
第３２回 滋賀県ヨシ群落保全審議会 

 

日 時：平成 29 年(2017 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 

 

次       第  

 

  １．開 会 

 

  ２．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 

     -1 これまでのヨシ群落保全事業実績等について     【資料１】  

     -2 これからの方向性について             【資料２】 

                 

 

 

   （２）ヨシ群落保全基本計画等について           【資料３】 

     -1 ヨシ群落保全基本計画等見直し検討会について   

    -2 ヨシ群落保全条例に関する課題の整理について   

 

 

 

   （３）その他情報提供等                  【資料４】 
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 大津市雄琴学区自治連合会理事  
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 俊
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ひろ

 ヨシでびわ湖を守るネットワーク  

4 大野
お お の

 朋子
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神戸大学大学院人間発達環境学研究科 准

教授 
欠席 

5 金子
か ね こ

 有子
ゆ う こ

 東洋大学文学部英米文学科 准教授 欠席 

6 髙
たか

橋
はし

 敏
とし

枝
え

 針江生水の郷委員会委員  

7 田中
た な か

 信
のぶ

弘
ひろ

 伊庭の里湖づくり協議会 会長  

8 利倉
としくら

 尚美
な お み

 日本野鳥の会滋賀  幹事 欠席 

9 深町
ふかまち

 加津
か つ

枝
え

 京都大学大学院地球環境学堂 准教授  

10 松田
ま つ だ

 明子
あ き こ

 公募委員  

11 望月
もちづき

 幸三
こうぞう

 滋賀県漁業協同組合連合会副会長理事  

12 山口
やまぐち

 達也
た つ や

 
国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務

所長 
欠席 

13 山仲
やまなか

 善
よし

彰
あき

 野洲市長  

14 
わき

田
た

 健一
けんいち

 龍谷大学社会学部 教授 会長 

 



第32回滋賀県ヨシ群落保全審議会

（平成29年3月10日）
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年度
造成面積
(ha）

ヨシ群落
面積(ha)

ヨシ刈面積
(ha)
【県営】

ヨシ刈等
面積(ha)
【団体】

ボラン
ティア支
援団体数

伊藤園
寄附金
(千円）

S28 260.8 変更事項等

H3 127.50 条例交付・面積調査 保全区域指定

H4 0.04 15.0
H5 1.00 40.0
H6 1.77 41.6
H7 0.66 50.4
H8 0.65 41.2
H9 2.27 128.80 37.4 面積調査

H10 1.93 38.4
H11 2.69 28.2 条例改正1

H12 1.19 28.7
H13 2.52 24.5
H14 2.43 29.9
H15 2.45 29.8
H16 3.05 29.0
H17 2.40 9.3
H18 2.29 9.3
H19 2.00 169.30 9.5 面積調査

H20 2.80 172.10 0.0
H21 2.53 174.63 15.0 14 10,850
H22 2.29 176.92 10.7 12 11,080 現基本計画作成
H23 1.48 178.40 10.8 16 10,100 基本計画始

H24 1.36 179.76 8.6 18 10,100
H25 0.13 179.89 2.8 17 10,100
H26 2.73 182.62 2.8 8.2 28 9,400
H27 0.64 183.26 2.8 9.0 16 10,000

H28見込 0.68 183.94 2.0 7.7 15 9,000
43.98 517.7

H29 3.17 面積調査

H30 3.40
H31 3.30
H32 3.11 基本計画終

29～32 12.98 196.92
合計 56.96 80,630

ヨシ群落保全条例にかかる保全事業等　実績一覧表

内湖を保全区域指定

条例改正2(損傷追加）

H29.2.28現在

自治振興交付金、伊藤園助成事業スタート

備考

資料１



平成27-28年度 ヨシ群落保全事業等 実績位置図

○ ヨシボランティア等による維持管理

実施場所

ヨシ刈り、ヤナギ伐採等

ヨシ植栽

□ 県によるヨシ造成・維持管理事業

実施場所

ヨシ造成工事

ヨシ刈り、ヤナギ伐採

凡例２

凡例１

ヨシ群落保全区域

長浜市 下坂浜町

彦根市 新海浜

東近江市 伊庭内湖

近江八幡市 西の湖

野洲市 菖蒲地区

草津市 下物

大津市

南部西岸

真野

堅田

雄琴
下阪本

高島市 針江

高島市 松ノ木内湖

大津市 近江舞子

造成工事(水産課)H26～29

造成工事(琵琶湖政策課)H21～

造成工事(琵琶湖政策課)H23～

※ボランティア活動等は、ヨシ保全活動奨励事業の実施場所な

ど、琵琶湖政策課で把握している箇所

草津市 北山田

草津市 矢橋

平成27年度 平成28年度

0.64 0.68
県営 2.80 2.02

団体・企業 9.03 7.67
24 23

維持・管理面積
(ha）

造成面積(ha)

