方がよいという理論になることが一番今問題だと

思います。そういった、誤解を生じないような表現にすることがまず審議会

として重要でないかなと思います。

●委員 原案に問題ありますか？

●委員 原案が、保全姿勢が後退していると大津市でとられたこと自体が、すでに

誤解を与えたのではないかと私は危惧しています。刈り取りをやっていると

ころにやるなと言わなければならない場所もあれば、そのままやって頂いた

方が良い場所もあるという、意味です。

●会長 それは、別途、大津市に後退でないことを説明するわけですかね。それは

事務局でやって頂けますか。

●事務局 はい。今日の審議会での内容を大津市の方へ伝え、理解して頂こうと考え

ております。

●会長 他に、何かご指摘はありますか。
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●会長 宜しいでしょうか。他にも案件がございますので、ヨシ群落保全基本計画

の改定に関してはご指摘がありましたとおり、表現を変更することで宜しい

でしょうか。

●一同 異議なし

●会長 ありがとうございます。

●会長 続きまして、議題 3 の「ヨシ群落の保全事業について」、事務局から説明

をお願いします。

●事務局 （ヨシ群落の保全事業について事務局説明）

（自然環境保全課）

●会長 ただいまの説明について、ご質問、ご意見をお願いいたします。

●委員 水産課、河港課、自然環境保全課、すべての事業についての説明が終わっ

た後がいいのか少し悩んだのですが、先ほど委員が言われていたことに少し

関係しなくもないですが、造成されるときの手法などについては色々な方法

が今まで実施されてきたと思います。水産課、河港課、自然環境保全課でそ

れぞれの事業が独自で行われ、面積を後で合計していると思いますが、造成

の方法についても情報の交換等も必要だと思います。その方法についても科

学的な検証も必要だと思います。先ほど基本計画に盛り込むような場所がな

かったのですが、このように思っています。実際のところは、3 課の間で議論

や情報交換をされているのか教えて下さい。

●事務局 ヨシ群落保全審議会になりますとそれぞれの課が資料を作りますので、こ

の機会や今回の場合は保全計画の内容変更で、関係各課が集まって対応しま

した。このような場で意見交換などはしています。

●会長 この場について、今のところはこれで宜しいでしょうか。

●一同 はい。

●会長 では、引き続きまして、議題 3-1 ですが、「漁場環境保全創造事業について」、

水産課の方からお願い致します。
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●事務局 （漁場環境保全創造事業について事務局説明）

