
第３３回滋賀県ヨシ群落保全審議会の議事概要 

 

 

日 時 平成３０年３月１２日（月） １４：００～１６：００ 

 

場 所 滋賀県庁 北新館 5階 5B 会議室 

 

出席委員 １４名中１２名出席（五十音順） 

 

出席   太田委員 大塚委員 大野委員 金子委員 真田委員 

髙間委員 松田委員 水草委員 宮川委員 望月委員 

山仲委員 田委員（会長） 

欠 席   髙橋委員 深町委員 

 

 

議 題 （１）審議会における議論の振り返り 

（２）ヨシ群落現況調査ならびに今後の造成事業について 

（３）ヨシ刈りのカーボン認証に向けた検討 

（４）ヨシ群落保全にかかる許認可および事業実績について 

（５）その他 
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事務局：  委員の皆様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。ただいまから、第３３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挨

拶申し上げます。 

 

技監： ＜あいさつ＞ 

 

事務局： それでは、ただいまから議題に入っていただくわけですが、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項の規定に則りまして、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 12名で、審

議会委員総数 14 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。 

議題に入ります前に、本日の資料を確認させていただきます。 

 

＜配布資料確認＞ 

 

 それでは、議事に入らせていただきます。「会長の選出」でございますが、ヨシ条

例施行規則第 21 条第１項によりまして、会長は委員の互選により選任させていただ

くこととなっております。委員の皆さまのお話し合いにより、会長を選任していた

だければと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○○委員： ○○委員にお願いしたらどうですか。 

 

事務局： ただいま「○○委員を会長に」とのご意見がございますが、いかがでしょうか。 

 

一同委員： 異議なし。 

 

事務局： ありがとうございました。ただいま「異議なし」の声を頂きましたので、○○

委員に当審議会の会長をお願いしたいと存じます。恐れ入りますが、○○委員には

会長席にお着きいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 それでは、会長にご就任いただきました○○委員から、ご就任のごあいさつをい

ただきたいと思います。 

 

会長： 皆さん、こんにちは。お久しぶりの方もいらっしゃいますし、ついこの間お会い

した方もおられます。前も会長を務めさせていただきましたけれども、ざっくばら

んに、いろいろなご意見が出る場にしたいと思っています。そういう審議会にして
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いければなと思います。どうぞご自由に、いろいろご意見をたまわればと思います。

よろしくお願いします。 

 

事務局： ありがとうございました。会長にはヨシ条例施行規則第 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き、審議会を代表していただくことに

なります。また、会長に事故があるときは、ヨシ条例施行規則第 21条第３項の規定

により、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理することとなっておりま

す。会長に職務代理者のご指名をお願いしたいと思います。 

 

会長： ○○委員にお願いしてはどうかと思います。よろしいでしょうか。 

 

一同委員： 異議なし。 

 

事務局： ありがとうございました。そうしましたら、○○委員につきましては、職務代

理者としてよろしくお願いいたします。 

 それでは、これからの議題の進行につきましては、ヨシ条例施行規則第 21 条第２

項に基づきまして、会長にお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 

会長： それでは、規定に従いまして、議長を務めさせていただこうと思います。 

 最初に、この審議会、私は、本当はもっと頻度を上げてやってほしいわけですが、

いろいろ予算の関係とか時間の関係で年に１回、この季節に開催されるようでして、

以前に、どういう議論をしていたのか、なかなか思い出せないこともあります。こ

こで事務局の方から前回までの審議の内容も含めて、本日、皆さんにご議論いただ

きたい点について、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  ＜議題（１）審議会における議論の振り返りについて 事務局説明＞ 

 

会長： ありがとうございました。思い起こせば３年前かと思いますが、ヨシの浄化能力

という言説が一人歩きしているということから始まって、今までのヨシに関する施

策や取り組みの課題等、前回までの審議会では洗い直してきたという感じになろう

かと思います。今日は、その洗い直した課題に即した議題もございますが、委員の

皆さまからご質問、ご意見を頂ければと思いますが、いかがでしょうか。 

 それでは、議題の（２）の「ヨシ群落現況調査ならびに今後の造成事業について」

事務局から説明をお願いしたいと思います。資料の２－１、それから２－２、２－

３は関連がございますので、併せて説明をお願いしたいと思います。よろしくお願
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いします。 

 

事務局 ＜議題（２）ヨシ群落現況調査ならびに今後の造成事業について 事務局説明＞ 

 

会長： ありがとうございました。それでは、ご質問・ご意見があればご発言を頂きたい

のですが、まずは、最初にご説明頂きました資料２－３「ヨシ群落保全活動団体調

査結果概要」について、これからこういう情報を基にどうしていけばいいのかにつ

いて、いろいろご意見を頂きたいのと、あとは資料２－１、２－２では、大きな傾

向として、ヤナギが増えてヨシが減っていると、いろいろ選定手段を講じながら、

今度、新しく養浜していく、そこでも地域の人たちとの連携が大切だという、アウ

トラインとしてはそういうお話だったと思います。まずは資料２－３から、何か感

想のようなものも含めて結構ですけれども、何かご意見があれば頂ければと思いま

すが、いかがでしょうか。 

 

