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土地改良と環境・景観・親水（ I ) 

滋賀県西の湖周辺地区の事例一一

後藤 章
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はじめに

水の存在はおのずとそこに種々 の利用や機能を派生させる。 古い歴史をもった農業

用水にあってはその傾向が強く，主目的の水田濯瓶のほかに多くのいわゆる地域用水

的な利用や機能を付随してきた。社会の発展とともにそれらのあるものは脱落し，ま
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た近年の土地改良l主脱落を促進する傾向をも って きたが，昨今の農村における都市化

現象や自然環境の破壊の状況下で，ふたたひ♂農業用水のもつ多面的機能の重要性が注

目を集めるようになってきた。

言 うまでもなく ，水Lt地減のかけがえのない資源であって，地域住民の福祉の向上

と地域産業の発展のために有効に利用されなければならない。水需給の逼迫，水資源

開発コスト の増大傾向の中で．各種の水平lj）干！とも節水的なノス子ムが要求され，ま

た，農業用水において：主合理化転用など水資源の再配分も進められてきた。しかし

こうした水利用の近代化 合理化が， ヴ1ではそこに｜日来から付随していた地峡用水

的な水利用，環境 ，景観機能などを安易に切りJ舎でてきた側面があるのは低めないII。

こうした地峡用水的な利用や環境 景観にかかわる機能：I，水利用として~:t未成熟で

受益構造も計量しがたL、ものであるが，それが地域住民の’j，＿活 福祉に大きな役割を

果たしてL、る場合も多い。特に，水質汚濁の進行の中で．良好な水辺環境を創造し，

保全することは全国民的な課題と もな っている。 土地改良事業においても，農業生産

に特化 したせまい機能主義から離れ，環境や景観，親水に紋大限の考慮をはらうこ と

によ って，魅力ある地主主づくり に寄与することが望まれている。

本論では次報と 2回にわたって，滋賀県内の 3地区を対象とした実態調査の結果を

もとに，土地改良と環境 景観 ・親水との関係，農業用水の多面的機能充実の方策と

問題点を探る。 第 1図に調査対象地区の位Ii'!'.を示した。 1葱質県l主京阪神地lベに近い県

南西部から都市化・ 宅地化が進んでいるが， まだ近畿地方で屈指の農業県であり，琵

琶湖の東岸部に広がる湖東平野がその農業の中心となっている。調査対象としたの：ま

この湖東平野に位置する 3地区で，それぞれ，西の湖周辺地住でほ園場整備事業に伴

う環境保全 景観整備， 八円市市では行政ニュー タウンの建設に伴う農業用水路の親

水的利用， 犬上川沿岸地区では農業水利事業に伴う農村環境整備などが主眼である。

これらのうち，本報で：:tr!§の湖周辺地区をとり上げ，八日市市と犬上川沿岸地区（主次

報でとり上げる。

滋賀県では，京阪神の水源である琵琶湖の水質問題を契機として，合成洗剤lの不使

用運動， 琵琶湖条例の制定なと＼行政と住民が歩調を合わせて環境問題に取り組んで

きた経過がある。 また，全l司に先がけて風景条例の制定が行なわれ， 景観を保全 整

備する事業制度も用意されている。 こうした背景のもとで．調査対象とした地区の事

例はいずれも，土地改良や農業水利に伴う深度 景観対策や親水機能充実などの面で

先進的事例と言えるものであった。 本論では各地区の事例について，環境 ・景観に関

する対策 整備の内容とその背景を検討することから，今後の土地改良のひとつの方

向を示したL、と考える。



第 1図 調査対象地区の位置
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2. 西の湖岡辺地区の概要

間のi胡：ま．昭和40年前後；こ干拓された北部の大中の湖の残存水面であり，現在で：主

琵琶湖湖岸；こ残された最大の内湖となっている。近江八幡市の東部から安土町；こまた

がって約280haの面積を擁し，周聞のヨ シ群生地およひ水同地帯を縫ってめく らさ

れているクリークとともに水郷地帯を形成してレる。 この地妓一帯に（主主主琶湖固定公

圏第 2種特別地域の指定がなされ，農林漁業活動においてもすぐれた自然環境 景観

の保全につとめる ことが要求されている。また，「春色安十八幡の水郷」として新琵

琶湖八景のひとつにも数えられる水郷風景は，周囲に点在する安土城跡，八幡城跡，

八幡堀などの歴史遺産とともに大きな観光資源ともなっている。

県営八幡地区千拓地等災地整備事業は，この西の湖の西部に位置するクリ ーク地借

の水田を対象とした闇場整備事業である。 営農の近代化を進めるため，クリ ークの埋

立を中心とした計画が申請されたが，漁業団体，観光業者，環積保護市民団体などか

らの水郷保存の声にこたえ，協議調整の結果， 当初の構想が変更され，小湖沼 ヨ

J群生地の保存， 植生をもった水路護岸，自然と調和した橋梁の設計など， 環境 景

観への配慮が事業に大き く取り 入れられることとなった。

なお，こ の地区の事例についてはすでにいく つかの報告がな されている21,31ヘ以
下の事業計画の内容，事実関係についてはそれらの報告を参考にさせていただいた。

