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第２７回滋賀県ヨシ群落保全審議会の議事録

●日 時 平成２３年１０月２５日（火）１４：３０～１６：３０

●場 所 大津合同庁舎 ７―C 会議室

●出席委員 １５名中１１名出席（五十音順）

出席 池見委員 植田委員 大野委員 佐々木委員 田井中委員

竹田委員 田中委員 鳥塚委員 藤田委員 目野委員 森本委員

欠席 石津委員 金子委員 佐野委員 橋川委員

●議 題 （１） 会長の選任について

（２） ヨシ群落の保全事業について

（３） 漁場環境保全創造事業について（水産課）

（４） ヨシ群落自然再生事業について（琵琶湖政策課）

４－１）菖蒲地区ヨシ群落自然再生事業について

４－２）新海浜地区ヨシ群落自然再生事業について

（５） その他
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●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 27 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琵琶湖政策課参事より挨拶申し

上げます。

●参事 （あいさつ）

●事務局 本日ご出席の委員の皆様には、本年 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。

（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 11 名であり、審議会委員総数の 15 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。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 昨年と同じく全体の流れを知っていただいている森本委員にお願いしたい

と思います。

●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。
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●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 職務代理者ですが、昨年にひき続きまして、鳥塚委員にお願いしたいと思

います。よろしくお願いします。

●鳥塚委員 はい。微力ですけれどもよろしくお願いします。

●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）

（琵琶湖政策課）

●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。
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●会長 ご質問等無いようですので、次の議題（３）「漁場環境保全創造事業につ

いて」、事務局から説明をお願いします。

●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 p3-4 には、赤野井工区で調べられたのが平成 21 年 11 月 28 日となってい

ますが、この時のデータが次のページ以降に載っているということですか。

●事務局 はい、そうです。

●会長 この平面図は計画図で左右ともできる前の状態ですか。

●事務局 はい、そうです。

●会長 左側の第１工区ができてからは調べていないのですか。

●事務局 はい、今はできておりません。

●会長 造成した結果、どうだったかをもとに第 2 工区を実施できないのですか。

この調査は２１年度のもので、平成 22 年度に造成してからの調査はまだやっ

ていないのですか。

●事務局 はい、そうです。

●会長 今後、調査する予定はありますか。

●事務局 赤野井工区は、第１と第２工区に分かれていますので、２つが完了した時

点で、直後か 1 年後かはまだ正確にお答えできませんが、事後の調査は考え

ています。

●会長 はい、わかりました。

１工区の考え方を変えたという説明がありましたが、理由が調査に基づいた

のではなく、どういう理由で変えられたのですか。

●事務局 冒頭に説明しました基盤に緩傾斜をつけることや岸側の水路を無くすとい
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った変更は、平成 21 年度の調査に基づいているのではなく、昨年度の審議会

の意見において、前に緩傾斜をつけることやクリークは他の植物の進入を許

す場所になるという御指摘を受けて、今回変更しています。昨年施工しまし

た隣の第１工区は水平で水路もありますので、比較もできますので採用して

います。

●委員 以前からヨシの再生をされていますが、外来植物の影響が各地で出ていま

すが、そのような被害は、このヨシ造成事業に何か影響が出ているか教えて

ほしい。

●事務局 造成したヨシ帯の中に外来種が進入して折角造ったヨシ帯が消失していな

いかという御意見でしょうか。

●委員 はい。

●事務局 たしかに平成２１年度にできあがった北山田や南山田工区で、調査結果に

は載せていませんが、陸側に設けた水路の部分に、オオフサモが確認されて

います。ただ、これにより造ったヨシが大きく衰退していることはこの調査

時点ではありませんでした。ただ、外来植物が進入していることは確認して

おりますので、今後、進入した外来種によってヨシ帯が無くなることのない

ように維持管理について、心配りをしたいと考えております。

●委員 水産課のヨシ造成は、魚の産卵場所を増やすという大きな目標でされてる

と思いますが、前々回の審議会の議事録などを見させていただいております

と、確かにヨシ帯を造成されたことで産卵数はかなり増えて、産卵場所とし

て良い場所になっており、産卵数も増えているという評価の所が出てくるん

ですが、産卵はしているが成魚が育っていないのではないかという意見を目

にしています。それは、水産課で水産振興対策協議会をされていますが、そ

の資料を見させていただきましたが、そこでもやはり卵は増えているとされ

ていますが、成魚、漁業者さんの資源が自然再生できていないのではないか

という意見があります。琵琶湖の再生ということで言うとヨシの面積は増え

ていますが、本当に水産課がされている、育てるためのまずは産卵、それか

ら育てていくということが、ヨシ造成をしてから順調になされているのかが

知りたいところですのでお願いします。

●事務局 現在計画しているヨシ地造成の形態で奥行きを３０ｍ以上にするというの
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は、水産試験場の研究に基づき、稚魚が優位に生息するためには奥行きが深