委員： ５年前から活動休止となっている団体と、他の団体も活動休止となっていますよ

ね。扱いが同じでよいのかなという気もしなくもないですけれども、こちらはどう

でしょうか。 

 

事務局： 休止というのは、どのぐらい前からというのが、整理が難しく、実際、この中

でも、ここ１～２年されてないというところもございますし、こちらの休止中とい

うのは、活動休止期間が少し長いというので、ここでは休止とさせていただいてお

ります。この５年の方につきましては、ヨシが増えてきたとか、そういう事情もご

ざいまして、いろいろな活動が可能であればまた実施することもあるのではないか

ということで、厳しい扱いはしておりません。 

 

会長： 今は中止されているところもおありになるようですが、私は、これだけたくさん

の団体の方たちが、この琵琶湖の周囲に活動されてきたことに少し驚くとともに、

まだこんなに頑張っておられるのだなと思います。ほそぼそと「もう、そっとして

おいてほしい」「あまり構わないでほしい」というところもおありになるということ

ですけれども、委員の皆さまの中には、実際にヨシ刈りの活動をされている方もお

られると思いますが、何かご意見を頂ければと思います。 

 

○○委員： この表は、初めて見させていただきました。私も正直、こんなにたくさんの

団体がいるのかなとびっくりしています。印象としては、先ほど、ご指摘もありま

したように、休止のところもあると、私も個人的にそういうところはあるとは思い

ます。行政のところが少ないなという印象を受けました。 
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○○委員： 私も、ヨシ刈りがこんなにたくさんの地域で行われている、いろいろな団体

がしているのを知らなくて、ヨシ刈りをされたヨシがいったい何に使われているの

か、どこに行っているのか、何か必要あって刈られているのか、刈り取りするのが

目的なのか、何かお祭りとかに使うことが目的なのかを知りたいなと思いました。 

 

○○委員： 大津市は、ヨシを刈ることによって新しい芽が出て、これが琵琶湖の浄化に

いいということは、ヨシ刈りをする前に市の方が来られて、説明をされて、それに

よって刈って、それをたいまつにして燃やすという、それが１つの行事だったので

す。出だしは、ヨシ刈りというのは県の政策で、今は大津市が助成をしている状態

になってしまっていて、費用面で大変たくさん必要になってやめたのが現実です。

刈るのにものすごく時間を費やして、実際にたいまつが燃えるのが20分ぐらいです。

苦労した割には、楽しみの時間がものすごく短くて、どうも苦労しているほどにい

いところがないなということも、意見で出ましてね。寒い時期ですので、12 月から

１月に刈って、３月の琵琶湖開きでたいまつを燃やす。その間、保管するのに乾燥

させてないといけないので、浜辺に立ててやっているのですけれども、年によって

は、雪が降ったり、風が吹いてきて、倒れたりして、また立てて、燃やす１週間前

には乾燥させておかないとたいまつにならないので、大変手間が掛かる。そのよう

なことと、大津市からの助成金がどんどん減ってきて、地元のお金が大変要るとい

うことでやめたというのが現実です。 

 

会長： ありがとうございます。なかなか厳しい現実があるようですね。もともと、大昔

は生業と結びついていた活動だったものが、今は環境というテーマと結びついたシ

ンボリックな活動になっているのですが、費用対効果といったらおかしいですけれ

ども、みんなでそれを実感したり、感じたりする割には、手間暇がすごくかかって

いるという、大変だなというご指摘だったと思います。里山と同じように、こうい

うヨシ群落とかも人が手を加えていかないといけない環境だと思うのです。 

 

○○委員： 里山保全とか企業のＣＳＲを目的に、団体と会社が合同して保全とかヨシ刈

りをしているのですけれども、琵琶湖の表を見させていただくと、企業・団体の性

格、企業に結構ばらつきがあるかなというのが印象です。これは、その地域にその

企業の本社があったからなのか、それとも、ほかの場所から企業がわざわざ活動し

に来ているのかどうか、ちょっと教えていただきたいと思います。 

 

事務局： 地元の近くの企業であったり、単に縁がある場所であったり、伊藤園さんだと、

活動の一環でヨシ刈りをしていただいていますので、そういう形で、特に会社に何
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かあるというわけではなくて、縁があってなど、どれがというのはなかなか言いづ

らいのかなと思います。 

 

会長： 何か意図があろうかと思いますが、ちゃんとそこまで押さえてほしいということ

ですか。 

 

○○委員： そうですね、予算のこともありますし、企業と連携してやっていくのが、今

後、大事なってくるのかなと思いました。 

 