（水産課）

●会長 ご意見、ご質問お願いします。

●委員 一つ質問と、一つ確認があります。まず、質問ですが、先ほど造成方法に

少し疑問を持ったのは、水産課のヨシ帯造成標準断面図ですが、この 3m 程度

の水路は一体何のためにあるのでしょうか。陸側のところに造成したヨシ帯

と既存のヨシ帯の間に、平面図では水路に見えるのですが、この水路は下手

すると外来種の通り道になる気がします。

●事務局 この目的としては、水位操作により夏場に水位が下がってきたときに、生

息している魚類の稚魚などの逃げ場としており、フラットですと水位に応じ

て直ぐに干上がってしまう可能性があるので、一部、深いところを造り、そ

ちらに誘導し、この水路については両サイドの方へ通じて、琵琶湖の方へ逃

げられるように造っているものです。

●委員 はい。わかりました。あと、もう一点確認ですが、水生植物調査結果のと

ころにある、アカウキクサ属の一種ですが、特定外来生物かどうかは、実は、

わからなくて、特定外来生物か、あるいは雑種かいずれかだと思います。そ

れなので、特定外来生物に必ずしも含めるには何か注意書きが必要であると

思います。また、ヨシ帯造成によって駆除できたということですが、浮き草

のようなもので、ゲリラ的に溜め池なんかに大発生しているものであり、駆

除できたとは必ずしも言えないと思いました。

●事務局 わかりました。ちょっと、それは言い過ぎかと思います。

●委員 2 年前の審議会で、議事録にもあると思いますが、会長並びに委員から指摘

のあった部分に対して、回答をお願いしたいのが一点と、細かいところにな

りますが、それに対しては、今回の報告では特に対策をしないで大丈夫だと

いう報告と理解して良いですか。

●事務局 前回は出席しておりませんので、内容を確認させて頂きたいと思います。

●委員 画一的なヨシの植栽をずっと水産課でされていて、会長も指摘されたと思

いますが、例えば、長命寺の設計もそうですが、勾配をつけないような設計
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などを北湖や南湖の色々なところで実施してこられています。これを、元々、

沈水植物があったところに、造成して、ヨシ帯を B.S.L.-30cm であわせて作

るという方法を変更すべきではないかと指摘しております。それに対して、

持ち帰って検討するということでしたが、まだ同じような設計になっている

と思いますがいかがでしょうか。

●事務局 造成手法については、一定の B.S.L.-30cm でつくることは、冒頭ご説明さ

せて頂いた、ヨシの生える水深と水位操作されて徐々に減っていくと、夏場

に水位が低下するため、それに対応するため、水があまり干上がらないよう

な水深、深ければ深いほど、当然、干し上がる率は少なくなると思いますが、

逆に、深いと水ヨシの活着が悪くなります。以前、水産課では B.S.L.-50 cm
などで造成しており、一部、活着状況が悪かったため、現在、B.S.L.-30 cm
というのを採用しております。また、水生植物も、現在、この赤野井地区で

は、生物環境アドバイザー制度を利用させて頂き、先生方に意見をお聞きし、

今回は特に処置をしないで事業を進めたいと考えております。当然、生物環

境アドバイザー制度のなかでご意見を頂けば、対応できるかぎり、その場の

状況に応じて対応させて頂きます。

●委員 例えば、2 年前の議論で B.S.L.-30cm で、フラットでつくってしまうと、水

位が下がったときに一気に干上がり、魚の量も増えていないということから

も、結局、稚魚の生育場所として寄与していないのではないか。実際、沖に

向かって、勾配をつけるような設計があるのではないかということを提案さ

れたと思います。それで、学会でもそういった、設計の方が多様なヨシ群落

が造成されるということをいくつか報告されていると思いますが、あえて、

この B.S.L.-30cm でフラットに続けているということに対して、私の意見と

しては、その画一的な空間をつくってしまい、かなり大規模で造成されてお

り良くない。私は 5 期目になりますが、ずっと言い続けていて、なかなか反

映されないので、残念なところです。その点が懸念されるところで、今回強

く要望したいのは、沖に向けて傾斜をつけた造成を水産課でも検討してほし

いということです。また、今回の調査結果をみていると、色々な種が確認さ

れたと言われていますが、例えば、北山田地区に関して言いますと、元々、

ネジレモの群落があったところに造成されていますので、そこの種が残って

いて、少しネジレモが現れたというのは良くわかります。しかし、実際、先

ほど委員がおっしゃられたように、このクリークに非常に嫌気的な空間が現

れていて、今回、種として評価をされていると思いますが、例えば、今、琵

琶湖南湖東岸では、外来植物のチクゴスズメノヒエが全体の 17％、18％ぐら
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いを覆っていて、ヨシに次ぐ繁茂をしています。そういったものの侵入が、

