
第２８回滋賀県ヨシ群落保全審議会の議事録

●日 時 平成２４年９月７日（金）９：３０～１２：００

●場 所 大津合同庁舎５－Ｅ 会議室

●出席委員 １５名中９名出席（五十音順）

出 席 石津委員 金子委員 佐々木委員 竹田委員(遅れて出席)

田中委員 鳥塚委員 藤田委員 目野委員 森本委員

欠 席 池見委員 植田委員 大野委員 佐野委員 田井中委員

橋川委員

●議 題 （１）ヨシ群落の保全事業について

（２）漁場環境保全創造事業について（水産課）

（３）ヨシ群落自然再生事業について（琵琶湖政策課）

（ⅰ）菖蒲地区ヨシ群落自然再生事業について

（ⅱ）新海浜地区ヨシ群落自然再生事業について

（４）その他
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●司会 委員の皆さまにおかれましては、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。ただ今から第２８回滋賀県ヨシ群落保全審議会を開催

いたします。

まず、開会に先立ちまして、琵琶湖環境部技監よりごあいさつ申し上げます。

＜あいさつ＞

●司会 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項の規定によりまし

て、委員総数の過半数の出席が必要でございます。本日出席いただいている委員は

８名で、審議会委員総数１５名の過半数に達しておりますので、本審議会が成立し

ていることをご報告させていただきます。

また、議事に入ります前に、本日の資料を確認させていただきます。お配りして

います資料は、次第と委員名簿、資料１から４までの４種類でございます。ご確認

願います。

それでは、議事に入らせていただきます。議事の進行につきましては、規定によ

りまして、会長が会議の議長になるということになっております。

森本会長、お願いいたします。

●会長 早速、２８回滋賀県ヨシ群落保全審議会の議事に入りたいと思います。

ご出席の委員の方が少ないので残念ですが、出席いただいている委員の皆さまに

おかれましては、活発にご意見等をお願いしたいと思います。

それでは、早速始めたいと思います。１番目、ヨシ群落の保全事業について。

＜事務局・議題１ 「ヨシ群落の保全事業について」説明 ＞

●会長 今、ヨシ群落の保全事業の概要についての説明がございました。ご質問、ご意見

等、どうですか。

●委員 今の説明の中で、同一地域におけるヨシ刈りは３年に１度実施するものとし、毎

年、実施するとヨシが弱るという説明でしたが、高島のほうでは毎年実施しており、

ヨシは年々よくなってきています。

昔は入札で、入札業者の方が入られて毎年刈り取りを行い、あと火入れをされる

というパターンで延々とやられてきたのに、なぜ、3 年に 1 度の刈り取りでよいの

か、研究データが出ているか教えていただきたい。

●事務局 県が実施するヨシの刈り取りが３年に１回というのは、この審議会で、「毎年刈り
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取りを行うとヨシの栄養分がなくなるので、３年に１回ぐらいが一番いいのではな