会長： 最近は、民間のエネルギーとか資源を使いながら、民間から資金を調達して課題

を解決するようなことも行われています。そういうことをするためには、もう少し

実態に踏み込んだ情報収集をお願いしたいということでしょうか。そこまで情報が

ないと、その後の展開についてちょっと考えにくいということですね。 

 

○○委員： 今のお話ですけれども、我々は 10年前から企業として、ＣＳＲ（企業の社会

的責任）じゃなくてＣＳＶ（共通価値の創造）ですね、本業に環境を組み込むとい

う活動を立ち上げました。企業は民間ですから、本業が立ち行かなければできませ

んので、それを環境と結び付けるのは、企業の業種としてなかなか難しいわけです。

たまたま紙を使っているから、ヨシを紙にして、それを商品にしてみんなに使って

いただこう、昔のヨシ葺き、すだれの代わりに、現代的な商品にしていこうという

ことを 10年間続けてきたわけです。そんな中で、ヨシでびわ湖を守るネットワーク

という活動団体と、その商品。活動と経済の両輪、それを目指してきました。その

活動の方ですけれども、おかげさまで百二十数社の企業だけではなくて団体さん、

それから公的なところも我々の会員になっていただいて、ヨシ刈りを進めておりま

す。すべての方が純粋な気持ちで来られると思ったら、はっきり言って、それは大

間違いです。企業は、やはり、ＣＳＲ、ＣＳＶをＰＲしたいわけですから、その１

つの手段としてヨシ刈りというものが非常に手軽にできるのです。お子さんでもで

きます。ですから、家族を巻きこんだ環境活動、社員の環境意識も高められる、そ

ういう活動にもってこいなのです。ということで、多くの企業さんが参加されるよ

うになりました。でも、会社の事情がありますので、すっと抜けていく企業もあり

ます。ですから、千差万別ですけれども、我々が 10 年やってきた中でお付き合いし

ている企業さんは、継続的に、熱心にやられる企業さんは残っていただいていると

いう感じになっています。 

 

会長： 企業の経営課題の中に、環境問題の解決ということを据えておられるところが、

今、おっしゃったように、継続してこられていることですよね。なるほど、事務局
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の方で、また継続して活動の質といいますか中身についても、さらに情報を収集し

ていただければと思います。 

 

○○委員： １つ、ご意見。この表ですけれども、正直な意見、感想ですけれども、これ

だけのグループが活動されていくのはご苦労だと思います。主な活動内容が書かれ

ているのですけれども、団体ごとに目的・目標が違うので、そこも明確にした上で、

例えば、どんどん来てくれ、というところであれば、この一覧をオープンにしてい

ただくとか、どんどん人が増えれば、費用という意味では負担が少ないのかなと思

うのです。「団体同士が横に『つながる』、現場で頑張っている人たちを社会的に応

援し『支える』、広く社会に活動を『知らせる』ことが大事である」この成果として

評価を狙ったらどうかなと思います。 

 

会長： ありがとうございます。これは「つながる」「支える」「知らせる」という活動に

転換していくために第１段階だということで、これでゴールではないということで

すよね。さらに、ここに情報を追加していっていただきたい。中には「そっとして

おいて」という団体もあるということなので、そこを無理やりというわけには、当

然、いかないとは思いますけれども、外からの支援、あるいは取材とか参加は大い

に歓迎というところは、積極的に応援してあげるような仕組みができ上がっていく

必要があろうかと思います。県庁だけでそれを追う必要はないと思いますけれども、

いろいろな主体が連携する中で、そういう仕組みをつくっていかないといけないと

思います。 

 

○○委員： 行政についてですが、野洲市の場合はほとんど関与して、現場にも行ってい

ます。野洲の場合は、市よりは団体が主になってやっている。あとは、市がかなり

関与して土台づくりをやっていますし、行政や企業などの団体さんや市内の事業者

はほとんど関与していますし、そういう意味で、もう少し情報が整うと思います。

これは後で聞こうと思っていたのですけれども、ヨシ条例について、琵琶湖なので、

本来は手続きが必要です。勝手にヨシを刈ったり、勝手にヨシを植えたり、杭を打

ったら駄目なので、県が把握できていないのが不思議です。河川法 27条などで許可

行為をやらないとしても、杭を打ったり、刈ったり、植えたりする場合、県が絶対

に関与するはずなのですが、そのあたりがどうなっているのか分からないです。 

 

会長： 一覧表にまとめていただいた活動の背後にもさらにネットワークが広がっていて、

いろいろな企業が関わっておられると。そういうところに光が当たるとか、社会が

持っている可能性がそういうところから見えてくると、そういう情報を得た人たち

も何か希望が出てくると思うのですよね。そういう意味で、さらに情報を集約でき
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るような方法で頑張っていただきたいなということがあります。今日、委員の皆さ