(I) クリ ーク農業の改良

湖沼の周辺の低地における開発の一般的な形態として，この地域でもクリ ークをう

まく利用した水田耕作が営まれてきた。クリークはこうした地帯において，用水路，

排水路，そして交通路の機能を果たす唯一のものであった。足踏水車や竜骨車を用い

たクリ クからの揚水， 湿岡地帯の牛耕，回舟による運航がこの地域の伝統的な1."；段

形態であった。また，クリークの藻やへトロは水田に揚げられて肥料としても利用さ

れたし，クリークは魚介類の宝庫として貴重な蛋白源を提供する場でもあった。

しか し， 水車からハーチカルポンッ・へ， 牛耕から耕運機 コンハインへ， 藻やへ卜

ロの利用から化学肥料への変化など，常農の機械化‘ 近代化が進むにつれて，クリー

クはその利用価値を減 じ，むしろ近代的営農にとって阻害要因と見なされるようにな

って きた。すなわち，モ ータリ ゼーンョ ン， 大型機械化の波にともない，農作業にお

トても 回舟から自動車 iヲクタ へと交通 運搬子段の変化が求められるようにな v ' 

たが，縦横にはしるクリークのため道路がま ったく 未整備の状況て‘あり，道路の整備

が急務とされるよ うになって きた。 それによ って交通路としての機能も失う クリーク

は，多大な面積を占め，農地を分断して， 細分された農地の集団化を績なうもので，

農業にとって無用の長物として認識されるよ うになるのである。またそのように利則
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価値を失ったクリ クは，維持管理の手も届かず荒廃することとなる。

したがって，当初（1973年）地元農業サイトから申請された計凶lは，河川排水路を

除いたクリークの全廃を前提とし，道路網の整備， 水田の区画整理 乾田化，琵琶湖

からポンプアップしたパイプライン用水などによって クリーク農業から近代農業へ

の脱皮を図るものであった。この申請が，県当局による全体計画の策定作業の過程

で，各種団体との調整の結果， クリークの保存を織り込んだ計画に修正され，次の二

つの県営事業となって1979年から実施されるのである。

(2) 八幡地区県営干拓地等農地整備事業

対象となる地区および計画の概要（1983年）を第 2図に示した。園場整備の対象と

なる水田面積は315haであり， うち北部の120haが固定公園内の第 2種地域の指定

を受けている。

この地主主は西の湖と近江八幡の市街地にはさまれており，南から流れてくる蛇砂

川，黒橋川の最下流にあたる低湿地であった。 地区内には小湖沼が点在し，各湖沼・

河川聞を結んでクリークが網の白状に発達し，クリークに囲まれた水聞は昔ながらの

不整形な小区画が散在する状況のままであった。これらのクリークは農耕，漁業の水

路であっただけでなく，近江八幡市の市街地へと通ずる八幡堀とも連絡しており，か

つては琵琶湖舟運における重要な役割を果たしていた。現在では水郷めぐりの観光客

をのせて和船が運航 している。

前述のように，当初の申請では小湖沼やクリークを厚め立て，全域を園場整備の対

象とするものであったが，その後，他種の利用や環境 景観への配慮、から，図に見る

ように，湖沼部分や大きなクリーク水路は残されることとなっている。こうした環境

保全 景観対策に関する計画の修正の内容や経緯については3で詳しく述べる ことに

する。

対象となる315haに関係する農家は477戸であり ，この園場整備によ って， l戸当

りの団地数は整理前の5.7から2.5へ 1団地当りの面積は0.14haから0.25haへと集

団化される ことになってレる。なお，干妬地等農地整備とL、う事業の名称は， 10ha 

以上の干拓埋立を含む闘場整備事業であり ，修正された計画では24haのクリークが

埋め立てられる。

(3) 安土地区県営濯概排水事業

この事業は，上述の闘場整備対象地区315haを含んで，近江八幡市と安土町にま

たがる蛇砂川沿岸部の1,306haを対象に，琵琶湖からのポンプアップによって用水の

補給を行なう計画である。これは，北部では上述の掴場整備事業の前提条件として，

また南部でも同時期に計画されている河川改修と圃場整備にともなって要求される用
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第 2図 西の湖周辺闇場整備地区の慨要
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水施設の改良に対応して実施されるものである。

