
 
 

 

第３２回滋賀県ヨシ群落保全審議会の議事概要 

 

日  時  平成２９年３月１０日（金） ９：３０～１１：３０  

 

場  所  滋賀県庁 北新館３階 中会議室 

 

出席委員  １４名中１０名出席（五十音順） 

出 席 青井委員(代理 松永様) 青山委員 太田委員 高橋委員 田中委員 

 深町委員 松田委員 望月委員 山仲委員 脇田委員（会長） 

欠 席 大野委員 金子委員 利倉委員 山口委員  

 

議  題 （１）これまでの経緯およびこれからの方向性について 

         （２）ヨシ群落保全基本計画等について 

         （３）その他情報提供等 
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（司会）  定刻となりましたので、始めさせていただきたいと思います。 
 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３２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。 
      それでは、開会に先立ちまして、琵琶湖環境部技監よりごあいさつを申し上

げます。 
 
（技監） ＜あいさつ＞ 
 
（事務局） それでは、ただ今から審議に入っていただくわけでございますけれども、本

審議会は滋賀県のヨシ条例の規定によりまして、委員の半数の出席が必要とな

っております。本日ご出席のご予定の委員は１０名でございます。総数の過半

数に達しておりますので、審議会は成立していることをご報告いたします。 
      それでは、議題に入ります前に本日の資料の確認をさせていただきます。 

＜配布資料確認＞ 
      それでは審議会を始めていきたいと思います。議事の進行につきましては、

条例の規定によりまして会長に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、審議会を始めていきたいと思います。規定に従いまして議事の進行

を私が務めさせていただくということでよろしくお願いします。 
     議題に入る前に、前回の審議会の内容、もう１年も前になりますので、前回の

審議会の内容も含めて、本日皆さまにご議論いただきたい点につきまして、初め

に事務局のほうからご説明いただきたいと思います。事務局、よろしくお願いい

たします。 
 
（事務局）＜前回の審議会の概要について、資料２、３にもとづき説明＞  
 
（会長）  はい。ありがとうございます。前回の審議会の議論の結果、もう一度ちゃん

と考え直そうということになって、昨年の１２月に検討会を開催させていただ

きまして大変活発にご意見いただき、楽しかったですよね、やっていて。ワー

クショップのような形式でさせていただいて、そのときに出てきたのが、ばら

ばらに湖岸でやっている人たちがどう横につながっていくのかということと、

現場で頑張った人をどう社会的に応援し、支えていくのかいうことと、みんな

が活動していることを社会にもっと知っていただく、知らせるということでし

た。つまり、「つながる」・「支える」・「知らせる」ことが大事だなということに
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気付かせていただきました。 
  きょうは前回の審議会の結果、それから検討会の結果を思い出していただき

ながら議論を深めていければと思います。 
      それでは、議題（１）の「これまでの経緯およびこれからの方向性について」、

事務局から説明をお願いしたいと思います。 
 
（事務局） ＜議題の１のこれまでの経緯およびこれからの方向性について、資料１、資

料２に基づき説明＞ 
 
（会長） ありがとうございました。資料の１がこれまで粛々とやってきた事業がどうな

っているかということで、それに対して皆さん方からいろいろご意見をいただい

て、これだけではいかんだろうと。基本計画でいうと、先ほどの資料で読みます

と、２ページですかね。第５、第６の部分が弱いという話ですよね。目に見える

土木的な事業はやっているんだけれども、それを動かしていく社会の仕組みの部

分が弱いんじゃないのかということになろうかと思います。 
     それでは、このスケジュールに従って創造的な議論をして、いい審議会にして

いきたいと思いますが、資料１、資料２に関しましてご意見やご質問がございま

したら、よろしくお願いいたします。 
 
（○○委員） 今、資料２、新しく調査をされるという話が出ていました。これは造成で

きる場所を調査されるということですよね。他に調査は何か考えておられな

いのかなと。例えば生き物調査だとか、ヨシの環境調査だとか、そういった

ものの調査は考えておられないんですか。 
 
（事務局） 狭いところでありますが、資料の１の６ページ目で、野洲市の菖蒲地区で造

成した、全体計画ではハード的なものはすでに終わっておりますが、平成２９年

度に工事をやる前のものとやった後のモニタリング調査を計画しております。 
 去年工事をしてすぐの場所では生き物がどう変わったかというのはないと思い

ますが、平成２５年から工事をしていますので、その辺りも含めて、造成工事に

よりヨシがどれだけ生えてきたのかという生物調査と、この辺りの鳥がどれだけ

来たのか、魚がどうなったのかといった調査を実施する予定になっております。 
 
（○○委員） 前も言ったと思うんですけれども、造成されたところの生育は順調なので

しょうか。私は見たことがないんですけれども。 
 
（事務局） 今回の全体調査の中に過去に造成したところも順々に見て、どうなったのか
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まとめる計画にしております。私は去年、今年と造成地を回っていたんですけれ

