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1. ビジョンの基本的な考え方  

1.1. ビジョン策定の趣旨  

諏訪湖は長野県の中央に位置する県内最大の湖であり、諏訪地域はもとより長野県のシンボルとな

っています。その流域内には八ヶ岳中信高原国定公園をはじめ自然環境に恵まれた地域を抱え、本県

の文化観光資源として重要な役割を果たすとともに、諏訪地域の歴史・文化を育み、人々の生活を支

えてきました。 

しかし、1960 年代には、社会・経済活動の発展や人口の増加に伴い、諏訪湖への産業排水や生活

排水の流入量が増加し、水質汚濁の進行や富栄養化＊による ＊の異常発生など様々な環境上のアオコ

支障が生じました。そのため、1970 年代頃から、諏訪湖に流入する汚濁負荷＊の低減のための流域

下水道の整備、湖内に蓄積した栄養塩を除去するための底泥の浚渫＊に着手しました。また、1986

年(昭和 61 年)には湖沼水質保全特別措置法（以下「湖沼法」という。）に基づく指定湖沼の指定を

受け、1987 年(昭和 62 年)以降６期 30 年にわたり諏訪湖に係る湖沼水質保全計画（以下「湖沼計画」

という。）を策定して水質の改善に努めてきました。こうした取組の結果、近年は全りん＊が環境基

準＊値を下回る年も見られるようになり、アオコが激減して透明度＊が向上するなど、泳ぐことがで

きる程度まで水質は改善してきています。 

また、諏訪湖では、古くから何度も洪水被害を繰り返してきたことから、1967 年度(昭和 42 年度)

から治水整備を進め、1992 年(平成４年)頃には湖周を人工護岸化しました。しかし、1989 年(平成元

年)に住民主導で開催された「日独環境まちづくりセミナー」を契機として、水辺の景観、親水性へ

の対応や岸辺の生態系の復元による水質の改善、水辺のヨシ等の抽水植物の復元など、諏訪湖の生態

系の回復を求める気運が高まり、1994 年度(平成６年度)に水辺整備の基本構想である「諏訪湖の水

辺整備マスタープラン」を策定しました。このマスタープランでは、「昭和 30 年代の諏訪湖の原風

景」を参考として、治水、観光・レクリエーション、景観、自然環境の観点から湖畔を８つのゾーン

に分け、水辺の再自然化・整備の方針を示しました。現在、その進捗は約 90%に達しており、ボー

ト、ヨット等の水上スポーツや湖畔のジョギング、散策などのレクリエーション活動が活発になるな

どの成果が見られています。 

しかし、近年の諏訪湖では、アオコに代わってヒシの大量繁茂が課題になっているほか、貧酸素*

水域の拡大や、2016 年(平成 28 年)７月にはワカサギ等の大量死が発生するなど新たな課題が生じて

います。また、水質が改善される一方で、漁獲量が減少するという現象も生じています。諏訪湖の湖

畔は水辺整備マスタープランによる湖岸の整備によりスポーツや健康づくりの場としての利活用も

進んできていますが、更なる利活用の促進や諏訪湖を活かした観光振興の推進も求められています。 

一方、住民の諏訪湖に対する意識をみると、水質が改善されるにつれて諏訪湖への関心が低くなっ

てきているとの声が聞かれます。生態系豊かな自然湖岸の減少、ヒシの大量繁茂や低い透明度などに

より、流域の住民が諏訪湖と直接的に触れ合うのは難しい状況にある中で、住民の水環境への関心を

高め、諏訪湖の環境改善の取組を県民協働で進めていくためには、諏訪湖の水環境の恵みに直接触れ

る環境教育や湖面利用を積極的に進め、湖と流域の住民との関係性を再構築していくことが必要です。 
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こうした課題の解決に向けて、県では、2016 年度(平成 28 年度)に、副知事をトップに県関係機関

