
 

 

 

第３１回滋賀県ヨシ群落保全審議会の議事録 

 

日  時  平成２７年１１月２５日（水） １４：００～１６：３０  

 

場  所  環びわ湖大学・地域コンソーシアム会議室 

 

出席委員  １４名中１１名出席（五十音順） 

出 席 青井委員 青山委員 太田委員 金子委員 高橋委員 田中委員 

    利倉委員 松田委員 望月委員 山仲委員 脇田委員  

欠 席 大野委員 深町委員 山口委員  

 

議  題 （１）会長の選任等について  

         （２）ヨシ群落保全条例の概要とこれまでの取り組みについて 

         （３）ヨシ群落造成等の取り組みについて  

（４）ヨシ群落保全区域内でのオオバナミズキンバイ除去について  

         （５）その他情報提供等 
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●事務局   定刻になりましたので、ただ今から、第３１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。どうぞよろしくお願いします。 
       開会に先立ちまして、琵琶湖環境部次長よりご挨拶を申し上げます。 
 
●次長    ＜次長開会挨拶＞ 
 
●事務局   本年９月に委員委嘱をさせていただき、初めて顔を合わせていただく方も多いと

思いますので、委員の皆様に簡単に自己紹介をお願いします。 
 
●委員    ＜各委員自己紹介＞ 
 
●事務局   ありがとうございます。 
       本審議会は、滋賀県ヨシ群落保全条例の規定によりまして、委員総数の過半数の

出席が必要になっております。本日１１名の委員に出席していただいておりまして、

過半数に達しておりますので、成立しているということをご報告申します。 
       それでは、議事に入らせていただきたいと思います。 
       まずは、議題（１）会長の選任等についてです。ヨシ条例の施行規則によりまし

て、会長は委員の互選により選出していただくということになってございますけれ

ども、いかがいたしましょうか。 
 
●委員    ○○委員でいかがでしょうか。 
 
●事務局   ありがとうございます。そうしましたら、○○委員に会長をお願いいたしたいと

思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 
●会長    それでは、会長をさせていただきます。ヨシ帯を守るだけじゃなくて、これを循

環とか活用していくとか、何かもっと考えていくべきだと思っています。せっかく

今琵琶湖再生法とかいう追い風が吹いていることですので、何か新しいものを吹き

込んでいけるようになればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
●事務局   ありがとうございました。 
       次に、ヨシ条例の規則に基づきまして、会長に事故ある場合の職務の代理を選ん

でいただくことになります。会長から職務代理者の指名をお願いしたいと思います

が、会長からよろしくお願いします。 
 
●会長    この分野の専門家でいらっしゃる○○委員でいかがでしょうか。 
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●一同    異議なし。 
 
●会長    ○○委員、よろしくお願いいたします。 
 
●委員    はい、よろしくお願いいたします。 
 
●事務局   ありがとうございました。○○委員におかれましては、代理のほうよろしくお願

いいたします。 
それでは、これからの議事の進行につきましては、会長にお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いします。 
 
●会長    皆様リラックスして自由な発言をよろしくお願いします。 
       それでは議題の（２）のヨシ群落保全条例の概要とこれまでの取り組みについて、

事務局から説明をお願いします。 
 
●事務局  ＜ 議題（２）ヨシ群落保全条例の概要とこれまでの取り組みについて 説明 ＞ 
 
●会長    ありがとうございました。 
       それでは、今の説明について、何かご質問とかご意見があれば自由におっしゃっ

てください。どんな観点からでも結構ですので。 
 
●委員    ヨシの面積が増えているのは、県が造成したということですね。主に３カ所で造

成されているということでしょうか。 
 
●事務局   この図面は、平成２６年度のみの実績になっています。 
       琵琶湖政策課では平成１７年から２２年にかけて長浜市湖北町で、その以前は、

淡海環境保全財団さんに委託で、県内各地で造成をしてきました。水産課でも過去

には高島や南湖で造成を、土木交通部でも過去に実施をしています。 
 
●委員    ありがとうございます。 
       長浜でも行政と中学校が一緒になって植えているようですが、なかなか活着が難

しいと聞いています。この辺りはどうでしょうか。 
 
●事務局   波が強いところでの１００％活着が厳しいです。あとは砂がどのようになってい

るかが重要です。野洲市菖蒲の地元の方の話しですと、植えてやられての繰り返し
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の中で少しずつ回復していくと。そういった箇所もあります。植栽場所に波の影響

