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諏訪湖水質保全計画の策定に向けた委員意見及び対応 

 

１ 計画の骨子素案について 

  第７期諏訪湖水質保全計画骨子素案（第１回専門委員会 資料 5-1）への御意見 

Ｎｏ 意見の内容 対応（回答） 

１ 

（山室委員） 

骨子素案は「諏訪湖創生ビジョンの構成について（案）」

と連携させるように書かれています。たとえば湖沼計画で

は COD を一定値以下の目標に下げることが目指されます

が、諏訪湖創生ビジョンに書かれている「魚が多くとれる

諏訪湖」を目指すとしたら、一次生産（＝植物プランクト

ン＝COD）は多い方がよいことになります（種類によって

食物連鎖につながるものとそうでないのがいますので単

純ではありませんが、基本的には下記のように、底辺が大

きいほどたくさん魚がとれます）。 

連携させるとすると細かな検討が必要になりそうです。 

 

 

湖沼計画には、水質浄化に向けた

各種施策を掲げることとし、水質

浄化と漁獲量の関連を踏まえた

施策については、諏訪湖創生ビジ

ョンを策定する上で検討してい

きます。 

２ 

（武居委員） 

三本柱の中の「生態系保全」については、これまで、目標

が記載されているのみで具体的な施策の記載がない。 

また、「水辺空間の創出」については、「水辺」のみでなく、

水中の三次元的な空間についても対象とすべき。 

 

 

第７期湖沼計画（素案）では、水質

保全に寄与する生態系の保全に関

する施策として、大量繁茂したヒ

シ対策、覆砂した場所におけるシ

ジミの生息環境調査、多様な魚類

の生息環境形成のための調査研究

等を行うこととしています。 

なお、生態系保全全般の施策等に

ついては「諏訪湖創生ビジョン」

に盛り込むこととします。 

資料１-２ 
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Ｎｏ 意見の内容 対応（回答） 

３ 

（樫尾委員） 

P2/19 骨子素案のなかに、「美しい景観」として追加したら

どうか 

→諏訪湖の水質改善の他に水草の繁茂やごみもなく透明

度のある湖の姿を、誰しも求めている。 

→市民提言ハガキをはじめ市 HP へ様々なところからご意

見をいただくが、「美しい景観」を求めている声が多い。 

 

諏訪湖創生ビジョンの長期ビジ

ョン（＝湖沼計画の長期ビジョ

ン）を検討する上で参考とさせて

いただきます。 

P7/P19 骨子素案のなかに、②湖底に沈んだごみの除去を

加えて、積極的に除去することを追加したらどうか 

第７期湖沼計画（素案）第３章１

（３）湖沼の保全対策②漂着ごみ

等の除去に追加しました。（素案

P9） 

P12/P19 骨子素案のなかに、流入河川内のヨシ、ヒシ、外

来植物、支障木の除去等を記載したらどうか。 

第７期湖沼計画（素案）第３章１

（４）の流入河川等の保全対策④

支障木等の諏訪湖への流入防止

に追加しました。（素案 P9） 

P18/P19 骨子素案のなかに、調査結果の公表及び対策など

を追加したらどうか。 

第７期湖沼計画（素案）第４章３

の「流出水の水質を改善するため

の具体的方策」に掲げる宮川の調

査について、具体的に記述しまし

た。（素案 P16） 

４ 

（宮原委員） 

水質保全に関する課題とその対策（対応）について、対応

表のようなものがあると良い。何を解決するために、何を

行う計画となっているのか整理していただけると、計画の

全体像が分かりやすくなると思います。 

 

第７期湖沼計画（素案）第２章３

の「諏訪湖の水質保全に関する方

針」にこの計画で主に実施、解決

すべき課題とそれに向けた対策

について記載しました。（素案P5） 
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２ 計画期間について 

  第１回専門委員会で了承された、計画期間を「平成 29 年度から平成 33 年度までの５か年とする」

ことへの御意見 

Ｎｏ 意見の内容 対応（回答） 

１ 

（山室委員） 

他の湖沼も５年なので、特に意見はありま

せん。 

－ 

２ 

（丸茂委員）

※ 

計画期間を長くすると、計画の進捗状況や

効果の検証等から見直しを行い難いし多く

の人々には５か年が既に受け入れられてい

るのではないでしょうか。 

－ 

３ 

（後藤委員） 

５年間が適当と思います。 

10 年、20年先を見越した「５年間」が良い

と考えます。 

－ 

 

