
 

 

 

第３０回滋賀県ヨシ群落保全審議会の議事録 

 

●日  時  平成２７年３月２５日（金）１４：００～１５：３０ 

 

●場  所  大津合同庁舎７－Ｂ 会議室 

 

●出席委員  １５名中８名出席（五十音順） 

出 席 青井委員 大田委員 金子委員 高橋委員 田中委員 

    森本委員 安居委員 渡辺委員  

欠 席 植田委員 大野委員 佐野委員 塚原委員 辻委員 

    橋川委員 望月委員  

 

●議  題 （１）ヨシ群落自然再生事業について（琵琶湖政策課） 

 

（２）漁場環境保全創造事業について（水産課） 

 

（３）その他 
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●司会    ただ今から、第３０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。 
       開会に先立ちまして、琵琶湖環境部琵琶湖政策課長より一言ごあいさつを申し上

げます。 
 
●課長    ＜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となっております。本日ご出席いただいており

ます委員は８名でございまして、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報告いたします。 
       議事の進行につきましては、ヨシ条例の第２２条２項の規定によりまして、会長

にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
●会長    皆さん、こんにちは。お忙しいところ、お集まりいただきまして、ありがとうご

ざいます。 
       早速規定に従いまして、議長を務めさせていただきます。 
       まず、議題の（１）の「ヨシ群落自然再生事業について」、事務局から説明をよろ

しくお願いいたします。 
 
●事務局   ＜ 議題（１） 「ヨシ群落自然再生事業について」説明 ＞ 
 
●会長    ただ今説明がありましたヨシ群落自然再生事業にご質問、ご意見をお願いいたし

ます。どなたからでも結構ですのでどうぞ。 
 
●委員    失礼します。ヨシ群落では、浜辺にヤナギがかなり生えていますよね。そのヤナ

ギを再生事業で伐採しているのですが、何かのために植栽されたヤナギですか。そ

れとも、自然に生えてきたヤナギですか。また、ヤナギの種類はなんでしょう。 
 
●事務局   自然に生えてくるもので、県で植栽しているわけではございません。また、ヤナ

ギの種類までは把握していません。 
 
●委員    多くの数のヤナギが伐採されていますが、全部同じ種類ですか。 
 
●事務局   種類までは伐採のときに確認していません。ヨシの生育の支障になるような大き

さのヤナギを選んで伐採しています。 
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●委員    ヤナギは繁殖力が強いので、どんどん伸びていきますよね。もしヨシの生育の邪