がでないよう、完全に囲って植栽する場所では、ほぼ活着しています。 
 
●委員    植えたけれども活着しなかった場所、それも含めておよそ１８２ｈａの面積があ

ると認識しておいてよろしいでしょうか。 
 
●事務局   はい。航空写真で平成１９年に測った後に新たに造成した箇所を足しての数字と

しています。 
 
●委員    あくまでも推定値ですね。 
 
●委員    今のご質問は大事なことで、ヨシの実際面積とそのボリュームをどう考えるのか

が重要です。客観的に航空写真や衛星写真で、実際琵琶湖の湖辺にどれだけヨシが

あるかは、徹底的に調べないといけない。 
また、どれだけ植えたかということと、どれだけ投資したかということも示し、

今県が持っている課題を整理した上で問いかける必要があります。 
       また補足すると、なぜ平成４年に条例ができたかというと、琵琶湖総合開発が平

成４年で終了し、その後、環境保全が必要だということでヨシ群落保全条例が制定

されました。 
       それと、この今日の資料に「水質保全」と書いてありますが、今条例には水質保

全とは書いてないです。いろいろ検証した結果、水質保全機能はないだろうと。生

態系、動植物の保全、あとは湖岸の浸食防止、原風景など。刈り取って陸で使うの

か、燃やすのかという物質循環。こういうことに重きを置かないといけない。条例

制定時には水質浄化に役立ちますというのがメインで言っていましたが。 
 
 
●事務局   確かに当時水質保全という視点で、ヨシ地は重要だという観点から取り組みを始

めました。ヨシが有無でどれだけ浄化機能が違うのかという調査を実施しましたが、

その結果だけでもって水質浄化能力を定量的に出すことは非常に難しいものでした。

そういう前提の上、水質浄化能力はおそらくあるだろうという視点で整理をさせて

いただきました。それがたまたまデータでひとり歩きをしたのではと理解していま

す。 
 
●委員    当時は窒素が減るっていうデータだったと思います。 
       平成４年の条例制定というのは、琵琶湖総合開発があった後に環境保全をしよう

という動きです。また、琵琶湖が一級河川による河川法についても、国交省や土木
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サイドから様々な意見がありました。 
やはりこの条例の何が大事かっていうものを押さえないといけない。善意でヨシ