許認可・届出件数(件)

※平成28年度はH29.2.28現在の見込み



　○ヨシ造成事業（Ｈ２７）

事業名 面積(ha) 事業概要 事業名

野洲市（菖蒲地区） 安治 琵琶湖政策課 0.15 漂砂防止堤3基　消波堤3基 ヨシ群落造成工事

彦根市　（新海浜） 新海町 琵琶湖政策課 0.08 漂砂防止堤1基 ヨシ群落育成事業

高島市　（針江） 新旭町 水産課 0.41 ヨシ帯造成※(H28に繰越し) 水産基盤整備事業

0.64

　○ヨシ群落維持管理　Ｈ２７（県営）

団体名 面積(ha) 概要

彦根市　（新海浜） 新海町 0.76 刈取り・火入れ・ﾔﾅｷﾞ伐採27本 ヨシ群落育成・維持再生事業

東近江市　（伊庭内湖） 伊庭町・大中町 0.78 刈取り・火入れ・ﾔﾅｷﾞ伐採17本 ヨシ群落育成事業

近江八幡市　（西の湖） 安土町大中 ヤナギ伐採（33本） ヨシ群落維持・再生事業

草津市（矢橋町） 矢橋町 ヤナギ伐採（14本） ヨシ群落維持・再生事業

高島市（針江） 新旭町針江 1.26 刈取り・火入れ ヨシ群落育成事業

2.80

　○ヨシ群落維持管理　Ｈ２７（団体）

団体名 面積(m2) 概要

長浜市　（下坂浜町） 下坂浜町 ながはまアメニティ会議 40 ヨシ植 ヨシ保全活動奨励事業

彦根市　（新海浜） 田附町 NEST　島村真樹 2,000 刈取り

大中町 (株)伊藤園 2,000 刈取り

伊庭町 ヨシでびわ湖を守るネットワーク（コクヨ滋賀） 7,000 刈取り

安土町下豊浦 葭留　竹田勝博 15,000 刈取り・火入れ

安土町常楽寺 (株)滋賀銀行 1,000 刈取り

北之庄町 市民自然観察会 3,100 刈取り ヨシ保全活動奨励事業

安土町下豊浦 ヨシでびわ湖を守るネットワーク（コクヨ滋賀） 10,000 刈取り

野洲市　（菖蒲地区） 菖蒲 びわ湖の水と地域の環境を守る会 1,450 ヨシ植 ヨシ保全活動奨励事業

草津市　（下物町） 下物町 North　Wind　Generation　Club 2,500 刈取り ヨシ保全活動奨励事業

北山田町 山田21ふるさと健・幸推進委員会 1,800 刈取り・ヤナギ伐採 ヨシ保全活動奨励事業

北山田町 滋賀県少年野球連盟 2,250 刈取り ヨシ保全活動奨励事業

北山田町 西日本旅客鉄道(株)草津駅 5,000 刈取り

大津市雄琴他 雄琴自治会等（大津市長） 10,930 刈取り 自治振興交付金

大津市雄琴衣川 アングラーズイン 272 刈取り ヨシ保全活動奨励事業

大津市　（近江舞子） 大津市南小松 近江舞子内湖を愛する会 3,000 刈取り ヨシ保全活動奨励事業

高島市　（松ノ木内湖） 安曇川町 松ノ木内湖管理運営委員会 2,000 刈取り ヨシ保全活動奨励事業

新旭町針江 高島市長（高島市内団体） 20,000 刈取り・火入れ 自治振興交付金

新旭町針江 (株)ｹｲ・ｵﾌﾟﾃｨｺﾑ 1,000 刈取り

90,342 ≒9.03ha

合計

平成27年度　ヨシ群落保全事業等　実績一覧

施行地

合計

施工地

琵琶湖政策課
（淡海環境保全財団）

施工地

東近江市　（伊庭内湖）

近江八幡市　（西の湖）

草津市　（北山田町）

大津市　（南部西岸）

高島市（針江）

合計



　○ヨシ造成事業（Ｈ２８）

事業名 面積(ha) 事業概要 事業名

野洲市（菖蒲地区） 安治 琵琶湖政策課 0.05 漂砂防止堤1基　消波堤2基 ヨシ群落造成工事

彦根市　（新海浜） 新海町 琵琶湖政策課 0.08 漂砂防止堤1基 ヨシ群落育成事業

高島市　（針江） 新旭町 水産課 0.55 ヨシ帯造成 水産基盤整備事業

0.68

　○ヨシ群落維持管理　Ｈ２８（県営）

団体名 面積(ha) 概要 備考

彦根市　（新海浜） 新海町 0.60 刈取り・火入れ