 （※ 当日の配布資料では「樫尾委員」としておりましたが、専門委員会において誤りをご指摘いただ

きましたので、本資料では「丸茂委員」に修正し掲載しております。） 
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３ 長期ビジョンについて 

   

 

 

 

 

 

   

委員の皆さまが描く「諏訪湖の望ましい姿」などについて 

Ｎｏ 意見の内容 対応（回答） 

１ 

（山室委員） 

１で書いた通りです。「水清ければ魚住まず」

です。湖沼計画で COD を無視することはでき

ないと思いますので、「諏訪湖創生ビジョン」

と湖沼計画とは別個のものにした方がよいと

思います。あるいは、底層 DOも導入されるの

で、諏訪湖については COD は環境基準として

重視しないと明記しますか？ 

 

湖沼計画には、水質浄化に向けた各種施策を

掲げることとし、水質浄化と漁獲量の関連を

踏まえた施策については、諏訪湖創生ビジョ

ンを策定する上で検討していきます。 

２ 

（武居委員） 

「生態系保全のための場づくり」と、「生態系

の確保に向けた具体的対策」を明記する。 

・水辺空間（陸上から水際域）の創出に加え、

多様で均衡のとれた生態系を担保する健全な

水中の空間、水生生物の生息場所の再生・創出。 

・水辺空間の創出にあたっては、生きものとの

ふれあい、こころのやすらぎを感じさせる空

間の創出にも重点を置く。 

 

諏訪湖創生ビジョンの長期ビジョン（＝湖沼

計画の長期ビジョン）を検討する上で参考と

させていただきます。 

３ 

（丸茂委員） 

諏訪湖の水質が全て環境基準に達し、ヒシ等の

特定植物はバランス良く生育し湖底の貧酸素

などの諸課題が解消されて透明度を増し、人々

にやすらぎを与える空間になっている姿。 

諏訪湖をとりまく周囲の森林を見渡せば、荒

廃森林等の整備が進み湖にも森林にも人々が

集える姿を現す。 

 

諏訪湖創生ビジョンの長期ビジョン（＝湖沼

計画の長期ビジョン）を検討する上で参考と

させていただきます。 

森林整備は、水源涵養機能の発揮、土砂崩落

等を防止し、諏訪湖への汚濁負荷を低減させ

るため欠かせない事業です。このような自然

地域対策も長期ビジョンに繋がる道筋と考

えています。 

事務局案 

 地域懇談会や意見交換会などで、住民や諏訪湖に関わる団体の方々からいただいた

意見を参考に、「水質保全」「生態系保全」「まちづくり」の視点から 10～20 年後の

「諏訪湖の望ましい姿」を創造し、めざす姿を構成 

（今年度策定する「諏訪湖創生ビジョン」に掲げる長期ビジョンと整合） 
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Ｎｏ 意見の内容 対応（回答） 

４ 

（樫尾委員） 

・美しい景観・・・安らぎのある水辺空間、魅

力のある水辺空間を誰しも求めている。 

・湖底が見えるくらいに透明な水質 

・生態系の保全と人の利用が調和している姿。 

諏訪湖創生ビジョンとの整合を図るというこ

とだが、諏訪湖創生ビジョン目次（案）第４編

第２章生態系保全編の中に「漁業振興」がある

のはどうか。もしくは、「漁業振興」の次に「動

植物・水生植物管理」があるのは、順序が逆で

はないか。第４編「諏訪湖の保全と活用」の観

点からいえば、生態系保全は「保全」、漁業振

興は「活用」である。今の諏訪湖の姿を見れば、

生態系保全を推進した上で、その結果として

漁業振興が見えてくるのではないか。各論は

分けるか、順序を逆にした方が良い。 

若干趣旨からは外れますが、諏訪湖創生ビジ

ョンの名称は諏訪湖流域創生ビジョンの方が

ふさわしいのでは（水系、流域単位で意識共

有、取組が必要のため）。 

 

