
 

 

 

第２９回滋賀県ヨシ群落保全審議会の議事録 

 

●日  時  平成２５年１２月１１日（水）１４：００～１６：００ 

 

●場  所  県庁北別館３階 中会議室 

 

●出席委員  １５名中１１名出席（五十音順） 

出 席 青井委員 大田委員 大野委員 金子委員 高橋委員 辻委員  

田中委員 望月委員 森本委員 安居委員 渡辺委員  

欠 席 植田委員 佐野委員 塚原委員 橋川委員  

         

 

●議  題 （１）会長の専任等について 

 

      （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） 

 

（５）その他 
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●司会    それでは、定刻になりましたので、ただ今より第２９回滋賀県ヨシ群落保全審議

会を開催させていただきたいと思います。 
       委員の皆さま方におかれましては、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。 
     開会に先立ちまして、琵琶湖環境部理事よりごあいさつを申し上げます。 

 
●理事    ＜ 理事挨拶 ＞ 
 
●司会    本日ご出席の委員の皆さま方におかれましては、本年９月に委員の委嘱をさせて

いただきましてから今回が初めての審議会ということになります。ということで、  

初めて顔を合わせていただく方も多いと存じますので、最初に、申し訳ございませ

んが、委員の皆さま方に簡単に順番に自己紹介をしていただければと思います。 
 
●委員    ＜ 各委員 自己紹介 ＞ 
 
●司会    ありがとうございました。 
       それでは、ただ今から議事に入っていただくわけでございますけれども、本審議

会、滋賀県ヨシ群落保全条例の施行規則第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となっております。本日ご出席いただいております委員

の合計は１１名ということになっておりまして、これは審議会の委員総数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ということをまずご報告を

させていただきたいと思います。 
       それから、本日の資料について確認をさせていただきたいと思います。資料は、

この審議会と書かれた次第一式と、あと資料１～４までとなっています。 
       それでは、議事のほうに入らせていただきたいと思います。 
       まずは次第の１のほう、「会長の選任等について」でございますけれども、ヨシ条

例の施行規則第２１条第１項によりまして、会長は委員の互選により選任いただく

ということになっております。委員の皆さまの互選によりまして会長を選任いただ

ければというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 
 
●事務局   ＜ 議事（１）会長の専任等について 事務局案 ＞  
 
●司会    委員の皆さま方、まずは案があれば。 
       それでは、事務局案のとおり、○○委員にお願いしたいと思いますが、いかがで

しょうか。 
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●一同    異議なし。 
 
●司会    はい、ありがとうございます。 
      ただ今、異議なしの声をいただきましたので、○○委員のほうに当審議会の会長を

お願いいたしたいと思います。 
       誠に恐れ入りますけれども、○○委員におかれましては、会長席のほうにご移動

お願いいたします。 
       それでは、新会長のほうから一言ごあいさつをお願いします。 
 
●会長    前年度に引き続き、会長ということを仰せ付かりまして、至りませんが、皆さん

のご意見を取りまとめしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
       ヨシ群落というのは大変大事な群落で、それを再生していくという大変大事な事

業ですので、やっていかなければいけないことですけど、ヨシだけではなくて、ヨ

シの環境というのもいろいろございます。 
先ほど理事のほうからお話がございましたように、各地でいろいろございますの

で、そういうことを踏まえて、よい事業にということで、皆さんのご意見を取りま

とめるのにお役に立てたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
●司会    ありがとうございました。 
       それでは、会長には、ヨシ条例の施行規則第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いただくと、審議会を代表していただくということになり

ます。 
       それから、会長に事故があるときには、ヨシ条例の施行規則第２１条第３項の規

定により、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理するということになっ

ております。 
       つきましては、会長に職務代理者の指名のほうをお願いしたいと思いますが、い

かがでしょうか。 
 
●会長    はい。専門家の○○委員にお願いしたいと考えますが、いかがでしょうか。 
 
●一同    異議なし。 
 
●会長    よろしくお願いいたします。 
 
●司会    はい、ありがとうございました。 
       それでは、○○委員におかれましては職務代理者として、すいませんが、よろし
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くお願いいたします。 
       これからの議事の進行につきましては、ヨシ条例施行規則第２２条第２項の規定