ども、実際やや成績の良くないところもありました。そういったところは今後ど

うしていくのか、植えるのかどうかといった検討をしていきたいと思っておりま

す。 
 
（会長） よろしいでしょうか。資料２の審議会の意見の中でも、科学的な根拠に基づい

てヨシ原のその評価が必要ではないか、というところにも関係してきます。何か

思い込みのようなところで動いている部分があるので、計画とか条例の根本のと

ころにあるエビデンスを何らかの形で評価が必要なんじゃないかと前回の審議会

でお話がありましたが、みなさんのご意見はいかがでしょうか。 
 
（○○委員） かつては水ヨシ帯が約９０ヘクタールだったという説明でしたが、どこに

あったのかというのはしっかりしていないですよね。 
     一般的には、琵琶湖総合開発のときに湖岸堤ができてヨシが減ったといわれて

います。しかし、どこで減っているのかというのは、あまりデータがないんです。

まず、そこを押さえておかないと。だから物理的に減ったものを本当に再生でき

るのか。その後の環境変化とか、自然の地形の変化とか、浜欠けなんかで減って

いる部分もありますが、そこもまだあまりきちっと押さえられていないので、や

みくもに面積だけにこだわってしまうと実現できないことが沢山あると考えられ

るので、もう一度そこの整理もしておかないと、きょうの資料だけでも、ちょっ

とまだそこが十分見えません。 
 
（○○委員） それと活用のところに注目していただいたのは大歓迎ですが、活用という

と、前も議論したようにヨシ紙などの利用があり、それは大事なことですが、ヨ

シ原の中にいるだけで楽しいとか快適だとか、何かそういうヨシそのものの価値

観も入れておかないと、一生懸命ヨシの製品をつくらないと駄目だとか、普及し

ないと駄目だとなってしまうので、もうちょっと視点を広げておいていただきた

いなと思います。 
     それともう一つは、ここに行ったら素晴らしい琵琶湖の原風景のヨシ原が見ら

れるといった、推奨ヨシ原というのがぜひ欲しいなと思いますね。 
  西の湖の水路のところなんかも素晴らしいですが、なかなか船で入らないと見

えませんしね。今、一般の方がアクセスできる良いヨシ原がなかなかないので、

情報提供も含めてまずは検討していただければ、と思います。 
     また、４０年代、５０年代初めは琵琶湖が危機的状況で、赤潮やアオコ、水道

のかび臭があった中、水質の悪化とヨシ原の減少が短絡的に結び付けられたので、

わらをもつかむ思いで、ヨシを造成したら良くなるのではないか、と考えられま
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した。これはこれでわかりやすくて悪くないのですが、そう単純じゃないという

こともきちっと押さえた上で、もう一回ヨシの重要性を見直していただきたいな

というふうに思います。 
 
（会長） ありがとうございます。今の〇○委員のご意見は、１つ目はヨシ帯を造成する

にあたり、琵琶湖本来の、レジリエンス、回復していこうとする力、本来の動き

にもっと耳を傾け、ちゃんと見ていかないと、勝手に造成しても駄目なのではな

いかというご意見ですよね。 
 
（○○委員） そうですね。湖岸が空いているからヨシを植えようという話じゃない。 
 
（会長） そうですね。単に面積を増やすのではなくて、科学的にもちゃんと調査をして、

適切な場所があるのではないかということですよね。 
  それから２つ目が、活用といったときに貨幣価値に置き換えられるような経済

的な活動のみに限定するのではなくて、本質的な価値といいますか、素敵だなと

か、ヨシ原に何か経済で測る価値とはもっと違う価値を見いだすことが必要だと

思います。 
 
（会長） そういう価値も広げていくということですね。それから、○○委員はカヌーを

されて、ヨシ原で遊ばれたりしておられるとか。 
 
（○○委員） ブルーツーリズムを皆さんに楽しんでもらいたいと思っています。 
 
（会長） そういう思いもお持ちだと思うのですけれども、推奨のヨシ原など、もっとヨ

シ原の持っている価値を引き出していこうというご意見かと思います。 
   最後は、昨年からおっしゃっているような水質浄化というワンパターンの決ま

り文句だけが独り歩きしていることにも、もう少しちゃんとしたかたちでこのヨ

シ原の価値をみんなで共有していこうというご意見だと思います。 
     他の皆さん、いかがでしょうか。ご意見があれば、どうぞよろしくお願いしま

す。 
 
（○○委員） 私もみなさんがおっしゃっている通り、この科学的な根拠に基づくヨシ原

の評価というのは大事だと考えておりまして、いろんな事業をする中できちっと

検証がなされて、それが活かされているような仕組みになっているかというと、

それぞれ事業単位でやって、それでおしまいというような、ばらばらな状況がま

だ続いているのではないかと思います。今後どうするかを検討する調査を行う上
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で、現在の状況をしっかり重点を置いて調査する必要があると思います。 
 大学でも西の湖のヨシの刈り取りの有無、火入れの有無、その違いでどう群落