くて無酸素状態になるような所にニゴロブナが卵を産んで、酸素耐性の強い

ニゴロブナだけが優位なエサを食べたりして、育っていきます。このような

ヨシ帯の特殊な条件がニゴロブナの繁殖にとって優位に働くという研究結果

をもとに現在３０ｍの奥行きのヨシ帯を造っています。ただ、その後、稚魚

が成長するに従ってヨシ帯の外に出て行くわけですが、その中では、残念な

がら外来魚とか琵琶湖の環境がただ単にヨシがなくなっている琵琶湖の状態

でなく、ニゴロブナがいた時の害敵などとかわっていますので、そういった

ものも勘案しなければならないと思います。現実に、栽培漁業として稚魚の

放流と併せて、場を造って、種をつくって、種が育ってヨシ帯などに戻って

きまして、再生産を繰り返すという形をこの施策では考えています。親とな

って帰ってくる部分が今のところかなり少ないのではと感じております。今

のヨシ帯で稚魚が育っているか、育っていないかについては稚魚を放して調

査していますが、ゼロではありませんが思った結果が出ていないのは事実で

す。ただ、稚魚の放流と外来魚の駆除などと併せてトータルとして成長した

ものが、帰ってきてもらうという形で徐々に再生産が繰り返されることを期

待しておりますので、そういった施策で総合的に資源の回復を目指そうとい

う考え方になっています。

●委員 造成したものが、しっかり機能して親が早く育つようになってもらわない

と困ると思います。その原因が何か。成魚が育っていない理由をはっきりと

示していただいて、早く対策ができるようにしないと、折角審議の意見を反

映させ造成方法も変えられてやっているのに、再生につながらないというこ

とでは残念すぎます。外来魚もずっと駆除されていますし、カワウも対策が

されています。他に要因として考えられるものに何があるのか、現状をどの

ように把握されているのでしょうか。

●事務局 ヨシ帯の中だけでなく、トータルの沿岸環境、水質など様々なことが考え

られると思いますが、まだはっきりした調査ができていないのは事実だと感

じております。今後、水産試験場や琵琶湖環境科学研究センターなどと連携

して研究・調査して改善できるようにしたいとしかお答えできないのですが。

●会長 今の話は大変大切なことだと思いますので、モニタリングなどの方法を考

えていただきたいと思います。

●委員 言いにくいところが半分あるんだと思う。漁連の事務局が調べた調査結果
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で平成２２年、平成２３年は通常の年でしたが、平成 4 年から水位操作が始