かなり大規模にクリークのところで見られると思います。ですので、貴重種

が少し存在したということで、ここが良いという評価について、もう少し定

量的なところもいれた評価をすべきです。実際、このクリークのところにあ

る嫌気的な土が横に流れると、他のところの沈水植物の生育にも影響を及ぼ

すことが懸念されます。バックに勾配をつけるといった、元々、琵琶湖にな

いようなかたちをこれ以上、推し進めていくことは、10 年、15 年後の琵琶湖

の沿岸の水生植物群落に対して、非常に大きな問題になるのではと考えてい

ます。この点について、再検討願いたいというのが意見です。

●事務局 先ほどから色々と議論がありますように、モニタリングをしながら事業を

行って下さいということでしたので、後ろにある水路などが、有効でないの

か、有効であるのかも含めまして、検討しながら進めたいと思います。ただ、

これが悪い、悪くないという結論が、今の私どもとして、はっきり結論とし

て出せておりませんので、次の造成にクリークを採用しないパターンなどは

可能と思います。実際の施工において、検討させて頂ければと思います。

●委員 2 年半前に、水産課からそういう話を頂いて、先ほど申し上げた設計をお願

いしたところ、水産庁の意向で設計が変えられなかったとういうことで、そ

れが、2 年半ぐらい続けられているのが現状だと思います。今、検討して頂け

るということでしたので、前向きに宜しくお願いいたします。

●委員 たまに、内側に深いという現象は琵琶湖の地域によってはあります。

●委員 そうですね。

●委員 波打ち際、掘れたところに波打ち、ゴミがきて、ゴミがきたところに波が

打ちあがって砂が盛り上がり、今度はゴミがなくなって内側が掘れるという

状態は、多々あります。ただ、委員が指摘された後ろの水路の地盤高が

B.S.L.-50cm であり、琵琶湖の水位が 12 月、1 月で B.S.L.-50cm より低くな

るのはしょっちゅうです。ここ 10年間、琵琶湖河川事務所もみえていますが、

水位操作期間外にこういう状態が起こっており、データを見るとすぐにわか

りますが、このあたりに矛盾があると思って下さい。それと、3-3 で、今、発

表がありました、丁野木の魚場造成、ヨシ帯 4ha で 15 億粒卵が確認された。

平成 22 年も、36ha 開発しました。単純な計算で 9 倍かけると、100 何億粒

の卵が、自然再生の中でできているはずです。コイ科魚類だけについて。と
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ころが、いっこうに増えてこないです。この増えてこない原因を、なぜなの