に差があるかという調査が実施されていますが、これ以外にも、様々な調査研究

が、滋賀県の研究所などで、実施されていると思いますが、その科学的な知見が

現場にどのように活かされているのかと考えますと、その部分のつながりも非常

にまだまだ弱いと感じておりますので、これだけは１年間でぜひしっかりやって

ほしいです。これなしに基本計画の見直し等どんなに良い政策をやっても、本当

の意味での大事な方向性というのは見えてこないと思います。逆にそれをやると、

行政だけじゃなくて地域の方や市民で取り組んでいる方にとっても非常に大事な

情報になると思います。 
      大津市の和邇の中浜で市民が中心になって、おそらく１０年以上続けているヨ

シの再生があるのですが、そこはすごく成功しています。最初はいろんな失敗が

あったのですが、１０年前と現在のヨシの状況を見たら全然違って、かなり広が

っています。それがなぜ成功したかというのはやはり理由があって、それをしっ

かり見ることが次の事業で成果を上げるこつだと思います。例えば中浜の例でい

うと、同じように今回やろうとされている消波堤を作ってヨシを植えたりという

のを繰り返しました。例えば消波工に里山で間伐したシバを使ったり、間伐した

スギを使ったりして、市民が大きな工事や大きな予算を使わなくても、地元の里

山の管理と併せながら、ヨシも近くにあるものを少し植栽するというかたちでや

っています。最初は竹のポットに入れたり、いろいろやっていても結局駄目でし

た。台風で流されてしまったりいろんな苦労がありましたが、結果として、現場

の状況を見て、しっかり継続的にちょっと手を差し伸べるというだけで相当違う

なと思っています。 
     それにはやはり時間がかかるし、成功するためにはいろんな試行錯誤が要るの

で、なかなか行政の事業の中でこのような仕組みを取り入れるのは難しいかもし

れませんが、他の事例の参考になると思いますので、うまく行政の中で取り入れ

てほしいと思います。 
 それから、最近、近江八幡や西の湖などのヨシを長年見てきた漁師さんに話を

お聞きしたら、西の湖の大変重要な大きな面積のヨシ地を実際に見ると、ヨシじ

ゃなくてオギになってしまっているということでした。その方はもうずっと現場

で見てきた方なので、そういう方の視点というのはとても大事だと思います。や

はり水位の操作の問題などもあったりして、どれぐらいの水位で保たれているか

ということがヨシ群落全体の質に大変大きな影響を与えていると思います。遠く

から見てヨシがあるなと思ったら、もうほとんど８割ぐらいがオギになっていて、

おそらくこのままいくと、ヨシだと思ったら大面積のところが全然違う群落にな

っているということが現実の問題としてあり得るな、と考えています。 
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      ２つの事例を申し上げましたが、そのような意味でいうと深刻な状況がいろ

んなところでありますので、新しく事業をすることも大事ですけれども、やは

り振り返りながら本来一番大事にすべき点が何かというのを科学的に、また現

場の視点で見直してほしいと思います。 
     以上です。 
 
（会長） よくＰＤＣＡサイクルと最近は言いますけれども、計画を立てて実行してチェ

ックして、もう一度計画を見直していきましょうという、そのチェック、評価の

ところが今はすごく単純過ぎて面積だけになっていますが、本当はもっと微妙だ

という話ですよね。 
     ヨシと思っていたらオギだった。陸地になっている。水位の問題も今ご指摘に

ありましたが、何かそこら辺のもう少し抜本的なこの評価、科学的な評価をきち

んとしないと次に進めないんじゃないのかというのが○○委員のご意見かと思い

ます。 
 先ほど伊藤園のご支援だというお話がありましたが、せっかくそういうご支援

をいただいても、単純な指標だけでどんどん事業費を投入して、きちっとした評

価のないところで効果のない事業を進めることへの危惧を今言われたと思います

ので、これも大切なご意見かと思います。 
    いかがですか。他にあればどうぞ。 
 
（○○委員） 今の意見を聞いて、私も大変参考にさせてもらいます。今年から琵琶湖博

物館さんと合同で群落の調査を行うことになり、第１回目をこの２月に西の湖

でやりました。 
      何をしようとするかというと、学芸員さんの専門は古化石というのですか、

古い化石花粉の専門家なんですけれども、ちょっと側面からではありますが、

ヨシ原の生物量、バイオマス量を調べていくと、いろんなことが分かるという

話がありまして、一緒に協力しようと調査が始まったんですけれども、私も１

回目に参加して、テープを張って、面積を測って密度を調べたり、太さ、高さ、

そうやっていろんなものを、地道な活動だけれども、調査をしていくというこ

とを教えてもらったんですけれどもね。 
 １回目は生育のいい手入れしているところをやったのですよ。多分明日は手

入れされていない、荒れ地になっているところを調べようと話をしております

が、そんなことを始めかけているんですよ。 
  ただ、なかなか参加者はなく、もうほとんど数人でやらないかんという状況

です。たまたま西の湖ですので、大阪府立大学の学生さんとか、龍谷大学の学

生さんも来られて一緒にやりました。１回目はみんな興味をもってくれて、２
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０人ぐらいだったのですけれども、明日は６、７人しか集まっていないんです。 
      先ほどの話ですが、研究機関の方が科学的にやっていただくことはわれわれ

も非常にありがたいし、非常にいいデータをいただけるだろうと思っています

ので、県も含めて何か協力してもらえるとありがたいなと思っています。 
 
（会長） 先ほどの○○委員のご意見もそうですけれども、和邇とおっしゃっていました

か。 
 
（○○委員） はい。 
 
（会長） きょうの実績を示した資料の中に和邇は入っていないですよね。正直に把握し

切れていませんとおっしゃっていましたが、そういう民間というか、市民の人た

ち、県民の人たちの地道な努力があります。今の○○委員もそうですけれども、

ご自分たちのほうから専門家を呼んできて助けてもらって、やろうという主体的

な動きも既にでてきています。和邇でも試行錯誤で苦労されて、定着するための

技術的な検討をされて、そういうところがもう少し他の人たちとうまくつながっ

たらよいのですが、何か公共事業みたいに県でこれをやっていますということだ

けが進んでいて、何かちぐはぐな感じがすごくするのはもったいない感じがしま

すね。 
 
（○○委員） 私たちも、その水位変動によって生態系への影響や、保全するべきものを

把握するための基礎資料として 1997 年から毎年ヨシ、底生動物、魚類など、い

ろいろなものに着目してデータは取ってきています。やはり私たちもそれを外

にあまり出していない部分があるのをちょっと反省しております。 
 ですので、県のほうに私たちが使っている、測っているデータを情報提供し、

このような場でヨシの現状などについて、説明させていただきたいと思います。

私たちもヨシを北湖で２カ所、南湖で１カ所、代表地点を設けまして毎年デー

タを取っていますので、どのように変化しているのか、逆にそこの場所でどう

いう生き物が成長しているのか、魚類や鳥類など、ヨシを利用している生き物

の生息状況などをこの場で示して、広い意味でデータを使っていただければ、

と思っております。 
 また、秋に家棟川の自然観察会を開催し、ビオトープにかなり小さいお子さ

まも来てもらい、ヨシがどういうふうに使われているのかという学習会をして

います。その際、パネルを使ってヨシではこういう生き物が生きているんだよ

というのを説明したりしています。勉強会の場としても使っていけるのでない

かと思っていますので、また県と情報共有しながらやっていきたいと思ってお
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ります。 
 