いか。」というご意見いただいたことから、現在、３年に１回の刈り取りとしていま

す。ただし、地域によっては、特に陸に近いような場所では、毎年刈り取る方がい

いと思われるところもあるので、今後は詳細なデータを積み上げるなど各地域に合

った維持管理についても考慮したいと考えています。

●委員 私どもは、毎年１２月の第１週の日曜日に、ボランティアの方を募集してヨシ刈

りを行い、その後、３月までに火入れをしています。火入れすることによって草木

灰として、カリウムや灰がヨシの栄養分になるのではないかという解釈でいるので

すが、養分が収奪されるというのは、何か腑に落ちない部分があると思います。

●事務局 確かに陸ヨシのように、陸地にある場合は、灰の多くが栄養になると思いますが、

琵琶湖ですと、水位の変動によって栄養が流出するということもあるので、地域に

よって刈り取りのローテーションなどを決定していきたいと考えています。

●会長 基本計画を立てるときにもいろいろとご意見があって、場所によって、毎年刈り

取るのが必ずしもいい方向に行かないこともあるというご指摘があったように思い

ます。だから、基本的にある場所でそれでうまくいっていたら、そのやり方でいい

と思いますし、大事なことは、モニタリングというか、現状を評価しながら進めて

いくことかなと個人的には思いますが、いかがでしょうか。

琵琶湖政策課のほうでは、状況というのを見ながらやっておられるのでしょうか。

３年に１度というのは、割合最近始まったのですか。

●事務局 ３年に１度というのは、平成１７年ぐらいから始めていて、毎年、刈ったところ

も刈っていないところもモニタリングを実施し、写真撮影等をして台帳、いわゆる

カルテのようなものを作っていまして、人の体と一緒のような感じで、どのように

変化をしているかを毎年確認しています。その結果を基に、今後の刈り取りのロー

テーションを地域ごとに決めていきたいと思っています。

●委員 毎年がダメなら、３年に１度なりに変更せざるを得ないと思いますけど、われわ

れのところでは、見た目、年々よくなってきていて、雑草部分が退化しているよう

に思います。素人目でしかありませんけど、ヨシのほうが優勢してきたと思います。

●会長 ぜひ、そういういい例と思われることを評価されて、これからに役立てていただ

けたらと思います。



3

●委員 ヨシ刈りについては、市が刈り取りを行う団体を募集して活動資金を出していま

したが、県からの助成金が３分の１になったから、ヨシ刈りは３年に１度というよ

うになったとわれわれは最初聞いていました。しかし、ヨシは毎年手を入れないと

ダメだということで、市からは、今までの１回分を３年に分けるようなかたちで助

成金が出されています。

毎年ヨシ刈りをすることについて、もし悪いデータがあるのだったら教えてくだ

さい。ダメなら３年に１度というように、われわれもしなければならないと思いま

す。

●会長 情報交換を緊密に図られたらいいと思いますし、今うまくいっていると判断され

ているのであれば、今のままされたらいいのではないかなと思います。

●委員 ヨシの維持管理事業で、刈り取りと清掃というかたちに書かれていますが、今、

言われたように、その維持管理のところで、場所とか水位の変動で刈り取っていい

ところ、火を入れたほうがいいところ、いろいろあると思います。

今、このような形で審議会に関わっている者とか、ボランティアに行ったことの

あるという方々の情報というのは、たぶん均一でないし、それぞれ、火を入れてい

たら、また、あんなことしてはいけないとか、刈り取らないほうがいいとかという

ふうに、ボランティア内の中でもいろんな説があるということ自体をきっちり把握

しておく必要があると思います。一概にどちらかに偏ったような捉えられ方をしな

いような啓発というのも必要だと思います。

今日の資料に昨年の事業が地図に載っていましたけれども、ボランティアのほう

のヨシ刈りについては、淡海環境保全財団さんのホームページにもアップされてい

ます。去年でも２５回されていますね。それぞれやられたところで、モニタリング

をどうされているのか、ボランティアが何か活動されたところまでモニタリングを

されているかどうかというのも気になります。

あと、ヨシの保全地域などで「ヨシ刈りのボランティアをしたい」と言って申請

すれば受け付けていただけますけれども、先ほどからのように、３年に１度とか毎

年とかいろんな考え方がある場所で実施する場合はどういう扱いをするか、どうい

うモニタリングをしていくかということも言っていただいたほうがいいと思います。

場所を選ぶというのも、先ほど「３年に１度というものがいいのか悪いのかとい

うのを見ていきながら」という話がありましたが、ボランティアとしては、ヨシの

維持、再生をちょっとでも手伝いたいという気持ちを持ってやっているので、その

気持ちを反映させるためにも、ここをやってほしいというようなところをピックア

ップしてマップにし、「今年度は、こういう地区でヨシ刈りをしていただきたい。ボ

ランティアに手を挙げていただく方は申し出てください」というように、エリアを
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ある程度絞ったり、限定したりしたほうがいいのではないかなと思います。

ここは刈り取らないほうがいいとかいった判断をどのようにしていくかについて

は、三角とか丸とか、ある程度検証中だということも分かるようにすれば、いちば

んいいのではないでしょうか。ただ、それが難しいのかもしれないけれども、ある

程度の方針みたいなものを決めながらされたほうがいいのではないかなと思います。

それと、ヨシ群落保全区域位置図で、今、県が事業をされているところが紹介さ

れていますよね。ぜひやっていただきたいのが、県の事業でやられている場所だけ

ではなくて、ボランティアの方々が維持管理に関わっている場所も、このマップに

落とし込んでいただきたい。そうやって、県民一体となって、今、ヨシの再生・維

持管理をやっているというのを見えるようにしてはどうかなと思います。

そういうことをすると、琵琶湖への関わり、広がりが出てきているところと、そ

うでないところがはっきり分かると思います。多くの方に見ていただくことによっ

て啓発にもなりますし、やっていることが見えると思いますので、ぜひ検討いただ

きたいと思います。

●事務局 事業実施前に、ボランティアさんが取り組んでおられるところはどこかを確認し

て、それ以外のところで県の事業をやっていますので、現状把握はしておりますが、

図面として整理ができていなかったので、今後は、委員の言われたように図面を整

理し、多くの皆さんに見ていただけるようにしたいと思います。

それと、刈り取っていいところとよくないところをマップ状にしてはどうかとい

うお話もありましたが、来年以降、刈り取り予算の減少も予想され、今後は、地域

の方々にいろいろとご協力をお願いすることが多くなってくると思いますので、そ

のあたりも含めて、きちっと整理してやっていきたいと考えております。

●委員 ヤナギの伐採ですが、地図を見ると、矢橋で４００本切られたのですか。

●事務局 矢橋はヤナギの伐採のみで、他の地域では、ヨシ刈りとヤナギの伐採をセットで

実施しており、これらのトータルで４００本になります。

●委員 ヤナギの伐採をすることはいいのですが、伐採するヤナギを選ぶ時に、ヤナギの

下に、たとえば矢橋なども、すごくたくさんの希少種が出てきますが、そういうも

のに対する配慮はしていただいていますか。

●事務局 ヤナギの伐採については、生えているヤナギを全て伐採するということではなく、

間引くようなかたちで実施していまして、伐採したことによってどういう影響があ

るかということを見ながら、少しずつ手を付けるようなかたちで実施しています。
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ただ、希少種の確認まではできていませんので、今後、ご相談させていただきたい

と思います。

●委員 ヤナギの伐採は、去年ぐらいから高島市のほうもやっていただけるようになって、

確かによくなってきています。伐採後には、外来のキショウブが最初に出てくるけ

れども、ヨシが再生してくれば、キショウブも退化していくだろうと思います。

伐採したヤナギは、細切れにして積んでおかれますが、今年の春先に水位が高く

なったときには、このヤナギが浮いてヨシ原にばらまかれたような状況になってし

まいました。私は漁師もやっていますが、もんどりがつぶされることもありました

し、水につかっているヤナギはいくらでも芽を吹いてくるので、根付くこともあり

ます。

近年、暖炉を持っておられるうちもあることだし、伐ったヤナギはお金をかける

ことなく、そのような方に薪として持って帰ってもらうような仕組みも考えられた

らどうかと思います。

●事務局 確かに「欲しい」と言われる方もおられますので、情報を皆さんに提供して、で

きるだけ使っていただけるようにしていきたいと思います。

●委員 多くのボランティアや企業の方がヨシの保全に取り組みたいと思っていると思い

ますので、一緒に協力して力を合わせ、交流を図っていくことが大切だと思います。

それと、県の事業の中の「企業からの寄附金による事業」について、この企業か

らの寄附は、マザーレイク滋賀応援寄附金でしょうか。

●事務局 毎年、飲料メーカーの伊藤園様から滋賀県にご寄附をいただいていまして、その

伊藤園様の寄附による事業というかたちで実施しております。

●委員 伊藤園さんの寄附は、マザーレイク滋賀応援寄附金ではないのですか。

●事務局 伊藤園様からは、「ヨシの事業に」という目的を決めて寄附をいただいています。

マザーレイク滋賀応援寄附金のほうは特定の目的というかたちではいただいており

ませんので、伊藤園様からいただいた寄附は、このヨシの事業に使わせていただい

ております。

●委員 今、コクヨさんが連絡協議会の会長になってございますし、ヨシ刈りなどいろい

ろなボランティアに出ていただく手配とかもしていただいています。
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●会長 よろしいですか。他にございませんでしょうか。

