平成１９年度秋田県環境審議会第２回八郎湖水質保全部会
１

開催日時

議事概要

平成１９年１０月２９日（月）
午後１時〜午後３時

２

開催場所

秋田地方総合庁舎６階大会議室

３

出席委員

片野登部会長 、近藤正委員 、齋藤恵美委員 、佐藤敦委員 、杉本八十治委員 、
田中宏 樹委員 代理木村 充氏、 西村敦子 委員、 羽田守夫 委員、 保科武毅 委員
県：加藤生活環境文化部長、佐藤生活環境文化部次長、
桑原生活環境文化部参事兼環境あきた創造課長、
菅原環境あきた創造課八郎湖環境対策室長、ほか関係職員

４

議

事

諮問第９号
八郎湖に係る湖沼水質保全計画の策定について

５

質疑（意見）の概要
【事務局から「八郎湖に係る湖沼水質保全計画骨子（案 ）」について説明 。】

○委員
概ね２ ０年 後を目途 に長期 ビジョン の達成 を目指す とあり ますが、 ２０年 後とした 根拠
を教えてください。
○県
いくつ かの 対策を挙 げ水質 保全を進 めます が、その 対策の 効果が出 るのが 概ね２０ 年後
ということで設定しております。
○委員
下水道 接続 率の平成 ２４年 度の目標 値を７ ５．５％ として いますが 、何か 具体的な 数値
があってこの数字が出てきているのですか。
○県
これ数 値は 、各市町 村から の聞き取 りによ り積み上 げした 目標値で す。そ ういう意 味で
は 、県と 市町 村が連携 して、 接続率の 向上を 図ってい かなけ ればなら ないと 考えてお りま
す。
○委員
農業集 落排 水施設の すべて の施設を 窒素及 びりんの 高度処 理に対応 し施設 にすると あり
ますが、予算的のもかなりかかると思います。その辺の見通しはどうですか。
○県
排水規 制が 来年の４ 月１日 から施行 され、 その暫定 期間が ５年とい うこと ですので 、５
年 以内に は高 度処理タ イプに しないと 、基準 を達成で きない というこ とにな ります。 既設
の １３処 理場 を高度処 理タイ プにしま すと、 大体５億 ほどか かり増し になり ます。こ れに
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つ いては 、現 在、県の 補助金 がなく、 市町村 からの要 望が出 ています ので、 嵩上げの 予算
要望をしていきたいと考えております。
○委員
浄化槽 につ いても、 窒素処 理タイプ に替え るという 話です が、どの ように 推進して いく
こととなりますか。
○県
浄化槽 は、 窒素・リ ンの両 方を処理 するタ イプです とかな りのかか り増し になり、 普及
促 進が難 しい と思われ ること から、そ れほど かかり増 しにな らない窒 素除去 タイプの 浄化
槽 を流域 内に 普及させ ていき たいと考 えてお ります。 これに 関しては 、市町 村に対す る支
援というような形で何らかの促進策を県としても取り組みたいと考えております。
新設の 場合 と、あと は単独 浄化槽か ら合併 浄化槽に 切り替 える際に 、窒素 除去型浄 化槽
を設置するということです。
○委員
エコファーマー認定数を６年間で大幅に増やす予定となっておりますが 、農家側のメリッ
トと、どのようにして大幅に増やしていくのかお伺いします。
○県
エコフ ァー マーにつ きまし ては、そ のメリ ットは２ 点ほど ございま す。一 点は、税 制上
の 優遇措 置、 それから もう一 点は、農 業者の 方の借り られる 農業改良 資金の 償還年数 が延
長されることであります。
認定数 の拡 大につい ては、 八郎湖の 水質改 善も環境 の改善 も活動の 一つい ったよう な広
い捉え方で理解を得ていきたいと考えています。
○委員
防潮水門の試験は、どういう考えで実施されるのですか。
○県
試験は 、元 々負荷が 少ない 、雪解け の水も きれいで 、海へ の影響が 最も少 ない３月 に実
施 したい とい うことで す。将 来は、半 自動運 転システ ムみた いなもの で外潮 位と連動 させ
て 、あま り自 然に逆ら わない 状態で運 転する というこ とも検 討してす るとい うことで 、そ
の参考として、この時期を選んで試験を行っています。
○委員
雪解け 時期 に水門を 開けて 水を流す という ことは、 何を期 待してい るのか 、ちょっ とわ
か らない です 。雪解け 水が入 ってくる こと自 体で八郎 湖の水 質濃度が 随分低 下します 。そ
の 時期に あえ て水を出 さずに 、きれい な水は 貯めてお いた方 がいいの ではな いかと思 いま
す。
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○県
水位管 理の 規定では 、プラ ス５０セ ンチメ ートルで すが、 これを３ ０セン チまで下 げる
と １回で ８百 万トンの 水量に なります 。ある 程度、風 などで 撹拌、混 合され ますが、 それ