子どもとその保護者が安心して遊べる、学べる

諏訪湖。将来、諏訪湖の保全に係わる子どもた

ちの関心を高める、情報発信・イベント活動。 

 

諏訪湖創生ビジョンの長期ビジョン（＝湖沼

計画の長期ビジョン）を検討する上で参考と

させていただきます。 

 

諏訪湖創生ビジョンの構成については、御意

見を参考にさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビジョンの名称は諏訪湖を中心とした内容

であることを伝えるため「諏訪湖創生ビジョ

ン」とします。なお、水質保全など流域全体

で取組が必要な施策は、諏訪湖創生ビジョン

に盛り込むこととします。 

諏訪湖創生ビジョンの長期ビジョン（＝湖沼

計画の長期ビジョン）を検討する上で参考と

させていただきます。 

５ 

（後藤委員） 

漁業、観光などに寄与する程度の水質が維持

され、これらの産業が隆盛する状況が望まし

いと思います。 

 

諏訪湖創生ビジョンの長期ビジョン（＝湖沼

計画の長期ビジョン）を検討する上で参考と

させていただきます。 

６ 

（宮原委員） 

人工的な水質保全策に頼るだけでなく、ヒト

の手を借りつつも、二枚貝や水生植物による

持続的な自浄作用が機能する湖になることを

望みます。 

 

諏訪湖創生ビジョンの長期ビジョン（＝湖沼

計画の長期ビジョン）を検討する上で参考と

させていただきます。 
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４ 水質目標値の評価方法（設定する目標値の考え方）について 

 

 

 

 

 

  上記の事務局案への御意見 

Ｎｏ 意見の内容 対応（回答） 

１ 

（山室委員） 

これまで上記でやってきたのでしたら、特段

の理由が無い限り同様にした方が混乱が少

ないと思われます。 

 

環境基準の達成状況は、国から通知されてい

る「環境基本法に基づく環境基準の水域類型

の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視

等の処理基準について」（以下表中「処理基準」

という）に基づき評価しており、これまでの測

定結果も処理基準に基づき評価しています。 

２ 

（武居委員） 

ＣＯＤだけ年平均算出方法が異なっている

が、わかりにくい。統一できないか。 

 

 

 

全窒素及び全りんの評価は処理基準に基づき、

環境基準点それぞれで算出した年平均値の最

高値が環境基準値を下回った場合に環境基準

を達成したことになります。ＣＯＤの平均値の

算出方法について明確に示されたものはあり

ませんが、これまで各環境基準点の年平均値を

全地点で平均した値をもって湖沼計画の COD

（平均値）の水質目標の達成状況を評価してい

ることから、事務局案のとおり、これまでの評

価方法と同じ方法とさせていただきます。 

今後の課題として、欠測時の値の取扱いにつ

いて、欠測が多い冬季の値が入るかどうかで

平均値に差がでる可能性がある。これまでで

欠測の傾向が高い月を外して平均値を求め

ることは考えられるか。また、すべてのデー

タで求めた年平均値と併記することは考え

られるか。 

欠測の傾向が高い月を外して平均値を求める

ことは可能ですが、その値と処理基準などに

基づき算出した値の２つの数値を示すことと

なり、複数の値が出ることはわかりにくくな

るのではないかと思われます。 

このため、これまでと同じく、処理基準に基づ

き測定した全てのデータを対象に評価するこ

ととし、欠測があった場合には測定結果に注

釈を付けるとともに、欠測月を外した前年度

の水質濃度との比較などにより水質の改善状

況を確認することとます。 

事務局案 

・ＣＯＤの 75％値、全窒素及び全リンの年平均値は、各環境基準点（３地点）で

算出した 75％値又は年平均値の最高値とする 

・ＣＯＤの年平均値は、各環境基準点の年平均値を全地点で平均した値とする 
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Ｎｏ 意見の内容 対応（回答） 

３ 

（樫尾委員） 

過去の計画の水質項目と同様にして、比較が

できることとしたい。また、水質項目が何を

意味しているのか理解できるような注釈が

必要と思われる。 

 