んからヒアリングしていただくだけでも、この表はもう少し分厚くなってくるので

はないかと思います。 

  

○○委員： 琵琶湖に杭を打ち、ヨシを刈るという行為は、本来は許可が要る。こういう

ことからすると、手続き上、県はもっと情報が把握できているのにと、私は思うの

ですけれどもね。 

 

事務局： ヨシ刈りというのは、許可ではなくて届出が必要な行為ではございます。植え

たりするものに関しては、おおむね、届出とかをして保全活動をいただいていると

ころではありますが、ヨシ刈りにつきましては、確かに、すべてにおいて、届出が

出ているか確認が必要なところかとは思います。 

 

○○委員： 11 条に「ヨシの採取または損傷」と書いてあるでしょう。許可なのでね。だ

から、ボランティアで、保全行為をしてもらう場合、そこに許可を出すとかは、私

は要らないと思うのですけれども、琵琶湖にいい意味で管理している限りは、県の

各事務所なり、県庁が何をしてもらっているか、杭を打つこととか、そういう行為

は把握をしておくべきと思います。いいことだから、がみがみ言う必要はないので

すが、ベースのところはきちんとやっておかないと良好な管理はできませんから。 

 

事務局： 「採取または損傷」というのは、今回のヨシ刈りとは別で、例えば、どうして

もそこのヨシを除去しなければならないとか、あとは研究行為も含めて、例えばヨ

シの苗をつくるために一部採取しなければいけないとか、そういうものがここで届

け出が出ております。それは、ヨシ保全事業の条例の第 10条で定める事業の通知が

ありまして、やっていただいていることを仕組みとして把握するためにもあるもの

ですので、いろいろな団体さんにおきましては、そういうものを出していただける

ようにお願いしたいとは思っております。 

 

会長： ボランタリーにいろいろな方たちがやっていることの情報の厚みをしっかり把握

して、活動実態を把握してほしいというご要望で、むしろ応援していくためにも、

そういうことの実態を知っておかないといけないというご趣旨かと思います。 

 

○○委員： そうです。知りたくなくても情報が入ってくるはずではないかなと、支援す

るような姿勢が要るのではないかなと思うんでね。 

 

会長： 将来的に、そういう仕組みに整備していかないといけない、そうしないと支えら
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れないですね。 

 

○○委員： そうです。悪意のある行為なのか、善意の行為なのか振り分けができないで

すよね。やっぱり、アドミニストレーションをきちんとやってもらわないと駄目で

すね。 

 

会長： 支援というのは、財政的な支援だけじゃなくて、技術的なこととか、情報的なこ

ととか、「もっとこうした方が皆さんの、在所の前のヨシ原は良くなるのではないで

すか」ということも含めて、専門家の方々からアドバイスもあると、よりいい方向

に行くのではないかと思います。基本計画の中に、ロードマップを定めるなどして、

こういうこともきちんと乗っかるように努力をしていただければと思います。 

 

○○委員： ヨシ刈りとかヨシ植えに関しては、十数年前ぐらいから、ヨシ刈りの功罪で

あったり、水質浄化にどれぐらい効いているかっていう、琵琶湖の水質を改善する

ほどの水質浄化機能はないということが言われています。また、ヨシ刈りについて

は、その時期だったり、そのときの水位だったりを考慮する必要があります。場所

によっては、かえってヨシ刈りがヨシ群落を衰退させたり、魚類とかに悪かったり

ということがいろいろ言われています。どういうのが望ましいやり方なのか、どう

いうことに注意すべきなのか、マニュアルみたいなものが未だにないので行政主導

でつくってもいいのかなとは思います。 

 

会長： ありがとうございます。これは、前の審議会のときに、的確な、科学的な評価を

ちゃんとしていかないといけないんじゃないのかということ、今日は議題の３番で

カーボン認証のお話が出てきますけれども、生態系、生き物のすみかとしてどのよ

うに評価していくべきかなど、これまでいろいろなご意見を頂いてきております。

そういうこともトータルに踏まえて、ヨシ群落をどうやってきちんと評価していく

のか、まだ課題は残されていると思います。 

 それでは、次の資料に移っていいでしょうか。資料２－１と２－２ですね。全体

を通底しているのは、抽水植物群が衰退の傾向にあって、ヤナギが成長して面積が

増加傾向にあるというお話だったと思いますが、このことに対しまして何かご意

見・ご質問がありましたら、よろしくお願いいたします。 

 

○○委員： ２―１のヨシの面積の変化、この資料を見ていると、植えた面積と増えた面

積の関係について説明してください。当然、植えても、植栽しても、流出したり、

成長していないのでね、これが自然の再生で増えているのか、人工造成で増えてい

るのか、そこをもうちょっとデータの詳細が分かるのかどうか。内湖で言いますと、
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どこの内湖を足しているのか、説明してもらえますか。 