魔になるようでしたら、根こそぎ取らないと、また伸びてきてまた伐採ということ

になると思います。 
例えば、浜辺の景観を良くするために、シダレヤナギやネコヤナギなど植えてい

るならば、伐採程度で残していいと思います。しかし、自然に生えたもので、ヨシ

群落に害になるようなヤナギでしたら根こそぎ取らないと駄目だと思います。 
 
●事務局   どのヤナギが自然に生えているかどうかは分からないです。もともと琵琶湖の湖

岸、湿地にヤナギはあったと思います。その後、湖岸堤などの工事をした後に、ヤ

ナギを植栽しており、自然に生えたものか、新たに植えたものかの区別がわからな

くなっています。 
昔はヤナギを伐採して燃料にして、地域の方が利用していましたので、大木には

なりにくい状態でした。しかし、今は燃料として使われませんので伐採されず、成

長して大木となり、たくさん生えている状況で、日を遮ることによってヨシの生育

が阻害されているということが考えられるので、伐採をしています。 
ヤナギは、根こそぎ除去してしまってその後生やさないというのは一つの考え方

だと思います。ただ、もう一つの考え方として、根こそぎ除去してしまうのではな

く、伐採をして日当たりをよくする。伐採したヤナギからまた新たに萌芽してきま

すが、大きくなったときは、また伐採をする。環境を劇的に変えるのではなくて、

管理していくというかたちで進めていければなと考えています。 
 
●委員    ヤナギとヨシの共存をということですね。 
 
●事務局   そうです。 
       これまでの審議会でも、ご意見をいただいたことがあったのですが、ヨシ群落に

は、ヨシだけではなく、他にも希少種等が自生しています。ヤナギの根の周りには

希少種が生育しやすいという話も伺っているので、根こそぎ取ってしまうのではな

くて、伐って、また萌芽して更新させてやる、そういう管理も必要だと考えていま

す。 
 
●会長    このことに関して、他に何か意見はありませんか。 
 
●委員    湖岸のヤナギは、湖岸道路が通る前は、タチヤナギ、ネコヤナギや、イヌコリヤ

ナギが自生していました。その後、湖岸道路をつくったときにアカメヤナギを植え

ましたが、大木になるのは大体このアカメヤナギです。ヨシ条例で規定しているも

のは、ヨシという単一の種の群落ではなくて、ヨシ以外のマコモなど、いろんな抽
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水植物とヤナギなどの樹木を含めて保護する「ヨシ群落」としています。 
       先ほど事務局が言われたように、タチヤナギやジャヤナギなどのヤナギ類がつく

り出している環境に希少種はたくさんすんでいます。また、その他の鳥とかといっ

たもののねぐらの機能もありますので、ヤナギをすべて伐採してしまうということ

はよくないし、そこにはもともとなかったシダレヤナギやサクラを植えるというこ

とはさらに悪いことだと思っています。 
 
●委員    ヤナギの伐採は効果があるようでしたらいいのですが、ヤナギの種類によっては、

私は花粉に困ったことがあります。できれば景観と、魚と動物たちが共存できるよ

うなヤナギの種類を選んでいただければと思うのですが、私たち人間にとっても害

になるようなヤナギは根こそぎ除去していただきたいなと思いました。 
       それと、湖岸にいろんな品種のヤナギがあるということで、子供たちも関心が持

てるような、そんな植生が見られたらいいなと思います。 
 
●会長    琵琶湖政策課が徐々にヨシ群落を再生するということでやっていて、管理につい

て言うと、ヤナギだけが優先するような群落になるのは好ましくないという視点で

やっておられ、「ヤナギは駄目」でなく、ヨシ群落の管理としてヤナギを伐採すると

いうことだと理解しています。 
  
●委員    ヤナギもいろいろありまして、多いのはタチヤナギです。現在は、湖岸道路後に

植栽されたアカメヤナギとかタチヤナギが高木となり樹林化しており、景観が変わ

った大きな要素です。あと、おそらく花粉症の健康被害は報告されていないと思い

ます。確かにヤナギ花粉は飛びますけれども、花粉症被害が出るのは、もう少し大

きめの花粉ですので。 
 
●会長    なるほど。他に何かございますでしょうか。 
 
●委員    現在、滋賀県でヨシ群落面積がどれぐらいあるのか教えてください。 
 
●事務局   面積については、昭和２８年の段階で、およそ２６１ｈａでした。ただ、干拓や

埋め立て、あるいは湖岸堤の整備等により、平成４年の段階で１２８ｈａまで半減

しました。このことから、平成４年にヨシ条例を施行して、条例施行から４３ｈａ

の造成をしたところです。現在、平成２６年度で１８３ｈａまで回復しております。 
  

●委員    ヨシの植栽をされているとのことですが、活着状態はどうですか。 
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●事務局   正式な調査ではないのですが、植栽された琵琶湖岸のヨシ原を見ていて感じるこ