（会長） ありがとうございます。県と他の機関で、ヨシ帯に関してあまり連携はないと

いうことなんですね、事実として。 
 
（○○委員） ええ。 
 
（○○委員） 県の窓口がだんだんなくなってきていて、これは深刻ですね。以前と比較し

て、滋賀県の窓口がだんだんなくなってきています。 
     私はいっぱい聞いているんだけれども、もう組織が硬直化しているので、せっ

かくある資源が動いていません。 
 
（会長） 国と県の関係、それから県と県民の皆さん、市民の皆さんとの関係、本当はこ

れがもっとつながって何か意味のある、社会的な動きになるはずなのに、どうし

てなっていないんだろうということで。これは結構根本的な問題だと思います。 
 
（会長） 水位のことを先ほどご説明がありましたですけれども、水位とヨシ帯の生態系

の関係について何かあれば。 
 
（○○委員）ヨシにつきましては琵琶湖博物館の芦谷先生や京都大学の田中先生などにア

ドバイザーとして色々うかがっております。また、水位のこともいろいろな方

には聞いていますが、そこまで明確には出てきてはいないんですね。いつもア

ドバイザーのご意見を聞くと、水位だけではなく、気象などの影響もあり、水

位が低くても、魚類はヨシで産卵しているというような意見をいただいており

ます。 
 
（会長） 分かりました。他にもご意見があれば、どうぞ。どんなことでも結構です。 
 
（○○委員） 地球温暖化問題について、将来的にやはり気温は上がっていくという方向

です。現在は、ヨシ自体がこの気温に適正なところで生えているわけですが、こ

こから４度上がったときにどうなっていくか、ということを考えたときに、奄美

大島等のように本来のヨシがもうセイタカヨシでないと暮らしていけないような

気温になっていくかもしれないということも言われています。温暖化防止といい

ますと、いつも緩和策が中心に行われてきたんですけれども、今、適応策という

ことが叫ばれてきて、これから生態系がどのように変化していくか、それに対し

てどういうアクションを踏んでいくかということを真剣に考えなければならない
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ので、一つのプラットホームも設けられたぐらいです。 
     ですから、適応策の視点でヨシもちょっとウオッチして、調査研究を行って積

み重ねていかないといけないと思いますので、ぜひその今回の調査というのが航

空写真でどれだけの面積だよというのではなくて、ぜひ中に入って、どういうヨ

シになっていて、何月になって花が咲いたとかという情報を集めていただきたい

と思います。花の咲く時期が早くなっているではないかという年もありましたの

で、やはりそういう知見を積み重ねていただくということも大事だと思います。 
 
（会長） 何か固まりとして遠くから眺めているだけでは駄目だということです。 

皆さんのご意見はたくさん伺っていったら、後の議題、本題のほうが、（２）のほ

うですので、ここで議題２の「ヨシ群落保全基本計画等について」、少し事務局の

ほうからご説明をいただきたいというふうに思います。 
 
（事務局） ＜議題２ ヨシ群落保全基本計画等について、資料３に基づき説明＞ 
 
（会長）  ありがとうございました。もう既に議論が、計画や取り組みのほうに議論が

入っていたと思いますけれども、引き続き、今のご説明に関してご質問とかご

意見がございましたら、どうぞご自由にお願いいたします。いかがでしょうか。 
一つ一つ項目はありますが、これを体系立ててどういうふうに県としては進

めていこうとするのかというのをもう少し考える必要があるのではないかと思

います。ばらばらにやっているような印象もあるのですが、県のほうもお困り

のご様子なので、ぜひ皆さんのご意見をいただきたいと思います。県だけで全

部抱え込む必要はありませんので、どういうかたちで進めていったらいいのか

ということを検討していきたいと思います。まず、一番最後の団体との連携と

か支援についてご意見をいただけますでしょうか。 
 
（会長） 何か現場に関わっておられるお立場からご意見があれば。 
 
（○○委員） そうですね。行政の皆さんもいろんなお仕事をして、なかなか全部それば

かりやるわけではいかないと思いますが、例えば、現況調査などのたくさんの

委託調査をされるときに、お金を払ってコンサルの方にその委託の中でそれぞ

れの市町村や市民団体の情報を全部収集するというようなことをきちっと入れ

るとか、今ある仕組み、何かお金の動きの中での工夫をするというのがまず一

番できることではないかと思います。たぶん普通に委託すると、仕様に基づい

て決められたことをして報告して、それで終わってしまいますが、例えばその

調査を組み立てるときにきちっと市民なり、いろんな企業の方に接触をしない
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と駄目だという項目をしっかり組み込めば、お金なりプロジェクトのやり方次