まり、10 月 16 日にその年の水位操作が終わって±０水位にもっていくという

ことになっていますが、これまでの 10 年間は－40cm、－50cm のままで 10

月 16 日以降も１月まで水位を下げたまま。魚のゆりかごと言いながら、ヨシ

帯が干上がってしまう状況がずっと続いたため、１つは大きく資源再生の道

が閉ざされた。資料 p2-3、2-4 を見ていただくと、丁野木で３７．８億粒、南

山田で１３．８億粒、造成事業のヨシ帯と既存のヨシ帯を合わせるとものす

ごい数のコイ科魚類の産卵数である。しかし、資源再生がほとんどできてい

ない。今の説明で３０ｍあるヨシ帯を造ってニゴロだけがうまく育つと言っ

ているが、ニゴロに関しても標識放流しているニゴロが漁獲で８０％という

現状からいけば、琵琶湖の中ではほとんど資源再生していないのが現状。こ

のことをもっと調査しながら詰めるべき所は詰めてもらわないといつまで経

っても資源再生ができない湖になりかねない。このことを含めてきっちりし

た答えが出るようにしてほしい。これと併せて、外来生物の水草が浅瀬の大

部分を覆ってしまうというのは、8 月以降、今日の現状である。ここの対処療

法をどうやって考えるかということが、ヨシ帯を増やすことと同時にこれが

大事な仕事になってくると思いますので、１つよろしくお願いします。

●会長 大変大事な話なので、ヨシの審議会だけでなく水産関係などいろいろ他に

も関係してくると思いますので、ヨシ群落をつくることにアウトカムという

か評価ということで可能な限り他の部署とも連携していただいて、モニタリ

ングしてそれがどのような意見をもっているか今後報告していただけたらと

思います。そのような予定は無いでしょうか。

●事務局 委員と会長から御指摘のあったことについては、水産課としても問題意識

を持っていますが、具体的にこういう調査というのが今御説明できる状態に

はありません。具体的に動き出すと申しますか、こういった課題を整理して

という状況にはなっておりません。ただ、ずっと再生産ができていないとい

う問題意識については、考えておりますので、何とかしたいと考えておりま

す。

●会長 はい、わかりました。

水位操作が課題であるということで、そのやり方を年によって変えられて

いると聞いております。その変え方が実際にどのように効くいているか可能

な限り調べてられる体制をとれないかと思いますが。卵の生息量とか。ただ、

いろいろやることが良かれと思ってやることが本当に意義あるかどうかを検
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証する必要がありますのでどうかよろしくお願いします。

●委員 平成１８年 7 月 19 日に梅雨の末期に大雨が降って、それから平成 22 年 2

月 26 日までの間、姉川、安曇川、知内川、石田川、溯河魚類の一番のぼる河

川で、姉川を例にあげてみますと、平成 18 年 7 月 19 日に 650ｔ/ｓ位がピー

ク時に水が流れていますが、あけて平成 19 年、20 年、21 年の 3 年間が琵琶

湖に入っている総流入量が 40 億 t から 45 億ｔと非常に少ない。この間、換

水率が悪くなるもので琵琶湖の水質環境が一気に悪化したのがこのときです。

同時に皆さんも少しはお気づきのことと思いますが、昨年、一昨年、今年あ

たりを見てみますと温暖化と言いながら冬場は結構雪が降って荒れます。通

常は、西風が１日吹くだけで、次の日、北西の風になって、北風になって里

雪になるというのが通常の冬型でした。ところが、ここ２，３年は西風が３

日間位吹いて、里には雪が無いのに山にどんと雪が積もる。特に、湖北地方

でこの現象が続いている。それと、水位操作でマイナス水位がずっと続くこ

とで非常に沿岸部の浜がけが進行してくる。満水にしておくと浜がけするの

ではなく、水位操作でマイナス水位の中で西風が吹くと引き波の時に沿岸部

をえぐるため、浜がけが進行しているというのが今日の状況です。ここらも

併せて、いろんなことを参考にしながら、各方面からも検討しながら事業に

あたってほしい。

●委員 10 何年前になろうかと思いますが、浜がけの問題が出てきました。その時

にヨシを植栽しようとする時にポーラスコンクリートをつくってヨシが流さ

れないようにということをやりかけられましたが、その結果は最終的にどう

なったかわかりませんが、どなたか覚えておられませんか。浜がけ問題も何

らかの関係で対応されていると思いますけれども。

●会長 今の話がおわかりになる方おられますか。当面情報がわからなければ調べ

ていただいて、個別に対応していただきたいと思います。

●事務局 わかりました。また調べまして報告させていただきます。

●委員 前回にもお話させていただきましたが、漁場環境保全創造事業は水産課が

基盤整備されていますが、必ず創造という形でヨシの面積を増やすことなど

に力を入れていただいているのはわかりますが、来年、再来年に新たにヨシ

帯を浅瀬に造られるという計画はありますか。詳しいことを教えていただき

たいと思います。
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●事務局 名称につきましては、補助を受けている水産庁の事業名をそのまま採用さ