によりまして、会長のほうにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 
●会長    それでは早速議事に移りたいと思います。 
       最初の議事に従いまして、まず「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   ＜ 議題（２）ヨシ群落の保全事業について 事務局説明 ＞ 
 
●会長    ありがとうございました。今のご説明からヨシ群落保全事業について、ご意見と

かご質問あればお願いいたします。 
 
●委員    ボランティア助成のヨシ刈取りは、どこでされているのですか？ 
 
●事務局   西の湖のほうで刈取りをさせていただいています。 
 
●安居委員  伊藤園さんはそちらのほうも助成。 
 
●事務局   伊藤園さんの事業のですが、もう少し正確に言いますと、刈取りだけではなくて、

ボランティア団体への助成金ですとか、ヤナギの伐採もしています。伊藤園さん寄

附金を元に、刈らせていただいている面積が２．５ｈａということです。 
 
●委員    ヨシ造成の話しでしたけども、現在ヨシ帯というのは何ｈａあるのですか。 
 
●事務局   すいません。琵琶湖岸にあるヨシ帯は、現在１８０ｈａほどございます。 
 
●委員    ということは増えてきているんですね。平成４年に１３０ｈａだと聞いていたの

で。 
 
●会長    他にございますか。 
 
●委員    資料にあるマコモダケというのは、大変おいしいですよ。だから、自生能力も大

きく強力にしていただきたいなと思うのですが。どのぐらい自生していますか。 
 
●事務局   すいません。マコモダケに関しての自生の資料というのは、事務局では持ち合わ
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せていません。 
 
●委員    そうなんですか。資料にマコモダケと書いていましたので、ふと思ったのですが、

ほとんど手を付けておられない。ヨシばかりですか。 
 
●会長    はい。 
 
●会長    いやいや、現実にはマコモは入っているはずですが、マコモの分布域としては栽

培しないということですね。もちろんマコモも大事な植生なんですけど、いわゆる

群落としてマコモの群落を一定評価して、それを増やすという政策は今ないわけで、

植生図としても、県のほうでは今はされていないということです。 
 
●会長    ○○委員ありますか？ 
 
●委員    いや、センターのほうには、そういった植生図とか、マコモの群落の面積等あり

ますとか。 
 
●委員    琵環センターではある程度の資料があります。マコモの群落は、この１０年間に

ものすごく減っています。年増加率で言うと、０．６から０．７％ぐらい、７倍ぐ

らいの勢いで減っているので、おそらくこのまま放置すれば数十年か十数年後にな

くなってしまうので、ただそれの主な要因は外来の水生植物の繁茂によるものなの

で、そういったものを一生懸命駆除して、マコモの保全にも役立っているというこ

とだと思います。 
 
●会長    そういう話は、最後に今回の主な議題以外に、「その他」のところがございますの

で、触れていただけたらと思いますので、よろしいでしょうか。 
       他にございますか。 
       では次に参りたいと思います。議題３の「水産基盤整備事業について」、事務局か

ら説明お願いいたします。 
 
 
●事務局   ＜ 議題（３） 「水産基盤整備事業について」説明 ＞ 
  
●会長    今のご説明に関して、ご質問、ご意見ございましたら。 
 
●委員    藻のことですが、よく藻がすごく群生していまして、漁業にも影響しているとか
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で、藻取りの船がたくさん出ていたと聞いています。私も新海浜で水泳したときで