東近江市　（伊庭内湖） 伊庭町・大中町 0.32 刈取り・火入れ

高島市（針江） 新旭町針江 1.10 刈取り・火入れ

近江八幡市　（西の湖）他 安土町大中他 ヤナギ伐採（80本）

2.02

　○ヨシ群落維持管理　Ｈ２８（団体）

団体名 面積(m2) 概要 備考

長浜市　（下坂浜町） 下坂浜町 ながはまアメニティ会議 40 ヨシ植 ヨシ保全活動奨励事業

彦根市　（新海浜） 田附町 NEST　島村真樹 2,000 刈取り

大中町 (株)伊藤園 3,000 刈取り

伊庭町 ヨシでびわ湖を守るネットワーク（コクヨ滋賀） 刈取り とりまとめ中

安土町下豊浦 葭留　竹田勝博 15,000 刈取り・火入れ

安土町常楽寺 (株)滋賀銀行 1,000 刈取り

北之庄町 市民自然観察会 3,200 刈取り ヨシ保全活動奨励事業

安土町下豊浦 ヨシでびわ湖を守るネットワーク（コクヨ滋賀） 刈取り とりまとめ中

野洲市　（菖蒲地区） 菖蒲 びわ湖の水と地域の環境を守る会 6,733 ヨシ植 ヨシ保全活動奨励事業

北山田町 山田21ふるさと健・幸推進委員会 1,800 刈取り・ヤナギ伐採 ヨシ保全活動奨励事業

北山田町 滋賀県少年野球連盟 2,250 刈取り ヨシ保全活動奨励事業

北山田町 西日本旅客鉄道(株)草津駅 5,000 刈取り

大津市雄琴他 雄琴自治会等（大津市長） 10,370 刈取り 自治振興交付金

大津市雄琴衣川 アングラーズイン 272 刈取り

大津市　（近江舞子） 大津市南小松 近江舞子内湖を愛する会 3,000 刈取り ヨシ保全活動奨励事業

高島市　（松ノ木内湖） 安曇川町 松ノ木内湖管理運営委員会 2,000 刈取り ヨシ保全活動奨励事業

新旭町針江 高島市長（高島市内団体） 20,000 刈取り・火入れ 自治振興交付金

新旭町針江 (株)ｹｲ・ｵﾌﾟﾃｨｺﾑ 1,000 刈取り

76,665 ≒7.67ha

平成28年度　ヨシ群落保全事業等　実績見込み一覧

施行地

近江八幡市　（西の湖）

施工地

合計

施工地

東近江市　（伊庭内湖）

※29.2.28現在とりまとめ中

※29.2.28現在見込み

※29.2.28現在見込み

ヨシ群落維持・
再生事業

琵琶湖政策課
（淡海環境保全財団）

合計

大津市　（南部西岸）

草津市　（北山田町）

高島市（針江）

合計



ヨシ群落保全区域内における許可申請（届出通知）件数　一覧表

平成２７年度

10条 11条 12条 14条 17条

ヨシ群落保全
事業の実施通
知

保全地域にお
ける行為の許
可

保護地区内に
おける行為の
許可

普通地域にお
ける行為の届
出

国、地方公共
団体行う　届
出通知

大津市 3 0 0 0 1 4
草津市・守山市・

野洲市 3 1 0 2 3 9
近江八幡市・
東近江市 4 0 0 0 1 5

彦根市 1 1 0 0 0 2

米原市・長浜市 0 1 0 0 0 1

高島市 1 1 1 0 0 3

合計 12 4 1 2 5 24

平成２８年度

10条 11条 12条 14条 17条

ヨシ群落保全
事業の実施通
知

保全地域にお
ける行為の許
可

保護地区内に
おける行為の
許可

普通地域にお
ける行為の届
出

国、地方公共
団体行う　届
出通知

大津市 4 0 0 0 0 4
草津市・守山市・

野洲市 2 1 0 1 2 6
近江八幡市・
東近江市 3 1 0 0 1 5

彦根市 1 1 0 0 0 2

米原市・長浜市 0 1 0 0 0 1

高島市 3 0 1 0 1 5

合計 13 4 1 1 4 23

※許可等業務は、県環境事務所（大津市は琵琶湖政策課）が実施。

計

計

※平成29年2月28日現在



　　　 琵琶湖環境部 琵琶湖政策課　

造成面積
(ha)