第で大分出てくるものは違うと思います。 
 そこは県の方がしっかり調査設計なり、限られた予算と人の中で何をやるべ

きか、というのを考えることが一番力の発揮しどころと思います。県の方が全

部回っていろいろやるというのは現実的じゃないので、そういうところでまず

工夫していただきたいです。せっかくこのような委員会で、特に委員の皆様を

見ても非常に地域で活躍されている方ばかりなので、その方を通してヒアリン

グとかをして情報収集をするとか、それから、例えば今お話にいろんな先生の

名前が挙がりましたけれども、そういう先生にお会いにならなくてもメールや

いろんなことで情報収集に協力してくださいというようなところからでも形は

できてくると思いますし、例えば先ほど○○委員が情報を提供します、と明確

におっしゃったので、明日にでも連絡を取って、それを現実のものにしていた

だきたいと思いますので、この会議での発言で終わらずに、それを踏まえてす

ぐできることを実行するというか、そういうかたちでやっていくだけで変わる

んじゃないかなと私は思います。 
 
（会長）  急に言っても難しいので、まずはできることからで。私たちはたぶん何も知

らなさ過ぎるわけですよね。科学的な側面でもその評価がちゃんと共有されて

いない。別に囲い込んでおられるつもりはないでしょうけれども、一部のとこ

ろにたまっていて、それが社会化されていない。それは○○委員のところがや

っておられるように民間でも専門家の支援を得てやっている科学的な評価の取

り組みさえも今日も初めて言っていただいてびっくりしましたが、そういうこ

とも分からない。 
  冒頭に言いましたが、つながるといいますか、社会的な側面でいろんな方た

ちがお互いにどんな活動をしているのか、何に困っておられるのかとか、そう

いうことも知らない。知らないことがいっぱいあるので、まずそれを把握する

ことが大切という気がするんですけれども、現場でいろいろ取り組みをなさっ

ておられるお立場から、まず来年、来年度１年間われわれも協力しながら何を

やっていったらいいのかご意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょう

か。 
 
（○○委員） お祭りになっては面白くないと思うんですけれども、そういう意味ではな

く何かみんなが集まって話をする、県民の中で琵琶湖ヨシ原サミットとか、そ

ういう取り組みをオープンな場でいろんな人に集まってやってもらうというの

も一つのやり方かなと思います。 
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（会長） つながるための場づくりですね。 
 
（○○委員） はい。 
 
（会長） もしそういうのがあれば国も県も、当然入っていただかないといけないんです

けれども、市町村などいろんな人たちがそれぞれの場で持っている多様な情報を

やはり知りたいですよね。先ほど事務局がコクヨに行かれたとのことでしたが、

みんなでつながって共有していく部分は大事かなと思います。 
 
（○○委員）先日の検討会で少しお話しさせていただきましたが、先ほどの話のヨシ原サ

ミットは宇治川で開催されました。宇治川のヨシを守っていこうという活動が活発

になってきて、去年の暮れに初めていわゆる決起集会みたいなもので、さっき言わ

れたお祭り騒ぎでした。 
    けれども、やはり行政、国交省の役人さん、市役所の市長さんとか、役所の方も

全部来られていて、龍谷大学の教員さんも何人か来られていて、きちっとした会合

で、そこで国交省がためてきた結構素晴らしいデータを全部公開されて、地元の大

学の教授が地元の昔の話をされて、初めてでしたからどんな団体かという紹介だけ

で終わってしまったんですけれども、またやりたいなということで取り組んでおら

れます。その後、ちょっとオチがありまして、それを冊子にしたいということで今

度は原稿を書かなあかんという話になって、それも依頼されたから書いたんですけ

れども、冊子で残していくよりもつながりのある会ができればありがたいと思って

います。それには核になるところをどこにするか、これが一番の問題やと思います。

そこは地元のＮＰＯさんとヨシ業者さんが核になられていました。行政さんとは違

いました。いろいろなかたちがあると思いますけれども、そんなかたちのつながり

が実現できれば非常にいいかなと思います。 
 
（会長） 場づくりですね。 
 
（○○委員） はい。 
 
（会長） 現場の方たちから分散している情報を共有できるような方法はどうすればよい

か、ご意見をいただきたいのですが、○○委員、いかがでしょうか。 
 
（○○委員） 私たちも、もちろんヨシの刈り取りとかはしているんですけれども、実際

作業に出ている人たちは、このヨシを刈り取って、そのヨシがどこへ持っていか

れるか、何に活用されているかということが実際分かっていない状況だと思いま
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す。 
 以前、水産課が魚を増やすためのヨシとして植栽してくださいましたが、水の

中に生えているヨシは私たちも刈り取ることができません。陸地に植わっている

ヨシだけ毎年毎年刈り取りをしていますが、その作業に出てくださっている人が

いつも「このヨシ、ちっとも良いヨシに育たないな」とおっしゃるんです。 
 だから、どのようにしたらこのヨシが良いヨシで育つのか、良いヨシになれば

それを活用する方法もいっぱい出てくると思うのですが、そういった学ぶ場とい

うのもないのが現状なんです。 
 １０年前にヨシを植えましたが、やはりうまく育たなかったんです。水辺の中

のものは本当にひょろひょろとしたものだけで終わってしまって、残念なことに

防波の杭だけが残ってしまって、地元の議員さんから 10 年前のことを忘れて「何

であんなところにあんな杭があるんや」というような質問を受けるぐらいでした。 
 そういった育てるノウハウが分かっていない状況でやっています。いろんなと

ころのつながりがあれば、いろんな学びがあり、この私たちのやっている活動が

とてもいいものであるという、またそれは誇りにもなると思うんですけれども、

そういったもののつながりでいろんな方のお力を、お知恵を拝借したいなという

ふうにはいつも思っています。 
 
（会長） ありがとうございます。○○委員、いかがですか。 
 
（○○委員） 私の関係している場所では以前から、とにかく廃船、プレジャーボート、

また和船がほったらかしになっています。本来なら公道に車検切れの車を止めて

おいたら、明くる日にもう警察が来ると思います。内湖や川には廃船がたくさん

見えていて、景観上大変悪いです。それでも知らん顔で何年たってもそのままで

ございます。 
 ヨシに水質浄化がないという、意見が出てから私は本当に環境保全と景観形成、

これに力を入れています。そういうことから見れば、この和船処理、プレジャー

ボート処理にもう少し早く手が打てんのかなという思いをしています。ここら辺

を少し問題にしていただいて、早いこと処分していただきたい。 
 一般の人もよくおっしゃんにゃけれども、「公道やったらそんなことをできひん

のに」とね。やはり公海なんです、海にしろ、川にしろね。それで何でほったら

かしにしても罪にならんにゃというね。ここら辺を提言したいと思いますので、

よろしゅうお願いします。 
 
（会長） 今までにない視点からのご意見で、全然分かっておりませんでしたが、そんな

に放棄されているわけですよね。景観の問題からもすごく重要な問題だし、要す
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るに不法投棄と同じですよね。ありがとうございます。 
    ○○委員、いかがでしょうか。 