それでは、続きまして「漁場環境保全創造事業について」、水産課さんからご説明

お願いいたします。

＜事務局・議題２ 「漁場環境保全創造事業について（水産課）」説明＞

(竹田委員：遅れて出席)

●会長 ご質問、ご意見、お願いいたします。

●委員 たくさんあるので、一つずつ。ページで言うと、最初の１ページのところに、平

成２５年に塩津湾と、それ以降に新旭ということが書いてありますが、これまでに

実施された長浜や近江八幡市牧のところとかも同じように、この塩津湾と新旭とい

うのは非常に貴重な沈水植物の宝庫ですし、陸側も希少植物のホットスポットにな

っているところです。そういったところで、どういう配慮をされるのかということ

と、今までは実際にどういう配慮をされたのかということも併せてお願いします。

あと、「自生するヨシを採取・育苗して」というのは、どういう方法でされている

のかお願いします。

●事務局 今、ここに挙げています湖北の漁場と湖西の漁場とか、来年度以降計画している

漁場については、事前に沈水植物等の生育状況については調査をさせていただく予

定をしております。

希少種がどこにどれだけという、そのボリュームと場所にもよると思うのですが、

対策としては、その場所を避けて施工するか、その場所にあるものを一時動かして、

また元に戻すといったことになるかと思っています。

それと、自生するヨシの採取・育苗については、委員がおっしゃられましたよう

に、淡海環境保全財団のほうで、施工地の近傍のヨシを取っていただいてクローン

にし、マット状のものにして施工のときに敷き詰めています。

●淡海環境保全財団

施工地の近くの群生しているところを選ばせてもらって採取しています。

●委員 ヨシの植栽に関しては、今までもいろんなところで発表していますが、なるべく

クローンは使わずに、湖岸であれば 10 倍体のヨシが優先しているところが多いので、

たとえ、近傍のものであっても内側や河川のヨシは８倍体が多いので、混植しない

ようにとか、できるだけ配慮していただきたいです。また、面積が大きいので、一
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つのクローンで全部つくってしまうと心配があるので、そういうこと配慮いただき