工事概要 備考
造成面積
(ha)

工事概要 備考

0.08 漂砂防止提1基　ヨシ植栽150m2
0.08 漂砂防止提1基　ヨシ植栽160m2

事前調査 0.08 漂砂防止提1基　ヨシ植栽200m2
実施設計 0.16 漂砂防止提2基

0.05 漂砂防止提1基　消波堤1基 0.08 漂砂防止提1基
0.15 漂砂防止提3基　消波堤3基 0.08 漂砂防止提1基
0.15 漂砂防止提3基　消波堤3基 0.08 漂砂防止提1基
0.05 漂砂防止提1基　消波堤2基 0.08 漂砂防止提1基

モニタリング調査 0.08 漂砂防止提1基
0.08 漂砂防止提1基

0.40 0.88

２．施工地等

　①滋賀県野洲市安治地先　（菖蒲地区）　※環境省　自然再生交付金活用

３．全体計画（実績・計画）

　②滋賀県彦根市新海町地先（新海浜）　　※伊藤園寄附事業　　淡海環境保全財団委託

１．事業目的

　「滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例」に基づき、昭和30年代の湖辺の状況を回復させ、

ヨシ群落の再生のための生育環境整備の工事を行う。

ヨシ群落造成事業　概要

合計

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

②彦根市　新海浜地区①野洲市　菖蒲地区

平成22年度

平成21年度

平成26年度

平成25年度

平成24年度

平成23年度

年度

H25
H26

H27 H28

漂砂防止堤 （突堤）

① 野洲市 菖蒲地区

② 彦根市 新海浜

消波堤

漂砂防止堤



農政水産部水産課が実施するヨシ帯造成（水産基盤整備事業）

コイ科魚類の重要な産卵繁殖の場である水ヨシ帯が、S49年の面積99haからH15年には68ha
まで減少したため、これを回復するためH23年度までに26.7haの水ヨシ帯を造成

また、瀬田川洗堰の水位操作により天然ヨシ帯のうち30haが産卵繁殖場としての機能を
喪失しているため、H32年度までに、80.1haの水ヨシ帯面積まで回復する目標

湖 西 漁 場 ：H26～29年度5.0ha造成（H29：造成植栽1.3ha､205,000千円）

H30年度以降に新たに造成する候補地の測量調査を実施

魚類の産卵繁殖機能を持たせるために、奥行きを３０ｍ以上とし、
琵琶湖の水位変動に対応できるよう、ＢＳＬ（琵琶湖標準水位）マ
イナス３０～５０ｃｍの緩勾配で造成

【目的】 過去にヨシ帯が広がっており、二ゴロブナが漁獲されていた漁場でヨシ帯を復元する

水ヨシ帯整備計画（H24～H29）
および過去の整備実績

野田沼漁場
A=0.3ha

下笠漁場 A=2.5ha 

南山田漁場 A=2.5ha

赤野井漁場 A=2.6ha

北山田漁場 A=3.6ha 

琵
琶
湖

びわ漁場
A=0.1ha

長命寺漁場 A=1.5ha

牧・野田・大房漁場 A=1.5ha

新旭漁場 A=3.8ha

津田江漁場 A=3.1ha

湖西漁場
A=5.0ha

湖北漁場 A=1.3ha

赤野井湾漁場
A=1.2ha

丁野木漁場
A=4.0ha 

完了

H26～H29

完了

H2８.１０現在
31.7ha造成済

造成ヨシ帯（草津市内） 造成ヨシ帯の構造概略図

ニゴロブナの漁獲量

　水ヨシ帯造成の経過と年次計画
面積 累計
(ha) (ha)