事務局案のとおり、これまでと同じ方法で評

価することとします。また、用語解説を第７期

湖沼計画の巻末に添付しました。 

４ 

（宮原委員） 

欠測を除き、平均値を算出するのは、厳密に

は間違っているように思います（透明度につ

いても同じ）。そのような平均値であれば、

註を付けるべきと思います。 

 

これまでと同じく、処理基準に基づき測定し

た全てのデータを対象に評価することとし、

欠測があった場合には測定結果に注釈を付け

るとともに、欠測月を外した前年度の水質濃

度との比較などにより水質の改善状況を確認

することとます。 
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５ 沿岸透明度の目標値の設定について 

 

 

  上記の事務局案への御意見 

Ｎｏ 意見の内容 対応（回答） 

１ 

（山室委員） 

上記 1．3m の根拠は何でしょうか。拙著「貧

酸素水塊」で引用したデータによると、諏訪

湖は 1931 年時点で透明度は 1.7m くらいし

かありません（かたや宍道湖は 1947 時点で

4m ありました）。戦前からかなり富栄養化し

ていた諏訪湖なので、いつの時点のデータを

もとに 1．3m を目標にされたのか教えてくだ

さい。 

 

水生植物の保全・再生の観点での沿岸透明度

の目標は、水産試験場諏訪支場で水生植物の

分布調査を実施している平成 25 年度～平成

27 年度の年間平均透明度を基に、親水利用と

しての沿岸透明度の目標は平成 18 年度～平

成 27 年度の 10年間の年間平均透明度を基に

して目標を設定しています。 

２ 

（武居委員） 

（２）透明度の測定地点について 

「初島西」は、近年、湖水の滞留が生じやすい

状況にあるが、それを容認したうえで採用する

こと。地点移動等は考えないようにすべき。 

 

「初島西」地点を含めた測定地点の３地点は、

地点移動を行わず、同一地点において透明度

の測定を行います。 

事務局案 

（１）透明度の目標値（指標）について 

   「諏訪湖における沿岸透明度の目標設定検討会」（H28 年度）で示された、諏訪湖水域の

当てはめ案「諏訪湖全域で 1.3m」を目標値として設定する 

（２）透明度の測定地点について 

 ○COD 等の環境基準点の「湖心」「初島西」「塚間川沖 200m」の３地点とする 

  （上記３地点は現在も透明度の測定を行っている） 

  ○「初島西」「塚間川沖 200m」で全透（透明度＝全水深）となった場合には、湖心の透明

度をその地点の透明度として採用する 

（３）評価方法について 

○「水生植物の保全・再生」と「親水利用」の当てはめ水域を区別せず、諏訪湖全域で評

価する 

○測定地点ごとに年平均値を算出し、すべての測定地点の沿岸透明度が目標値に適合した

ときに「達成」と評価する。 

  ○未達成の場合には「達成地点数／測定地点数」を併記する 



9 

 

Ｎｏ 意見の内容 対応（回答） 

３ 

（丸茂委員） 

（２）透明度の測定地点について 

環境基準点の「湖心」「初島西」「塚間川沖 200

ｍ」については、従来通りで良いと思います

が、諏訪湖の北側・南側で各１か所補助測点

を設けて比較してみてはいかがでしょうか。 

 

環境省で過去に行った調査によれば、沿岸域

から湖心までの透明度は概ね同程度であるこ

とが分かっているため、現在測定を行ってい

る３地点（環境基準点）で湖内の状況は把握

できると考えています。なお、状況に変化が

生じた場合には補助地点などの追加を検討し

ます。 

４ 

（樫尾委員） 

（１）透明度については、水域を区別せず目

標値を設定していくことが重要と考えます。

また、観測時期についても降雨時や結氷時は

どう評価していくのか注釈が必要と思いま

す。 

 