も、何か足にまとわりついてね、今ネジレモとありましたけれども、ああいう種類

ではなかったんですか。 
 
●事務局   ネジレモは貴重な種類の藻です。そんなに丈が高くならない種類でございまして、

ただヒロハノエビモとか、オオササエビモとかいうのは、スクリューに絡まったり

して、漁師さんの操業の邪魔になったり、船の航行に邪魔になったりすることがご

ざいます。特に琵琶湖の南湖では、外来種のオオカナダモであるとかといったのも

かなり繁茂しておりまして、それはかなり密生してしまう。 
       在来の植物でありますと、そこまで密生しません。冬場に一回枯れるということ

ですけど、例えば外来種のオオカナダモですと、冬場も枯れないでちょうど底で浮

いている状態で、春になれば、またそれが浮き上がってきて繁茂するということで、

かなり密生してしまうということです。そうしますと、底のほうの水の中の酸素が

減ってしまって、生息している貝類にも悪影響を及ぼしたりするんですが、塩津湾

に関しましては、そこまでの繁茂ではありませんし、貴重な種類がたくさんあるの

で、それを絶滅させないようにという配慮は必要であると考えています。その方法

としましては、造成する前に、湖底の泥の表面の部分を、あるいは１０ｃｍとか２

０ｃｍぐらいを取っておいて、移植しておいて、造成後にまた戻してやるというこ

とで、そこから水草が生えてくるという、滋賀県立大学の浜端先生のご指導を得て

対応をさせていただきたいと考えています。 
 
●委員    在来種の貴重種を育てていくために、外来種の駆除がもっと必要ではないかなと

思ったんですが、それはここにあまり出てきていないのが不思議に思いましたので。 

そして、コウホネとかは少し群生しているのが見つかっていますけれども、ハスの

ほうも。あれは、水生植物あたりのところもたくさん出てきています。ハスがこの

資料には出てきていないなと思いまして。 
 
●事務局   水産課で、外来種を中心にした水草の刈取りというのをやっておりますし、琵琶

湖政策課では、外来種のオオカナダモの刈取りをしています。オオカナダモが多く

繁茂すると、底に光が届かないので、在来種がなかなか生えなくなるのですが、除

去することで、在来の水草が復活してくるような事例もございます。ハスにつきま

しては、琵琶湖政策課さんのほうで刈取りをされていると思います。 
 
●会長    これは、今計画されている水産基盤整備事業についてですので、資料のデータ以

外ということですので、これに関しては、まず特にご意見いただいてと思いますが 
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●委員    資料では、おそらく陸上の植生の調査は７月以降、秋にかけてやっているので、

データは春にしか出てこない植物が入ってきていないのかなと思います。私どもの

データだと、このあたりはより貴重度の高いコバノカモメヅルとか、サデクサ、ノ

ウルシといった春植物も出てきていたので、昨年行ったときもたくさんあったので、

もし今後も新しいところでやったりとかするときは、春と秋と分かるようにやると

いいかなと思います。塩津湾については、若干こちらにも貴重種の分布の指定があ

るので、もし移植等をされることであれば、お話しさせていただきたいなと思いま

す。 
 
●事務局   調査は先ほど紹介しましたように、７月と９月に実施しています。予算の関係も

ありまして、春からずっとというのはなかなか難しいですけども、うちでやってい

る、このヨシ帯造成の工事は基本的に水上から行います。 
       今生えている、現存している先ほどの若干のヨシ帯と、あとマコモ帯がございま

した。陸上の植物も補足的に調査をしておりますけども、基本的に陸上は影響を及

ぼさないということで、あまり詳しくというか、補足的な調査にとどめているのが

実態です。 
       浜端先生に水生植物の調査時期をご相談させていただいたときに、７月から９月

がいいだろうということで、今回この時期になっています。 
       今度、２６年度以降については、そのときに注目しておかなければならない陸上

植物がありましたら、またご助言いただけたらと思います。 
 
●委員    すいません。塩津湾では、外来種のほうは調査されましたか。かなりやはりそこ

から先に除去していかないと、いくら植生しても在来種が育ちにくいと思うのです

けれども。 
 
●事務局   本日の資料には出ていませんが、外来種としては、オオカナダモが確認はされて

おります。一番この水域で多く見られたのがオオカナダモで、この点在という一番

水色の薄いレベルですけども、全域に点在していることは確認してございます。 
       われわれの事業は、コイ、フナ類の産卵場としてのヨシ帯を造成するということ

で、ヨシが繁茂しているところには、こういった水草はあまり侵入してきていない

のをこれまでの経過で確認しています。また外来の水草の除去については、この水

産庁の補助事業の対象になりませんので、また別の事業で、漁師さん等にお願いし

て水草等除去を行っておりますが、そういう事業を併せてやっていくというような

対策をしていきたいと思っております。 
 
●会長    植生調査については、すべて資料にあるのですか。 



 
 