せていただいておりますので、これは名称だけと言うことでご理解ください。

来年度以降の計画につきましては、現在、水産課としましては先ほどの再生

産という課題はありますが、やはり今後ともコイ・フナ類の産卵場はまだま

だ足りていないと考えておりますので、ヨシ帯造成については続けていくと

いうことで現在補助事業として、採択されるよう水産庁の方に協議をさせて

いただいている状況です。

●委員 そのことについて、意見があるんですが、ヨシ帯の創出というのを湖岸の

鳥以外の生き物も含めてまして、生き物にとっては人工護岸ができるのと近

いものがあると考える場所もあります。何かと言いますと、適正ななだらか

な砂浜などの環境をつぶしてヨシ帯を造ってしまうところも出てくると言う

ことで、前々回くらいから言っていることですが、非常に良い環境をつぶし

てヨシ帯を造っている場所もなきにしもあらず。水産課がやっている場所で

はないところもあります。ヨシ群落の保全審議会に私が出させてもらってか

らは、計画そのものが平成 23 年度まではどこを造成するかが決まってたもの

ですから、そのことについてはお話しできませんでしたが、24 年度から計画

されるのでしたら、どこからやるのかも、ぜひ、審議会を入れて場所選定を

していただきたいと思います。これは意見ですがよろしくお願いします。

●事務局 来年度につきましては、今、水産庁に協議させていただいているのは同じ

く赤野井湾の現在計画している所の少し奥側になるところですので、環境に

ついては、今回ご報告させていただいた２１年度の事前調査と同じような環

境だと理解していただいて、まだ水産庁とは協議が整っていませんでのわか

りませんが、計画中であることを情報提供させていただきます。２５年度以

降につきましては、特に選定理由としましては既存のヨシ帯があったが、か

なり衰退して株立ちして無くなりそうなところは従来あったところですので、

ヨシが造りやすいだろうという判断もありますし、ヨシ帯は魚類が利用して

いた場所と想定されますので、そういった観点から選定はさせていただくつ

もりです。委員の御意見もございますので、なるべくそういった候補地を早

く決めて、それから即時、環境調査に入れるかどうか環境の情報を提供でき

るようになるかどうか水産庁の予算の関係もあり、はっきりここでお約束で

きない部分がございますが、候補地などをなるべく情報提供させていただい

て、また御意見をお伺いするなり、こういった会議が年１回ですので個別に

もご相談等させていただくことも考えています。
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●委員 場所を決めることに繋がるんですけれど、ｐ1-10 のところでヨシを植える

ところは昔もヨシがあったからですよね。

●事務局 基本的に昔からあって、現在、残っているヨシがかなり衰退しいるところ

がまず候補地にはなります。

●委員 どこまでできるかわかりませんが、１９４５年の時、ここは昔ヨシが生え

ていた箇所なんですよね。その後、工事がされてヨシの場所が同じとしても

琵琶湖の波が違うと思います。ですから、１９４５年の時、水の流れはちゃ

んとヨシを通ったかもしれないんですけれど、工事によって水がちゃんと通

れなくなったということも考えられるんじゃないかなと思います。ですから

同じ土地に植えても、ヨシの効果が１００％出ないことも考えられると思い

ます。そういう意味で昔と同じ場所であっても、工事で形が変わっていった

から、水の流れも含めて考えていただきたいと思います。

●事務局 水の流れなども重要なファクターであると考えています。また、冒頭に御

指摘がありましたように波の具合ですね、そういったものも変わってくるの

で、湖流と言いますか、流れについては制御できないのですが、波について

は当然、ヨシの活着率に影響するということがわかっています。現在、ｐ1-3

で土留捨石という形になっていると思いますが、造成した先端部ですが、こ

れが盛土した土が流出しないようにという機能と同時にこの捨石のところで、

天端のところで波を打ち消すというような消波堤的な効果も併せて持たせて

います。波についてはそういった形で地形の波浪条件などを考えて、消波堤

効果を持たせているようなものの構造などを工夫させていただいているとこ

ろでございます。一定委員のおっしゃることは大変重要と考えておりますが、

部分的なところで対応しているところでございます。また、選定にあたって

そういった条件を参考にさせていただくような形でいろいろデータを集めた

いと思います。

●委員 今の状況に合わせてヨシを造ることは大事だと思いますし、昔もどうであ

ったかも大変大事であると思いますが、今の状況に合わせるヨシ造りという

か水浄化づくりというかそういうところも大事だと思います。

●会長 委員の発言、大変大事なことだと思いますので、少しだけ景観生態学的な

見地からのコメントを加えておきます。場所だけのデータをとるのではなく
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て、琵琶湖全体で、どうなっていて、現在ヨシがどこにあって、浅いところ