西の湖および蛇砂川の下流にあたる長命寺川に揚水機場を設置し，絞大で約 5m3/ 

secの水を取水する。長命寺川には渡会樋門があって，西の抑jの水位調整を行なって

おり，揚水機場は琵琶湖の水位低下を考慮して，この樋門の下流に建設されている。

水路は全部埋設パイプラインで，紛水機場で集中自動制御された水は， 26ヵ所の分水

ハノレプから配水される計阿となっている。

3. 圃場整備事業と環境保全景観整備

（！）内湖 クリ クをめくる種々の利用および環境的価値

1973年の事業申請から1979年までの全体計住民の策定にあたって，県の上i也改良当局

では，さまざまな方面と の調整が必要であった。 すなわち，行政サイ ドでは，この間

場整備と校行して県土木の蛇砂Jll・黒橋川の改修5十両，近江八幡市の刊の湖周辺盤備

の構想かあり ，また，西の湖およびクリーク水路の利用にかかわる業者 団体，さら

に琵琶湖を中心とした自然環境の保誕や水郷風景の保存を求める市民間体の要求も大

きなものであった。

西の湖lおよびその周辺のクリークの利用および環境的価値に関しては，次のよ。な

ものがあげられる。

①漁業 この水域における現在の漁業の中心はイケチョウカイを用レた淡水真珠の

禿殖であり，西の湖の水面のー音日を主主殖用の竹イカタが占めてレる。かつてさかんで

あった半農半漁的な 自家消伎を中心とした漁業は今ではほとんど見られないが，コ

イ，フナ，モロコ，ブラ y クハスなと’釣りの対象となる魚種が ~｝富に懐息しており，

釣舟業者が何軒か営業している。

②ヨシ加工業 凶の湖はじめ湖沼やクリ ークの岸辺にはヨ γ （7 ・/, 1~ ） が衛生し

ている。また，ヨ戸地と呼ばれるヨ γの栽楕地もある。これ らのヨンを利用して，古

くからヨ γズ作りなどヨンの加工業が発達してきた。近年少なくなってきたという

が，現在も数車干が常業している。なお，湖沼やクリークの水山il;t国有地であるが，ヨ

γ地は農地改革の対象ともならず，大規模な個人所有地となってレる。

③観光和l船 琵琶湖湖岸に残された最後の水郷地情でもあり．水郷めくりの観光客

が多く訪れる。 和船は八幡婦の入n近くに設けられた船着き場から， クリークや小湖

沼を経由して西の湖までまわってくる。ヨ y ' ？コモ，アヤメなと’の水牛他物群議の

中を縫いながら，尾形舟で食事も提供している。

④環境的価値 戦後の食糧増産のためさかんに行なわれた内湖の千妬によって，西

の湖は最後で最大の内湖となってしまってレる。内湖やその周辺のクリークは，河川

から流入する汚濁物質を滞南させ浄化する機能をもっている。また，；）＼.＇七随物の繁茂

する内治II周辺の浅瀬は魚類や昆虫頬の産卵 成育場所であり，銭琶湖の生態系の裂と
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も言える。さらに，そのような豊富な水中動物と植物群落とか野鳥の楽園を形成して