事務局案のとおり、水域を区別せず目標値を

設定します。測定時に降雨等による水質の異

常が確認された場合には注釈を付け、結氷時

には欠測として、年度内に測定したデータを

対象に評価し、欠測があった場合には、測定

結果に注釈を付けるとともに、欠測月を外し

た前年度の透明度との比較などにより水質の

改善状況を確認することとます。 

（２）DO 観測地点数もワカサギ大量死後強

化されたと聞きます。DO 観測地点での透明

度も観測できればと思います。また、湖面積

に対して適正な観測地点なのかどうかも注

釈などで入れたらどうかと思います。 

※市民も透明度については解かりやすい測

定項目で関心は高いと思います。 

環境省で過去に行った調査によれば、沿岸域

から湖心までの透明度は概ね同程度であるこ

とが分かっているため、現在測定を行ってい

る３地点（環境基準点）で湖内の状況は把握

できると考えています。なお、状況に変化が

生じた場合には補助地点などの追加を検討し

ます。なお DO観測地点は、連続測定機を固定

して測定している地点で、月１回程度データ

収集のため湖上に行きますが、効率性などに

より透明度の測定は困難な状況です。 

５ 

（宮原委員） 

現在、諏訪湖では、沈水植物の生息域が増大

しているように感じています。ヒシだけでな

く、保全・再生対象となる水生植物の面積や

分布も把握すべきと思います。 

 

水産試験場では、ヒシ以外の水生植物の分布

調査を毎年実施し、水生植物の分布を把握し

ております。 
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６ 貧酸素対策の推進について 

 

 

  上記の事務局案への御意見 

Ｎｏ 意見の内容 対応（回答） 

１ 

（山室委員） 

貧酸素水塊発生のメカニズムはもう分か

っていると思います。明らかにしなければ

ならないのは、どういう状況でどこに貧酸

素水塊ができて、それがどう移動するかだ

と思います。これは気象要素に左右されま

すので気象をいれたシミュレーションモ

デルが必要ですし、当然ながら水平方向だ

けでなく鉛直方向にも多くの層にわけた

シミュレーションモデルを動かすことに

御意見を踏まえ、以下のとおり修正しました。 

〇貧酸素に関する調査・研究 

 地元大学と連携して、湖内の溶存酸素測定及

び底質性状の調査を行い、貧酸素水塊の挙動に

関する研究を行います。（素案 P14） 

事務局案 

〇計画期間中に底層 DO 環境基準の類型当てはめに向けた情報収集、各種環境調査、

及び類型当てはめを実施 

〇沿岸域の対策として以下を実施 

 ①ヒシ除去 

  ・水草刈取船によるヒシ刈り取り 

・諏訪湖環境改善行動会議によるヒシの抜き取り 

・小型水草刈取船による流入河川のヒシの刈り取り 

 ②覆砂 

  ・水辺整備基本計画 A ゾーンにおける覆砂 

〇貧酸素対策工法の組み合わせ検討 

  機械力（上下循環促進装置・高濃度酸素水供給装置等）を活用した貧酸素対策

を沿岸域の対策と組み合わせて実施する等、対策効果が見込める場所において部

分的に実施することを検討。 

〇ゾーニングによる対策場所の検討 

  諏訪湖水辺整備基本計画の湖畔区分の整備方針等を基本として、そのエリアを

細分化する等により、重点的に貧酸素を解消するエリアを設定 

〇貧酸素メカニズムの解明 

  信州大学と連携して、湖内の溶存酸素測定及び底質性状の調査を実施し、貧酸

素水塊の挙動、発生メカニズムの研究を行う。 
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Ｎｏ 意見の内容 対応（回答） 

なります。信州大学だけに全てをやっても

らうのは大変ではないでしょうか。 

ヒシについては、アメリカでの対策を見る

と、水路を閉じて除草剤をまいて一掃した

とありました。よほど被害が大きかったの

でしょうか 

２ 

（武居委員） 

貧酸素対策として何をやるのか、現実的な

対応が急務であり待ったなしの状況にあ

る。今、求められているのは「工法の検討」

や「研究」にとどまっている状況ではなく、

「既存の技術」を活用した実施への試行で

ある。 

『貧酸素対策工法の組み合わせ検討』や

「対策効果が見込める場所において部分

的に実施することを検討」ではなく、『貧

酸素対策工法の組み合わせ実施』や「対策

効果が見込める場所において部分的に実

施する」とし、危機感を持って対応してほ

しい。 

 