たいと思います。

●委員 ちょっとヨシから離れてしまうのですが、私は湖岸でもんどり漁をやっています。

最近、ミドリガメの大きくなったミシシッピアカミミガメがヨシ原を占領してきて

いるように思います。今まで、クサガメだとかイシガメが結構いたのが、だんだん

数が減ってきて、このごろはもんどりに入るのは、ほとんどミシシッピアカミミガ

メです。私は生き物を大事にするような取り組みもやっているのですが、ミシシッ

ピアカミミガメは外来のものだから駆除しています。

外来種というと、ブラックバスとブルーギルがやり玉に挙がっていますが、カメ

でも貴重なクサガメ、イシガメなどの本来日本にいる種類が生息場所を追いやられ

るような環境に、今、ヨシ原が移りつつあるのではないかと思います。

●事務局 水産試験場でも、いろいろ調査していますが、クサガメとかイシガメというのは、

ほとんど見たことがないという状況です。今後、それに対してどういう対策をすれ

ばいいのかというのは、すぐにはわかりませんが、いろいろお知恵を拝借しながら

考えていきたいと思います。

●委員 赤野井で植生の調査をされていると思いますが、外来水生植物がものすごく増え

ています。特定外来生物にも指定されているナガエツルノゲイトウもありますし、

今一番心配されているのはオオバナミズキンバイで、今年６月に、専門家の方々が

中心になって外来水生植物の駆除でやっておられる近江ウェットランド研究会のボ

ランティア活動に私たちも参加をさせていただいて、赤野井の漁港の手前のところ

で大規模に駆除を行いました。

最近も、ものすごく増えてきているのですが、今回の調査のところにナガエもオ

オバナミズキンバイも名前が全然挙がっていません。今後、ここでヨシ帯を造成さ

れると特定外来生物が増殖してしまうということがあるので、造成の事業をされる

ときとか、モニタリングとか、外来水生植物の対応はどうされるのですか。

それとヨシが育っていくときの影響ですね。これらの植物がものすごく増えてき

ているというので、ある学者さんから県のほうにも意見を出されていたりとかする

のですけど、そういう対応とか情報は、今、どうなっているのでしょうか。

●事務局 オオバナミズキンバイに関しましては、平成２２年にヨシ帯を造成したところに

もかなり入り込んでいます。ここは、天然のヨシ帯があって、その沖側に人工のも

のを造成したのですが、その間は、まだヨシがスカスカの部分があります。そこに

オオバナミズキンバイがいっぱい生えてしまい、日光が入ってこないということで



8

ヨシの分布域の拡大を阻害しており、問題視をしております。

オオバナミズキンバイに関しましては、神戸大学の角野先生も知事あて要望書を

出してくださっておりますので、県としても何とかしたいと考えており、本年度の

赤野井湾での造成工事のときに、工事現場近辺のオオバナミズキンバイについては、

何とか取り去ることはできないか、現在検討している段階でございます。

●委員 植物については、今、○○委員のほうからも言ってくださったように、早崎でも

牧でもどこでも、ヨシ帯を造成した場所の内側に、チクゴスズメノヒエだけではな

く、ホテイアオイとかボタンウキクサ、オオフサモなどいろんなものが入ってきて

いるので、そういうところは配慮してほしいと思います。

底生動物と植物の経年出現状況を見させていただきましたが、どんなものでもそ

うですが、先ほどカメの話もされたように、生物多様性という観点からいうと、種

の多様性というものは種数ではなくて、外来のものはマイナスに評価されるし、希

少なものはプラスに評価されるというような評点があって、例えば底生動物のほう

は、２３ページを見ると、マメタニシとかナガオカモノアラガイとかセタシジミと

いった３種の希少種がいなくなって、かわりに別の希少種が２種増えています。

でも、その割にアメリカナミウズムシとかハブタエモノアラガイとか、外来のも

のも増えています。中身の種組成を見てみると、ユスリカ以外でいうと、希少なも

のが減って外来のものが増えているというかたちになっていて、種数が増えたから

といって、望ましいものになったかというのはちょっと難しいかなと思います。底

生動物層が回復したという書き方がされていますが、たぶん、２１年と２３年、同

じ業者だったのでしょうか。

●事務局 業者は違いますけど、やり方を一緒にしてもらっています。

●委員 この表を見て感じるのは、２３年のほうが精度が高いというのがあって、ユスリ

カやトンボにしても、より詳しく同定されている感じなので、その問題もあるのか

なと思いました。

植物のほうも、こちらのほうがたぶん顕著なんですけれども、２１年は在来１９

種に対して外来７種だったのが、２３年には外来が８種に増えて在来１６種に減っ

ている。しかもその増えた外来の中には特定のもの、アゾラ・クリスタータの雑種、

あるいはボタンウキクサといったもの。外来種というと１０種あるのですけれども、

特定のものが２種増えています。それに、このネジレモ、コウガイモ、オオササエ

ビモという希少なものが、いずれも消えてしまっているということで、これは明ら

かに望ましくない方向に変化しています。

浮遊植物も、「種類数が減少した」と書いてあるのですけれども、在来の３種が消
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えてしまって外来が増えているという状態になっているので、そういう意味でも、

多様性という点では、よくない方向にこちらも行っていると思います。あと、一番

大事な魚にとってどうかということだと思います。

たぶん、植物とか底生動物より魚のほうが動きが速いので変化が大きいのかなと

思うのですが、最後のほうの水産課の調査結果では、産着卵数というのは期待の２

倍以上増えたということですが、放流した結果というのが出ていなくて、いろんな

ところで放流したというのは出ているけれども、その結果が出ていないので、それ

がどうなったのかなと思います。平成２１年とか２０年に追跡中となっているんで

すけど、もう２４年なので、そろそろ結果が出ているのでしょうか。

この２０年にやっている仔稚魚の捕獲調査というのは、いろんなところで実施し

たら、すごくその変化というのが掴めるのではないか。他の調査は造成した後にや

っているので、増えたかどうかの評価は分からないけれども、２０年の仔稚魚調査

みたいなのは、いろいろなところで造成する前と造成した後でやっていくと成果が

上がって、底性動物みたいに分かるのではないかと思います。

ワカサギは外来種ですけれど、カネヒラは望んでいたコイ科の魚、ただ、コイ、

フナといってもニゴロブナではないのですよね。そのへんが望ましく漁業資源が回

復されているのかというのが一番気になるところですが、結果がいまひとつ出てな

いので、そのあたりを教えていただければありがたいと思います。

●事務局 まず多様性の評価でございますけれども、今のところ、種数でやっております。

ただ多様性を評価するのであれば、例えば多様度指数とか、いろいろなものが考案

されておりますので、そういうものの中からどれを使うのがふさわしいのかという

ことを、委員のご指導もいただきながら出していきたいと考えています。

水産試験場の調査ですけれども、今回、水産試験場にどういうデータがあるのか、

十分把握し切れておりませんでしたので、きょうの委員のご意見も参考にしながら

いいものが出せるようにしていきたいと思います。

●会長 要するにコメントやいろいろ解説があるけれども、現状というのは決してうまく

いっているのではなくて、課題があるという話でご指摘があったかと思いますが、

それについてはよろしいでしょうか。

●事務局 とりあえず、産卵魚にしても、今はコイ科魚類しか分かってないという状況です

が、現在、水産試験場においてＤＮＡで種を判別できないかということをお願いし

ておりまして、技術的にはそんなに難しくないことでもあるので、将来的には、種

の判別も可能になってくるのかなと思っています。
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●会長 その点が、植物等について、ある種数等についての評価のときに、外来種とか希

少種とかというのも含めて評価したほうがいいというご指摘で、データを見ると、

必ずしもいい方向に行っているとは言えないのではないかというご指摘だったかと

思うのですが、基本的にはそういうことでいいですか。

●事務局 多様度指数とか、そういうものを使って評価をしていけばいいのではないかとい

うことで、それも、多様度指数といいましても、いろんなものがあるので、その中

でどれを使うのがふさわしいのか、どういう評価で進めるのかを。

●会長 今、お話があったのは多様度指数ではなくて、外来種と希少種とを同じような扱

いしてはまずいのではないかという指摘です。多様度指数とか、その話ではなくて。

●事務局 どういう評価をするのがいいのかということも含めて、ご教示していただきなが

らやっていきたいということです。

●会長 ご指摘いただいたこと、ご理解いただけたかと思いますので、今後の対応お願い

いたします。他にございますか。

●委員 ヨシ原で、ヤナギやニセアカシアの林ができてヨシが衰退したところには、絶滅

危惧種のノウルシがものすごく群生してきています。ノウルシは絶滅危惧種で貴重

なことは分かるのですけれど、それがあまりにも増え過ぎるとヨシにとってマイナ

ス面があるのかないのかを教えていただければと思います。

●委員 ノウルシというのは完全な春植物で、６月から７月にはもう姿消してしまいます。

ヨシとは完全に季節的にすみ分けていて、ノウルシが増えているからといって、ヨ

シにマイナスはありません。

●委員 伏流水が噴出している場所、たとえば、野洲川の下なんかは良質な伏流水があっ

て、魚類の産卵場所として貴重だったというデータがあります。東近江市の伊庭川

も、湧水が出ていますので、そこへ魚が上がってくるという、そういう領域がある

のですが、ヨシ帯をそういう湧水の出ているところで造成されておられるのか、関

係なしにやっておられるのか。

●事務局 今年、実施予定の赤野井湾も、もともと野洲川の伏流水がよく流れていたところ

で、湧水について把握はしていますが、現在は、もうほとんどありません。

先ほど説明させていただきましたように、風波の影響を受けないとすれば、もと
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もとヨシ帯があったとか、過去に魚類の採取がされていたというところは、今おっ