いる。こうした動植物の宝庫という 良好な向然環境とそれの作り出す風景 景観が観

光資源ともなってレるのである。

12) 全体実施計画策定にむけての調整

以上のような$から③の利用に対応してそれぞれ利益を代表する漁業組合や和船組

合などの団体があり，環境の保議についても地元を中心に多くの市民団体か活動 して

レる。直接的な利害関係の調整：:t①から③の団体との交渉が中L、となり守特に計l由l策

定段階におL、てほ，環境保護市民団体は直桜の交渉対象と（土ならない場合が多し。一

般に，環境的な価値が直接的な利益として認知しにくいものであり ，その内容が広範

かつ多岐にわたるため利益を代表させる ことが難しレからてある。

事業にあたって直姥的な利害については交渉ー 調整の結果なんらかの「補償Jの策

か講じられるが，それ以外のものについても，当然のことながら．交渉 調整の対象

になりにくいからといって無視してL火、というものではなレ。したがって，この事例

におしてもそうであったが，地Ye住民のf＼＇；｝＜ としての市町村の存在が重要な役割を担

っている。また，事業者と；工L、L、ながら本来中立的な行政機関としての卵、当局の変勢

も重要な要素である。

近江八幡市で：；！：＿以前から市民運動と市主i局が協力して水と緑のまちっくりをめさし

てきた背景があり，内の湖悶辺の環境 景観にも大きな関L、を寄せてL、たこともあっ

て，この計画に対する市の発言は 環境 景観に関する市民の要望をかfε り適切に反

映しえたものと思われる。近江八幡市の環境 景観への取り組みと この計画への関与

について：H.で述べる。また．環境的な価値につL、て；工．漁業や観光的な利用におい

ても，水質保全，良好tc自然景観の保持なとがその前提条件となってレるのであり，

上記の利益｜司体もまた環境保護111体と一体化した干張を行な〉こととなる。

このほか県土木で［1i］時期；二計［lhjされていた蛇砂川 黒橋JI［のjoj川改修；二関してl,t;'、行

政内部での調整が行なわれた。この河川改修は多 くの派川やクリ クに分かれて西の

{/illの流入してレた両川を整理するもので，県内部での相当部門；I異なるものの，工事

の性格と して町工こ のJ地改良事業と一体のものである。

策定にあたって実際の調整の舞台となったのは，滋賀県．近江八幡市，安土町，水

資源開発公Illからなる「西の湖関連事業倹討協議会J( 1976司発足）であった。受益

（，・たる農民の意向．手ljz関係者の漁業者，観光業おの主張．てして自然保護や景観保

全に関する I「i民のF誌などが，この「検討協議会」において行政吋局 機関によって代

弁され調整された。
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(3) 全体実施計画策定における基本項目

「検討協議会」の調書主の結果，全体実施計画の策定にあたっては次のような諸点が

基木項目とされることとなった。

① ヨン群生地は現状のまま保存する。

② 湖沼部分の埋立凌撲は行なわず，湖沼聞は水路で連絡する。

③ 道路は舗装せず，幅 2mの緑地帯を設ける。

④ 橋梁の設計には景観上の配慮を行なう。

⑤ 観光和船の通行する水路では， コンクリートが水面下にかくれ岸辺がヨシでお

おわれるよう護岸に工夫をする。

⑥ 用水路は地下埋設のパイプラインとする。

⑦ 地区内と周辺をめくるサイクリノグ道路の用地計画に協力する。

こうした項目の線に沿って当初の機想を見l白一 L，環境保全 景観整備を取り込んだ

実純計画の策定が行なわれた。その結果，小湖泊 ヨシ地部分は図場整備の対象から

除外され， クリークの埋立は24haへと縮小された。 また景観を維持するだけでな

く，積極的に景観を整備する工夫も計11t1jに取り入れられた。環反 対観対策の具体例

については次の（4）で触れる。

しかし，闘場整備がクリーク地帯の抜本的な変更であることは変わりなく，従来の

環境や景観に変化が生じるのは当然である。したがって，その変化が泊容できるもの

か否か，そしてそれをだれがどうやって決めるかが問題となる。これは，環境か開発

かと L、う 単純な二JCJ：命から 4 歩進めて，実際に開発行為の中に環境や景観の保全を取

り入れ，それらを両立させようとする作業においては，つねにつきまとう問題と言え

よう。

事実，土地改良法に主主つく この計聞の概要公告に対して，「滋JAt県環境会議J，「よ

みがえる近江八幡の会」，「沖の島漁協」，「杓I船組合」から異議申ι，1：カ‘県に提出され

た。西の湖とその周辺は農民のみでなく県民全体の財産であり， その水質に悪影響を

'i・えるクリーク埋立は中止すべきである，とレうのが市民団体のト娠であり，漁業と

平II船組合はそれぞれ魚煩の産卵繁殖場所の点火 観光価値の減返からJi.対の立場合表

l列した。

これらの異議中 Li正てほ県の裁定によ ってともに却下された。すなわち，市民団体

に対して：主， 異議巾 し立てができるの：t利低関係のあるも のだけであるとして，ま

た．漁協と和船組合に対しては，すでに充分な借置が講じられてレるとして，であ

る。この裁定につL、ては，事業者である県自らが下したものであり，議論の余地がない

わけではない。特に， JJ'..議の申し立てカ、直f妾的な利害関係者のみにI浪られるとすると，

y袋庁’iや景観に関してl主fr政の姿勢次第とL、うことにな り泊、ねないj’
i’·1~義中し立ての上張l上さきの環境 景観への配慮泊：L、まだ充分でt工ないと L、う 立
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場，あるいはそもそも現状の変更はまかりならぬという立場である。ニの点について

は後に考察を加えるとして，この事業において，計画策定にL、たる段階で県当局が当

初構；怨の思い切った見直しを行ない，環境保全と景観対策を従来から見ればかなり大

胆に取り入れた計画を作成したとし、ぅ ：.＇f.は，確かに一歩前進であると評価できるであ

ろう。

(4） 環境景観対策

前記の基本項目をうけて，次のような環境 紫観対策が計画におりこまれた。これ

らについてはすでに1i1n2，奥山引が詳しく述べているので，ここ では簡単に触れる

こととする。

①湖沼 ヨν群生地の保存 湖沼部分とヨ ンi洋生地：.tそのほとんどが対象区域から

除外され，そのまま保全されることとなった。やむをえず；十ずられたヨン群生地！：t.