7

 
●事務局   いいえ、貴重種だけの調査資料となっています。時間の関係で割愛しています。 
 
●会長    貴重種だけを時間の関係で、はい。ここのヨシ帯の造成の中には、あまりオオカ

ナダモのような外来種の問題は少ないということですね。 
 
●事務局   条件としても水深も浅いですし、オオカナダモ等が繁茂するような水深ではない

と考えております。 
 
●会長    藻の問題というのは結構重要な問題でもありますので、もしよろしかったら、ま

た「その他」のところでご意見賜りますが、いかがでしょうか。他にございますか。 
 
●委員    貴重種、魚の中でホンモロコはありませんよね。ホンモロコが伊庭内湖で非常に

増えてきているということを聞くんですけど、何か、その調査結果がありますか。 
 
●事務局   ホンモロコにつきましては、水産試験場で調査をしておりまして、伊庭内湖につ

きましては、もともと漁師さんが外来魚の駆除を一生懸命やられておったというの

と、あるいは水草がもともと少ないというような状況がございまして、外来魚駆除

が進んだことによりましてホンモロコがかなり産卵をしにきたので、かなり産卵数

が増えたという調査結果がございます。 
       ホンモロコが増えると、たちまち釣り人がたくさん押し寄せまして、釣り人がた

くさんいるということでも、ホンモロコが増えたということが確認できるような指

標です。 
 伊庭内湖の周辺の水田にも、ホンモロコの稚魚を水田に入れて、そこで２ｃｍぐ

らいに育ったのを水田から水を落として、伊庭内湖に入れるというような事業もや

っておりまして、それをホンモロコにつきましては琵琶湖の北湖の一円で採捕され

ているというのが分かっておりますので、伊庭内湖で産まれた天然魚につきまして

も、琵琶湖北湖全域に分布して漁獲にも寄与しているのではないかなと考えており

ます。 
 
●委員    ありがとうございます。 
 
●会長    他にございますか。はい。 

 では、私からスライドの最初のほうの「計画地の選定の視点」のところなんですけ

ど、ここをやられるというと、やはり今回も「鳥の生息に配慮して場所を変えた」

とおっしゃっていましたね。それ以外にも現実に貴重種であるとかの観点から場所
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の選定というのもやられるということですので、そういうこともこれから現実的に

やられたらいいかなと思いました。 
 
●事務局   今回は湖北野鳥センターの植田さんにご指導いただきまして、植田さんの意見を

取り入れたかたちでやらせていただきます。場所もそうでございますけれども、工

事の時期につきましても、通常はやらない繰越し工事ということで、３月から４月

にかけて施工することとなっております。 
 
●会長    はい、分かりました。それは大変いいことなので、「選定、実施の視点」というこ

とにされて、「貴重種とか生態系とかの影響というのを考えながらやる」ということ

を明示させていってされたらどうでしょうか。 
 
●事務局   そのようにさせていただきます。 
 
●会長    ありがとうございます。それでは、議題３についてはよろしいでしょうか。 
       続きまして、議題４の「ヨシ群落自然再生事業について」、事務局から説明お願い

いたします。 
 
●事務局   ＜ 議題（３）－１ 「ヨシ群落自然再生事業について」新海浜地区 説明 ＞ 
 
●会長    ありがとうございました。ご質問、ご意見、お願いいたします。 
 
●委員    ヨシマットといういのは、どういった機能があるんですか。 
 
●事務局   新海浜で使っているヨシマットというのが、１ｍ角のマットにヨシが４つ、ポッ

ト苗が４つ設置されているものです。この１ｍ角のマットにヨシのポット苗が植え

られているものをこういうように木杭で留めて、ヨシの苗を植えて広げていこうと

いうものです。これは海環境保全財団の製品でして、それを購入して設置しており

ます。 
 
●委員    活着がいいということですか。よくヨシを植えても、なかなか付かないという話

を聞くのですが。 
 
●事務局   もともと最初はポット苗で植栽していましたが、それでは流されるので、マット

で面的にやったほうが流されにくいということで、ヨシマットを設置しております。 
       水際ですと、波の影響をうけるのですが、遠浅で水深の浅いところでは、このよ
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うに増やすことができます。ヨシマットを施工するときには、この施工場所を十分