がどこにあってというトータルな位置付けのもとにそこの位置づけをすると

いう考え方が、これには見受けられないようです。場所の選定にあたっては、

かつてヨシがあって無くなったところという場合、なぜ無くなったかという

要因も考えるとともにそこの周辺および琵琶湖全体における位置、こういう

こともご検討いただけたら良いのではないかなとコメントをさせていただき

ます。

それから、環境省の自然再生推進法とか生物多様性保全活動促進法の基本的

事項などの議論に参加していたんですけれども、基本的に自然再生というの

は埋め立てたら埋め立てたところをもう一度、土をとって再生するのが本来

ですので、これは再生というよりちょっと怪しいところがあるということを

ご認識いただいておいたほうが良いのではと思います。手近な方法でヨシだ

けに注目すると他の自然がおろそかになるということがありますので、やら

れるときには、トータルの自然環境というのを考えていただくのが大事かと

思います。本来埋め立てたところや干拓したところをもとに戻すとか、ある

いは護岸を取るとかそういうのが本来の自然再生であると国の基本方針を決

める時の議論を通してこういう意見を申し述べておきます。

●会長 他に意見は無いようですので、これは今回このように実施してください。

前回とやり方が違うので、違うことの意味ができるだけわかるようなモニタ

リングを今後継続することで、次の事業がスムーズにいくのではないかと思

いますのでよろしくお願いします。

●会長 引き続きまして次の議題のヨシ群落自然再生についてよろしくお願いしま

す。

●委員 p11 に自然再生協議会の構成(案)がありますが、地域住民、NPO,関係団体

に分かれてますが、ぜひ関係団体にボランティアの方々を入れていただきた

い。このヨシの自然再生は、森の材が使われていて、森と湖をつなぐ大変良

いやり方でヨシが再生されていると思っています。県に登録されている森づ

くりの団体や水産課で事務局をされてますうみづくりの団体がたくさんある

と思いますが、ぜひそういう団体に呼びかけていただけたらと思います。そ

れと、その下に事業実施における役割分担（案）がありますが、項目の自然

再生施設の設置・補修のところが県だけが○になっていますが、自然再生施

設の補修は消波堤の補修などの設置が含まれると思いますが、このようなと

ころに県民の方に入っていただくという考えを入れていただけると、より再
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生していく中身が見えていくということと、どういうことが課題になってい

るかということと、県の取り組みの場が見えるのではないかと思います。日

常の維持管理がどういうものかという具体的な項目も是非入れていただきた

いと思います。日常の維持管理に県民がどのような関わり方ができるかとい

うことを、是非見えるようにしていただきたいと思います。それと、造られ

ていくなかで、消波堤であるとか杭とか材のことを聞かせていただきました

が、松とか竹とか出ているんですけれども、これはもちろん県産材を使われ

るんでしょうね。

●事務局 すでに野洲市でされている対策に、県産材が使われていますので、同様に

県産材を使う予定をしております。それと、自然再生協議会のメンバーにつ

いて、すでに決まっています。NPO や地域住民の方に入っていただいてます

が、それ以外に先ほど提案がありました方にも参加していただけるように調

整していきたいと考えております。それと施設の設置・修繕については、今

は滋賀県だけにしておりますが、最初から地域の方に負担をかけるのはどう

かと思いましたので、○はしていないのですが、再生協議会を進めていく中

で地域の方にも参加していただけるように、徐々に調整していきたいと考え

ております。

●委員 先ほど、委員からヨシの造成事業が人工護岸になりかねないと言われたこ

とは昨年の議事録にも載っていましたが、一般県民から見たときに、レッド

データブックの絶滅危惧種にヨシゴイやサンカノゴイがあがっていて、ブッ

クを見させていただくとヨシの減少が原因で、保護するにはヨシを増やすこ

とが必要だとなっています。実際にヨシ帯は昔から減って、確実に造成はさ

れていますが、ヨシのことだけではないと思いますが、ヨシを大切な場とし

ている鳥や魚が、絶滅危惧種になってしまう原因は、ヨシが造成されている

けれども減るというのはどういう理由が考えられるのでしょうか。自然再生

という意味ではヨシに関係する動植物にとっても良い環境が徐々に整ってい

かなければならないと思いますが、どうしてヨシゴイが絶滅危惧種になって

しまうのか知りたいのですが。

●委員 今回は漁場環境保全ということで造られたヨシ群落のため、このヨシ群落

で大丈夫な鳥もいますが、ヨシゴイやサンカノゴイなどはヨシの中に暮らし

ていて、ヨシ群落の中に生活している魚やカエル、虫などを食べるサギの仲

間です。そういったものが帰ってこられるような豊かなヨシではない。難し

いですが、ではどういったところが良いかと言うと、昔の内湖とかそういっ
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た環境で、さすがに現在の工法では昔の内湖の環境は再生できていないとい