 
（○○委員） はい。今、○○委員から指摘がありまして恥ずかしい思いです。プレジャ

ーボートに関しては私たちもあまり分かりませんが、取りあえず昔の漁業という

と、魚がおれば勝手に捕りにいく。そして、だめだったらやめてほったらかすと

いうのが漁業者というか、県民の悪い癖ですわ。 
 それと、先ほどから委員さんの話が出ていましたように、菖蒲のヨシ帯で土方

みたいな仕事ですが頑張ってやっておりますが、正直していても意味がないです。

去年生えていても、今年は生えてないことがあります。結局われわれが頑張って

やっても環境次第で、やりがいがないです。昔に比べると土質もかなり悪いと思

います。 
 先ほど○○委員が言われたように、和邇浜は確かに昔から土質がいいです。粘

土質でもあり、そして風当たりが違って、そんな無茶に風が当たりません。やは

り新海、菖蒲浜というと、冬になったら、もうそれは杭の根でも持っていくとい

うぐらいの波があるんです。 
 そして一つ、国交省の水位の問題。これは１５年前から、私たちとしても訴え

続けてきました。国交省にも直接行き言っても、どうしても首を縦に振ってもら

えません。たぶんこれは無理だと。魚が増えるわけがないです。 
 以上、いろんな関連がありますけれども、そういうことでございます。 

 
（会長） はい、ありがとうございます。何か力が出てこないというような話ですよね。

一番底辺といったら失礼ですけれども、一番現場で頑張ってやっている人たちの

気持ちがなえていくような、そういう状況が繰り返されているということですね。 
 それと、今、○○委員がおっしゃったことは、○○委員が冒頭におっしゃった

適切な場所で本当にやっているのかどうかということのご指摘でもあったように

思います。今のご指摘でしたら、湖西のほうだったらヨシが増えやすい良いとこ

ろなのですね。 
○○委員、何かご意見はございますか。 

 
（○○委員） まず、来年度事業で調査をやってもらうのは良いのですが、さっきも言っ

たように仮説が何なのか、現況を調べて、そして再生するのか。あるいは楽しん

でもらったり、いろんな資源としてやるのか。さっき○○委員がおっしゃったよ

うに、いいヨシが生えないですよ。もともと素材としてのヨシというのはお米と

一緒で肥料をまいて育ててきましたから。肥料をまくか、自然の地形で栄養分が

そこにうまくたまって保持されていいヨシが生える場所と、そしてから人工的に
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育ててきた場所とがあるわけで、勝手に生えた場所では細いヨシしか生えません。

それともう一つは、ヨシは条件さえよくなれば昔から田んぼに生えてきたらどう

しようもない、いくら引き抜いてもヨシが来るぐらいに頑強な植物なんです。 
 だから、そのままにしておいても生えてくるような場所が今どこにあるのかも

う一回見極める必要があります。過去にはありましたが、一部は湖岸堤の開発で

もう変わってしまっているし、湖岸堤の前に植えたって、深さが駄目です。そこ

をきちっと押さえた上で、どこでどうするのかということをやらないと駄目です

ね。このためには、いわゆる理化学的な、サイエンティフィックな知見と、そし

てエンジニアリングとしての工学的な知見、これは重なりますけれども、これを

分けないと駄目だと思います。もう一つは、政策的な科学性も必要ですけれども

ね。 
 だから当初は、水が悪くなってきたのとヨシが少なくなってきたことが直結し

たので、空間さえあれば湖岸にヨシを植えましょうと。私は責めているわけとは

違って、それでいいわけですよね。 
 
（会長） 天然の下水処理場みたいなのをつくろうみたいな感じですよね。 
 
（○○委員）ヨシさえ植えれば水質が良くなって魚も戻ります、という考えはゼロではな

くて、ヨシには生態系保全や、多様な機能があるから、もう一回そこをきちっと

評価してほしいです。ただ、○○委員がおっしゃるように、それがやはりもう少

し広くどこまで効果があるのかというのはフィードバックをしないと駄目です。 
それと活動は、さっき○○さんがおっしゃったように調査で分かるのと違って、

やはりネットワーク型でどこかがコーディネートしないと現況把握はできないの

で、やはりそれをどこかが手を挙げてやる必要があります。滋賀県には淡海環境

保全財団があるのですが、本来はそこがもう少し健全に自らの判断で動けるよう

な機能があれば皆さんの活動のネットワークの一つの結節点としてアクティブに

なってもらえると思います。そこだけじゃなくてもいいのですが。 
 それと最後に、いろんな知見、サイエンティフィックもエンジニアリングも市

民活動も寄れるようなコンファレンス、「Ｓｔａｔｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｌａｋｅｓ 

Ｅｃｏｓｙｓｔｅｍ Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ」のような取り組みを滋賀県でぜひ

やってほしかったので、このヨシをやる前にそれをやってほしい。 
 それでもう一つ最後に、水位の問題をもう一回根本的にやらないと駄目ですよ。

琵琶湖総合開発のときに毎秒４０トン要るからと言われて、現在の水位操作にな

っていますが、実際はその３分の１ぐらいしか使われていません。国交省に対し

ても結構言っていて軟化してきているので、水位の問題をもう一回根本的に取り

組む必要があります。洗堰も暫定操作の規則ですから、ここをやはり滋賀県が言
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っていくべきですが、今水政のセクションがないんです。河川と環境になってい