で構成する「諏訪湖環境改善戦略チーム」を立ち上げ、諏訪湖の水質保全に係る目標、指標、対策等

を総点検するとともに環境改善に係る総合的な戦略方針等を部局横断的に検討してきました。また、

同年度に、学識経験者等８名で構成する「諏訪湖の環境改善に係る専門家による検討の場」を設置し、

ヒシの適切な刈取量や貧酸素対策等の課題について適切な解決策を検討してきました。 

こうした検討を進める中で、上述のような諏訪湖を取り巻く状況の変化を踏まえ、諏訪湖の環境改

善を行っていくためには、個々の課題を解決するのではなく、水質・生態系保全など「諏訪湖の水環

境保全」と、多くの人々が諏訪湖を訪れることのできる環境整備など「諏訪湖を活かしたまちづくり」

とを一体的に取組む必要があるとの認識に至りました。 

このため、水質保全だけでなく、水生生物や水辺整備、更にまちづくりなどの視点も含めた、諏訪

湖に係る様々な計画を融合した諏訪湖全体としての将来像が見えるビジョンとして、「諏訪湖創生ビ

ジョン」を策定することとしました。 

ビジョンの策定に当たっては、地域の方々の想いや意見を十分に反映する必要があることから、地

域懇談会の開催や住民アンケート等を実施しました。また、2017 年(平成 29 年)４月に、地域で生じ

ている課題や県民ニーズを的確に把握し、主体的・積極的に課題解決に当たる組織として地域振興局

が設置されたことから、「諏訪湖創生ビジョン」の実現に向け、「諏訪湖環境改善戦略チーム」を「諏

訪湖創生ビジョン会議」に改組し、諏訪地域振興局が中心となり地域一体となって取組を進める体制

の構築を目指しつつビジョンの策定作業を進めました。 

 

  

水環境保全の範囲

豊かな湖畔をつくる

今ある資源をいかす

水質をまもり高める

湖底の貧酸素を軽減する
ヒシの大量繁茂をなくす

流域の森林を整備する
湖内の動植物を管理する

外来動植物を駆除する漁業を振興する

湖辺面活用・
まちづくり

水質保全
生態系保全

諏訪湖創生ビジョン
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1.2. ビジョンの位置付け  

諏訪湖創生ビジョンは、諏訪湖の 20 年後の将来像を「人と生き物が共存し、誰もが訪れたくなる

諏訪湖」とし、それを実現するための道筋を示しています。また、諏訪湖に関わる各種計画を取り込

むとともに、県、市町村、地域住民、企業等が協働し、地域が一体となって諏訪湖を創生するための

拠りどころとなるものです。  

 

1.3. 計画の期間  

2018 年度（平成 30 年度）を初年度とし、概ね 20 年後（2038 年）の諏訪湖のあるべき姿を念頭

に、５年ごとに施策を見直します。計画の推進に当たっては、現時点では予測できない変化が生じる

ことも想定できることから、新たな部分について順次、計画と実施に反映させるなど、柔軟な計画と

します。 
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2. 諏訪湖の概要  

2.1. 諏訪湖の概要  

諏訪湖は日本列島のほぼ中心に位置し、長野県で最も標高の高い盆地である諏訪盆地にたたえられ

た淡水湖です。全周 16km、面積 13km2の県内で一番大きな湖であり、天竜川の源となり、県南部

を流れ下り、静岡県で太平洋に注いでいます。諏訪湖の流域は７市町村に及び、岡谷市、諏訪市、下

諏訪町の２市１町に接しています。 

諏訪湖には 31 の河川が流入しますが、出口は天竜川一つです。このような地形のため、古くから

湖周の地域に洪水被害が発生しており、江戸時代から天竜川への出口（釜口）を広げる工事や、湖岸

堤の整備などの治水対策を実

施してきました。 

湖の水深は平均で５m 弱と

浅いうえ、諏訪湖の流域面積が

湖面積の約 40 倍と大きく、盆

地状で諏訪湖に集水しやすい

地形のため、森林や農地などか

ら窒素やりんなどの栄養塩類

が流入しやすく、汚れやすいと

いう特徴を持っています。 

また、諏訪湖周辺は諏訪大社

や温泉、美術館等が集積する観

光拠点となっており、ワカサギ

漁でも有名です。 

 

  

表 2.1 諏訪湖の諸元 

流域面積 531.2km2 

湖面積 13.3km2(周囲 15.9km) 

水深 最大：7.2m 平均：4.7m 

貯水量 約 6,300 万 m3 

滞留時間 約 46 日(2012～2016 年データ) 

流入河川 31 河川(1 級河川 15、準用河川 5、普通河
川等 11) 

流出河川 1 河川 

流域内市町村 3 市 3 町 1 村：岡谷市、諏訪市、茅野市 

立科町、下諏訪町、富士見町、原村 

 