 

事務局： 数値的には、実際にそれぞれの場所の群落面積は測ってはいますけれども、そ

れが分かる場所もありますけれども、造成した場所が実際どれぐらい増えたかの整

理まではできておりません。最終的に、自然なのか人工なのかというところまでは、

この調査では、全体での調査ですので、その群落の内訳というのはすべて把握しき

れていないので、そこはできておりません。 

 

○○委員： そうなると、さっきの資料２－２で説明してもらった長浜のところ。要する

に、トレンドとしては、ヨシがなければだめ、ヨシがないところには植えましょう。

ヨシが後退していっているところには杭を打ってでも、ヨシを増やしましょう。今

日の最後の説明を聞いていると、何が何でも植えましょう、みたいなことですけれ

ども。要するに、植えたけれども、どれだけ増えているか分からない。増えたけれ

ども、それは植えて増えたのか、自然に増えたのかも分からない。どこかできちん

と精算しないと駄目です。 

水質浄化機能があるとか書いてやっているわけですよね。だから、一般の県民か

ら見たら植えれば植えるほど琵琶湖がきれいになると思っているのだけれども、そ

れが科学的にきちんと立証されていない。資源やボランティアへも関わる。ヨシに

よって琵琶湖が救えるみたいなことで、ヨシ刈りをしましょう、ヨシ植えしましょ

うというボランティアの労力も膨大にかかっている。ただ、前も言ったように、景

観だとか、つながりだとか、文化という面では価値がありますけれども、水質浄化

とか、そこをもっときちんとやらないと、資源の無駄遣い、せっかく人の善意の労

力も無駄遣いになるのではないかなと思うので、聞きました。 

 

会長： 今まで取り組んできた事業を、ここ何年かの審議会の中の議論も含めて見直す方

向で少しずつ議論を積み重ねてきていて、このご指摘も、今回、突然、出てきたわ

けではありません。これまでの中でもご指摘いただいてきていることなので、もう

少し順応的にデータを取って、事業の効果を提示できるようになるまで、もう少し

把握しないと駄目なのではないかとおもいます。 

 

○○委員： 科学的に、琵琶湖の水質にとっては寄与しないということは、理解されてい

て、ヨシ植えについても団体の中でも、５～６団体については、私もどんなような

植え方をしているか、刈り方をしているか知っています。しかし、ちゃんとやって

いるのは１団体だけです。少しずつ水質浄化を目的としているわけではないという

理解が深まり、だんだんフェードアウトしていっているので、それをあまり強調せ

ずに、ほかの環境とかにすり替えていっている面があるので、それは分かってきて
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いると思います。 

 それは置いておいて、現行調査について、センターでは、人工のヨシが増えてい

るか、自然のヨシが増えているというのは切り分けてやっています。ちょっと気に

なるのは、この過年度の現況調査でもそうなのですけれども、例えば、今回、平成

30 年３月という形で表のところに埋めているのですが、実際に読んでみると、この

航空写真は 25年１月のものですよね。なので、それぞれについて調査した年度の末

ではなくて、航空写真の年月日を入れるべきだと思うのですね。植物という意味で

言うと、１月のデータから読むのと、夏場のデータでは面積違うと思います。なの

で、ここは何月の航空写真を読んだのかというのも合わせて載せるべきかと思いま

す。実際には、１月のものだと少なく見積もられる可能性が多いですし、その辺は

注意が必要かと思います。 

調査についても、これはあくまで、今、ヨシがあるところの漂砂エネルギーです

よね。ヨシは、水質浄化についてはフィルター効果が一番大きいわけです。土砂と

かいろいろなものを捕捉して、そこの地盤を安定させる。消波機能もない。ヨシ群

落があるところは漂砂エネルギーが小さいに決まっている。そもそも、ヨシがある

からそういうものが成り立っている。そういったところにヨシが定着するのと、ヨ

シがあるからそうなっているというのは別の話ですよね。環境と群落というのは相

互作用しているので。 

 明治時代、過去 100 年ぐらいからの砂浜の場所だったり、土砂の堆積を滋賀県琵

琶湖環境科学研究センターが解析していますけれども、そもそもこういう水辺とい

うのは、ここに積もったり、ここにあったりと、ずっと動いていますよね。動いて

いるので、あるときにはここが積もる場所だし、あるときにはここが減る場所で、

ずっと動いているにも関わらず、過去のある時点でここが堆積する場所だったから

今もそうであろうと仮定して、そこにずっとそれをつくろうというのは、そもそも

おかしい。いろいろな動態があって、動き続けている環境の中で、ヨシというのは

パイオニアなので、真っ先に入ってくる植物です。なので、そもそも、今、安定し

ているところには入ってきません。そういうことは、すでに何十年、20～30 年も前

から分かっていることです。専門家の方はずっと言い続けていることです。航空写

真の読み方を精査することと、これからヨシが定着し、育つ場所がどこなのかとい

う考え方を整理する時期なんじゃないかなというのは感じます。 

 