うことを考えざるをえない。鳥の関係のレッドデータブックの選定委員にな

っていますが、琵琶湖の護岸で適切にヨシゴイやサンカノゴイが生活しうる

環境はありません。周辺のため池とかわずかに残る湖西の内湖とかそういっ

たところにしか生息していないのでレッドデータブックにあげている。それ

を再生しようとすると、ものすごく費用がかかるのではないかということと、

希望があったんですが、今は頓挫しておりますけれども、早崎内湖再生事業

そういったところからスタートしていかないとなかなか鳥が帰ってくるよう

なヨシ再生というのは難しいのではないかというようなことです。

●委員 ヨシの再生の時にそういう視点を入れていただくような形で評価していた

だくと、一般の県民から見てもヨシを一所懸命に増やそうとやっていると見

えている。ヨシが増えたら当然、ヨシゴイが帰ってくるようなところはたく

さんあると思いますが、一般県民からするとそれに近づいているのか、全然

足りないのか、全体として見えてくると思いますのでそういう視点も含めて

評価していただいたらと思います。

●委員 そのことに関しては、実はいろんなところで考えていただいていると思い

ます。今回水産課が赤野井湾のヨシ帯の事業で整備するヨシ帯と既存のヨシ

帯の間にクリークを無くしたと説明がありましたが、もともと造ったのは内

湖的環境が戻るであろうという予測のもとに設置されたはずなんです。とこ

ろが外来種のチクゴスズメノヒエが覆ってしまうような場になってしまった

だけで内湖の環境に戻らないことがわかって、試行錯誤のうえでやっておら

れるのもあると思うのでなかなか難しいところだと思うのですけれども。

●委員 伊庭内湖を抱えておりますので現状を報告しますけれども、何年か前にヨ

シを植えていただきました。その後、地元に管理を任されて、ヨシ刈りやヨ

シ焼きをやっていますが、とにかく不法投棄ゴミ、プレジャーボートや和船

の沈没船、このようなものが大変多いんです。それと不法投棄のうちでもビ

ニール系統のゴミが北風にあおられて流れてきます。これがヨシにからまっ

て、みなヨシが枯れてしまう。折角植えていただいても。我々、年間に 6 回

か 7 回ぐらいゴミ拾いをするわけですが、毎回出動すると 30～50 袋くらいが

たまります。あんまり離れずに同じ場所をしているんです。そこでこれだけ

のゴミが集まってきます。不法投棄について何度も言いましたが、なかなか

おさまりません。県にも沈没船の処理を言いましたが、これも持ち主がわか

らないと処理できないと言われて、３年くらいたっていると思います。環境
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保全のために、また漁業の育成のために色々やられてますけれど、そういう