S54～H23 26.7
H24 赤野井湾 守山市赤野井湾 1.2 27.9

H25－H26 湖北 長浜市塩津湾 1.3 29.2
H26-H27※ 湖西 高島市新旭町深溝 1.2 30.4

H27 湖西 高島市新旭町深溝 1.3 31.7
H28 湖西 高島市新旭町深溝 1.2 32.9
H29 湖西 高島市新旭町針江 1.3 34.2

※うち植栽工0.6haはH27年度施工

（～琵琶湖地区まで）

年度 工区名 造成場所

H29調査
安曇川北流漁場



 ヨシ群落再生箇所調査 (ヨシ群落造成事業委託調査委託 新規整備地区調査)  

   琵琶湖環境部 琵琶湖政策課 

１．概要 

県ではこれまで、失われたヨシ群落を元に戻すために、平成４年に「ヨシ群落保全条例」を制

定し、ヨシ群落を再生する取り組みを実施してきた。 

   平成 15 年度からは、環境省自然環境整備交付金を活用したヨシ群落の再生を実施し、長浜

市南浜地区（H15～22 年度）および野洲市菖蒲地区（H23～29 年度）で漂砂防止堤等の施設

整備を行うことで、約５ｈa のヨシ群落再生を行った。 

   今後は、整備範囲を琵琶湖全体に広げ、ヨシ群落再生可能箇所を調査し、新規整備地区を

選定する。また、再生工法などを検討することで、引き続き失われたヨシ群落再生を行う。 

 

２．内容 

 琵琶湖全域（大津市、草津市、守山市、野洲市、近江八幡市、東近江市、彦根市、米

原市、長浜市、高島市） 

 

３．全体計画   

平成 29 年度 ヨシ群落再生可能箇所調査、実施設計、造成工事（漂砂防止堤） 

平成 30 年度～ 実施設計 造成事業 漂砂防止堤 等 

     

 

 

 

 ヨシ群落現況調査  

   琵琶湖環境部 琵琶湖政策課 

１．目的 

ヨシ群落保全区域の見直しや、ヨシ群落保全基本計画の計画変更など、ヨシ群落保全施策

を適正に進めるため、１０年ごとに基礎情報となる湖辺植生の現況や、ヨシ群落面積を把握す

る。 

２．内容 

 ヨシ群落分布図の作成 

 ヨシ群落の面積測定 

 

３．委託先 

  民間業者 

 

４．過年度状況 
 

 

 

 

 

 

 

平成 ３年度 第１回ヨシ群落現況調査（127.5ha） 
平成 ４年度 ヨシ群落保全条例施行 
平成 ９年度 第２回ヨシ群落現況調査（128.8ha） 
平成１２年度 ヨシ群落保全基本計画変更  
       
平成１９年度 第３回ヨシ群落現況調査（169.3ha） 
平成２２年度 ヨシ群落保全基本計画変更 
       
平成２９年度 第４回ヨシ群落現況調査（今回調査） 
平成３２年度 ヨシ群落保全基本計画変更（予定） 

ヨシ群落分布図 

実測予定 



 

 

第３１回 滋賀県ヨシ群落保全審議会での意見 

 

 

１．開催日時、場所  

 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（大津駅前 日本生命大津ビル 4 階）  

 

２．主な意見 

・事業評価は、ヨシ群落面積だけでなく、他の指標が必要ではないか。 

・科学的な根拠に基づくヨシ原の評価が必要ではないか。 

・造成だけに目がいって、人との関わりの取り組みが見えにくいのではないか。 

・ヨシの「水質浄化機能」がひとり歩きしており、条例の位置づけと、現場が乖

離している。 

・ヨシ保全を通して、環境に対する認識が高くなってほしい。 

・「水質浄化機能」はないにせよ、ヨシ刈りなどの活動を通して、琵琶湖の水や自

然のことを考えるきっかけづくりになるのでは。 

・生物多様性に焦点をあてるべきではないか。 

・ヨシ群落の多様な価値をしっかり位置づけるべきではないか。 

・ヨシ帯再生には、地元の思いが大切である。 

・支援も必要になる。 

・外来種であるハスはヨシ群落から外すべきではないか。 

・年 1 回ではなく、複数回開催し、継続的な議論が必要ではないか。 

 

 