選ぶ必要があります。 
 
●委員    長浜のほうでは、中学生がヨシ植栽をやっていますよね。マットは使っていない

と思うのですが、子供では使えないでしょうか。 
 
●事務局   マット自体が重たいのと、マットを設置するのに、杭を打つので、子供さんだけ

では難しいかもしれません。 
 
●委員   ボランティア活動でできるような仕事ですか。 
 
●事務局   次に説明します菖蒲地区では、地域の方が取り組まれていますので、できると思

います。 
 
●委員    はい、分かりました。 
 
●委員    琵琶湖政策課さんでは、ここの新海浜では、今後ヨシマットを使われないという

ことですけれども、今後、ボランティアさんとかも含めてヨシを植栽するときに、

ヨシマットの由来が重要になってきます。財団さんのほうから由来が分かればいい

んですけれども、各場所で、倍数性が違うものを使わないようにという配慮も、こ

れからもボランティアさんも含めてしていただきたいなと思います。 
       例えば、新海浜や針江は全部１０倍体のヨシしかないですし、それを近隣のヨシ

からもらってくると８倍体が混ざることがあるので、ご配慮いただきたいと思いま

す。あと新海浜はハマエンドウが、海浜の植物がヨシ帯の前にありますよね。 そ

のへんはどう行われるのかなと思って、事務局お願いします。 
 
（事務局）  まずヨシマットですが、植栽をする地域でのヨシ苗をつかって、淡海環境保全財

団がヨシマットをつくっておりますので、１０倍体が８倍体のものを使ったりとい

うことはないように心掛けております。 
       それと今後のヨシの生育なんですが、先ほども説明させていただきましたが、こ

ういう株立ちしているヨシ、水際のヨシを増やしていくということで、できるだけ 

今言われた、こちらの植栽には影響が出ないようなかたちで進めていきたいという

ふうに考えております。できるだけ水際のほうで、こちらのほうには貴重種等もあ

るかと思いますので、影響が出ないように進める予定をしております。 
 
●会長    ○○さんのほうで、その情報というのは提供されていますか。あるいは、どこか
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アクセスできるようにしておいたほうがいいですね。 
 
●委員    広報はしているんですけど、なかなか聞きにきてくれない。ほとんどヨシの、琵

琶湖の主な、本湖のヨシ群落ですとか、内湖のヨシ群落は全てクローン構造と倍数

性が分かっているので、ここに造成するときにはぜひお願いします。 
 
●会長    ぜひそれは何か、誰でも手に入るマップにしていただいて、琵琶湖政策課に行っ

たら手に入るみたいなことにしていただけたらと思いますけど。はい、よろしいで

すね。 
 
●委員）   新海浜で植栽したヨシが育ってくれば、維持管理として刈り取っておられるので

すか。 
 
●事務局   ３年に１回のローテーションで刈取りのほうはさせていただいています。 
 
●委員    ３年に１回でいいですか。それでは育ちにくいのでは。 
 
●事務局   以前は毎年刈り取っていたんですが、毎年刈り取ることによってヨシが少なくな

るところもありまして、この審議会のほうで、「３年に１度ぐらいがいいのではない

か」というご意見をいただきまして、今は３年に１回で様子を見ながら刈り取って

います。 
 
●委員    どうですか。私の知っている場所では、毎年刈り取っているのですが。 
 
●会長    ヨシ刈りとか、いろいろなメンテナンスがございますが、一律に基準を決めてや

ればいいという話でもなくて、場所によって反応が違いますので、順応的管理とい

うのをするべきだというのをこの前の本計画のときでも既にちゃんとまとめまして、 

それに従って様子を見ながらやっておられるものだと私は理解しておりますが、事

務局、それでよろしいですか。 
 
●委員    はい。地域の人をもっとそこのヨシ群落の再生にも巻き込んで、地域とともに育

てていかないと、なかなか育たないと思います。だから、この会だけで単独でとか

でなく、地域をもっと巻き込んでいただきたいと思いますね。 
 
●事務局   分かりました。 
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●会長    大事なご指摘だと思いますので、よろしくお願いいたします。 
       他にございますでしょうか。 
 