面も共に、やっていかないと大変難しいと思います。ニゴロフナの放流など

を大変多くされています。モロコは伊庭内湖にものすごく入ってきています。

地元としては迷惑なくらい投網やつり客がきて、またそれもほっとかれるの

はゴミだけ、投網をうったら、石を残していくのが現状です。そこらを共に

やっていかないと植えるだけでは成育しませんので、そのあたりを対策に入

れていただきたいと思います。

●会長 今の問題は、自然再生協議会で大事な課題になるかと思いますのでよろし

くお願いいたします。

●委員 資料４新海浜の３ページの下の図ですが、川の突堤がこれだけ出ることで、

風による浸食により左岸側は増える、右岸側は減ってしまう、こういう原因

を招いている。例えば姉川の南浜水泳場にある突堤を見てもらうと、昭和４

０年代の総合開発前にあった突堤から思うと、だいたい６０メートルぐらい

出ている。その６０メートル出た突堤の先まで埋まっており、砂利の移動が

止まっている。当然、これより向こうのヨシ群落をつくった所に砂利の供給

がない。覆砂事業もモニタリングをしながらやったらどうかという意見が出

たが、ところがこの委員の中で覆砂事業やったらこの事業の意味がないとい

う意見も前々回ぐらいにあってストップしている。それと、今言われるオオ

ヨシキリがいなくなった。ヨシ帯も減ったと言いますが、これはいろんな方

向から考える必要がありますが、以前は６月の梅雨期から琵琶湖の水位が一

度大雨が降れば水位が上がったまま２０日間そのままで今のように簡単に水

位が下げられず浸水する家屋が出るところまでいったのが常識でした。田ん

ぼは浸かりっぱなしになって田植えした稲が枯れてしまうというのが当たり

前でした。この頃はそういうような状態になれば、被害が甚大になってマス

コミが騒ぐため、昔は常識であったことが通らなくなったため、このような

ことが琵琶湖の生態の中に大きく影響している。逆に言えば、一つのことだ

けをとらえるのではなく、過去のマクロ的な環境を見た上でどうあるべきか

という話でなければ、これはなかなか解決しません。

また、ヨシ群落の委員になってから漂砂防止堤の話が出ましたが、竹杭の

議論は漁師から出たものである。先ほど淡海環境保全団体がやったという話

がありましたが、漁師がえりをたてるのにポンプで竹杭をたてていたものを

そのまま引用しただけである。竹は余っているので利用してはという意見に

よるものである。
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●会長 いろいろ課題はあるかと思いますが、そういったコストパフォーマンスも、

次から考えていただければと思います。それと、ずっとご指摘のあった水位

の問題、パターンだけではなくてプロセスを考えることが大変大事なことで

すので、これから環境要因として、水位、あるいはそのへんの関係を、ぜひ

一緒に検討していただきたいと思います。

●委員 資料３の６ページについて、ちょっとわからないところがあるので、聞き

たいのですが、写真の中で３つに区域が分けられているのですが、滋賀県、

野洲市と水資源機構という３つに分けられているのはどういう意味ですか？

この３つの所が調査しているという意味ですか？

●事務局 この３つに分けている理由ですが、もともと水資源機構と野洲市が事業を

されていて、滋賀県の区域まで野洲市がヨシの再生事業をする予定をされて

いましたが、ここの区域につきましては、浜かけ等もあって、非常に技術的

に難しいということから滋賀県の方で実施してほしいという要望がありまし

て、滋賀県が実施することになり、結果的に区域が３つに分かれております。

●委員 それぞれが調査をやるということですか？

●事務局 野洲市の方は工事が終わっています。今後、滋賀県が沖の方で調査と工事

を実施します。

●委員 その場所を３つに分けると、つながりにくいのではと思いますが、例えば、

全部滋賀県がする場合、違う結果になるかもしれないし、こっちからこっち

まで滋賀県がするのであとは関係ないという感じがしますが、それはちょっ

と調査の結果がわかりにくいと思います。

●事務局 事業を進めるにあたりましては、先ほども説明させていただきました自然

再生協議会をたちあげまして、実施することになっております。そのメンバ

ーの中には、水資源機構そして野洲市にも加わっていただいておりますので、

それぞれ調査結果などを共有しながら連携してやっていきます。

●委員 わかりました。後もう一つ、資料４番の９ページのグラフなんですが、わ

からないので何を表しているのですか？

●事務局 これは琵琶湖岸の地面の高さを表しているものですが、平成２０年３月に



- 16 -

測量した地面の高さがこのピンク色になっています。その後、赤、黄、緑の

ように毎年調査しています。現在は黒色の線になっていますが、このように

土砂が堆積して基盤が安定してきているということを示しているグラフです。

●会 長 他に何もないようですので、それでは、この自然再生事業計画でやってい

ただくことでよろしくお願いします。委員の方のコメントを反映していただ

いて良い事業をやっていただきたいと思います。

●会長 引き続きまして、その他ですが、何かございませんか？全体を通して何か

お伺いすることはありますか。委員はヨシを調べておられましたが何かコメ

ントはありますか。

●委員 今ちょうど西の湖で調査をしています。地盤床をどれくらいにすればヨシ

が再生するかを調べています。その結果がもう少しで出ますので、今年度中

に皆さんにご報告できると思います。

●会長 ご議論ありがとうございました。以上で事務局にお返しします。

●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。