て、琵琶湖政策がなくなっています。また、政策といっても環境政策しかないの

で、水資源として土地利用を含めた政策をやはり滋賀県がもう一回起こさない限

りは、今のその水位の問題とかも解決しないと思います。 
 以上です。 

 
（会長） すごく建設的にまとめておっしゃってくださったので助かります。ありがとう

ございます。今の○○委員のご発言に関連して何かございますか。 
 
（○○委員） 水位はちょっと国交省になるかと思いますが、私たちはやはり今やってい

る調査をうまく証明していかないといけないですし、それはうまく使っていただ

ければと思います。去年辺りからこのヨシ以外に水質調査について県とのデータ

のやりとり等は始めようという取り組みはやっていっているところです。 
 あと、今、ドローンがかなり活用されてきていまして、ドローンを使ってヨシ

がどのように生えているのかを、今年度から面的にどう変化していくのかという

のをやっていこうと思っていますので、また県さんのほうにも情報を出していき

たいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 
 
（会長） ありがとうございます。なかなか水位の問題から現場の人の心の問題まで、い

ろんなものがつながっているので、県としても、もし本気でやるのであれば数人

のチームで必死になってやるのではなく、もっと抜本的に考え直さないといけな

いのかなという気がします。 
 今の○○委員のご意見であれば結構大掛かりな話になるので、県のこういう政

策、施策の柱になるようなものに持っていく必要があります。ここでもう少し、

ヨシ帯の保全を何のためにやるのかということをもう一度県としてもしっかり位

置付け直さないと、何もできないのではないかという気がいたします。 
 
（○○委員） 今、いろんな方のこの意見を聞かせていただいて、大津市の場合は１月の

最終日曜日に一斉にヨシ刈りをしまして、明日の「びわ湖開き」に合わせてヨシ

たいまつの点火をするんですけれども、その内容がこの大津市の広報に掲載され

ていて、行政の出している文面は「『湖辺ルネッサンス～大津のヨシ作戦～』のフ

ィナーレを飾る『ヨシたいまつ点火』。市内４地域の湖辺にヨシたいまつ約２７０

本を立て、一斉に点火します。湖辺に浮かぶヨシたいまつの明かりの幻想的な世

界をお楽しみください」となっています。幻想的なたいまつの明かりをお楽しみ

くださいと、いう雰囲気で取り組んでいる団体もこういう雰囲気の中、ヨシ刈り

をしております。 
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 今日の話を聞かせていただいて、市のヨシの取り組みをもっともっと市民の方

に周知していただく必要があるのではないかと思います。大津市ですら、県がこ

のような取り組みを深くされていると多少は知っているかも分かりませんけれど

も、そういうものはまだまだ各市町村に周知されていないような気がします。 
 毎月１回定例会という会を開いていて、各担当部署からパンフレットであった

り、取り組みの内容であったり、そういうものを配布されるわけですけれども、

県としてこういう取り組みをしているんだということを各市町村にもっと分かっ

ていただくような取り組みで広く県民に知っていただきたいというのが率直な思

いです。 
 あと１点、冒頭におっしゃった大津市の小学校もヨシの取り組みがすごく評価

されて、全国で数年前に発表したんですけれども、そういったものは各市町村で

子供たちやいろんな方が取り組んでおられるとは思いますが、広く吸い上げてい

ただいて、広く取り組んでおられる方に共有していただきたい、と思いました。 
 
（会長） ありがとうございます。今の○○委員がおっしゃったご意見は資料３の２ペー

ジ、前回の検討会のときに、ワークショップをして整理させていただいた、キャ

ッチフレーズ的に付いていますけれども、「たすけてよ」とか「こうなるとええな

～」、「困ってるねん」、「知って～や」という、ここら辺のところに散らばってい

るご意見かと思いますし、この中の「何のためやねん」とか「切れてるやん」と

いうのは科学的な評価に関することで、現場の士気にも、ちゃんとした科学的な

評価がないと、頼れるものがないと、何のためにこの活動をやってるんだ、とい

う話になっていきます。それは先ほどの○○委員のご意見もそうですし、結構根

本的なところでもう一度組み立て直していかないといけないなというのを感じる

ところですね。 
 先ほど○○委員はそういうものを、本来淡海環境保全財団などでしっかりやる

べきところではありますし、委員に入っていただいても良いくらいです。 
 
（会長） 県はそういう仕組みをどうつくっていくのかというところで、お知恵を絞って

いただいて応援をしていただく必要があると思います。みんながつながっていく

ための何か仕組みをどうつくるのかということですが、結構できそうな気がしま

す。 
 
（○○委員） ゼロからではなく、素材はあるのでそれをうまくつなげていただいたらい

いと思います。それだけの蓄積はありますから。 
 
（会長） 県が頭を下げてお願いに行って何か出てきてもらうという以前に、皆さんがそ
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れぞれお困りなのでつながりたいという気持ちは持っておられるので何かご意見