●委員    ヨシは１月に植栽しても時期はかまわないですか。 
       私たちは、１月に植栽して、稚魚を放流しています。 
 
●事務局   はい。冬季の植栽が適期です。波の影響があるかないかが重要です。 
        
●委員    わかりました。 
 
●会長    他に何かご質問、ご意見ございますでしょうか。 
 
●会長    はい、ありがとうございます。 

 それでは、次は菖蒲地区をお願いします。 
 
●事務局   ＜ 議題（３）－２ 「ヨシ群落自然再生事業について」菖蒲地区 説明＞ 
 
●会長    はい、ご苦労さま。ご質問、ご意見、お願いいたします。 
 
●委員    私は菖蒲地区の地元で、ボランティアヨシ植栽にも参加させてもらっています。 

ヨシマットで植栽していますが、今年の秋の台風１８号ですべて洗われてしまった。 
 ヨシマットの杭が全部抜けて草原に放り上げられている。自然の力で。波よけは

るのだけど、それ以上の波がきてしまった。 
もっと地元の意見を聞いて、しっかりとしたものをつくってほしい。 
 

●会長    こういうやり方ではかなり難しいので、もうちょっと立派な消波工なりを設計し

たらどうかというご提案ですが、これに関して、事務局としてはどうお考えなんで

すか。 
 
●事務局   今回の施工予定地の横で単独でやられている消波工よりもより頑丈なものを設計

しています。 
 
●会長    今回は、木杭の長さも長くして進めているのですね。 
 
●事務局   湖南のヨシ群落再生協議会というのがこの菖蒲地区であるのですが、そちらのほ

うでもいろいろご指摘いただいています。地元の意見も取り入れて進んていきたい
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と思っております。 
 
●会長    いかがでしょうか。これは、この前よりは頑丈な構造にして、それで駄目なら、

もう一回考えるという部分で。 
       それから、養浜というのは砂を持ってくるのでしょうか。 
 
●事務局   はい。砂が不足した場合は、持ってきます。あと周辺の浜の勾配というのは３％

ということも分かっておりますので、３％に満たない部分について若干、ほんの少

しですけど、足してやるというようなことも計画しています。 
 
●会長    基本的に菖蒲地区の変遷の航空写真等を見ていったら分かりますけど、基本的に

土砂供給が減っているというのは、ものすごくここの厳しい条件をもたらしている

理由だということは考えていいわけですね。 
    これによく似た話が日本全国の海岸、砂浜で起こっていて、砂浜がどんどん侵食

されています。これは山からの土砂供給が少なくなっているからです。京都府の天

橋立も砂州侵食で困っていて、あそこも突堤を出して漂砂を止めるだけではなくて、

海流を考えて、かなりの砂を入れられている事例もあります。 
       なので、養浜というようなことをもうちょっと大規模にやるとか、あるいは航路

浚渫をどこかでやって、砂を材料にいいかなと思うんですけど、そのへんに関する

検討というのは今後されてもいいのかなと思っていますけど、何か事務局、お考え

になっていることはございますか。 
 
●事務局   基本的には現地の環境といいますか、状況を大きく改変することなく進めていき

たいという思いがあります。なので、砂を盛って一気にヨシをドンと増やしてやろ

うというようなことまでは考えておりません。新海浜でも説明がありましたように、

徐々に徐々に浜のほうから琵琶湖側に向かってヨシが増えていけばと思っています。 
 
●会長    思いはいいですが、現実的に砂がどんどん減っていっている、波が強い中では基

盤条件には手を付けないというのはいかがなものかと。ヨシを植えるのはいいけど

もというのは、それは。ヨシを植えるのは自然で、砂を入れるのは、自然ではない

というのは、 それは間違いだと思うんですけど、そのへんは十分踏まえてほしい。 
       これは、ヨシ群落の再生、水産課さんのはどうかという話になりますので、もっ

と柔軟にそれを考えたらどうでしょうか。 
 
●事務局   はい、分かりました。そのへんを検討して進めたいと思います。 
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●会長    他いかがでしょうか。 
 