か、縦割り行政でなく、他の課と連動して、なぜ、産卵はできているのに、

資源再生はできてこないのかとういうことを探っていく要素がおおいに必要

であると思います。片方では産卵させる場所をつくりました、ヨシ帯をつり

ました。これから以降のことを全く追跡していませんではなく、ニゴロだけ

に言えば、とれる 8 割以上が標識魚、いわゆる増殖でつくっている個体で、

モロコについては水位変動、平成 7 年に起こった水位変動により全く絶滅に

近い状態をつくってしまったというのが現状です。一つ一つの課がやる事業

ではなく、そういう話が連動して、資源再生に繋がり、豊かな水産資源がで

き、豊かな自然ができていくという状態を是非ともつくりあげて欲しいとい

う思いを言わせて頂きます。

●委員 今、2 名の委員のおっしゃったことに関係してですが、このクリークのある

形状は、最初の基本計画のところで言った植物としてのヨシの健全な育生に

はかなり向いてないような植え方だと思います。水ヨシだけの群落は、弱く

なり、波などで倒れたりします。倒れないようにしていますが、要するにヨ

シを場としか見てないというのが凄く感じられました。それであれば、極端

な話、ヨシでなく棒でも挿しておけば、いいということになります。それと、

この 3m 程度のクリークに関して水産系の方にお話を聞いてみたところ、これ

はあえてつくっているものでなく、つくらなければならない、なくせないも

の、というお話も聞いています。その辺の事情はどうなっているのか少し疑

問に思いました。

●事務局 この争点になっております後ろのクリークの話ですが、以前はクリークを

つくらずに全部フラットなかたちでの造成もしておりました。審議会や生物

環境アドバイザー制度を利用して色々な造成を進めていくなかで、こういっ

たかたちもどうですかとういう意見を先生から頂いた経緯がございます。何

回か後ろの水路がないものも造ってきており、駄目ということではないと思

っております。ただ、過去において、こういったことをサゼッション頂いた

先生もおられましたので、現在の形状を採用させて頂いていることだけはご

理解下さい。勝手に考えて造っているわけではございません。

●委員 私が沖に向けて勾配をつけてくださいという話をしたときに、沖に向けて

勾配をつけることができないと言われ、その時に、逆に向けて勾配という次

善策で言ったことが、こういったかたちでアドバイスを受けたことがあると

言われて、揚げ足をとられたようなことがよくあります。実際、これは、水
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産課とのやりとりのなかであったことですが、やはりベストは沖に向けて勾

配をつけることと思っております。

●委員 なかなか難しいと思います。造成事業は、元々何もないところで、造られ

ています。

●会長 なにもないことはなく、沈水植物が生えています。

●委員 何もないというのは、それは種がないところで種を新たに作り出すという

ことです。事業がありきでスタートしているので、どうしてもヨシを植えな

ければいけないということなのですが、平成 22年度までは計画がありますが、

平成 23 年度以降はどのようにお考えか、その辺の議論が必要であると前から

しています。結局、かたちとしてのヨシ帯がどんどん出来上がっていきます

が、そのかたちを見る限りは、なだらかな自然のヨシ帯がどんどん出来上が

るというより、まさに人工的な湖を画一的につくっている、自然の景観、自

然の湖岸をつぶして人工物をどんどんつくっていっている、というようなと

ころにどんどん陥りそうな気がしています。今の赤野井をつぶしてしまうと、

言い方は酷いかもしれませんが、このヨシ帯が出来てしまうということで、

南湖の東側は、どの辺に自然の岸が残っているかといわれると、ほとんどな

いような気がします。これが駄目だというような論点ではなく、自然の湖岸

を作り出す、護岸ではなく、湖岸をつくりだすのはできないのかと、その辺

が一番難しいと思います。この委員になって、これを認めてしまうことが、

本当にいいのかどうかを自問自答しており、難しいところだと思います。

●会長 皆さんのご意見聞いていると、これで良いというわけにはいかないが、少

なくとも、色々検証しながら進めるとおっしゃっています。ところが検証す

る中身は常に同じ設計というのはまずいと思いますので、少なくとも、委員

がおっしゃっているような色々な方法を考えられる余地はあるのでしょうか。

●事務局 はい。考える余地はございます。ただ、当然、予算的な制約がありますの

で、みなさんがおっしゃっているなだらかな湖岸傾斜をとって、何十、何百

メートルの湖岸をなだらかにすると、予算的な制約や技術的な制約がたくさ

んありますので、理想的なかたちは難しいと思います。ただ、できる範囲内

で、先ほど、申しましたように現在採用しているような構造を変えて取り組

んで参りたいと考えています。
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●会長 難しいという話は、ヨシ群落の再生か、それとも魚の産卵場所の再生か、