会長： ありがとうございました。世の中は情報がアップデートされているけれども、自

分のアイデアや思いつきで必ずしも仕事できるわけではないので、一応、条例とか

計画に乗っかってやっておられるとは思いますけれども、この取り組み自体もＰＤ

ＣＡのＣの部分ですよね。チェックして、もう一度、プランを立て直すような方向

で動いていかないといけないのではないかということですね。ヨシは琵琶湖の状況
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に応じて、長い目で見れば常に動いているのだという、構造物とは違うのだという

ことだと思います。事務局の方で、再度、ご専門とされている先生方のところでヒ

アリングをして、情報をまたアップデートしていただくとか、何を問題にしなくち

ゃいけないのか、今の仕組みの中で検討していただいてと思います。 

 

○○委員： 今年の１月、琵琶湖の計画を説明したいということで県から市長会の会議の

場で話があったのですが、あの後、どうなったのかな。そのときに私も言ったし、

いろいろな方も意見を出しましたが、琵琶湖保全再生計画もあるじゃないか、マザ

ーレイクもあるじゃないか。ヨシ条例の話は、そのとき出なかったのですけれども、

本来、県のいろいろな計画の中でも状況が変わっているわけですね。平成４年のヨ

シ条例、いつまでもこのままではもたないはずです。もう法律もできているわけで

すし。だから、どこにポジショニングされているのかという、もっとどんどん変え

ていけるのにと思います。客観的評価をしろという動きをしたのですが、以前より

も悪い状況に戻っている。なんか、素人判断みたいな専門家になっている。だから、

危機的な状況だと思うので、たぶん、ここで「ヨシ条例をどうします？」と言って

も答えが出なくて、琵琶湖政策をどうするのかとか、環境をどうするのかというこ

とだと思う。あまり言いたくないけれども、ＳＤＧｓとか、それとも関わってくる

はずですが、そこの中にもこれを位置づけられていないわけなので、今日はあまり

突っ込まないで、共有化していただいたらいいかなと思います。 

 

会長： このヨシ群落の保全というのがどこに位置づけられるのかということもあるでし

ょうし、科学的な評価をアップデートして、もっと的確な評価をというご意見です

ね。この事業に取り組んでいる効果をちゃんと科学的にも評価できるような体制・

仕組みが求められるというご意見だと思います。急にできることではないと思いま

すが、そのことに対してこれだけご意見を頂いているわけなので、今後、どうして

いくのかということを少しご議論していただかないと、また次回も同じような形に

なってしまうのかなという懸念があります。検討会も含めて、随時、開催していた

だき、加えていろいろご意見を個別にヒアリングしていただいて、どういう体制で

組み替えていったらいいのか、そのあたりのロードマップ等をご提案いただけると、

委員の先生方も皆さんもご納得されるのかなと思いますが、いかがでしょうか。今

日のことに対して前向きに取り組んでいただければと思います。 

 

○○委員： 河川管理者、湖岸堤の管理者ですけれども、行政としては、基本的に、先ほ

ど、「夏場の植生の写真があるといいな」というふうにおっしゃられたと思います。

河川管理者、湖岸堤の管理者としては、施設がしっかりと写真に写ることが第一の

目的なので、どうしても草が枯れてから撮りたいと考えます。その点、どの時期の
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写真を使わざるを得ないのか、科学的な評価という意味で検討された方がいいと思

います。 

 

会長： ありがとうございました。大事なご指摘ですね。冬場と夏場では、かなり情報が

違ってくると思いますのでね。 

 

○○委員： そうですね、例えば堤防や、ツタがはってしまっているような樋門は、全部、

草が枯れて、しっかりと形状が把握できる状態じゃないと撮れませんので。 

 

○○委員： 意見と質問です。資料２－２の「ヨシ群落造成事業実績づくり」というのは、

県の方でこれだけやるという造成の実績としてはよく分かるものだと思います。造

成したけれども、それがちゃんと保全していてくっついたのかどうかみたいな話が

あって、造成やヨシの植生をしたけれども、結局、付かなかったみたいな話がある

ので、結果的にどう推移しているのかということを明確にしないと、この審議会で

現状把握ができてないことになってしまうので、ぜひ、その辺を明確にしていただ

きたい。 

 それから、「事業の目的としては」ということで、３つの目的があって「ヨシ群落

の再生、魚類の産卵繁殖の場の確保、自然的環境の復元」と書いてあるのですが、

構造的には全く同じものだというふうに理解していいでしょうか。 

 