をどんどん植えながら保全していただいていて、それの効果のところが本当にどこ

にあるのか。もう少しそこは整理しないといけないかなと思います。 
 
●会長    面積の話だけに全てが収れんしてしまっているので、ここで事業の政策評価がも

っと質の部分、生物がどれだけ回復しているかなど、あるいは循環の部分ですね。 
 刈り取ったヨシを陸に上げていく仕組みとセットで水質浄化というのが仮にある

として、そこら辺のところの評価がなくて、面積だけに話しが収れんしてしまって

いるところに、何か膠着していると感じます。いろんなデータを積み重ねて、何と

なくこうぼやっと評価されているんだと思いますけれども。 
 ○○委員は何かご意見あるでしょうか。 

 
●委員    水質浄化ということに関しては、淡海保全財団のパンフレットにも記載のとおり、

一番大きな物理的フィルターとして物質を捕捉する、それは別にヨシでなくても構

わないです。それから、栄養塩を吸収したものと、あとは付着藻類とか、付着微生

物が取り込む分というのは、持ち出さなければその場で循環するだけで意味があり

ません。出さなければその場循環させるだけなので、フィルターとしての機能しか

ない。あとは生態系と言っても、今の工法であれば、在来の希少種を呼び込めるの

は鳥ぐらいですね。水質保全に関してはそういうことですので、「浄化機能が高い」

という言い方は好ましくないと思います。 
 
●会長    ありがとうございます。さらに何かご質問あれば、どうぞ。 
       僕は思ったのは、守ると、それから育てると活用するがばらばらで、有機的につ

ながってないような気がします。それらがつながっていかないと、システムとして

は不完全な感じがします。 
 
●委員    もう一点、有機物生産ということでいうと、ヨシは明らかに水質を悪化させるほ

うに働くという水質の専門家もおられます。宍道湖では、ヨシくずがすごく今問題

になっているようです。 
 
●会長    それだけだとちょっと夢がないので、もうちょっとフォローをしてほしいですが。 
 
●委員    そこを直視しないと。 
 
●会長    ちゃんとそこをね、何かこうイメージだけが先行して、それが政策、施策、事業
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として固定化していくことの問題点を○○委員がおっしゃっているのでしょうが。 

実際取り組んでおられる方もここにおられるわけで、どうしていったらいいのかな

ということも。いかがでしょう。 
 
●委員    私も今地元の皆さんと一緒にヨシを植えていますが、その成果がどうつながるの

か、それをもっと活用する場をつくるとか、そこへ焦点を置くべきだと思う。まだ

何か学力テストみたいに面積だけを目標にしているので、これをもう一回変えない

とだめですね。 
       それと活着が悪いという原因には、やはり水変動が大きいと思われます。プラス

３０、マイナス３０、瀬田川洗堰の人工的な水位の変動と、ヨシの活着がほかの植

物も含めて影響があるので、そこの現実も直視しないといけない。特に問題なのが、

ヨシさえ植えればいいとなっている点。そこをもう一回打破していって、もっと健

全な環境保全の取り組みと、そして文化とかにつなげていかないとと思いますけれ

ども。 
 
●会長    サイエンティフィックなエビデンス、手法がないままに動いているということと、

先ほど事業評価も十分なされていない。 
 
●委員    条例制定時には、ヨシ帯の面積、定義自体が、ヨシっていう単体の１種類の植物

を指しているのではなく、そこに入っている多様な抽水植物とか、柳も含むもので

したけれども、運用の際にヨシだけになったというのも問題だと思います。 
 
●会長    ヨシの前にマコモが入っていて、そこにタツベがつけてあるみたいな風景を何か

思い出します。 
 
●委員    大変貴重な意見で、学者さんの意見は正しいと思いますけれども。ヨシを守って

琵琶湖を守っていくという、これはやっぱり意識の問題だと思います。今活動して

いる団体も皆そうだと思います。 
       水の浄化もない、魚も増えない、何か夢のない話で、全然おもしろくないですよ

ね。やっぱり何か、みんなが盛り上がるような話しにしていかなくてはならないと

思います。データとしては正しいかもしれませんが、やっぱり県民が琵琶湖を愛し

て、琵琶湖を美しくする。そのためにはヨシを増やすという形が盛り上がらないと、

何も始まらないと思うんですけれども。 
       例えばヨシ帯で野鳥を観察していて、以前より野鳥がこんなに増えてますよ、こ

んな新しい鳥が来てますよ、そんなことを発信されることがあれば、それが一つの

成果だと思います。 
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●会長    夢は大事だと思います。クールに、サイエンティフィックなエビデンスのもとに