総面積167haを維持するよう移摘されf.:_o

②植生護岸 観光干11船の舟航する水路の護片’は，穴あき連結7ロックを用して穴あ

き部分に縞物の成長がr可能とたるようにした。 l事後 2年iまどで夏に：.tコンク リート

がかくれるほどに ヨνなどの成長が見られた。

③橋梁の修景 地L正内；こ：工14ほどの橋があり，これらの橋；ニ修景上の工夫が加えら

れた。 擬木製のあるい：主木で彼覆した高欄や橋脚，橋：「たをカ‘く す木のおおい，橋周

辺の石積み議j手など．鉄とコ ノクリートが全一白に出るのを医1））監：ナている。 これらの

景観整備対策の費用：.t，昭和58年度の焼田橋が「美しレ町をつくる 1%事業」による

県費の上乗せによったiまか．ィ大年度以降（.t『風景条w1uの制定；こと もなう 「修景保全

対策事業」によってLゐ。

②黒橋川の観水施設 黒橋川：工河川改修によって川隔が広：干ら才l，議岸も思｜占！なも

のとなる。この護岸の一部を間伐材を)flいて修景し， また階段状の部分をつく って水

辺への接近がuJ能なよう ．こ Lている。これも「修景保全対策事業jによるものである

が，本来なら：i七木＋イドの河川改修にとも なう工事であると ころを， 土地改良サイ

トが「修景」を一手；二ひきうけて行なっている点が特徴的である。

⑤道路の緑地帯 揃栽幅 9mの幹線道路に幅 2mの緑地帯を設：t' ；；ゲ， .. / '/ 

ジ。サクラなどの苗木を植えた。これには 「：じクジ緑化事業」による苗木の提供のほ

か. rli民による植樹も 行なわれた。

4. 滋賀県および近江八幡市における環境。景観への取り組み

{I) 滋賀県における環境保全 景観整備のための制度

京阪神の水がめとして琵琶湖の開発が進められる－）jで，琵琶湖の水質維持が大き

な問題と なってきた。全国的な水域環噴の悪化とL、う情況の中で．滋賀県では全同に
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さきカ抱けて，琵琶湖条例の制定，粉せっけん使用の推進といった，行政と市民団体と