事務局： 事業目的ですけれども、基本的にはヨシ群落ということですが、厳密に言うと、

例えば、琵琶湖政策課としては、主たる目的は、ヨシ群落再生というのを目的とし

ていますし、水産課がしているものですと、基本的には、魚類繁殖の場としての確

保が大きな目的になっています。だから、厳密には全く同じものでもないと思いま

す。ヨシ群落というものは、目的によって少し手段なり、やり方が異なってくると

思われます。 

 

○○委員： 今のお話を聞いておりまして、大変残念に思っているのですけれども。作業

開始の前には「琵琶湖は大切なものですから、みんなで美しい琵琶湖にするために、

これを刈ってこうすることはものすごく有意義なことである」という説明をして、

みんなも「それだったら、みんな、頑張って刈ろうか」ということでやっていたわ

けですよね。大して意味がないような話になってきますと、大変残念ですね。なん

とか、その辺を明確に説明のできるようにしていただかないと駄目になるなと思い

ます。 

 

会長： ヨシ群落が水質浄化に機能しているということが、いろいろなところで流布して、
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この前回や前々回の審議会でも、科学的な評価をしないといけないと。これは、み

んな一連の話に絡んでいることなので、ずっとご質問とかご意見が出ていることは、

この保全の体制を、もう一度、抜本のところから見直していかないといけないとい

うことです。最初に保全ありきではなくて、何のために保全していくのか、それを

どういう仕組みで、どういうふうな評価の下でこれを保全していくのか、その辺が

揺らいでいるような気がいたします。ということで、話は、審議会ではずっと議論

していますけれども、その科学的評価をしないといけないことの１つとして、「ヨシ

刈りのカーボン認証に向けた検討」というアイデアが出されまして、次はそのこと

について進みたいのですが、議題の３に進んでよろしいでしょうか。 

 

○○委員： 今、いろいろな話がありまして、科学的な評価というのは以前からありまし

た。１つの提案、方法として、冬ヨシのバイオマス調査を今から３年前から始めて

います。それは、企業や琵琶湖博物館や地元と行っておりまして、今年で３年の実

績が出ました。「ヨシ原の地上部の生物資源量（バイオマス）を推定することを目的

とした調査」と、それから「数年の調査データをもとに冬季ヨシ原の生物量の最新

の科学的な評価につなげて行く」これがテーマですね。それをやりたいということ

を、前々からやっていたわけです。 

 密度、高さ、太さ、重さ、炭素量、窒素量もリンもあるのですけれども、この５

つを重点的に調査しております。 

 これも、皆さん、ご存じの話ですが、何のためにヨシ刈りをするのかというもの

を、私の知っている限り挙げてみました。ＣＯ２の固定、それから水の浄化、生物

多様性、それから水辺の景観、湖岸の保護、水産・観光産業の振興、教育の場。私

どもが言っているのはこんな感じだったんですね。今、話がありましたとおり、面

積にこだわっておられるというところもありましたので、面積以外の科学的評価を

何かつくらないといけないなという思いを、ずっと前から思っていました。 

 夏場の調査のデータはあると学芸員さんからは聞いていまして、冬場の調査はな

いと、それを作りたいという学芸員さんのお話があって、ちょうど私らとうまく目

線が合ったというか、うまく協力できるパートナーができたというのが３年前なん

です。冬場、雨が降ったりすると、水分量があるからできないというので、なかな

か難しい調査ですけれども、なんとか３年間のデータを取ることができました。 

 こちらに書いてありますようにメリット、たいそうな話ですけれども、全国初の

滋賀県独自のヨシのカーボン認証。山でカーボンオフセットがありますよね。何で、

湖にはないのかという発想からなんですよ。山の木でできて、湖の草でできない、

それをやったらいいじゃないかという思いでやってきたわけです。たぶん、湖沼で

こういったカーボン認証するところは全国にないと思います。それから、２番目に

なりますが、科学的根拠の評価です。面積以外の指標づくり、ヨシ原の炭素量の見
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える化、ヨシの生物量の見える化、それから、付け足しですけれども、ヨシ条例の

起爆剤になればという思いではあります。そういったものを、途中から滋賀県さん

にもご協力をお願いして、これを一緒に制度化できないという話を進めてきました。

カーボンオフセット、オフセットまではできません、私も無理だと思っています。

今まで、オフセット成功した事例を聞いたことがないし。認証ということができれ

ば、いろいろな人が興味を持ってくれかなという思いで走り出したわけです。 

 

 ＜調査方法について資料３により説明＞ 

 

ＣＯ２回収量の数値をうまく利用して、科学的データというか、１つの指標評価が

できないかなという思いで続けてきていると、ここでこの調査について披露させて

もらったわけです。 

 

会長： 今日は、これをこれから議論しようということではありません。ヨシに水質浄化

の機能が特別にあるわけではないということで、それだったら自分たちでちゃんと

評価をしていこうという自主的な取り組みとして、今、ご紹介いただいたわけです。

今のご説明に対して何かご質問等がありましたら、時間があまりありませんけれど

も、頂けたらと思いますが、いかがでしょうか。コメントでも結構です。私は、こ

うやって専門家任せにするんじゃなくて、自分から積極的にされていることは面白

いなと思うんですが。 

 