何か余分なところは整理しつつも、○○委員も今おっしゃったような何かみんなが

共有していける部分があれば。それは、先ほど守る、育てる、活用する。そういう

ことの連鎖、つながりの中で社会的な部分が生まれてくると思います。湖辺から価

値をどうやって新しくみんなで生み出していくのかっていう。一旦見捨てられた空

間ですから、そこから価値をどうやって見つけていくかっていうことですけどね。  
 
●委員    私は、色んな方からヨシにどんな機能があるのか聞かれるので、それはないです

よと言ってきました。自然を再生するといった時に、潜在植生のようにナチュラル

な自然を復元したいのか、それともみんなが求めるものを復元したいのかによって

方向性が違います。ヨシの場合は、皆さんの心のよりどころになっている。浄化機

能があるとかないとか、そういったことより、みんなが求めるものを再生したらい

いのではないかと思います。そういう意味では地元の方がつくっていくというのが

本当に大事だと思います。 
 
●会長    議論が活発になってきました。どんどん発言してください。 
 
●委員    私は、伊庭の里湖協議会で活動をしていますが、不法投棄が問題になっています。

年間に大体６回から７回活動していますが、ごみ処理に労力がさかれているという

現実があります。また、特定外来植物の駆除に手を取られて大変な状況で、財政的

なことも課題になっています。 
それと、保全区域内での不法投棄の罰則や、看板を複数立てるなど対策が必要で

す。ずっと活動を続けている我々の姿を見て、捨てたらいかんのやなということか、

ここ２、３年は少し不法投棄も減ってきましたけど。まだまだ環境に対する認識が、

高くなってほしいという思いでございます。ボランティアの皆さんが来ていただい

たから、こんな立派なヨシ帯になりましたという結果を示したいと思っています。 
 
●会長    現場目線での問題の捉え方と、条例で前提としている問題の捉え方が違っている

というご意見ですね。現場で今何が困っているのかと。ごみが引っかかって、むし

ろそれを取るために一生懸命やっているのに、そこに肝心の活動資金が回ってこな

いと。でも、微々たることでもやっていると、社会的な関心がそこに向いてきて、

ある種の活動がそのごみを抑制する抑止力みたいになっているっていう、そういう

ご意見ですよね。社会的な関心が向かうと、劣化するリスクが減っていく。これ一

般に僕は言えることだと思います。みんなが関心を失ったところから劣化していく

リスクが高まるので、今の貴重なご意見だと思いますね。先ほ○○委員がおっしゃ
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った浄化とかね、そういう観点から見るんじゃなくて、もっと違う現場の観点から

ヨシ帯を捉えているという点。それをもっと支える仕組みが必要だという、もっと

もなご意見だと思いました。 
 
●委員    水質浄化については、西の湖についても、貝やシジミが相当増えてきました。    

浄化という面では、例えば、ホテイアオイでも窒素分を吸収します。あとの処理

さえすれば、窒素分を減らせるんです。それは外来植物も同じだと思います。 
 
●会長    他はいかがですか。今水質浄化という、つくられた科学的神話みたいな話しでは

なく、もう少し視野を広げてという、いろんな問題をそこの中に見いだそうという

ご意見をなんですけれども。 
 
●委員    今は、昔に比べ本当に琵琶湖の水質は良くなりました。合成洗剤を禁止して５０

年来、良くはなりましたが、漁獲高というのがよくなってないでしょう。だから、

次の段階としてヨシで良くしたいということで、様々な取り組みが行われましたが、

水質だけをとらまえると、うまくいかないということです。 
もう一つ考えないといけないのは、下水道と琵琶湖の水質の関係。これもまだ究

明されてないわけでね。 
いずれにしても、事業者も含めて県民が、琵琶湖をもっとよくしたいために「ヨ

シ」があったわけであって、ヨシのためのヨシではないわけですからね。だから、 

琵琶湖をどういう形で親しむのか、恩恵受けるかということもっと考えなくてはな

らない。 
       また、ヨシも含めて、よりよい活動とか、利用とかというのは、ラムサール湿地

登録あたりから出てきた。 もう一回そのあたりも、ごみのマイナスと、琵琶湖に

親しむ恩恵と、そして漁師さんの獲ってくれる魚の恩恵とか、もっと大きく、広く、

トータルに琵琶湖との接点を増やしていく中で、この条例をもう少しいい方向へ転

換していく必要があると思いますけれども。 
 
●会長    ヨシ帯という、陸域と琵琶湖のちょうど重なっているグラデーションのところに、

もっとこういろんな立場からの関心、問題意識をつないでいく、そういうご意見で

すよね。特定の話しの中に全部、例えば、水質だったら水質の中に話を全部吸収し

てしまうのでなくて、いろんな立場から見えてくる問題、それがこうヨシ帯にはこ

うあって、課題もあってということがみんなで社会的に共有されていくということ

のほうがより特定の観点に収れんされていくというよりも重要だという、そういう

ふうなご意見だと思います。 
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●委員    すみません、今おっしゃった水の浄化ということ。ヨシというのは、単純に水を