が歩調を合わせたj主動が見られた。行政および市民ともに，環境問題に関してはかな

り先進的な認識がれわれていたと言えよう。

景観に関しても， 1984年に 『風最条例」（『ふるきと以伐の風景i'’jり育てる条例LiI 

が制定される。良好な景観を保全し形成してL、くためには資金的な災十lvナカ‘必要であ

り，条例に基ついて「修景保全対策事業」も制度化された。 こうし犬二・t；業制度It，公

共事業におして景観的配慮のための 1%上乗せを行う 「美しい町をつくる 1%事業」

として以前からもあり，県教fik員会か事業の’S手査をiitcっていた。二jtか 『風；；：条

例』の巾に体系化されたのが「修景保全対策事業」と，－，－えよう。前j主の景観整備はこ

れらの事業制度による県費補助~使って行たわれた。

（参考）『ふるさと法賀の風景、合守り育てる条例』

「風景のもつ多 1Ili的な価値を，i.~..識しつつ，経済の活n化合促し，品！111をより裂かな

人間＇Hfの場とするため．水 と似合中心とする自然とIt"＇と（（］x.化J立体．まちなλが調

和した｛佐賀の景観を保全し，修復L，創造 していくため，総合的な施策を展開 lする

ことを 11的として， 1984年に；j;IJ＇よされた。条（？ iii工10章40条からなり，；；T観形成地域の

指定．景観形成基準の設定， irt；の届出，京、縦形成主主＇V＇のj唾守のための知事のJfr1与

助戸．’F識経験者による景観揺＇・議会の設置．肢体 I的援助 経費の 川補助 ー資金の融

資なとh・その柱と伐つている。

(2) 近江八幡市の 「丙の湖問J!l整備五十l山iI 

前述の 「西の湖l関連事業検討協議会」における調書きは， t二地改良事業に関するもの

だけでi工仕く， i11f川改修計画や観光開発，漁業 ヨンIJll！の地場産業の育成なとも合

めてぷ＂命されたもので，そこでの合意をうけ』て．出の iNJI河辺の全体的な整備構忽力、近

江八幡市から出されている 70 そ4こで；I，「内の湖の主主、まれた自然環境の保全を 1_11民

として，その資似合 1E しく，イJ~1Jに利用することにより ， 西の湖周辺の総合的！dlfll'モ

合計り，住民福祉の r~J上と，、ul地域の均衡と調和のとれた発展」 が基本的な目標とさ

れ，／nj川改修， iJI主改良事業，大規模自転車道建設計1d1jえども包冷し た全体計画iとさ

れている。目標実現のための，ti1il11(I「保全 （主 もる）｜と 「活用 （＇、カ＇ti」の 2つの

柱からえ仁っている。保全計画l，活用計画ではそれぞれ次O),f/'j，育、が基本的事項とされて

L、る。

保全計画（まもる）

①自然保護の優先 魚介類好烏の保護，景観保持，緑地保全。

②クリ クの保全 土地改良事業との調整。

③ヨン群生地の保全 ヨン地l白j積の維持，現況での保全。



80 

④水質。水位の保全 水質は現状維持を最低とし改善。水位は植生真珠養殖の維

持のため琵琶湖基準水位の±0.3mの範囲。

⑤文化財保護 周辺に数多くある遺跡文化財の保護，郷土資料館の活用。

活用計画 （＇、かす ）

①水と緑をL、かした自然公園の整備。大規模自転車道路の建設，サイクリングによ

る水郷めくり。舟溜まりの設置，湖上遊覧。

②自然環境の保全ー保護，総合老人ホームの建設，文化財の保護などにより，市民

のやすらぎの場，健康で知的な生活を楽しめる空間を開発整備。

③西の湖周辺の農業振興。用水改良，農道整備，土壌改良，区画整理など，総合的

な土地改良。

④真珠養殖の母貝確保のための人工母貝生産施設の設置，人工養殖技術の開発。栽

培漁業への脱皮。

⑤蛇砂川の改修。西の湖水位の保持，水質保全等，自然環境保全上の配慮。

以上のように，恵まれた水と緑の環境の保全と農業ー漁業 ヨン加工などの地場産

業の発展とを調和させながら，水と緑をベースに魅力ある地域づくり，観光開発を図

ろうとしている。

こうした 「水と緑」の重視の姿勢は，西の湖周辺の土地改良や河川改修がもちあが

る以前からすでにあらわれていた。前述のように，滋賀県全体が琵琶湖の水質を契機

として，一般に環境に高い関心をもつようになっていたことのほかに，とくに近江八

幡市においては， 「八幡堀」の問題をめ くって 「まちっく り」とからめた環境・景観

問題が議論されてL、た。

(3) 近江八幡市における 「水と緑と文化のまちづくり」

近江八幡市は豊臣秀次の城下町，近江商人の本拠地として知られる，人口 6万強

(1980年）の商工都市である。八幡堀は秀次の八幡城築城に際して掘られた水路で，

東方で西の湖と西北で琵琶湖と結ばれており，城郭の堀のみでなく運河としても重要

な役割を果たしていた。堀の両岸には数多 くの倉が軒を並べ，近江八幡は琵琶湖水運

の拠点として繁栄していた。この八幡堀も時代とともに，運河の使命を終え，無用の

長物，さらには汚水の流入とへトロの堆積によって厄介物へと変わっていった。とく

に都市化の進展した1960年代には，周囲への公害発生源として，埋め立てがさかんに

議論されるにLイこった。

そうした中で，まず市の青年会議所が，八幡堀に新しい価値観を求めて，八幡堀の

淡諜 復興を呼ひ、かけた （1969年）。 市民への署名などをとおして，市民の清掃作業

など自発的な運動も活発化し， 当初埋め立ての方向にあった市当局も淡諜 ー保存へと

動かされていった。こうして八幡堀の全面淡深工事とその保存が実現したが，それに
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とどまらず，これを引き金に市民組織「よみがえる近江八幡の会」がつくられ，町並