しゃられる、もともと伏流水があったというところになるのかもしれませんけれど

も、現在、湧水があるところで造成をしているかどうかということになると、ない

ところで造成しているということになります。

●会長 ご指摘は、湧水のあるところでやられたほうがいいのではないかということです

ので、そういうことも含めてご検討いただけたらと思います。

●委員 水産課のほうで造成されたヨシ帯について、ヨシ原が結構立派に育ってきたので

すが、近年、結構な数のヤナギが生えてきた。淡海財団さんが発注されたヤナギの

伐採をされている方に、「こっちも一緒にできないのか」と言ったが、「これは水産

課の事業とは別だ」という話でした。こういったことについて、県は連携して、手

を入れてもらえるような仕組みは考えられないものでしょうか。

●事務局 先ほど琵琶湖政策課さんのほうから、今年もヤナギの伐採を計画されているとい

うことでしたが、水産課では、今まで造成したヨシ帯のところは、水産課の職員が

回って、大木になってきたら切るという対応をしてきました。特に新旭の針江のと

ころは、ヤナギがすごいことになってきましたので、何とかならないものかという

ことで、まだ「こうします」と言えないのですけれども、対策は必要だということ

を重々感じています。

●委員 今、針江は重要文化的景観、ヨシ原も田んぼも、針江大川両岸、そしてまた街並

み全てがその景観に指定されています。できたら、今の現況を守りたいという思い

もあって、特に針江の、今、言われた、造成されたところのヤナギがかなりひどい

ものだから、もし同時にやってもらえるのだったらやっていただきたい。もし許可

さえいただければ、われわれ生水の郷委員会で、何もお金くれというのではなくて、

われわれの手でヨシを守りたい、増やしたいという思いでいますので、われわれが

手を出してもいいかなと思っています。

●事務局 さっきから説明させていただいていますように、魚類の産卵、繁殖場としての水

ヨシ帯を造成していますので、ヤナギの伐採についても、魚の産卵、繁殖場に悪影

響与えない範囲で実施したいと思いますし、どういう状況かを調べながら、どうい

う伐採方法がいいのかも検討してから手を付けたいと思っていますので、そのとき

は相談させていただきたいと思います。

●委員 特にモロコはヤナギの根っこを好んで産卵しますので、モロコにとっては、ヤナ



12

ギがなくなると困るだろうと思いますので、よろしくお願いします。

●委員 資料の２７ページ。平成２０年から丁野木工区、野田沼、要するに順番に書いて

います。今、事務局からは、平方メートルあたり１万粒という予測していた量の産

卵量が確認できたということですが、造成した面積の平米数と産卵量を掛けるとも

のすごい量になりますが、問題は、産卵量。いつも発表でこのように聞いているの

だけれど、琵琶湖の中のコイ科魚類の資源再生に一つも結び付いていません。

このあたりの原因がどういうところにあるのか究明するのと、先ほど、ヤナギと

ヨシの関係の話が出たけれども、専門家がおられるのだから、スズメノヒエやその

他の外来種を含めて、何が優先種で、どういうふうにヨシ群落を造成していくのだ

というのをある程度結論付けないことには、いつまでたっても議論していかなけれ

ばならないと思います。次から次へと新しい品種のものが琵琶湖の中で増えていっ

てしまうから。

ヨシの造成したところが１２０ヘクタールある。これに平米数を掛けるとものす

ごい量になるのだけれども、果たして南湖の、今、赤野井湾の話が出ていたけれど

も、南湖でニゴロブナを見るとか、モロコを見るということはまず不可能。漁場再

生を目指すなら他のところでの漁場整備が先であって、ヨシ群落をここで優先的に

やらなければならないものかと思います。

このことについて、どういう提案をしてもらって、どういうふうに切り替えてい

くのか、果たしてこのまま進むのか、一度、このあたりの問題について、整理でき

てからでもいいですが、今、分かるなら、言ってもらえればと思います。

●事務局 琵琶湖大橋の北では、ニゴロブナもある程度採れるようになってきたし、ホンモ

ロコも増えてきたということですけれど、その南側、南湖では、いまだにニゴロブ

ナ、ホンモロコは全く捕れないと言っていいぐらいになっています。

琵琶湖南湖は、外来種のオオクチバス、あるいは、ブルーギルもまだまだ多いと

いう状況の中で、そういうものに捕食されているということもあるでしょうし、あ

るいは、水草が質重量で１０万トンあって湖底部分が低酸素化する状況下で、ホン

モロコにつきましては、特に生まれてからしばらくの間、琵琶湖の底でじっとして

過ごすという性質を持っていることから、酸欠でかなり死んでいるのではないかと

いうことも一つ危惧されております。

そういう中で、県としましては、琵琶湖の南湖の水草を刈り取って、そのことに

よって魚を増やしていけるのではないかという一つの仮説を持って、今、事業展開

をしようと進めているところです。また、いろいろご指導いただきながらやってい

きたいと思いますので、よろしくお願いします。
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●委員 これはよく分かるけど、今のペースでやっていては、いたちごっこだと思います。