浄化してくれるのかなと思っていました。 
       私たちの活動地、針江では１２月に入りますと、ヨシの刈り取りを多くのボラン

ティアの方とやります。針江の生水の川端を見に来られる方々も、琵琶湖畔のヨシ

帯を見学されます。春には芽吹いた緑のヨシがとってもきれいで、それを見て皆感

動されます。ヨシ刈りを実施した後は、火入れをします。それをまたわざわざ観光

客来られます。県内、県外、いろんな方が来られて、いろんな人の手によって、琵

琶湖の水が守られているんだという思いで帰られることは確かです。 
ヨシは、そういうきっかけづくり的なもので、大切な水を皆さんが守っていくと

いう意味では、ヨシっていうものは一つの方法で、ヨシ刈りをする、そういった過

程の中での意識改革につなげられればいいのかなと思います。水を浄化するほどで

はないということを今日聞いてしまって、ちょっとショックを受けている部分もあ

りますが、そうゆうヨシが、人の意識が改革できるならば、それはそれでいいんで

はないかなというふうに思います。また１２月にヨシ刈りが行われますけれども、

「あんまり浄化には役に立たへんねやで」ということはちょっと伏せておいて、み

んなでこの作業をやりたいかなというふうに思っています。 
 
●会長    ありがとうございました。 
       ヨシ帯が、そういう水質浄化っていうことがなくても、すごくいろんな人をつな

いで、観光や経済効果を含めて、いろんな価値を生み出しているということの一つ

の事例としてのお話しだと理解いたしました。 
  
●委員    私は小学校で出前授業をやっていますが、子どもたちに、水はきれいになってい

ますよということ話しをしてます。ちょっと疑問もあったのですが、それは正しい

と思っていました。 
 それよりも、最近言っているのは、生物多様性。世界中で今生物多様性いうのは

ね、守っていこうという話になっていますので、そこに焦点を当てるべきではない

かと思っています。 
でも鳥や魚、それから微生物、何が増えたとか減ったというデータが見つからな

い。ブラックバスは減って、ブルーギルは増えているというような。どこかにある

のかもしれませんけれどもね。そういったものがあると、私どもありがたいです。 
 
●会長    科学的な評価をちゃんとして、それを社会的に共有しないと、今回みたいな水質

だけが先走りしてしまうということですね。 
       公表はしていても、アクセスしやすい形で情報が存在しているかということです

ね。 
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●委員    ヨシ造成の前後での生き物モニタリング調査データは結果がよくないことが多い。