●委員    私たちは西の湖でヨシの刈取りの再生実験というのを水深との関係で調査、実験

やってきて、その結果、ちょうどヨシの再生時期に当たる７月ぐらいの間に、一度

も排出しない時期、ずっと水に浸っている状態だと、ヨシの再生がほとんどないと

いう実験結果が出でいます。 
       菖蒲地区では、先の方は、常に水につかっているというところですかね。 
 
●事務局   はい。常に水につかっている状況になるかと思います。 
 
●大野委員  もしかするとここの一番深いところはヨシが再生しないかもしれないのですね。

もちろん魚類のほうから言えば、ちょうどヨシの再生のときと産卵時期が重なるの

で、都合の悪いことが起こるかと思いますので、そのへんを考慮して水深等を考え

たほうがいいかと思います。 
 
●事務局   その部分につきましては内部で検討してみたいと思います。ありがとうございま

す。 
 
●会長    いろいろ課題はあるようですが、それを踏まえて、今後どうするかというふうに

検討していただくということでよろしいでしょうか。 
       それで、一応これで終わりですね、主な議題。 
 
●事務局   はい。 
 
●会長    次に５番の「その他」でございます。 
       何かありますか。 
 
●委員    外来植物、これについての問題提起がありあませんでした。時期は定かでないん

ですけど、平成１８年か１９年ごろに彦根の方面で、ナガエツルノゲイトウという

外来種が繁殖したということでお聞きしていました。その後、どんどん南部のほう

へ来まして、伊庭内湖のほうにも入ってきました。今、３カ所か４カ所ございます。 
  これの繁殖力といったらすごいんです。ごみならボランティアで拾えるわけです

けど、この外来植物は種子で繁殖するという植物です。１年か２年間で、１０ｍか

ら３０ｍぐらいの一つの島ができてくるほどの繁殖力なんです。 
 これについても少し琵琶湖の水質を守る、またヨシ自体がそうなんですけど、そ

こへそれも入れてもらわないと、今後大変なことになると思うんです。このことに
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ついて、何か調査結果があるのであれば教えていただきたいと思います。 
 
●会長    ○○委員からお願いできますか。 
 
●委員    当センターのほうで、県と一緒に駆除していまして、毎年ナガエツルノゲイトウ

とミズヒマワリ、最近ですとオオバナミズキンバイといったものもずっと状況等は

押さえているので、県が行った駆除事業での駆除量はわかります。 
       駆除事業としてやられているのは、自然環境保全課さん。 
 
 
●事務局   はい。今言われていたナガエツルノゲイトウとか、そういう特定外来植物につき

ましては、自然環境保全課のほうで防除計画というのを２２年につくりまして、そ

れに基づいて今現在駆除をしているところですので、順次やっているんですが、今

言われたように猛烈な繁殖力がありますので、なかなか追い付いていないところあ

りますが、県としても取り組んでいるところです。 
 
●委員    ぜひ重点的にお願いしたいと思います。 
 
●事務局   また担当者に言っておきます。 
 
●森本会長  他にございませんか。 
 
●委員    マコモダケを食べた方はおられるでしょうか。おいしいですよね。 

今の子供たちは知らないと思いますけど、自然の恵みを大切にぜひ育ててほしい

と思います。 
 

●事務局   今県でマザーレイク２１計画という琵琶湖の総合保全の計画を進めております。

そこには琵琶湖生態系の再生という話と、もう一つ、人と琵琶湖の暮らしと琵琶湖

の関わりの再生というようなことも柱として掲げていまして、おっしゃるようなこ

とというのは非常に重要な観点だと思っております。いろんなご意見も踏まえまし

て、どのようなことができるか考えていきたいと思っております。 
 
●会長    他に意見はございますか。 
 
 
●委員    ヨシの環境効果というのは、例えば、水を浄化する、窒素やリンを吸収する、そ
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れからＣＯ２も吸収しますよね。それから生物多様性にもいいと。ただ漠然とした