貧酸素対策を行う場所、各種貧酸素対策による

効果の検証が必要であり、現時点で確実に実施

する旨の記述はできないため、第７期計画では

計画期間中に実施に向けた検討とします。 

また計画期間中に底層溶存酸素濃度（底層 DO）

の環境基準の類型当てはめを行うこととしてお

り、当てはめた基準の達成に向けた貧酸素対策

等について併せて検討したいと考えています。 

３ 

（丸茂委員） 

「貧酸素対策工法の組み合わせについて」 

陸上にコンプレッサーを設置し、散気管に

より空気を送り出す上下循環促進装置に

関心があります。コストが現実的ではない

との検討もあるようですがやらざるを得

ない時が来ていると考えます。 

 

４ 

（鎌倉委員） 

貧酸素問題は漁業関係者の皆さまにとっ

ては最も気にかかることだと思います。 

色々な工法がある中で、経済面も考えて、

対策効果が見込める場所での実施により、

実験的に実施し、検証していくことが大切

かと思います。 

 

貧酸素対策工法の組み合わせの検討にあたって

は、費用対効果、貧酸素対策を行う場所の設定

などを含めて検討します。 
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Ｎｏ 意見の内容 対応（回答） 

５ 

（樫尾委員） 

ヒシ除去について、現在 1 隻の水草刈取船

で作業実施していますが、枯れたヒシが残

っている状況もあることから、水草刈取船

を増やして短期間に作業実施ができない

のかどうか。 

 ※市民等から、ヒシ除去作業着手が遅い

のではないかと問合わせが多い状況。  

 

水草刈取船による刈取りは、これまで 510 トン

を目標としていましたが、第７期湖沼計画では

510 トン以上のヒシを刈り取るとともに、生物

生息域等を考慮した刈取り方法を検討すること

としています。また、官民協働によるヒシ除去

作業なども行い、ヒシの対策を進めることとし

ております。 

局地的な貧酸素エリアが特定されれば対

処は可能と考えられますが、広範囲に貧酸

素エリアがあれば費用対効果から困難で

はないか。 

貧酸素水塊の挙動に関する調査などにより、諏

訪湖での貧酸素水域を把握し、この結果などを

基に重点的に貧酸素を解消するエリアを設定

し、貧酸素対策を行うこととしています。 

酸素を供給する仕組みなど動力について

は、再生可能エネルギー活用を検討してい

ただきたい。 

機械力を導入することとなった場合の酸素を供

給する装置の動力については、地域の活力を生

かし、地元大学、企業、団体等と連携して検討

していきます。 

６ 

（宮原委員） 

貧酸素対策と水質対策は関連していると

思いますので、貧酸素対策や工法の検討に

おいて、ＤＯだけでなく、水質への効果・

影響も合わせて検討（検証）してください。 

 

窒素、りんなどの栄養塩類の再溶出による水質

保全への影響なども併せて検討していきます。

（素案 P13） 
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７ 流出水対策地区について 

 

 

 

  上記の事務局案について、御意見がありましたらご記入ください。 

 

 

  上記の事務局案への御意見 

Ｎｏ 意見の内容 対応（回答） 

１ 

（山室委員） 

第５期及び第６期計画において「上川・

宮川流域」を流出水対策地区として指定

した理由と、どういった状況を達成すれ

ば指定を解除するのか書かれていないの

で、コメントを控えます。 

 

「上川・宮川流域」は、上流部に高原野菜の栽培

地、水田等が広がり、諏訪湖に流入する汚濁負荷

量の７割から８割を占め、農地などの面的な発生

源からの流入負荷の削減に取り組む必要がある

ことから、第５期湖沼計画策定時に流出水対策地

区に指定しました。（素案 P16） 

なお、湖沼水質保全特別措置法では指定を解除す

る規定はありませんが、湖沼計画策定時には指定

地区をその都度検討して選定しています。 

２ 

（樫尾委員） 

上川・宮川流域において、どの地域での

数値が高いのか調査を進めてほしい。諏

訪湖浄化対策連絡協議会の県意見交換会

でも、どの地域からが流出が多いのか、

多い場合はどのような対応をすればよい

のかと質疑がありました。 

 

全窒素の濃度が他の河川に比べて高い宮川にお

いて、本川、支川の水質調査、流域の雨量や農産

物出荷量調査等を行い、その地域の土地利用状況

に応じた効果的な流出水対策を検討することと

しています。（素案 P16） 

３ 

（宮原委員） 

流入水の COD、TN、TP の内訳（溶存態・

懸濁態）の把握はなされていますか？同

様に、湖水の COD、TN、TP はいかがです

か？最も多く、削減効果がある形態のも

のを減らすことが、有効かと思います。 

 