むしろそういうことは言わなくても、他の価値はあるのでというところを見てほし

い。 
 
●会長    何かヨシ帯の中から、自分たちで価値を見つけていくということはできますよね。 
 
●委員    大津市では、市役所が中心になって、２５年前から市内７学区でヨシ刈りを実施

しています。私の雄琴学区では、イベントのメイン会場にもなっていまして、企業

や色々な人が、約５００人の方が来られて、一斉にヨシを刈る。子どもたちの教育

の場にもなっています。 
１月の末ごろにヨシ刈りをして、それをたいまつに利用して、それは琵琶湖開き

の日に点火する。琵琶湖開きの日の風物詩になっています。我々も、刈り取ること

で、ヨシの生育がよくなって、浄化作用がよくなって、魚貝類の生育によいという

ことで取り組んできましたが、今日聞かせていただ感じでは、効果がないというこ

とですか。 
また、大津市も財政が厳しいので、徐々に助成金が減ってきています。       

そういう中で、このたいまつのヨシの刈り取りをやめようという学区が３、４カ所

出てきています。仮にこのヨシ刈りの取り組みをやめてしまっても、琵琶湖全体か

らしたら、余り変化のないことなのでしょうか。やめてしまって構わないと。おか

しいと思うんですけど、その点はどうなのでしょうか。 
 
 
●委員    ヨシは、生物の多様性や風景とか、波を抑えるとか、多様な価値に貢献していま

す。ただ水質だけでやってしまうと誤解が生じて、結局今みたいにだんだん下火に

なってしまうと思います。世界の湖には生物の指標というものがありますが、琵琶

湖には、ＣＯＤと窒素、リンしか指標がないのですよ。琵琶湖は今健全なのか、生

物がどうなっているのか、客観的な指標がないと、琵琶湖のイメージを県民が共有

化できないと思います。水質は大事なんですけど。ヨシ群落は、多様な価値を持っ

ているし、琵琶湖も持っているという、きちんと共通理解をしていかないといけな

い。大切なのは、もっと広い価値があるということを、しっかり位置づけて共有化

していくということです。 
 
●会長   この条例の根本部分の問題ですので、今日だけで結論が出るわけではないと思いま

す。これは継続の課題ということにして。ヨシ帯には、いろんな人をつないでいく

多様な価値を生み出す可能性を持っているのだと。個人的には、そこから経済的な
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価値も生まれていく場であってほしいとは思っていますし、社会的な取り組みを応

援するような条例でないといけないと思います。そのあたりは、今後の審議会でも

皆さん方とご議論できればと思います。 
       それでは、議題の（３）－１ヨシ群落造成等の取り組みについて、農政水産部に

よるヨシ帯造成についてよろしくお願いします。 
 
●事務局   ＜議題（３）－１ ヨシ群落造成等の取り組みについて 水産課 説明＞ 
 
●会長    ありがとうございました。 
       時間が少し押していますが、何かご質問、ご意見等あるでしょうか。 
 
●委員    従来から実情と裏打ちされているので、説得力があると思います。 
       琵琶湖の漁獲っていうのはよく誤解されているのですが、貝類が多いのですね。

ヨシだけでなく、琵琶湖の底質部にも目をむけていると。 
 
●事務局   私どもはヨシ帯の造成は、南湖でセタシジミの漁場もつくっています。そこも重

要なところで、南湖の漁獲量が戻らないと、滋賀県の水産業はよくならないので、

そこもあわせて実施をしています。 
 
●会長    それでは引き続きまして、琵琶湖環境部のほうの説明をお願いします。 
 
●事務局  ＜（３）－２ヨシ群落造成等の取り組みについて 琵琶湖政策課 説明＞ 
  
 
●会長    はい、ありがとうございました。違う工法で対照的ですが、今のご報告について、

何かご質問、ご意見ございますか。どうぞ。 
 
●委員    同じことやられているのですが、どちらかがその効果があるほうに統一したらど

うですかと思いますが。 
 
●事務局   もともとの目的が違いますので、水産課は漁場改善の目的でやっておられます。

琵琶湖政策課は、砂浜をまずつくり、湖岸から水の中に向けてヨシを増やしていく。

地元と一緒に琵琶湖を守っていくので、おのずとやり方は変わってくると考えてい

ます。 
 
●会長    菖蒲地区では、地域の人が参加して行っているわけですが、そこでのヨシ帯をも
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う一度復元していくことの目標は、何のためになんでしょうか。 
 