自然護岸の再生か、目的によって様々であると思います。ソリューションを

ヨシ群落を含む自然護岸の再生と本来の見方にすれば色々なデザインを試み

るというのは、予算の範囲で当然やるべきことです。そのときに、自然環境

アドバイザーに言われたから受けるという話ではなく、審議会で議論された

ことが反映されたかたちかどうかが課題だと思います。ある委員は、この前

とまったく同じことをお話しになっていて、同じ事を次も話すのかと思うと

寂しいので、なんか対応して頂くという話しはできないものでしょうか。

●事務局 何ができるのか色々な制約もございますので、ここで答えるのは難しいの

ですが、頂いた意見を踏まえて、ここはこのようにするが、ここはできない、

ここはこのように検討して、いつどのようにするかなど、整理して、それで

提供できるようにすると良いと思います。ただし、難しいことは難しいと、

堂々と書いて頂ければと私は思います。

●会長 そのとき、何が難しいのか、とういうことが大変大事だとご指摘頂いてい

ると思います。自然護岸の再生が本当の目的である、魚の稚魚が一杯いるの

が目的である、そういう視点からすると、どういう工法がベストで、見かけ

上ヨシ帯の造成面積が減ったとしても良いソリューションができる可能性は

あるわけです。この審議会で、みなさんが納得するようなソルーションがで

きる可能性があるわけです。水産課としては、魚を目的とするにしても、全

体のことを踏まえたストーリーで考えて頂くのが良いかと思います。

●委員 自然環境保全課がやられているような事業が自然再生を目指されていて、

先ほど、ご意見があった課内を超えた情報交換がなされているのかというと

ころと合致すると思います。それぞれの課がやられているやり方が、かなり

違いますので、この審議会の意見としては、自然の力による再生を目指すこ

とが大体の意見の集約するところと思います。あとの報告を聞いて、議論で

きたらと思います。

●会長 とりあえず、今回は、ヨシ群落を再生するというこの事業をやって頂くと

いうのはいいとして、報告に対する意見について、もう少し何かできないで

しょうか。

●事務局 頂いたご意見を受けて、回答できるように考えます。
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●会長 宜しくお願いします。

●委員 先ほどの質問ですが、平成 23 年度以降は計画としてどうのようにお考えで

しょうか。

●事務局 水産課としての考え方は、まだ十分確定しておりませんが、魚を増やして

いくという観点から、魚の産卵、繁殖となる場所は少ないと考えております。

そのため、そういった場の造成については計画していきたいと考えておりま

す。

●委員 場所の選定はしていないのですか。

●事務局 しておりません。

●会長 ありがとうございます。それでは次に参ります。河港課の説明をおねがい

します。

●事務局 （琵琶湖河川再生事業について事務局説明）

（河港課）

●会長 ありがとうございます。意見ご質問ある方はお願いします。

●委員 質問ですが、9 ページ目のコイ科魚類の産卵状況が悪くなった原因は、何が

考えられますか。 

●事務局 この平成 21 年度のモニタリングの中では、調査期間中に大きな水位上昇が

なかったということと、水温の上昇が例年よりも早かったといこと、他にも

外来種魚の縄張り行動によって産卵が阻害されたことが、予測されるのでは

ないか考えております。

●委員 今のご質問に対して私がみた所の見解として、天候や雨量などの状況が明

確でないので一概には言えませんが、平成 21 年度をみると 6 月の第 1 回が 6
月 8 日になっていますが、平成 20 年度をみると第 1 回が 5 月 26 日になって

おります。琵琶湖水位の操作規則により、洪水期に合わせて、事前に水位を

下げるわけですが、水位を下げはじめるのがだいたい 6 月の初旬からとなっ

ております。ちょうどその水位を下げる時期に、平成 21 年度の調査はあたっ
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てしまったのではないかと思います。われわれも、正規の操作をする時に、