とがあります。植栽直後というのは、波や、漂着ゴミを止めるための木製の柵で、

植栽されたヨシが保護されていますが、柵が朽ちてなくなった後は、徐々に波の影

響を受けてヨシが弱っていっているような印象を受けています。今後の課題として、

そういう一度植栽したところについても、何かしらメンテナンスしてやっていくよ

うなことが必要かなというふうには考えているところです。 
 
●会長    追跡調査というのは、まだされていないのですか。今後される予定はありますか。 
 
●事務局   まとまった調査は県のほうでは今はしておりませんけれども、淡海環境保全財団

では継続的に調査しておりますので、そのデータを整理して、どういう状況になっ

ているかというのは押さえていくべきだと思っています。 
 
●会長    ありがとうございます。 
       私が感じるのは、河川からの土砂供給が減って漂砂が少なくなり、浜欠けが起こ

っている。このことがヨシ帯の減少にはすごく関係していると思いますが、基盤の

条件も一緒に含めてモニタリングしていくというのは大変重要だと思っています。  
 他に何かご指摘やご意見はあるでしょうか。 

 
●委員    消波堤の構造、幅、玉石の大きさについて教えてください。 
 
●事務局   消波堤の幅は、杭を含めますと、１ｍ３０ｃｍぐらいですね。 
       玉石の大きさは 15cm のものを詰めています。 
 
●委員    消波堤の構造で、少し気になったのは、すごく波が強いところですから、網が破

れて玉石が流れる可能性がある。今後施工されるところは、もう少し大きい玉石に

される方がいいのではないかと思います。 
       また、消波工の幅を広くしてもっと頑丈にした方がいい。台風など大波がくれば、

浮いてしまう可能性があるので、検討していただければと思います。 
       新海浜も波が一番強いところなので、注意が必要です。風が強くない西海岸でも、

湖流の影響を受ける場所は注意が必要です。 
この構造を見ると、おそらく５年ぐらいしか持たないのではないかと感じるので、

別の箇所でやる場合は、構造をもう少し検討したほうがいいのかなと思います。 
 
●事務局   網目の番線は製品の中では太いものを使っているので、比較的耐久力はあるとし

ています。 
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まだ施工してからは、大きな台風はきていませんが、今後経過を見ながらいただ

いたご意見を参考とします。 
 
●委員    私の経験で、過去に同じような構造で、玉石が全部流されたところがあるので、1

個 200kg ぐらいの重さが必要だと思います。また網が破れて、すべての玉石が流さ

れたところもあります。 
       琵琶湖はそんなに大きな風とか波は起きないだろうと思っていたのですが、大き

な間違いだと感じていて、今はもうすべて工事の仕様を変えて実施しています。う

ちのほうに図面などがありますので、提供させていただければ。 
 
●事務局   ありがとうございます。 
 
●委員    繊維網が破れたら、ゴミになりませんか。 
 
●委員    生分解性のものがあります。値段は少し高いですけど、いろいろ試行錯誤しなが

ら進める必要があります。 
 
●会長    貴重なご意見ありがとうございました。 

よろしいでしょうか。この件でいろいろご意見を賜りましたけれども、参考に進

めていただくということでよろしいですか。 
 
●事務局   はい、ありがとうございます。 
 
 
 
●森本会長  ご苦労さまでした。 
       では続きまして、「水産基盤整備事業について」、ご説明をお願いいたします。 
 
●事務局   ＜ 議題（２） 「水産基盤整備事業について」説明 ＞ 
 
●会長    それではご質問、ご意見をお願いいたします。どうぞ。 
 
●委員    すいません。２点お願いなのですが。塩津湾大川の砂州には、非常に自然度の高

いヤナギ林で、滋賀県のレッドデータに出ているような希少種が８種類以上ありま

す。いわゆる本当のヤナギ林があって、氾濫原環境があって、ノウルシであったり、

タカアザミであったり、いろいろ貴重なものがあるので影響が少ないよう、配慮し
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ていただきたいなということが一点。 
       もう 1 点は、ネジレモについてです。ネジレモは琵琶湖固有種です。世界基準で

希少種は、他の絶滅危惧種よりも、たとえたくさんあっても、この世界中には琵琶

湖しかないわけで、非常に保全の意義としては高い、貴重だとされています。 
水深２ｍ以下がネジレモの繁殖場所とありましたが、それ以外にも浅瀬が結構繁

殖の場となっているので、ネジレモもササエビモと同様に少し配慮が必要というこ

と。 
       それから、南湖と北湖は遺伝的にかなりかけ離れたものとなっているため、他の

ところにもあるからという考えだけではなく、そこはそこの別個の遺伝系統がある

ということを、ご理解ください。よろしくお願いします。 
       
●事務局   ありがとうございます。 

 塩津湾の造成については、当初はもう少し塩津大川よりにヨシ帯を造成する予定

でしたが、事前の調査で、非常に貴重な種が河口部に多いということで、西側に寄

せて造成させていただいたところです。また、この地区でも事後のモニタリング調

査を行いますので、今後この場で、報告できる機会があるかなと思っております。 
       それと、ネジレモについてですが、湖北工区で実施したときには、実際は水深１