●事務局   先ほどからのご意見もあったように、ヨシ帯には、いろんな多面的な機能があり

ます。マザーレイク計画でもそうですけれども、琵琶湖と人とのつながりといった

面、ヨシを通じて地域と琵琶湖のつながる機会をふやしていく、そういった部分で

進めていきたいと考えています。 
 
●会長    それぞれの地域でそのヨシとの関わりの歴史があって、生活や生業体系の中でい

ろいろお考えになっていると思いますが、そこを政策として事業を行う時にどう捉

えておられるのかが少し気になります。県の一方的な思いだけじゃなくて、地元の

人たちの思いをどう押さえているかという。 
 
●事務局   菖蒲地区のボランティア活動の中心人物の方が漁師さんで、魚のすみかという水

産的な視点と、子どもを巻き込んでの教育的な人づくりという視点もお持ちです。   

また、観光的な要素、風景的な要素、多様な目的でやられています。県の目的とし

ては、条例に基づいて失われたところを自然再生するという広いものですが、地元

の意見を聞きながら実施しています。 
 
●会長    そういう点はすごく重要だと思うんですけどね。県の公式的な見解から、事業を

粛々と進めていくっていうのではなく、それを受け止める側、再生する側の地元の

人たちが、どういう考え方に基づいてそこに参加・参画されているか。それが、一

番最初の議題ともつながってくると思います。何のためのヨシ帯の群落の保全なの

かということを。これもまた、継続して議論ということだと思います。 
 
●委員    針江浜には、今琵琶湖政策課さんがおっしゃったような、杭とともに、ひょろひ

ょろのヨシが生えているところがあります。年配の方は、「昔はヨシ浜があったんだ」

と、子どもたちによく話ししていますが、そういったところで、「この場所を元のヨ

シ原に戻すんだ」という思いが１０年前にあったということを今日教えていただい

た気がします。 
       ヨシ帯を増やすという地元の思い、１０年前にヨシを植えたということは伝わっ

ていますし、そこにタイムカプセルを埋めたという話しも聞いております。うちの

生水の郷委員会で、１０年目にもう一度子どもたちとそのヨシ原に行って、タイム

カプセルを掘り起こすという話しされていた方がおられました。こういう思いでさ

れているヨシ原再生というのも素晴らしいなと思って。今日色々教えていただいて

よかったかなというように思います。 
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●会長    ありがとうございます。タイムカプセルですか。おもしろいですね。 
 
●委員    はい、１０年前にこのヨシ原に埋めたということを聞きました。ただ水産課さん

がされているほど、実際はヨシが生えていないんですが、このような取り組みがあ

ったということが、語り継がれていくこともいいことじゃないかなと思いました。 
 
●会長    先ほどの菖蒲地区の方が、人づくりっていうことで環境教育を一生懸命、漁師さ

んだけどもやっておられるという話しとも相通じるところがありますよね。そうい

うふうなつながり、世代を越えたつながりも育んでいく場であるということですよ

ね、ヨシ帯がね。ありがとうございます。 
それでは、次の議題について事務局お願いします。 
 

●事務局   時間の関係もありますので、議題（４）と（５）を一緒にやらせていただきます。 
      ＜議題（４）ヨシ群落保全区域内でのオオバナミズキンバイ除去について 

議題（５）その他情報提供等 説明＞ 
 
●会長    ありがとうございました。 

 今のことについてご質問、どうぞ。 
 
●委員    伊庭内湖では、オオバナミズキンバイは少なくなりましたが、ナガエツルノゲイ

トウが増えています。この繁茂力はすごい。現在も行政、地元で駆除していますが、

３００ｍ規模の島ができている場所もあって、ヨシも押されてきています。 
 
●事務局   担当の自然環境保全課と話しをしながら駆除を進めていきたいと考えています。 
 
●委員    ナガエツルノゲイトウについては、琵琶湖湖北に関しては減っているんですが、

最初に広がった彦根市の神上沼でおととしぐらいからまた増えています。自然環境

保全課さんを中心に、協議会でも話しあっています。 
       また、ハスについてなんですけれども。条例制定時には外来種、在来種という意

識はありませんでした。その後環境省では外来種リストを作成して、現在ではハス

などの国内外来種もそのリストに入っています。 
ハスは今「ヨシ群落」の定義に入っているので、駆除できないっていう問題が実

際に起きています。この保護地区でハスが駆除できないというのは、ちょっと考え

られたほうがいいのではないかと思います。環境省のリストを根拠に、ハスを外す

っていうことも考えられてもいいかと思います。 
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●会長    逆の情報提供です。ありがとうございました。 
       いろいろご意見あると思いますけれども、もう一度、土台の部分の考え方をしっ