どうしても繁茂していく量と刈り取る量との相関でいけば、繁殖していくほうが多

くなってしまう。今の漁業者の年代を見ると、この後、外来魚が増えてきたときに、

「外来魚、誰が捕るんだ」という話をしていかなければならないぐらいになってし

まう。早い時期に何とか解決できるような方法を見つけなければ、漁業はもたない

と思います。

南湖の漁師が今水揚げしているのは、水草刈り取りと外来魚がほとんで、それを

次の世代に向けていたら、きれいごとの話は通らないと思います。

●事務局 今、われわれがやろうとしているのは、ホンモロコ、あるいは、ニゴロブナの産

卵場の近くのところの水草を取って、そこから琵琶湖の北湖へ通じる道筋を付けて

やるような、まずは対応したいというふうに思っています。

●会長 大変大事な、また、ややこしい話もあると思いますが、各方面、いろいろ協力し

て進めていっていただければと思います。よろしいですか。

それでは続きまして、「ヨシ群落自然再生事業について」、琵琶湖政策課のほうか

らお願いします。

＜事務局・議題３ 「ヨシ群落自然再生事業について（琵琶湖政策課）説明 ＞

（ⅰ）菖蒲地区ヨシ群落自然再生事業について

（ⅱ）新海浜地区ヨシ群落自然再生事業について

●委員 新海浜地区１１ページの赤い丸は、ここにも突堤を入れて、ヨシを造成していこ

うということでしょうか。

●事務局 その部分は、導流堤が設けられているところで、北東面には堆砂がなく、南東面

に堆砂がしているということの見本のために丸をしたものでありまして、事業区域

は、あくまでもこの黄色のラインのところ、５６０ｍ間を事業範囲としております。

●委員 奥の赤いほうは海浜植物の宝庫になっていて、ハマゴウやハマエンドウもありま

すので、影響ないようにしてほしいのと、新海浜とか、さっきの菖蒲浜ですが、航

空写真とかで解析されていると思うのですが、昭和３０年代の形状と１９６０年代

の地図と重ね合わせると、造成しようとしているところにはヨシはなかったんです

ね。例えば、新海浜、ほとんど今と変わらないけど、菖蒲浜のほうだと、ちょうど

緑地になっているところがヨシ帯だったというふうに、１９６０年代のから見て取

れます。
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他の早崎とか、どこもそうなんだけれども、造成したところにヨシがあったとい

うことは、ほとんどないと思います。だから、水ヨシはなかったけど、陸地側にヨ

シ帯が広がっていたところが、陸地が緑地になったりしてなくなって、しょうがな

いから湖側に造成するという流れだと思うので、やはり、もともとあった「ところ」

といっても、もともとあった「地点」ではないので、かなり頑張らないと、という

か、かなり無理して頑張るというスタンスだと思っています。

さっき○○委員がすごく本質的なことを言っていたと思うんですけれども、そう

やってすごく苦労してヨシ帯の造成をすることで、魚の資源の回復に本当につなが

っているんだったらいいけれども、水産課は、ヨシ保全計画、基本計画とは無関係

ではないけれども、水産のほうを重視するという考えでいうと、ヨシを増やすこと

をこれからも続けていくのかというか、頑張って無理をしてヨシ帯を造成していく

のかというところ、○○委員がおっしゃるように考え直してもいい時期なのではな

いかなとは思います。

●事務局 確かに菖蒲浜でも、再生するのが難しいかなという部分がありますが、琵琶湖が

あって、そうした中で、６０年代とかにヨシ帯もある程度あったという部分から、

生物多様性や自然景観も含めて琵琶湖をこれからも守り育てていくということもあ

りますので、確かに無理はせずに、ある程度自然的に導入できるということを考え

ながら、ヨシ帯を再生していきたいと思っています。だから、無理やり新しい場所

をつくるということは考えてはいないです。

●会長 今、ご説明のあった砂が付くという話ですが、さっきの○○委員の話にあったよ

うに、砂浜そのものでも、そこの砂浜に限られた大事な群落がある場合があると。

ヨシばっかり見ていると全体の大事なものを見失う可能性も出てくるというご指摘

があったのです。そういうことも含めて、これからの計画というのを考えていく必

要があるかなと思うのですが、今年のご提案で、私、既にヨシ帯のあるところの近

くで突堤を出して、ヨシを広げようという、そういう計画のご提案だと思うのです

が、これに関してよろしいですか。何かご意見等ございますでしょうか。

●委員 再生に関する内容ではなくて、工法について確認させてほしいのですが、この砂

の移動については、どなたかの助言をいただいて検討されているかどうか、まず教

えていただきたい。

●事務局 菖蒲のほうは、まだ机上の計算というかたちで今回は出しております。

●委員 私もバリバリの専門家ではないのですけれど、特にこの菖蒲浜のところで気になる
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のは、消波堤と突堤をセットで整備するというのが、私の経験からすると若干矛盾