を 何回か 入れ 替えるう ちにき れいにな ります 。それを 大体１ ０回ぐら いやる と、８， ００
０ 万トン 、１ ２回やる と１億 トン近く なるの で、試験 しない と分から ないで すが、ま ずそ
れなりにきれいになるのではないかと考えております。
○委員
西部承 水路 の流動化 につい ては、逆 に、循 環による 浄化能 力を生か すチャ ンスを弱 めて
し まうこ とに なります 。中干 し時期、 非かん がい期そ れも雪 の降る前 、そし て、雪解 けの
水を西部へ回せないかというご提案ですが 、この３つ目の雪解けの案は私も考えていなかっ
た のです けれ ども、今 ご意見 を伺い、 非常に 重要なも のだろ うと考え ていま す。この 時期
に 、１週 間ず つぐらい に３回 に分けて 今の量 の半分で も、か なり効果 が出て くるので はな
い かと思 って います。 今後検 討してい く中で 最善の方 法を見 出して頂 ければ と思いま す。
○委員
方上地 区の 自然浄化 施設に 関して、 浄化す ると汚泥 が沈着 すると思 います が、その 汚泥
の 処理を どう いうふう に計画 されてい るので すか。絶 滅危惧 種等がい ると書 かれてい ます
が、その辺に対する配慮はどうなっているのですか。
○県
汚泥対 策に ついては 、その 汚泥をス トック しておい て、最 終的には 中央干 拓地内に 農地
還元等々に使っていければと考えております。
絶滅危 惧種 について は、植 物あるい は野鳥 に関する 専門家 の意見を もらっ て配慮等 につ
いて考えています。
○委員
外来魚 の捕 獲ですが 、対策 の必要性 はわか りますし 、循環 型システ ムに組 み込んで いく
意 義は非 常に 重要だと 思いま す。基本 的には 賛成です が、実 施の面で 、内水 面漁業を 何と
かサポートする形で実施してもらえないかお願いしたい。
○県
先週、 内水 面漁協、 それか ら大潟の 土地改 良区、大 潟村も 含めて関 係者の 会議があ りま
した 。今年の幹線排水路での捕獲は農地・水・環境保全向上対策の活動組織で行なうメイン
対 策にな って おり、漁 協から は全面的 に協力 するとい う快諾 を得てい ます。 来年以降 は、
幹 線排水 路だ けではな く、調 整池や、 東部承 水路、西 部承水 路で捕れ た外来 魚も魚粉 リサ
イ クルす るこ とで合意 し、漁 業者への 賃金、 船とか網 の借上 料とかは 今後、 もう少し 詰め
て いきま しょ うという ことに しており ます。 漁業者と 農業者 がつなが る形に なりそう なの
で、是非成功させたいと思っております。
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○委員
流出水 対策 地区にお ける重 点的な対 策の具 体的な進 め方に ついての 案とい うのはあ るの
でしょうか。
○県
大潟村 とは 、色々協 議はし ているの ですが 、支援策 として は農地・ 水・環 境保全向 上対
策 の中に 推進 協議会と いうの があり、 そこが 核になっ てこう したもの を行っ ていくこ とに
な ります 。い ずれそう いう活 動組織と 村がで きるだけ この計 画に合う ような 形の年次 計画
で 協定書 を結 んでいた だいて 、５年後 には、 そういう 水質に なるよう に活動 していた だけ
れ ばと。 今後 、いずれ 大潟村 とは協議 するこ とになり ますが 、最初は そうい うことで 進め
ていきたいと考えています。
○委員
６年計画ですけど 、計画が進んでいるかどうかというチェックは６年後に行うのですか 、
それとも途中の期間で計画されているのですか。
○県
計画期 間は ６年間（ 実質５ 年）にな るわけ ですが、 毎年度 毎年度で どれく らい効果 があ
る かとい うの は、なか なか難 しいとこ ろもあ ろうかと 思いま すが、毎 年度の 結果が出 てき
ま すので 、取 り組みが どこま で進んだ かとい ったあた りをま とめまし て、次 年度以降 の対
策に生かしていきたいと考えております。
○委員
水質汚濁対策等の調査研究体制の整備は、どのような体制を考えているのですか。
○県
例えば 、水 質データ を取る ポイント や頻度 、そして 、その データの 見方と かについ て、
外 部の機 関に 委託して 調査を 行っても らうと いうやり 方もあ るでしょ うし、 そうでは なく
て 、果た して 設置でき るかど うかまだ わから ないんで すが、 他の湖沼 に見ら れるよう に、
専 属に八 郎湖 の水質を ウォッ チしてい く人を 置いた方 がいい のではな いかと いう両面 で考
え ていま す。 来年度か らの予 算に絡む ので、 今、最終 的にど ちらがい いのか という結 論は
出ていません。各先生方にも、ご相談させていただきたいと思います。
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