なるべく魚卵に影響をあたえないように、さっき言ったような専門家の方々

の意見を聞きながらやっていますが、だいたい雨が降って水位が上昇した時

に、魚のスイッチが入って産卵することが多いようです。ですから、この操

作で、洪水時期に向けて水位を下げている時ですので、平成 21 年度は産卵が

ほとんど確認されなかったのではないかと思います。平成 20年度をみますと、

5 月 26 日は 12cm、5 月 30 日は 14 cm ということで、だいたい琵琶湖の水位

が B.S.L.±0cm よりも高い時には産みやすいという結果もありますので、詳

細な気象条件等がわからないため確かな事は言えませんが、少なくとも平成

21 年度はちょうど水位を下げている段階で調査してしまったことが影響した

のではなかろうかと思います。

●事務局 当然水位が下がってからになると、産卵数が確認しにくいということで、

なるべく早いうちに発注して、モニタリングするように心がけている所です

が、いろいろな都合で発注時期が遅れ、この年はこういう時期になっており

ます。その点については、気をつけていくように今後もしていきたいと思っ

ております。

●会長 他に何かございますか？

よろしいでしょうか？

では、これについては、認めて頂くということでよろしくお願いいたしま

す。ありがとうございます。

●会長 続きまして琵琶湖自然再生事業についてご説明お願いいたします。

●事務局 （琵琶湖湖北地域ヨシ群落自然再生事業 事務局説明）

（自然環境保全課）

●会長 ありがとうございます。ご質問、ご意見はございますか。

●委員 すごく簡単な質問ですが、今、資料を見て気づいたのですが、1 ページ目の

平成 20・21 年度の整備事業実施概要の中のヨシ植栽の所の実生は、どこから

とった実生なのでしょうか。どうやって準備した実生なのでしょうか。

わからなければまた今度でいいですが教えてください。

●事務局 一応、ここでは実生と挿木の両方使っており、どちらも現地で採取したも
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のです。違う場所からは持ってきておりません。

●委員 実生ということは、種子を発芽させたものなのでしょうか。

●事務局 そういうことです。種からとって育てたものです。

●委員 こちらの計画としては、今年度で一区切りがつくと思いますが、それ以降

の予定等について、もし、何か決まっていることがありましたら教えていた

だけないでしょうか。

●事務局 今やっている場所での今後の予定ですか。

●委員 そうです。

●事務局 平成 17年から国からの交付金を頂きながら事業を実施し、当初の予定通り、

今年度で当初の計画通りに対策ができたと考えています。今年度、構造物の

補強的な作業や、事業実施の初年度、いわゆる事業に入る前に行った植物、

動物も含めた広範囲な調査を実施し、事業前後の比較によりどういった効果

がでてきたのかを今年は行います。来年につきましては、また新しい場所を

考えており、設計を実施していくこととしております。長浜地区については、

われわれ職員が今までしてきた目視調査や写真撮影を継続して、モニタリン

グを続け、再生の状況を記録に残していきたいと考えております。

●委員 現場としては、ヨシ群落が成立するには地盤工が少し低すぎる所だったと

いうことで 5 年かかって徐々に土がたまってきて復元し始めた所というよう

な印象があります。あと 30cm ぐらい砂がたまってくるとだいぶ沖までヨシ群

落がのびるような環境ができると思います。おそらく 5 年とか、何年か後に、

また一度検証していただいたら、実際こういった方向が、10 年、15 年かけて

再生する方法のひとつとして、適切か検証できると思います。今年度で終わ

ると思いますが、5 年後、10 年後ぐらいに、もう一度しっかりとした検証を

行うのが良いと思います。

●事務局 今回実施する動植物の詳細な調査でしょうか。

●委員 そうです。一番気になるのは、地盤がどれだけ復活していて、5 年後、10
年後にヨシが沖にのびてきているかで、こういった方法が初めて評価できる
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と思います。今年度の評価になると、厳しすぎるところだったということも