を感じる部分があります。消波堤と突堤というのは果たす役割が全く異なるものな

ので、それをセットでやるというのは、どうか。どちらかの効果を先に見込んで、

その後、もう一つのほうの効果を併せて持ってくるという考え方が普通だと思いま

す。いきなりセットでやっていくというのは、何というのか、過重の投資、余分な

投資になっているような感じがします。通常は消波堤を先にやって砂がそこに残る

ような対策をしてから突堤をして、その砂が流れていかないようにしていくという

考え方だと思うので、ここは砂の移動というか、何をどう、順番に対策していくの

かということをもう一度よく考えていただいたほうがいいのかなと思います。

それから、先ほどもお話がありましたが、砂の移動が西のほうへ西のほうへ動い

ていくということなので、左側、要は砂が動いていく下流のほうから対策をしてい

かないと、今はそういう順番になっていると思いますけれども、上流から砂を止め

ていくと下流に砂が行かなくなることを助長することになります。そういった整備

の順番というのも非常に重要になってくると思うので、そのあたり、もう一度よく

見ていただいたほうがいいのかなと思いましたので、ご意見として述べさせていた

だきます。

●事務局 今おっしゃいましたように、突堤と消波堤の関係ですけれども、この地域につき

ましては、砂の移動が前からというよりも横からが見込まれるということで、今、

セットで出させてもらっていますが、砂の移動もできるように突堤と消波堤の前の

間隔は、５ｍとちょっと少ないですが、間を開けて、砂の動きは取れるようにして

おります。

いかんせん、前からの波が非常にきついので、その対策で消波堤を挙げているの

ですけれども、実施計画に当たりましては、今いただきましたご意見を基に、もう

一度詳細に詰めていきたいと考えます。

●委員 今、○○委員が言われたこととほとんど同じような指摘だけれども、消波堤とこ

の漂砂防止堤を同時進行でやるというのは、ちょっと問題があると思います。長浜

の南浜でずっと見せてもらったが、先に漂砂防止堤を作って、その後に消波堤作っ

て、やっとヨシが生えかけた。

それと、この砂利移動。家棟川から出てくる砂利が西のほうへ動いていくのか、

それとも、この菖蒲浜の前に作った港、これが逆に西から来る砂利を止めてしまっ

ているという可能性がどれくらいあるのかというのを分かっていないだろうと思い

ます。あそこに港を作ったから、あの港で西から東へ動く砂利移動が完全に遮断さ

れて、ここの浜欠けが余計ひどくなったのではないでしょうか。消波堤を作るので

あれば、もっと沖合ではないでしょうか。５ｍのところで消波堤を作っても、波が
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洗うところまで止まるのだろうかと思います。

今、ヨシ再生をやろうといっているこの新海浜にしろ、どこにしても、皆、川の

砂利供給があってのことで、そういったところに異変があって浜欠けが起きていま

す。昔ヨシがあったところが、その後になくなってしまったというのは、こういう

原因のところばっかり。この新海浜にしても、愛知川で十数年間、砂利採取をやっ

たが、砂利採取をやめた後遺症がそれから後に出てきたもの。これはすぐに出なく

て、１０年近くかかります。南浜だってそう。あそこで湖中砂利を取って、どうや

ら沖合で取っているから関係ないということだったけれど、結局、西風で波が底を

洗い、奥のほうに深掘りしたとこがあるから、そこへ砂が引っ張られていく。そし

て、波が湖底をできるだけなだらかにしようとして砂が引っ張られて浜欠けが起き

ていくという状態だから、ここらも同じような、その原因がどこにあるかをきちん

と整理してから投資したほうがいいのではないでしょうか。

●事務局 今年、底質などの調査も併せてやる予定をしていますので、設計についてももう

一回考えていきたいと思います。

●会長 いろいろ予想というか、思っていることと実際違うことが起こったりもしますの

で、毎年検討を重ねながら進めていっていただければと思います。

ちょっと気になったのは、砂の移動に関する専門家というか、湖南地域ヨシ群落

自然再生協議会には田中さんもいらっしゃいますけど、田中さん、どちらかといえ

ば、もうちょっと違う領域の専門かなと思うので、砂の移動、流砂系というか、こ

ちらのご専門の方のアドバイスもいろいろ受けられるのがいいのかなと思ったので

すが、大丈夫ですか。

●事務局 砂の移動の専門家まで対応はできていませんでしたので、これからまた調べて対

応していきたいと思います。

●委員 無理せず自然に生えていくようなことを工夫しているということをおっしゃった

と思いますが、私、今年の２月に湖南地域ヨシ群落自然再生協議会に参加させてい

ただいて、菖蒲の地区のところを見させてもらったのですが、ものすごく不自然な

感じしました。木でヨシマットを打つみたいな感じのやり方だったと思うのですが、

ヨシがすごく弱くて、自然でない感じがしました。

もちろん、最初のほうはそうやらないと駄目かもしれないけど、やはり、１３ペ

ージにあるかたちで、もう既に生えている元気なヨシの隣にどんどんヨシを生やし

ていくというほうがいいと思います。

また、その協議会で、波のせいでヨシがどんどん流されているとおっしゃったと
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思いますが、それはヨシが弱いから波に流されていると思うのです。自然で生えて

いける状態でしたら、波にも強いと思うのですが。

自然はすごく美しいので、何か、その美しさも考えながら進めていったらいいだ

ろうなと思いました。

●事務局 ２月に見ていただいたときには、確かに波が強くてヨシが弱かったと思います。

突堤や消波堤を施工することによって、波際を安定させることによって、今現在、

弱々しい育ち方をしているヨシも安定して強く生えてくるようになるかと思います

し、こういったことをきっかけとして、その後のヨシの再生能力を使いながら、全

体として安定させていきたいと思っています。

全部が全部、ヨシマットに杭を打ち付けて実施するのではなくて、今あるヨシを

生かしつつ、また、新しく植えたヨシも安定して育つようなものを考えながら、対

策を取っていきたいと考えています。

●委員 今、委員長のほうからも砂利の専門家という話が出ましたけれど、私のところの

漁連でちょっと話が今出ています。

今から２０年ほど前のバブル期には、河川で砂利を取って生コンの材料に使って

いましたが、今は１級河川における砂利採取をやめてしまった。すると、今度は、

大きい河川でいえば、安曇川、姉川などの中流域から下流域に砂利が来て、河床が

どんどん上がってきて、関係者が困っているというのが今の現状です。河口がだん

だん沖出ししてくるという２つの現象と併せて、砂利のやり場がないという状況に

なっています。

今この菖蒲の話なんかも、本来ならこうした砂利を覆砂事業に使ってはどうかと

思います。南浜の場合なら、漂砂防止堤を打っておくのだけども、打ったところか

らそのときの季節風によって、風を受けるほう側は砂がたまるけど、その裏側は必

ず欠けるという当たり前の現象が起こります。そこで、何箇所かを覆砂事業をやっ

て、その結果がこうだという検証をしてみるのも一つ大事なことではないかなと思

います。

琵琶湖総合開発事業において、琵琶湖に船溜まりというのを各沿岸にいっぱい作

ったことで、必ず風を受けるほう側に砂がたまって、逆側に浜欠けが起こるという

現象があっちでもこっちでも起こっています。そうしたことの検証をしながら、一

度こういうことも考える必要があるのではないかと思います。

姉川の左岸側は、この２５年ぐらいで、川幅の２５メーターぐらいが削り取られ

て、左岸側が深掘りしてしまった。同時に左岸側に連結する南浜水泳場の一帯でず

っと浜欠けが起こってしまっています。

この原因は何だという話で、そういった何十年前からの検証というのも大事なこ
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とではないかなと思うので、委員長も言われた砂利移動など詳しい人からもいろん