ｍ５０ｃｍぐらいのところにネジレモがたくさん見られました。湖北工区で実施し

たときの表土のはぎ取りと移設は、主にネジレモを対象としたところでございます。

今回の湖西工区につきましても、オオササエビモだけではなくて、ネジレモもたく

さん密生している場所でございましたので、この場所を選定して移設したところで

ございます。 
 今、ネジレモにつきまして、遺伝的に場所によって異なるというご指摘をいただ

きましたので、そういうネジレモ、地域個体も絶滅させないように注意をしながら、

造成をしていきたいと思います。 
 
●会長    はい、どうぞ。 
 
●委員    近年琵琶湖でたくさん繁殖し過ぎて、漁師さんも船に絡み付いて困っておられる

コカナダモ。その害はありませんか。 
 
●事務局   われわれの施工した地区では、特に多くは見られませんでした。 
●安居委員  そうですか。私は子供のころ、新海浜によく泳ぎにいっていましたが、足に藻が

絡み付いて、気持ち悪いほどでした。それは今なくなりましたが、刈り取りでなく

なったのか、琵琶湖の環境が悪くなったのか、どういうことなのでしょうね。 
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●事務局   過去において、コカナダモ、オオカナダモというのが周期的に大繁殖しており、

コカナダモが北湖で多く繁殖していました。しかし、今は北湖では、すごく減って

おり、逆に南湖で非常に多く繁殖しているような状況ですね。 
 
●委員    そうですか。そのコカナダモがまた岸辺で繁殖したら、せっかく育てているヨシ

がそれらに押しやられてしまうということはないですか。 
 
●事務局   コカナダモというのは、夏に切れて増殖するという性質を持っておりますので、

夏場はどうしても波とかで岸に吹き寄せられるという状況はございます。ただ、ヨ

シ群落に対しては、大きな影響があったということは、これまで確認されておりま

せん。 
 
●委員    今回調べられた中にコカナダモ挙がってはきていないのでということは、かなり

深いところで繁殖を続けているということですか。毎年、かなりの船を出してまで

刈り取っておられますが。 
 
●事務局   今、ここで挙げさせていただいているのは、貴重種だけを挙げさせていただいて

おりますが、当然オオカナダモ、コカナダモも現地では確認はされております。た

だ、量的には少なかったですが。 
 
●委員    そうですか。では、貴重種がコカナダモによって、なくなってしまってはよくな

いですが、その対策は何かされていますか。 
 
●事務局   コカナダモが多く繁殖しているのは、今のところ、南湖であります。今、われわ

れが造成している北湖には、まだそんなにたくさんは見られないということでござ

います。ただ、このコカナダモは外来の水草でございまして、在来の水草と違って、

冬には枯れない特性があります。なので、冬に枯れる在来の水草が生えてくるとき

に、日光を阻害して繁殖が抑えられると可能性がるので、そういう意味では、害と

いうのは考えられます。北湖でも、多く繁殖してきたときは、何らかの対策は必要

になるかもしれないと思いますけれども、今のところは影響がないということでご

ざいます。 
 
●委員    そうですか。対策はしなくても、コカナダモが広がって貴重種に影響を与えると

いうところまではいっていないということですね。 
 
●事務局   そうですね。また今後、モニタリングをしてまいりますので、もしコカナダモが
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多く繁殖すれば、対策を取るかどうかという判断をしていきたいと思います。 
 
●委員    分かりました。 
 
●森本会長  他に何かご意見はございますでしょうか。 
 
●委員    全く素人なので、沈水植物の移設はその表土を取って、横のところ、工区外のと

ころにポトポトと落とすような感じの写真が出ている。それで根付くものなのでし

ょうか。 
 
●事務局   この手法については、これが最善なのかどうかというのは、実際まだよく分かっ

ておりません。去年も同じ対策をしたのですが、まだ事後のモニタリングができて

おりませんので、その後どうなったかというのが分からないのが１点。また、当時

専門家から「ひょっとしたら、この土をまくことで、まいた先の植生を乱してしま

う可能性も当然ある」というご指摘をいただいたのですが、今のところ、工事の前

にできる対策としてはこれぐらいしかできないということでやってみて、またモニ

タリングの結果を見ながら、他に対策はないか検討したいなと考えておるところで

す。 
 
●委員    分かりました。これからのモニタリングのほうに期待をしたいと思います。 
       あと、湖西、湖北では、雪が大変多く降りますので、道路に塩化カルシウムがま