上川、宮川及び湖内での COD、T-N、T-P の測定に

おいては、溶存態、懸濁態も把握しております。

これらのデータを有効に活用し、水質保全を推進

していきます。 

 

  

事務局案 

 第５期及び第６期計画に引き続き、第７期計画においても「上川・宮川流域」を 

流出水対策地区として指定し、非特定汚染源からの汚濁負荷削減に向けた各種施策 

を推進する。 
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８ 湖辺環境保護地区について 

 

 

 

 

 

  上記の事務局案への御意見 

Ｎｏ 意見の内容 対応（回答） 

１ 

（武居委員） 

事務局案への直接的意見ではないが、（第１回

専門委員会の）資料６の５期湖沼計画策定時

の検討結果について「水生植物の植栽」や「水

生植物帯」との表記があるが、人工なぎさへ

のマコモなどの植栽を指すのであれば、過大

評価と感じる。特に「水質改善」と関連して

「水生植物」を話題にするのであれば、その

対象は「沈水植物」であるべきと考える。根

拠としてこの検討結果をあげるのはいかがな

ものか。 

 

水辺整備マスタープランのＢゾーンは「水辺

の生物豊かな湖畔」を目指しており、湖岸整

備として「水生植物の植栽」が挙げられてい

ますが、エリアとしては湖内の沈水植物を含

めた姿と考えています。 

２ 

（宮原委員） 

アサザ、ミクリ、コウホネの群落付近での工

事には注意してください。野鳥とともに観光

資源ともなり得ます。 

 

水産試験場で行っている水生植物の分布調

査の結果を関係機関で共有し、事業を実施す

る際は注意するようにします。 

 

  

事務局案 

 第５期諏訪湖水質保全計画策定時に検討した状況と変化がないため、第７期諏訪

湖水質保全計画においても、湖辺環境保護地区は指定しない 
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９ その他 

   その他、第７期諏訪湖水質保全計画の策定に関する御意見 

Ｎｏ 意見の内容 対応（回答） 

１ 

（山室委員） 

どの動物を対象に底層 DO をどう考えるかに

ついても、平行して検討しておいてはどうで

しょうか。諏訪湖創生ビジョンで取り上げた

動物と全く異なるものを対象にできそうでし

ょうか。ワカサギをシンボルにするのかタニ

シをシンボルにするかで、ゾーニングも DO も

全然違ってきそうです。 

 

第７期計画期間中に行うこととしている底

層 DO の類型当てはめの際に、水生生物の保

全対象種を検討しますが、諏訪湖創生ビジョ

ンの「生態系保全」に関する施策を検討する

中で、この点も検討したいと考えています。 

２ 

（武居委員） 

長期ビジョンの実現可能性を高めるために

も、どこが何をやるべきかの方向性を明確に

示すべきである。 

これまでの当該計画は「現時点で存在する施

策を並べた」感がぬぐえない。「現在、あるい

は近い将来の施策として存在しないから書か

ない」のではなく、「こういう方向で施策を作

っていく」という積極的な気概と方向性を示

してほしい。 

 

第７期湖沼計画（素案）第２章の３「第７期

湖沼計画での水質保全施策の方向性」とし

て、課題及びその課題の対策（方向性）につ

いて、記載をしました。（素案 P5） 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

（鎌倉委員） 

計画の第３章 ３の（４）地域住民等関係者の

協力の確保に、小学生向けの環境教育について

具体的に盛り込むことはできないでしょうか。 

「水環境に関する副読本、絵本の配布」と６

期計画にあります。配布するだけでなく、読

みきかせをしたり、モデル校を選び小学生が

諏訪湖と直接関わる活動ができるプログラム

を作ることができればと思います。 

環境教育はこどものうちから進めていく必要

があります。本を読むことも大切ですが、体

験から学ぶことも重要かと思うので、小学生

向けに具体化できるものを盛り込めたらよい

かと思います。 

 