み保存，年金保養基地の誘致など，文化遺産や環境の保護を納にまちっくりをめざす

運動を展開することとな った。このまちっくりの動きは， rfi行政と市民運動とが合体

する形で，「水と緑と文化のまち」 をスロ ーカンと した 「水線都市』モデノレ地区の整

備（国土庁指定，1983年から）へとつながっていくのである。なお， 市民運動が市行

政当局を動かし，市民主導型のまちっくりへと 向かっていったこの間の事情について

は，市の文書店｝にも率直に述へられている。

こうした事情を背景に西の湖関連事業の検討が進められ たのである。したがって，

「検討協議会」 における近江八幡市の立場は，環境や景観に関して住民運動の意向が

かなりの程度反映されたものであったと考えられる。今日の闘場整備事業において，

事業計画の概要公告以前に，全体計画策定段階で従来になく 大胆な環境 景観対策を

とりいれることになった背景には，以上のような市民の活動とそれをうまくとり込ん

だ市行政の姿勢かあったと言えるであろう。

5. 考察および総括

(1) クリーク地，常の自然環境にかかわる利害関係につL、て

水陸の不分明な湖沼周辺部におし、て，クリークの形成とその存在は農業開発の歴史

そのものであったが，営農の機械化 近代化の動きはこうした地帯におレてクリーク

離れを促進するものであったと言えよう。段業の近代化 機械化を進める上で， 7Jljの

用水源の手当がな されるならば，ク リ ク:1もはや厄介物でしかなく， 残有する小湖

沼とともに県め伝ての対象とするこ止が農民の要求としてll:lされるのである。そこで

提示された農業近代化にと ってのク リークのデメリヅ ト＇.t次のような ものであった。

①道路整備の問書物，②多大な面積を占める （農地への転問），③農地を分断 し，集

団化を阻害する，④維持管理の労力がかかる，などである。

それに対して，他の業者や住民にと って．クリーク地帯：主おおむね次のような農業

以外の機能や価Ii値をもつものと認識されている。①観光利l船の通路， ②ヨ〆の成育

地， ③魚介車両の応卵ー成育場所， ④水質浄化機能， ①）！瓜）；！； 景観，観光的価値，⑥地

域開発 風土形成の象徴と しての}ff史的教育的価値，などである。 そして，経済から

文化 教育まで合むこれらの価値や機能は分害ljしがたく， クリ ーク地帯のまるごとの

白然環境や風上の中に存在するものと考えられてレる。

一般に，開発にともなう利害対立の解決としては，uドの 3とおりのケ ースが考え

られるであろう。

a 対立する利宮について金銭で処理する。補償金，協力合，感謝料な どの名前

で，逸失利占立の補償や実質的な悼平ljの売貿を行なう。

b 計凶lの全面撤回，現状の維持。
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c HI百lのー音L縮小，利害調悠対策，環境 ー景観川策の導へ。

このほか司「泣き寝入り」を強L、るというのも現’だに（主存（I：するが． これ：主解決で

:1なL、のでここで；主除外しておく。これらのうち．環療や景観カa問題と icる場合；こ；工

aの金銭による解決；工11司難である。そもそも，金銭を離れた とニんに環境保護の！張

の存在価値がある主考えられる。また， JJ~ 業的な開発の場合；二：主多額な金銭負 ;tI-1ーをま

かない難L、と L、う点もある。

ドl 然環境に関する l張が．開~と両\J：できず非妥協的であ・J またそれが充分た似

拠を有するのであれ；主 bが最長の解決策と言えよう 3 しかし ．今回の，¥I画：工撤I口］さ

れることなく．埋め 1'J:ての臼；縮小，環境保全 景観整備の対策など．吋初構想、合修

1F して実施に付されたが‘それに対して， 概要公~·；に主J Fる＇／（ ，渓申し立てに見られる

ように，これらの対策で：エ納得させられt.n、部分もまだ存frしているのである。

計画にとり入れた環境・景観対策が充分機能するか，さらに改良の余地：まないかー

など今後の課題とされるところも多く ，より 良L、対策を検討して L、かね（正ならない

が，自然環療保護のT張；こv土．そうした伐術的解決のλでかた～かなL、点会合んでい

る。一般に，自然環局保護の1長の特色Ii，自然の－JI代替的tct'主倍， 「かけがえのな

い自然」としう市、にあり． したがって，fl:々 にして守人工を加えないまゐごとの保ff

が要求される ことになり，そこ；こは肢体r(l'J解決の：;!:.l、『］込む余地がなく tcる場合も多

L、。こうした考え方法lムく｜主11'心こ浸透しており， u也改良事業においても，今後場合

によって：1. bの選択を強しられるケースが生まれるカ‘も知れない。 f主術的改良の課

題とともに この隠の問題：ニ対する柔軟仕事I応がい→ぞ う要求されるものと思われ

る。

しカ， L. 今回の場｛；－において：土，まることの保進i二；工無理カゐあ；） .環境 景観；こ配

慮しつつ IJ也改良を彬進したこと：;1:.ある科度適切な選択であ ＿，たと考えりれる。なぜ

f工ら，対象となるクリーク地千i；が手つかずの自 然、で；工なく， C~l＇；＇；ヵ：営々として築して

きた生産の場てあり．また. ~l（を主とした維持管Fl'労力のn: へ；こよ， 3 て保持されて

しる自然 景観だからである。良民のみのものでなく，地域令休さらには県民全体の

Hオ庄であるの：主確治・であるが． それをささえているの；主民民である． と L 、。〉点：主 •F'll'

である。まるごとの保護があくまでも袋ぶされるとすると 逆，ニ 農業の近代化を妨

: Fることに対する補償。維持制・Jill負担の代償が必要となろ 7。他部門からの補助によ

って観光良業としてやってL、くのでないかぎり !'! iL的な農業経質；こと》て営農近代

化のための開場整備：工イ、可欠であり 民家の悶場移備への則作tきわめて強いものて

あった。防毒えの 一部に： t. 今ド •Iの環境 対：観対策はやりすぎて．も っと徹底した｜制場

整備を求める声もあ J たとレうが，そうした巾で．環境 景観；ニ士、Iするi仏大限の配曜

会はらった｜創場整備の計画がつくられたニとは百：義派い ことであったと szえよう。
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(2) 環境保全・景観整備の内容について