３．出席委員 

   １４名中１１名出席 【欠席委員】 

龍谷大学教授 脇田 健一 日本野鳥の会滋賀 幹事 利倉 尚美 

東洋大学准教授 金子 有子 ヨシでびわ湖を守るネットワーク 太田 俊浩 

京都大学大学院准教授 【深町 加津枝】 滋賀県漁業協同組合連合会副会長理事 望月 幸三 

神戸大学大学院准教授 【大野 朋子】 針江生水の郷委員会委員 髙橋 敏枝 

国土交通省琵琶湖河川事務所長 【山口 達也】 大津市雄琴学区自治連理事 青山 武廣 

水資源機構琵琶湖開発総合管理所長 
青井 保男 

(代理)松永 徹 
伊庭の里湖づくり協議会 会長 田中 信弘 

野洲市長 山仲 善彰 公募委員 松田 明子 

  ※任期２年間  平成 27 年 9 月 19 日～29 年 9 月 18 日  

 

資料２ 
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条
例

育てる

活用する

【具体的な施策・活動など】

・許認可

・造成

・維持・再生

・企業、団体によるヨシ保全

・ヨシ有効利用（紙など）

・環境教育の場

ヨ
シ
群
落
保
全
基
本
計
画

県

県

県

財団・企業

企業・団体など

企業・団体など

第１

第２

第３

第４

第
5,6

ヨシ群落保全条例に関する施策

課題整理 ・ 施策展開

ヨシ刈りなどに取り組む「人」に焦点をあて、現状に
あった取り組み実施

基本計画の改訂



H２８ H２９ H３０～３２ (H33）

1.課題の抽出
2.課題の整理

1.課題の整理
2.具体施策の
内容検討

基本計画策定作業
（素案作成）
基本計画制定

検討会の開催

審議会 審議会 審議会 審議会

事業実施

新計画に
基づく事業
実施

追加、見直し

スケジュール

「人」に焦点をあて、多様な主体による施策展開の検討

多くの人が
関わるヨシ
群落保全



ヨシ群落保全基本計画等見直し検討会 結果概要 

 
開催目的： 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
日時：平成 28 年 12 月 20 日 14:00～16:00 
場所：県庁北新館 多目的室１ 
出席者： 大津市雄琴学区自治連理事 青山 武  

敬称略  ヨシでびわ湖を守るネットワーク 太田 俊浩 
公益財団法人 淡海環境保全財団 川端 隆弘 
針江生水の郷委員会委員     髙橋 敏枝 
伊庭の里湖づくり協議会 会長     田中 信弘 
ヨシ群落保全審議会公募委員      松田 明子 
龍谷大学社会学部 教授     田 健一 
野洲市長               山仲 善彰 
琵琶湖政策課 川﨑課長補佐、奥村副主幹、幡野主査 

 
概要： 
 〇ヨシ群落保全活動の問題点等について、ブレインストーミング形式で各自付箋に意見

を書いて、模造紙に張りながら全員に説明をした。 
 〇その後、付箋をとりまとめて意見の全体像を全員でまとめた。 
【まとめ】 田先生講評 
 ・何のためにヨシ刈りをするのか、もう一度議論が必要 
 ・ヨシ刈りは手段であって、その先にある目的（琵琶湖や自然環境の再生等）を見失っ

てはならない。 
 ・大きな目的の前に横たわっている問題点（湖岸の分断、外来植物、人とのつながりの

希薄化）を解決する必要がある。 
 ・ヨシ刈りを進めていくためには、支援の必要性（行政的な支援や民間からの支援、専

門家からの支援）がある。特に民間の力でできることは何か？について、今後審議会

で議論していきたい。 
 ・将来的に計画の中に盛り込めるとよい。 
 ・モノより関係・関わりが琵琶湖を豊かにしていくという考え方が、将来的に条例全文

に入っていくのではないか。 

ヨシ群落保全条例は、平成４年に施行された後、ヨシ群落を再生・維持
管理することを中心に、保全事業の取り組みを行ってきた。 

しかし、条例制定から２０年以上が経過し、ヨシ群落保全の取り組みに
関わる団体や企業は増え、多くの人が保全事業に携わっているにも関わら
ず、それらの取り組みが、具体的に見えていない状況にある。 

条例の理念を具体化する「ヨシ群落保全基本計画」にも、目標値として
挙げているのは、ヨシ群落の造成面積のみであり、その他については、具
体的な記載がなされていない（目標値がない）状況でもある。 
 そこで、現在ヨシ刈りなどのヨシ群落保全事業に関わる方々を中心にし
た検討会を開催し、現在の保全事業の課題などを議論し、現状の保全事業
の取り組みや、「ヨシ群落と人との関わり」をどのように計画に反映させ
ていくかを、検討するものとする。 