話ばかりで、そんなデータは○○委員のところに行ったらあるんですか。 
       以前、水産試験場でいただいたことがあるんだけど、ものすごく古い資料だった

ので。 
 
●委員    おおよそのデータというのは大体分かっています。琵琶湖に対する機能としては、

それほど大きくないということがもう分かっていますので、窒素、りんの吸収や二

酸化炭素の吸収に関しては、枯れて底に行けば全く影響がないですし。 
    ヨシ条例では湖国の原風景的なイメージの機能が高く評価されていて、数値的に

素水を浄化しますといったときにも、琵琶湖は大変広大なので、本湖のへりに、図

にも表れないぐらいなんです。これぐらいの背でこれくらいのヨシ帯があっても効

果は小さいです。ただ１００年前とか２００年前に、今の５０倍ぐらいのヨシ帯が

あったときには、５０倍ぐらいの効果はあってあろうと。 
 
●委員    では、われわれがヨシ刈りをしているのは何の意味があるんですか。 
 
●委員    ヨシ刈りも、冬場にすごく水位が下がったときに切るときは、水没しないような   

配慮が必要であるとか、留意点いろいろあります。ヨシ刈りをしているのは、もう

琵琶湖が非常に水位変動が少なくなって、自然のかく乱がなくなってしまって、ヨ

シが世代交代するという機会が失われているんですね。 
       そのときには、やはり密生して、その残さが堆積していくと新芽が出にくいので、

自然かく乱の再生というのはとりあえず置いておいて、短期的な視野から行ってい

るものと私は理解していますけど。 
 
●事務局   ヨシを刈り取ることによって、併せてごみ等も取っておりますので、よいことだ

と思っています。ただ、先ほど言われたような点に配慮は必要だと思います。 
 
●委員    ここは刈った方がいい、刈ったらいけないがわかれば教えてください。 
 
●事務局   そうですね。そういう整理は必要だと思います。 
 
●会長    ヨシ帯の機能として、生物の生息場所というのは大変大きくて、水産課さんとし

ても魚の年代サイクルを考えて非常に重要なヨシということを注意されているわけ

です。ヨシの機能というのは一つだけではないので、多様な機能があるということ

と、それから場所によって性格が違うということもあるので、○○委員がおっしっ

たように、ヨシ刈りについての意味があるときもあれば、問題がある場合もあると
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いうことで、場所をしっかりと考えないといけないということですね。ヨシそのも

のだけではなくて、ヨシ帯ということで他の生物も考えていかなければならないと

いうことです。 
 
●委員    ヨシの刈取りの仕方なんですけれども、水中のものはあまり深く刈り取らないで、

水面以上で刈り取ると。でも多年草の場合に、は冬に枯れて、また新芽を出すので

すから、大丈夫だと思うのですが。 
 
●委員    それぞれの植物の特性によるのであれですけども、ヨシの場合は、地下茎の上の

残った部分が酸素を供給、地下茎に酸素を供給する働きがあるので、それが水没し

てしまうと、新芽の発芽にも影響があるというふうに言われています。 
       多年草なので出てくるというのは、陸上のものはもちろんそういうことがないの

で、必ず出てきますけれども。 
 
●委員    枯れてしまうではないですか、そんな多年草でも。 
 
●委員    枯れているのは枯れています。ヨシ刈りするときも枯れています、芽はすぐに。

というか、逆に枯れた時期にしないと、葉っぱとか茎にあった養分を転流といって、

最後は地下茎に吸収して来年の栄養分にするので、あまり枯れる前に刈るとその機

能はなくなってしまう。どちらにしても刈り取るときは枯れている。 
 
●委員    どのように刈ればいいのかといった、そういう情報も皆さんにやはり共有する必

要があると思いますので、ぜひ事務局のほうでガイドラインとか、そういうような

簡単なやつをつくって配布されたらどうなんですかね。ありがとうございます。他

に何かお伺い、質問はございますでしょうか。 
       ありがとうございます。それでは、これでヨシ群落保全審議会を終わりたいと思

います。貴重なご意見、ありがとうございました。マイクを事務局にお返しします。 
 
●司会    本日はご多忙のところ、長時間にわたりましてご審議いただき、ありがとうござ

いました。閉会に当たりまして、琵琶湖政策課長より一言ごあいさつ申し上げたい

と思います。 
●課長     ＜琵琶湖政策課長あいさつ＞ 
 
●司会    ありがとうございました。 