ー般に，環境 景観対策はその性格から考えて，次の 3つの概念に分類できるであ

ろう。

a 保存 自然環境自然景観の現状保存

b 機能補償 環境景観の機能の復旧・代瞥

c.価値の創造 新たな環境景観の形成

すなわち， aは現状の維持であり， bはマイナスを均める行為，cはプラスアルフ

ァを求める行為である。

今回の事業におり込まれた環境－景観対策は， 前述のよ うに，次の 5項日に代表さ

れる。すなわち，①湖沼 ヨシ群生地の保存，②植生護岸，③橋梁の修景，④黒橋川

の親水施設，⑤道路の緑地帯 植栽，であった。 これらを見ると，今回の事業には上

のa,b, cのすべてが含まれていることがわかる。

必ずしもひとつの対策がひとつの意味をもつものではないが，だいたいのところ，

①は aに（ただし，ヨ シ地面積確保のための移値は b），②は bにそれぞれ対応し，

③から⑤は cの意味合いが強いと考えられる。すなわち，小湖沼やヨンl也など，環境

的な価値の高く機能補償の困難なところはそのままに，再編される水路については岸

辺の植生による自然環境 景観の再現を図り，さらに，橋や道路，河川の岸辺など，

新たな施設や空間については付加価値の創造を求める， とL、う構造になっている。

今回の事業においては， 上記のa,bについて従米以上の配慮泊、なされただけでな

く， cの新たな価値の創造に大きく踏み込んだ点で新しいと 言える。マイナス面を補

償しきれず，プラスアルファの部分で補うと L、う側面があるかも知れなレが，そうい

う場合に限らず，土地改良にともなう施設や空間を，農業生産の単一機能のものでな

く，多面的機能をもったものとして整備していくことは，都市化社会における今後の

土地改良事業にとって重要な仕事であると思われる。

前述のように，③から⑤の整備にあたっては，「1%事業」や「修景事業」の県費

による上乗せの制度が使われた。 今後さ らにで卜地改良事業の中で環境・景観整備を全

国的に進めていくためには，各県および国においてこうした財政的補助の制度を充実

させることが必要である。

(3) 先進的事業の背景

今回の闘場整備事業は，全体実施計画策定段階で当初構想の見直しを行ない，直接

的な利害に対する補償的なもののみにとどま らず，圃場整備事業の中に積械的に景観

の形成，環境の維持 保全を取り入れた点で，今後の土地改良事業のあり方を示す先

進的な事業であったと評価できる。このような先進的な事業を n［能にした背景として

は次の諸点があげられる。
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①市民活動の高持 琵篭湖の水質保全I~:J題を中心とした全県的な環境問題への関心

の高まりがあり ，とくに近江八幡市では，八幡堀の復興を契機としたまちづくり運動

が活発化していた。

②近江八幡市当局のまちっくり への取り組み 市民活動のifi発化をう（十て，市吋同

も水と緑を重視したまちっくりへとのり ／Hすこと となった。

③環境 景観；二対 Fる先進的な県の制度 琵琶湖条例 風景条例なと＼水質保全，

環境保護，景観保全の先駆的条例を制定するとと もに， 1%事業 修景事業など保

全 整備のための財政的な裏付けとなる告IJ度も用1きした。

④県土地改良当局の積極的な対応 突純計画策定にあたって．県土地改良当局l:t各

方面との調整につとめ，当初j構想を大きく見直し，環境 景観への配慮を従来になく

とり込んだ計画を策定した。その際，1%事業や修景事業の市lj度が活用された。

以上のように，地定住民，その代弁者でもある市町村，オ地改良と環噴 景観にか

かわる制度，土地改良当局のそれぞれが好条件を備えており．そうした好条件が今同

の先進的事業を可能；こしたと号えられる。

とり入れられた環筑保全対策 景観整備が妥当なものであったのか，またそれらの

維持管理は今後どのようになされるのか，といった点：工課題として残されているが，

それへの解答iこ；工こうした試みがL、くつか蓄積されるこ主 カa必要であろう。

しかし．しずれにしても，この種の事業の実現や評価，説、題の解決のへ←ス と＇＂－る

のは地域的なコ／七／＋スであるように.＇！.＇，われる。コン七／サスを形成するための関

係各方面の努力カ aまずもって最安であり，それを補助する制度の充実か.Q'..要であると

考えられる。制度の充実で；土。利害のl列｛1在でない環境 景観に対して；工財政的な災付

げを与えることがキ ポイントとなると思われる。また．行政の姿勢次第という現状

の弱点を考慮する と。上地改良事業にもアセスメ／ ！の制度の導入力必、安と されるか

も知れないが．こう Lた制度的充実があったにしても，地践の特性をゴかし，地h或の

発展を実現するための住民および行政の .l'G 責｜！な姿勢こそが i宗•.＇ .i、となるのは言うまでも

ないことである。

なお．今｜ロlの調査の健全をなえて くださった農林水産省と．調査にご協力をいただ

L、た滋賀県の関係件付、ならびに，本稿のと りま とめにあたって貴重な心唆をL、ただ

レた志村昨康教綬 中村良太助教授；工 じめ東京大’F農業水利学研究室の諸氏；こ対 し

て， ここ に記して感謝巾し上：干ます。
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