資料３ 



ヨシ群落保全条例に関する課題等について 

 

 

○12/22 検討会より 

 ・支援が必要ではないか。 
 ・ヨシに関する情報（生態、活動団体、場所など）がわからない。 

「☆たすけてよ」 

 ・何故ヨシを刈るのか、必要性を理解しなければならない。 
 ・水質浄化にこだわりすぎではないか。           

 「☆何のためやねん」 

 ・みんながヨシを通して琵琶湖を楽しむことができれば。 
 ・県内外にもＰＲできれば。 

「☆こうなるとええな～」 

 ・ヨシ活動に対して世間の関心が低い。 
 ・ゴミが多い。 

「☆困ってるねん」 

 ・ヨシ学習や、地域による取り組みを地元で行っている。 
・フローティングスクール事前学習など、教育の場として活用している。 

「☆知って～や」 

 ・生態系への影響がでている、ヨシ群落へのアプローチがしにくくなった。 
 「☆きれてるやん」 

 
○前回審議会より 

・面積以外の指標が必要ではないか。 

・科学的な根拠に基づく、ヨシ原の評価が必要ではないか。 

 ・外来種であるハスはヨシ群落から外すべきではないか。 

・年 1回ではなく、複数回開催し、継続的な議論が必要ではないか。 

 

 

 

 

 

○課題等をふまえた取り組み 

 ・検討会の開催              （H28～） 

 ・コクヨ工業滋賀 視察           (H29.02.06) 

・ヨシ条例のあらましリーフレット作成   （H29.03） 

 ・ヨシのはたらき リーフレット作成    （H29） 

 ・市町、団体との情報共有の仕組みづくり  （H29～） 

 



平成 29 年度ヨシ群落保全条例に関する実施事業 

 

                       琵琶湖政策課                  

１．調査等 

(1)ヨシ群落現況調査委託 新 

  ヨシ群落保全施策を適正に進めるため、基礎情報となる湖辺植生の現況およびヨシ群

落面積を把握する調査を実施する。  

(2)ヨシ群落再生箇所調査 新（ヨシ群落造成事業調査委託） 

 今後のヨシ群落再生可能箇所と再生工法を検討する調査を実施する。 

  

２．ヨシ群落保全事業(県営) 

(1)ヨシ群落造成事業 

失われたヨシ等の再生、魚類の産卵繁殖の場の確保、自然的環境の復元などを目的と

した下記事業を実施する。 

・ヨシ群落造成事業 （琵琶湖環境部琵琶湖政策課） 

施工予定地：菖蒲地区（野洲市安治地先）、新海浜地区（彦根市新海町地先）  

・水産基盤整備事業 （農政水産部水産課） 

施工予定地：湖西地区（高島市新旭町地先） 

 (2)ヨシ群落維持管理事業 

 淡海環境保全財団に委託することで、ヨシの刈り取り、火入れ、ヤナギ伐採、生育調

査、などを実施する。（ヨシ群落育成・維持再生事業） 

 

３．団体等への支援 

(1)活動に対しての支援 

団体が行う下記ヨシ群落保全活動について、ヨシ保全活動奨励事業により支援する。 

・支援する活動（ヨシ刈り、ヨシ運搬、ヨシ植栽、ヤナギ伐採、普及啓発） 

 (2)普及啓発資料の作成等 

普及啓発を図るにあたり、ヨシ群落のはたらきや、ヨシ条例を理解するための普及啓

発資料を作成する。 

  ・ヨシ群落のはたらきについて普及啓発資料 新 

  ・「あおい琵琶湖」の改訂（30年度改訂予定にむけた調整）新 

 (3)関係機関の連携 新 

下記関係機関、団体などと連携をしながら、取り組みを進める。 

県 琵琶湖環境部 琵琶湖政策課、琵琶湖博物館、自然環境保全課、 
       琵琶湖環境科学センター 
農政水産部  水産課                    等 

市町 大津市、草津市、守山市、野洲市、近江八幡市、東近江市、彦根市、米原
市、長浜市、高島市 の環境所管課、学校関係        等 

関係機関 
 

（公財）淡海環境保全財団 （独）水資源機構琵琶湖開発総合管理所 
国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所          等 

団体 針江生水の郷委員会、日本野鳥の会、びわ湖の水と地域の環境を守る会、
伊庭の里湖づくり協議会、地域自治会             等              

県内企業 コクヨ工業滋賀、滋賀銀行、ラーゴ              等 

県外企業 伊藤園、ケイオプティコム                  等 

 