○○委員： ご発表、ありがとうございました。私も西の湖で、全く同じところで、本当

に、同じ調査ことをやっていたことがあるんです。写真を見た限りでは、時期的に

言うと、最盛期を過ぎたものですよね。 

 

○○委員： はい、そうです。 

 

○○委員： 私がやったときは、夏の一番暑いときにやったんですけれども、時期によっ

てバイオマス量というのは変わるのですか。 

 

○○委員： 学芸員さんはそういうふうに言われていまして、夏のデータはあると聞いた

んです。「冬のデータがないから、やりたいんだ」ということをおっしゃられたもの

で、われわれが人を出そうということでやっているわけです。 

 

○○委員： だいぶ違っていたんですか。 
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○○委員： 夏のデータは、ちょっと詳しくないんですけれども、これは、数日前～３日

前にようやく仕上がって、やっとここに出てきたものの資料です。研究者として１

つのデータをつくりたいという熱い思いを持っておられる方であって、我々と学芸

員さんとそれぞれに違う目的があって、やることは一緒だということで、場所を借

りて、研究は学芸員さん、我々は人を出すという形で、うまく９回できたんですね。

まだはっきりしてないんですけれどもデータが足りないという声もあると思います。

滋賀県も、この前、一緒に、来てもらってやったんです。やはり、専門家がおられ

ないと、われわれは絶対に無理だと思っています。「もし、民間の団体で調査やるの

なら、私は協力を惜しみません」という回答を、今、もらっているんですけれども。

そんな状況です。 

 

○○委員： はい、ありがとうございます。あれは、すごく大変ですよね。分かります。 

 

○○委員： 専門家さんのところにこの話を提案してきたんです。去年の夏に話したんで

すけれども。私が言うのは何ですけれども、その方は西の湖で調査されている。植

物の調査をされていました。将来的に、こちらは植物で、鳥の専門家等と併せ、「す

べての調査を１つにまとめたら、すごいデータができるんじゃないですか」という

ことをその方はおっしゃられていました。お互いに横につながっていけば、すごく

いいデータができるはずという話がされました。そういう感じでやっています。 

 

会長： ありがとうございます。今のご説明、よろしいでしょうか。こういう可能性を探

っていくということで、いろいろな試みを、今、鳥の話も出ましたけれども、この

ヨシ群落の新たな科学的なちゃんとした評価をやってもらわないと、今までの活動

は何だったんだということになってしまいかねませんので、そのあたりもきちんと

整理していく必要があろうかと思います。よろしくお願いします。今後、制度的な

議論も重ねながら進んでいくということで、よろしくお願いいたします。 

 それでは、４番の議題「ヨシ群落保全の取組」について、手短にご説明いただき

ますでしょうか。 

 

事務局 ＜議題（４）ヨシ群落保全にかかる許認可および事業実績 事務局説明＞ 

 

会長：今までの審議事項でご議論いただいたこととも関係するんですが、こういう実績が

ありますといっても、それまでのいろいろなご指摘を踏まえた上で、これからの取

り組みを見直していかないと思いますが、ちょっと時間がないので同じご意見を賜

ることはできないですが。たぶん、今まで出た中で、これに対するご質問・ご意見

と重なっていると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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 ほかの委員の皆さま、よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは「そ

の他情報提供等」もし、ありましたら、よろしくお願いします。 

 

事務局 ＜議題（５）その他情報提供について 事務局説明＞ 

 

会長： ありがとうございます。本日、予定していた議題は以上でございますが、何かご

質問はございますか。よろしいですか。今日は、すごく重い課題をたくさん頂いて

おります。それを次回にまた生かしていけるように、少しご努力していただければ

と思います。また、委員の皆さま、ご多用のこととは思いますが、事務局にどうか

ご支援くださればと思います。的確なアドバイスや情報提供等をしていただければ

と思いますし、また、バイオマスのことについても、私は分かりませんが、テクニ

カルなところでいろいろ情報のやりとりをして、このヨシ群落の保全につなげてい

ただければと思います。ありがとうございました。 

 それでは、これで議長の役は終わらせていただきたいと思います。事務局、お願

いいたします。 

 

事務局： はい、本日は、ご多忙のところ、長時間にわたりご審議いただき、ありがとう

ございました。閉会にあたりまして、琵琶湖環境部技監よりごあいさつを申し上げ

ます。 

 

技監： ＜閉会あいさつ＞ 

 

事務局： では、これをもちまして、本日の「ヨシ群落保全審議会」を閉会とさせていた

だきます。ありがとうございました。 

 

一同委員： ありがとうございました。 

 

以上 

 