かれます。私は年４回、川の掃除をしているのですが、道路排水が集まっているよ

うな場所では、川に藻が生えにくい。「これは塩化カルシウムの影響ではないか」と

いうようなことをいろいろと耳にするのですけれども、それが琵琶湖に流れていっ

て、琵琶湖の生態系を乱すようなことというのはないのか、という情報は何かあり

ますでしょうか。 
 
●事務局   塩化カルシウムはいわゆる塩ですので、濃度が高い溶けた水が流れると、おそら

く若干の影響はあるかと思います。ただ、琵琶湖全体の水質に影響があるかという

と、そのようなことは報告されていないので、目に見えて大きな影響はないのだろ

うと考えております。 
 
●委員    河口では、若干、ひょっとしたらということもございますか。 
 
●事務局   塩化カルシウムの影響というのは、直接その調査をしておりませんので、ここで、

影響が有無というのは今お答えできません。申し訳ありません。 
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●委員    はい、分かりました。塩化カルシウムが生態に影響していたら、危険ではないの

かなと思ったものですから、また何か分かりましたらお教えください。 
 
●会長    よく分からないことですけれども、今回、何か機会があれば調べる必要があるか

もしれませんね。 
 
●事務局   はい。 
 
●会長    他にございませんか。 
       私が気になったのは、ヨシ造成にあたり、希少種対策をやっていただいています

が、陸のからエコトーン、マザーレイク計画で描かれている絵のようなもの、ああ

いうのも念頭に置く必要があると思っています。 
いわゆる水ヨシだけがあればいいということではもちろんないので、ヨシだけで

ないヨシ群落の保全再生という見地からすると、もう少し造成しない面的な場所を

間に入れてくるというか、そういうデザインもあるのかなと思っています。 
       造成しやすいところだけをしてしまうと、ある一定の深さの沈水植物というか、

そういうところがなくなってしまう可能性もございますので、一定の深さのところ

も、そうでないところも含めたデザインが必要だと思います。 
       一つの形だけを決めるのではなく、造成後どのように変化していくのかというこ

とを含めて、形を決定していかれるとよいのでは。例えば、もう水深があり、大き

くはり出すところがあってもいいかもしれませんし、その代わりに、ヨシ造成をし

ない場所を間に挟んでいくという。 
       トータルとしては効果はあまり変わらないかもしれませんが、いわゆるインパク

トを与える生態系の多様性を担保する、そういう視点があってもいいのかなと思っ

ています。可能ならばご検討ください。 
  

他に引き続きご意見はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 
       それでは、ご質問等がございませんようですので、委員さんから賜ったご意見を

踏まえて進めていっていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 
       続きまして、「その他」ですけれども、何かありますでしょうか。 
 
●委員    少しよろしいでしょうか。 
       先ほど先生がおっしゃったように、造成するところとしないところに関連してな

んですが。昔の白黒航空写真では、菖蒲浜にも、元々ヨシが多かったわけではなく

て、ツルヨシが優先している。北湖の場合はツルヨシのほうが多くて、昔は植栽も
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ツルヨシが使われていたということでした。浜辺や砂浜では、ツルヨシのほうが活

着もしやすく、昔から使われてということで、よいのではと思っています。ひとく

ちにヨシといっても、種類の違いもあるので、それぞれの特性を把握したうえで、

造成などをしていけばと思うのですけれども。 
 
●会長    貴重な意見、ありがとうございます。事務局、何かありますか。 
 
●事務局   ありがとうございました。また、今後の事業に役立てていきたいと思います。 
 
●会長    貴重なご意見、ありがとうございました。それでは、事務局に進行をお返しいた

します。 
 
●司会    委員の皆さま、ご熱心にご議論していただきまして、ありがとうございました。

いただきましたご意見を参考にして、今後ともヨシ再生を進めてまいりたいと思い

ます。 
       本日はご多忙のところ、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。 