はございませんでしょうか。 
 
（○○委員） この場を借りて申し上げますと、県の対応が鈍過ぎる。ちょっと魚のこと

に触れますけれども、去年の１２月から魚が激減なんです。 
 
（会長） そうですね。 
 
（○○委員） アユが全然おりません。これは水産課、水産試験場、あらゆるところとい

ろんな会議をしていますが全然対応が鈍いです。聞くのは聞いていますが、次の

答えが全然ないんです。交通土木、琵琶湖政策課、それに、どこやったかな、研

究センター、としょっちゅう会議をやっています。しかし、もう少し正確な判断

をしたような答えが欲しいです、引っ張っていくような。こっちが言うたら黙っ

ているようなことが多いんです。 
 先ほど水位の問題もあったけれども、国土交通省に行っても無理。滋賀県の後

押しもない。そういうことも絡んでいると思うんです。もうちょっと、トップが

悪いとかは知りませんけれども、やはり県庁の職員で会議を引っ張るようなリー

ダー格の人がもっと欲しいと思います。○○委員はこういうのはご存じや思いま

すけれども、ちょっとお願いしておきます。 
 
（会長） ありがとうございます。激励と思って聞いておかないと駄目ですよ。 
 
（○○委員） 人のことは偉そうに言えないんですけれども、○○委員などが来られた際、

滋賀県の組織も〇〇委員たちと同じ立場に立って問題は自然のほうにあるんだ、

琵琶湖にあるんだというふうに捉えられたら、事態がすぐに良くならなくてもこ

ういうストレスはたまらないんですが、課題以前に先に組織と活動団体がうまく

いっていないことが問題です。だから激励と受け取ってもらうことだと思います

けれどもね。 
 
（会長） はい、ありがとうございます。根本のところから考えないといけないので、今

のような頻度でやっていたのでは、おそらく時間ばかりが過ぎていくと思うんで

す。琵琶湖政策課の中でもいろんな課題が山積しておられて優先順位もあろうか

とは思うんですが、もし今出ているようなご意見をちゃんとしたものにしていこ

うと思うと、もう少し検討会にしても開催頻度を上げていただいて、具体的なこ

のアイデアなどを現場からも吸い上げていただけるようなかたちにしないと、う

まく前に進んでいかないような気がいたします。 
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 それは前回の審議会のところでも、年１回だけではなく複数回開催し、継続的

な議論が必要ではないかという意見がありました。１年前だと、記憶力のいい人

でも忘れてしまうので、やはり何か緊張感を持ってやっている間に次の会議をど

んどん進めていくとか、あるいは実際に現場を視察、委員の先生方、皆さんにし

ていただくとかいかがでしょうか。それぞれ現場をお持ちですので、現場で、自

分とは違う現場を見学していただくとか、いろんなことができようかと思います

ので、工夫をしていただけたらな、と思います。「ヨシ帯の面積が増えた。よし」

みたいな、それで終わるような会議じゃないはずですので、努力していただけれ

ばと思います。 
 それでは、もうご意見は大分いただきましたので、議題の３の「その他情報提

供等」につきまして事務局からご説明いただきたいと思います。 
 
（事務局） ＜議題３ その他情報提供等について 資料４に基づき説明＞ 
 
（会長） ありがとうございました。伊藤園さんから毎年多額のご寄付を頂いていますが、

こういうものをうまく活用して、きょう出たようなご意見の新しい動きをつくっ

ていくためにそんなにお金はかからないと思います。土木事業のほうにも、何か

工夫をしていただければ、と思いますけれども、他の２点の情報提供につきまし

ても併せてご質問、ご意見等がございましたら、よろしくお願いいたします。い

かがでしょうか。 
 
（○○委員） 今のヨシ等の定義ですけれども、これは何、条例なり規則で整理するんで

すか。単にこういう整理だけで終わっておくのですか。条例制定当時、そんなに

外来植物が問題はなくて、今これだけ種類があったら、ヨシ、マコモ等だけじゃ

なしに、これを規則で定めるとか、何かしておかないと、一般の県民の方には分

かりませんよね。何かそういう制度的な担保は考えているのかどうかです。 
 
（会長） 条例があるのだから、きちっとやっておかないと。１つぐらいだったらいいん

だけれども、これは７もあるわけでしょう。まだまだこれからも出てくるかも分

からない。そこがまさに科学的な問題なんですよ。 
 
（事務局） 今回はオオバナミズキンバイで問題があったんですけれども、特定外来水生

植物は条例上のヨシ等に含めませんといった通知を出しましたが、今後はおっし

ゃるようにやはり規則なり条例でヨシ等の定義を定めていくか検討していく必要

があると思っております。 
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（会長） はい。緊急度を要することなので、こういう法律的な規制の根拠となるもので

すから、それも慎重に検討していただきたいと思います。 
 
（会長） 何かご意見、ご要望等はございますか。もう最後になりますが、何かあれば、

どうぞご自由にご発言ください。 
 それでは、本日予定しておりました議題は以上でございます。この際でござい

ますので何かあればと思いますが、もう大体皆さん、思いの丈をご発言いただい

たと思います。 
 事務局におかれましては、本日委員の皆さまから出された意見や提案を十分ご

検討いただきまして、今後のヨシ群落保全に活かしていただきますようお願いい

たします。結構多岐にわたっておりますので、整理をまずはきちんとしていただ

くということと、それとロードマップといいますか、いろいろ出た課題をどうい

うかたちでどう進めていくのか、それもご検討いただければと思います。 
 また併せて検討会ですね。審議会は回数が限られるでしょうけれども、委員の

皆さんにご出席いただけるような検討会をやはりもう少し開催していただいて、

事務局だけであまり抱え込まずに、これは一緒の仲間と思って、何か解決してい

けるような道を探っていただければなというふうに思います。 
 それでは、きょうは熱心にご審議いただきましてありがとうございました。こ

れで私のほうも議長の役を終わらせていただきます。ありがとうございます。 
 
（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。 
 それでは、閉会に当たりまして小松技監よりごあいさつを申し上げます。 

 
（小松技監） ＜閉会挨拶＞ 
 
（事務局一同） どうもありがとうございました。 

以上 