平成２９年度（株）伊藤園寄附金について 

 

                    琵 琶 湖 環 境 部 琵 琶 湖 政 策 課  

 

◆平成２８年度（株）伊藤園のキャンペーン 「お茶で琵琶湖を美しく。」 

展開期間：平成 29 年(2017 年)1 月 23 日(月)～3 月 31 日(金)までの 2.5 ヶ月間 

展開地区：関西地区（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県） 

    キャンペーンの売上げを琵琶湖の環境保全（ヨシ保全）に寄附 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

◆平成２８年度 伊藤園の琵琶湖周辺におけるボランティア活動  
  主催：（株）伊藤園、 共催：平和堂（株）、（株）イオン、滋賀県  

協力：東近江市、（公財）淡海環境保全財団 

 日時：平成２９年２月１９日（日）10:00～12:00 
  場所：東近江市の伊庭内湖のヨシ原 

内容：ヨシ刈り 参加者約３００名 知事参加 

※琵琶湖周辺を中心にしたヨシ保全活動 

 

 

◆平成２９年度 寄附金について 

   寄付の内容      H28 キャンペーン  売上げの一部を滋賀県に寄付  
   寄付金額        10,200 千円（予定）  
 寄附の時期     平成２９年４月下旬（予定）  

目録贈呈式      平成２９年４月下旬（予定）  
        ※例年 三日月知事、  

伊藤園営業本部長  

   寄附金の使途  ヨシ保全事業（予定）  
         （公財）淡海環境保全財団  

に事業委託予定  
                                                            
 

 

寄附金実績 
 

H21  10,850 千円   H26  9,400 千円 
H22  11,080 千円   H27 10,000 千円 
H23  10,100 千円   H28 10,000 千円 
H24  10,100 千円   H29 10,200 千円（予定） 
H25  10,100 千円 

H28 年度 寄附贈呈式 H28.4.27  

H28 年度 ヨシ刈り H29.2.19 

ヨシ群落調査、維持・管理 
ボランティア活動助成 
琵琶湖博物館リニューアル  
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烏丸半島・赤野井湾におけるハス群落について 

 

 

１．概要 

 烏丸半島、赤野井湾のハス群落については、観光地として県内外に認知される一方で、繁茂拡

大が漁業等への影響や、湾内の水質悪化につながることも問題となっていた。 

そうした中、平成 28年にハスの生育が極端に悪くなる事態が発生し、マスコミ等にも大きくと

りあげられた。草津市、滋賀県による合同調査の結果、生育不良の原因は「土壌の酸素不足」と

結論づけたが、今後のハス繁茂の可能性などについて、草津市が引き続き調査を続けている。 

平成 29年度以降は、ハス群落の生育状況を経過観察しながら、ハス群落の適切な管理について、

行政（草津市、守山市、滋賀県）をはじめとする関係者による合意形成を図る必要がある。 

 

２．平成 28年度の経過 

・6月下旬   ハスの生育不良が観光面で問題となる。 

・7月 27 日  【調査】潜水調査の実施（滋賀県、草津市） ⇒原因特定できず 

・8月 5日   第１回関係者会議（草津市、滋賀県）    ⇒現状報告 

 ・9月 1日   【調査】徳島県農林水産総合技術支援センター沢田氏による調査 

         ⇒土壌の酸欠確認、カメ生息確認 

 ・9月 16 日  【調査】小林圭介滋賀県立大学名誉教授への聞き取り調査 

・10月 14 日  第２回関係者会議（草津市、滋賀県、ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ守山市）⇒生育不良原因公表 

        

 

   

   

 

 

 

 

 

 ・1月    【調査委託】ハス群落再生の可能性に関する基礎調査業務（草津市） 

        調査概要：赤野井湾における大規模ハス群落の消滅の要因と、その再生の可能
性に関する基礎資料について検討する 

        委託先：滋賀自然環境研究会  契約期間：平成 29年 1月 19 日～5月 31 日 

   

３．平成 29年度の取組み 

「ハス群落の適切な管理」について、行政（草津市、守山市、滋賀県）をはじめとする関係者

による合意形成を図る。 

 

※湾内のハスは、長年過密に繁茂し、ハスの葉などの有機物が堆積したままの状態であったこ

とから、土壌が酸素不足となり、枯死に至ったと考えらえる。 

 