第７期湖沼計画（素案）第３章３（５）②学

習活動の推進に、具体的な活動を記載しまし

た。（素案 P15） 
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Ｎｏ 意見の内容 対応（回答） 

 

 

 

４ 

（丸茂委員） 

諏訪地域の面積の７割が森林です。森林整備

を行っている私達にとってどの位森林整備を

行えば、諏訪湖の浄化等にどの程度役立って

いるのか分かりません。一般的には、水源涵

養機能や土砂流失防備機能・大気の浄化等の

森林の機能が高まることは理解しています。

例えば、森林整備を行えば諏訪湖の透明度が

○ミリ良くなるとか COD・窒素・燐等の値がど

の位変動するのか数学的に数値が出ることに

よって森林整備を行うものとしては、「励み」

になります。このように数字で表すことは、

可能でしょうか？ 

 

森林整備と諏訪湖の透明度、ＣＯＤ、窒素、

リン等の水質指標との定量的な相関は分か

っておりませんが、森林整備は土壌侵食や崩

壊による汚濁負荷流出を防止するため、諏訪

湖の水質浄化に寄与しております。 

 

 

 

 

 

 

 

県は、森林づくりアクションプランを作成し

森林の整備を推進していますが、個人情報保

護法の成立により森林の所有者情報の取得に

手をやいています。森林の約１割は、所有者

情報が不明で所有者の確定に苦慮しています

が諏訪湖浄化のため所有者の確定に県市町村

のご協力をお願いしたい。 

 

 

 

県及び市町村では、森林所有者等の情報につ

いて、森林経営計画の作成をしようとする者

に対して、森林所有者や森林の現況が記載さ

れた「森林簿」を提供しています。 

また、平成 31 年度から林地台帳制度が開始

となり、森林の土地の所有者等から森林の施

業若しくは経営の委託を受けた者は、市町村

が把握している地域森林計画対象森林内の

特定の地番に係る土地所有者の氏名・住所等

の情報提供を受けることが可能となります。 

諏訪湖に係わる関係者等 

諏訪湖に係わる関係者等については、下記以外

にもあると思いますが諏訪湖の環境改善・浄化

等に向けた普及啓発活動に取り組む場合、その

調整が必要となるものと考えます。その組織窓

口は、県環境課となるのでしょうがより多くの

意見を汲み取れるようお願いします。 

＊ 住民及び流域市町村 

＊ 諏訪湖浄化対策連絡協議会（会長 諏訪市長） 

＊ 県知事 

 諏訪地域振興局 ⇒ 諏訪湖創生ビジョン会議 

 諏訪建設事務所 ⇒ 諏訪湖浄化に関する工法検討委員会 

＊ 諏訪湖環境改善に係る専門家による検討の場 

＊ 漁協 

＊ 諏訪湖浄化対策連絡協議会 

＊ 下諏訪町諏訪湖浄化推進連絡協議会 

＊ その他 

諏訪湖に関わる関係者は多く存在している

ことは事務局としても認識しています。計画

策定や計画に掲げる事業を実施するにあた

っては、関係者の御意見を伺い、調整を図り

進めていきたいと考えています。 



17 

 

Ｎｏ 意見の内容 対応（回答） 

５ 

（樫尾委員） 

計画策定を県民へ周知するとともに、目標値

に向けた具体的な取組みとして、予算額及び

実施状況をどのように評価していくのかを示

したい。 

 

策定した計画は、県の HP に掲載する他、各

種会議などで周知したいと考えていますが、

湖沼計画の施策なども盛り込んだ「諏訪湖創

生ビジョン」を今年度策定することとしてお

り、生態系保全やまちづくりなども含めた諏

訪湖全体の取組などについて諏訪湖創生ビ

ジョンで周知していきたいと考えています。 

また、事業の実施状況については、毎年度進

捗管理を行い、その状況を県の HP での公表

や諏訪湖水質保全対策連絡会議等で説明し

ていきたいと考えています。 

今、諏訪湖がどのような状態なのか、調査結

果など「見える化」をお願いしたい。諏訪湖

に特化した HP開設などはどうか。 

諏訪湖に関する各種調査結果について県の

HP や各種会議などで情報提供をします。諏

訪湖に特化した HP の開設については検討し

てまいります。 

 