かりしたほうがいいんじゃないのかというのが、多くの方たちからのご意見だった

ように思います。科学的なエビデンスに基づいた評価もやると同時に、地域の皆さ

んの生活や生業の目線から捉えた問題もそこにうまく組み合わせて、持続可能な形

での社会的な取り組みができないといけないと思います。 
       それだけでも夢がないと社会的に何か求心力を失ってしまうのではないかと。だ

からこそ、さきほどのタイムカプセルの話しのような、どういう価値を育んでいく

のかということが重要だと思います。皆さんの実践とか、いろんな見聞、知識をご

提供いただきまして、そのあたりをもっと鍛えていければと思います。定例で年１

回の開催ということですが、僕としてはもっとやっていただいたほうがいいと思い

ます。 
 
●委員    会長おっしゃいましたようにね、環境を守る、自然を守るということに必要なの

は、継続だと思います。私も継続して事業をしてきて、集落の自然環境保全に対す

る意識がものすごく高くなりました。今年は日本遺産に伊庭内湖も登録されました。 
 
●会長    皆さんの活動が実を結んで評価されたっていうことですよね。勇気出てきますよ

ね、そういう活動がたくさんこのヨシ帯から生まれていくといいなっていう、広い

意味で思います。 
 
●事務局   今日はコクヨさんにリエデンの資料をいただいていますので、せっかくですので

少し紹介をしていただいた上で終わりたいと思います。 
 
●委員    時間が押している中失礼します。 

私は「ヨシでびわ湖を守るネットワーク」という活動団体の長をしています。ヨ

シ刈りを通じた活動を大切にしていこうという団体で 2009 年に立ち上げました。

コクヨの自社以外に、県内外を問わず、いろんな団体に入ってもらってもらい、現

在１１６社が賛同いただいております。 
これまで１５回ヨシ刈りは開催していて、もう２，３００名以上が参加してもら

うような活動となっています。企業のＣＳＲとして声を掛けることが、大きな塊の

活動となるということを知ってもらいたいと思っています。また、冬場のヨシ刈り

だけなく、外来魚駆除やカヌー体験などヨシを通していろんな活動をしています。 
私たちコクヨは、琵琶湖にある企業として、琵琶湖の環境に貢献する事業をして

いこうということで、リエデンというブランドを８年前に事業化しました。   
       このノートには、ヨシ紙というだけでなく、我々の活動や、ヨシの働きいろんな
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情報をのせています。 
取り組んだ当初は、デザインなどは考えず、環境を守ろうと、それだけに特化し

た商品だったのですが、一般には中々浸透しないという状態が続きました。なので、

近年はカラフルにして、遊び心を増やした商品に発想をかえてきました。最近は、

おみやげとして、道の駅や観光名所で扱ってもらうものも多くなってきました。  
そこから学んだことは、環境だけではだめですよということです。環境プラスア

ルファでないと、市場では受けてもらえないということです。ですから、コラボも

いいよ、文具品もいいよ、遊び心もいいよというスタイルにしています。 
こういった事業がいろんなところで出てくれることを我々は望んでいるわけです

が、せっかく作っても、やっぱり使ってもらわないと意味がないわけです。それは

経済の循環ですので、そこら辺も何とか支援していただきたいというのが我々の企

業、民間の思いです。 
       また、この売り上げの一部は、大きな金額ではありませんが、地元で活動してい

る団体に寄附させていただいています。 
       そういうことにも力を注いでいますので、この商品を知ってもらい、広めていた

だくいうところにご協力をしていただけたらと思います。よろしくお願いします。 
 
●会長    ありがとうございました。 
       何かスマートで、おしゃれで、こう環境にかかわる活動を何か生真面目に、視野

が狭いとは言わないですけれども、もう少し楽しいとかうれしいとか、できればお

いしいとかね。何かこう五感で楽しめるよう、かかわっていけるような、いろんな

世代の人たちが。そういうアイデアが必要な事業ですね。 
 こういう何かチャレンジングなご発言も出てくるような審議会になって、守る、

育てる、活用する、それがもっとこうつながった、次のヨシ帯を何のために守るの

かっていう理念を含めてですけれども、少し再構築できたらなと私は思うんですけ

ど、いかがでしょうか。 
  こういう形でやっていけたらと思います。どうも、今日はありがとうございまし

た。それでは、事務局、よろしくお願いします。 
 
●事務局   どうも長時間にわたりご審議いただきましてありがとうございました。 
       それでは、閉会に当たりまして、琵琶湖環境部琵琶湖政策課理事員よりご挨拶を

申し上げます。 
 
●理事員   ＜閉会挨拶＞ 
●事務局   どうもありがとうございました。 