あって、回復しはじめぐらいの評価になりますので、そういった所を少し、

計画いただければと思います。

●事務局 はい。

●会長 他、何かございませんか。

拝見していると、水産課のたくさんの土や資材を持ってきてやるやり方と、

違って、ゆっくりやる対照的な感じがしました。基本的に自然のパワーを使

いながらというのは、無理のない方法だと思います。今後、水産課も含めて、

やり方について検討いただきたい点が 1 つ個人的にございます。それは、航

路浚渫でかなりの土砂がでると思いますが、あの土砂の行き先がなくて困っ

ているのではないかなと思います。養浜だとサンドバイパッシングのような

方法があり、養浜の方法で持ってくることがありますが、航路浚渫した土砂

を使う方法は許されないのでしょうか。浚渫した土砂は絶対中に入れるなと

いう話があるのでしょうか。それとも、ヨシ帯造成に、航路には支障がない

ような形で入れることが可能でしょうか。その辺はある意味、土木的な仕事

ではありますが、養浜ではサンドバイパッシングのようなものもやってます

が、そういう方法も可能なのですか。

●事務局 航路浚渫や河川の掘削で、極端に土質の悪いもの以外は、例えば河川掘削

ではヨシ帯ではありませんが、砂地を造成するという形で覆砂材として、有

効活用しているところはあります。航路浚渫の砂についても利用できるもの、

ただ遠い漁港や港で、造成している箇所がかなり遠い所では、運搬賃が高く

なりますので、経費の観点から使えるものは使わせていただいており、国の

河川事務所の工事、水資源機構の工事、または県の土木部局の工事、農政水

産部局の中の一連の工事などで、土砂等の有効利用は図っております。

●会長 実際、うちがあそこで埋土種子を調べたものがありますが、ちょこちょこ

出てきますが、外来種はわりあい出てこないです。なぜか解りませんが。養

浜的な材料として使えるのではと思います。運ぶのはトラックでは大変です

が、船ならそれほど費用もかからないのではないでしょうか。

●事務局 船で運ぶ場合でも、距離が長くなると費用が高くなり、このような制限の

中でなるべく有効利用を考えています。
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●会長 ここでやられているような水産基盤整備事業ではどこかから取ってこられ

るのですか。

●事務局 水産基盤整備事業で盛り土としている部分では、その前面区域、例えば、

施工する時には台船等での施工になります。台船が入る水深が必要な時に、

その航路として新設しますので、それを盛り土として使わせて頂いておりま

す。同じ琵琶湖でも遠い所では違う部分がありますので、なるべく現地近く

の土砂を使うことを原則に考えております。

●会長 いずれにせよ、やり方は 1 つではないので、課が違うことで典型的に違う

方向の手法をとられています。それぞれメリット、デメリットが恐らくある

と思います。そういうことも、この機会に議論し、県としての一番いいソリ

ューションをとることができる。魚は水産課がやったからということではな

く、県としての一番のソリューションをとることが良い。 

●事務局 それぞれの事業の候補ごとに一長一短あり、場所ごとに選んで実施してい

るのですが、今の説明では、私は知っているので理解できますが、公募の方

など知らずに来られた方には何でこのように違うのかと思われます。それを

意識して、このように違いをもたせているのか、説明できるようにする事が

非常に大事だと思っています。

●会長 いや、いや、そういう意識はまさに行政側の意識です。

そうでなくて、要するにアウトカムは、魚にとって、あるいは本来的には

自然環境基盤としてどうかという視点からです。もちろん行政が変わった方

がいいのであればそれがいいわけです。

●事務局 もちろん、それはそうだと思います。なので、目的を忘れないようにする

とです。

●会長 そういうことです。

●会長 いくつかありましたがそれを含めて何かお伺いすることございますか。

●委員 今おっしゃったようなことですが、造成方法についての検証や検討に関し

ても、今回は、部分的な変動で伺っていますが、ヨシ群落保全基本計画の造

成に関する項目のところに入れても良いのではと思います。予算的にも、能
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力的にも大きな部分を造成がしめているとすると、その処遇に関しての検証

をもっと強く言ってもいいと思いました。

●会長 他に何かお伺いしておくことはございせんか。

●委員 前回、こういった議論があった後に、その翌年の審議会がなく、今回 2 年

ぶりにありましたが、本当に言って頂いた通り、どういったプロセスでして

いくかという回答をお待ちしておりますので是非よろしくお願いします。

●会長 はい。それでは、時間もないようですので、この辺にしたいと思いますが

よろしいですか。

●一同 はい。

●会長 ありがとうございます。委員から出された意見を十分ご検討いただきま

すようお願いいたします。熱心にご審議いただきましてありがとうござい

ました。これを持ちまして、議長の役を終わらせていただきます。

●事務局 本日はご多忙の所、長時間にわたりありがとうございました。これをもち

まして本日のヨシ群落保全審議会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。