な意見を聞いたほうが、より一層事業が充実したものになるのではないかと思いま

す。

●事務局 貴重なご提言、ありがとうございます。今後、事業を進める中で、そうした専門

家の方も意見をいただくなどして対応していきたいと思います。

●会長 他に何かご指摘いただくことございますか。それでは、ありがとうございました。

（３）の「ヨシ群落自然再生事業について」は、とりあえずこれで進めていただい

て、いろいろ課題が出たかと思いますので、検証しながら進めていっていただけれ

ばと思います。

「その他」ですけど、何かございますか。

●委員 審議会そのもののことなんですけれど、私、今回、審議会に参加させていただい

て、任期が来年の７月までです。次の審議会の予定はいつですか。まだ予定は立て

られてないですよね。

年１回ということでもあるので、以前の審議会の議事録や他の審議会とか協議会

の議事録を見させてもらっていて思ったのは、○○委員も言われましたように、漁

場の再生でヨシを一生懸命植えられていますが、「卵は産んでいるけど、育っていな

い」ということを何回も聞かせてもらっています。前回の審議会のときにも言わせ

てもらったと思うのですけれども、結局、その結果がいつ出るのかということだけ

でもお教えいただきたいと思います。この次の審議会のときには出していただける

のでしょうか。

それと、審議会から何か提言するということはないのでしょうか。今までは提言

書にまとめたことはあるのですよね。

●会長 基本計画につきましてはあります。

●委員 今年度は、別にそういうことは考えてはおられませんか。

●会長 考えてございません。

●委員 こういう資料をもらって、事前に現場に行くこととかもできますが、審議会の方々

と一緒に現場に行って、現場を見て、いろんなことを話し、その場でお聞きして、

状況を一緒に共有するということがあってもいいのではないでしょうか。それが本

来はあるべき姿ではないかとイメージしていたのですけれども。



19

前にも「生物多様性のアドバイザーには付いていただいています。」というふうに

おっしゃったことがあったと思うのですが、専門家の方々やいろんな提言をされる

知恵や人脈も持っておられる方がいらっしゃるので、この計画とかペーパーに収ま

るまでに、いろんな方がもっと助言できるタイミングとか、共同できるタイミング

があるのではないでしょうか。先ほど○○委員から「そういう植生の配慮はどこま

でされているか。どうされますか」というご意見がありましたけども、何か、ちょ

っともったいない、いつも後になってしまっているような気がするのですが、その

あたりはどう感じておられますか。委員の皆さんにもお聞きしてみたいのですが。

●会長 この審議会というのは年１回ということで、県が実施する事業についての計画が

出て、それに関する審議というのが中心なっています。何かについて、数回やって

まとめていくというかたちではないです。

ただ、これだけたくさんの人が集まる機会というのは大変で、今も定足数という

ような状況で、おっしゃることがうまく進めていければ一番いいとは思うんですけ

ど。事務局、この件に関して何か考えておられますか。

●事務局 今、現在、県で進めているヨシの事業は、土木工事のように基本的に１年で全部

やってしまうということではなく、少しずつモニタリングをしながら実施している

ので、１年に進む施工量というのがごくわずかということ、また、１年でモニタリ

ングをして、その結果をこちらでご説明させていただいて、また次の年に反映する

というように、少しずつ工事のほうを進めていっていますので、今のところ、１年

に 1 回の開催と考えています。必要に応じて増やすということも今後は考えていか

なければならないのかもしれませんが、今の施工方法では、１年に１回でいいかと

考えています。

●会長 分かりました。いろいろご指摘あったことに関しては、必ず次のときにはそれな

りの回答をいただくということが大事かなと思います。よろしいですか、それで。

●会長 今回もいろいろとご指摘の事項が多かったんですけども、それなりの対応という

のをしていただきたい。ただ、○○委員のおっしゃった中の一つで、「なぜ魚が少な

くなっていて、増えないんだ」という話は、そんな急に来年になったら分かるとい

う話ではないかもしれません。ある程度分かってといいますか、「詳しいメカニズム

まで話せ」と言われても、なかなか大変なところがあろうかと思いますが、その中

で何をどう考えて、どうやっているということが分かる資料、ここまでの段階まで

やっているということが分かればいいかと思います。

それから私、きょう、この審議会が始まる前に、事前に資料の説明を受けたとき
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に、「その場所の位置付けというのが大変大事ではないか」という話をしまして、「事

業やっておられる場所というのが、琵琶湖全体においてどんな位置を占めているか。

ヨシの保全とか再生における重要性というのはどういうものか。それができるだけ

分かるような資料を出してください」というお願いをしました。

少しは全体の状況が分かりましたが、どなたかおっしゃいましたように、重要性、

それから、保全・再生の必要性に関する評価というのはあまりちゃんとできてない

ように思います。この評価を来年なったらきちっとできるかと言うと、なかなかそ

うでもないけれども、この評価に関して、ヨシについては基本的な計画を決めたん

ですけども、順応的に進めていくというその性格からして、常にモニタリングとそ

の評価、それに対して必要なことを変えていくというか、また新たな計画つくると

いう、それが大事かと思いますので、次回の、次の基本計画つくるときには、必ず

評価というのが先立っていることが大事かなと思いますので、そういうことも頭に

入れて検討していっていただければと思います。

この件に関して、何か委員の先生の方々、あるいは事務局から補足、あるいは、

ご意見ございますでしょうか。よろしいですか。とにかく大事なことは共有された

かと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

それでは、一応、きょうの次第はこれで終わりたいと思います。事務局にマイク

をお返しします。どうもご協力ありがとうございました。

●司会 本日は、長時間にわたりましてご審議いただきまして、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じさせていただきます。