図 2.2 流域図 

図 2.1 位置図 

諏訪湖全景 
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2.2. これまでの取組  

2.2.1. 水質浄化 

1960 年代には、社会・経済活動の発展や人口の増加に伴い、諏訪湖への産業排水や生活排水の流

入量が増加しました。水質汚濁の進行や富栄養化によるアオコの異常発生など様々な環境上の支障が

生じ、清く美しかった諏訪湖も正に死滅寸前の様相を呈していました。そのような中、かつての諏訪

湖の姿を取り戻すため、県及び関係市町で組織する「諏訪湖浄化対策協議会」が設置され、諏訪湖の

浄化対策に取組むこととなりました。この協議会では、諏訪湖の汚濁の原因を究明するため、７名の

専門家で組織する「諏訪湖浄化対策検討委員会」（1965 年(昭和 40 年)設置）に諏訪湖浄化のための

調査研究を依頼し、1965 年(昭和 40 年)11 月から 1968 年(昭和 43 年)４月までの長い年月にわたり

調査研究が行われました。この検討委員会の調査等は 1968 年(昭和 43 年)に「諏訪湖浄化に関する研

究－湖沼汚濁への挑戦－」としてまとめられ、アオコ発生の原因となるプランクトンの異常発生の対

策として、諏訪湖への栄養塩類の流入を遮断するための下水道の整備及び湖内に蓄積した栄養塩を除

去するための底泥の浚渫について提言されました。 

この提言を受け、県は、1971 年度(昭和 46 年度)から諏訪湖流域下水道事業に着手、1979 年(昭和

54 年)10 月に一部供用開始しました。これまで約 2,500 億円を投じ、2016 年度末(平成 28 年)には

98.9％の下水道普及率となっています。 

浚渫は治水を目的として昭和初期から行われていましたが、環境保全目的での浚渫は 1969 年(昭

和 44 年)に始められました。２期に分かれて進められ、まず、第Ⅰ期工事は浚渫開始から 1980 年(昭

和 55 年)までの 11 年間で、水深 2.5m までの湖岸周囲の浅瀬を対象に 151 万 m3の底泥を浚渫し、

事業を完了しています。 

 

図 2.3 諏訪湖の浄化浚渫事業の概要  

新
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天 竜 川

釜
口
水

門

岡谷市 下諏訪町

水生植物群落

曽根遺跡

諏訪湖流域豊田終末処理場

諏

訪

市

【Ⅰ期工事 23億円】
事業年度：S44年～S55年
浚渫土量：151万m3(270ha)
実施箇所：水深2.5mより浅い箇所
事業効果：「すすみず現象」を抑える

【Ⅱ期工事 122.6億円】
事業年度：S56年～H19年
浚渫土量：230万m3（846ha)
実施箇所：Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ→Ⅳ（40cm厚)

栄養塩類の多いブロック順
事業効果：栄養塩の溶出を抑制しアオ

コの大量発生等を抑える

＊「すすみず現象」と
は、水草やプランクト
ンが枯死し、堆積した
底泥が波により舞い上
げられ、水中の酸素を
消費し、低酸素塊が生
じる現象で、魚類等に
被害を与えること

【 浚渫事業の中止 】
長野県公共事業再評価監視委員会H15
・水質改善効果が見られる
・浚渫土の処分地確保が困難
・浚渫の費用対効果の判断が困難
⇒浚渫H14終了、処理H19終了

Ⅰ Ⅱ

ⅢⅣ

2
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第Ⅱ期工事は湖全体に窒素・りんが底泥の表層に広く分布していることが確認されたため、湖内の

1,060 万 m2を対象に栄養塩類が堆積した 50cm の厚さで底泥を浚渫するというもので、1981 年(昭

和 56 年)に始められ、2002 年(平成 14 年)までに 230 万㎥の底泥を浚渫し、2007 年(平成 19 年)に浚

渫土の処理を終えています。 

また、県では、1986 年(昭和 61 年)11 月に湖沼法に基づく指定湖沼に指定されたことを受け、1987

年度(昭和 62 年度)以降６期 30 年にわたり、湖沼計画を策定し、下水道の整備や浚渫のほか、工場・

事業場の排水規制、農地からの汚濁負荷量の削減などの施策を関係機関と連携して行ってきました。 

これらの事業に加え、条例による事業場の排水基準＊の強化、湖沼法に基づく化学的酸素要求量（Ｃ

ＯＤ）＊、全窒素＊及び全りんの汚濁負荷量規制など、家庭や事業場などの点源＊からの汚濁負荷量の

削減を進めるとともに、森林・原野、市街地、農地といった面源＊から河川を通じて諏訪湖に流入す

る汚濁負荷量を削減するため、森林整備、道路清掃、農地における化学肥料の削減、などの対策を行

ってきました。 

また、2012 年度(平成 24 年度)を初年度とする第６期湖沼計画からは新たな浄化工法として、水草

の除去による栄養塩類の直接除去、上川における河口部への沈殿ピット＊の設置と植生水路＊の設置

による栄養塩類の湖内流入防止を組み合わせた浄化対策を進めています。 

現在、2017 年度(平成 29 年度)から 2021 年度(平成 33 年度)を計画期間とする第７期湖沼計画に基

づき、各種水質保全施策を推進しています。

 

図 2.4 ＣＯＤ(75%値)*と下水道普及率 
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2.2.2. 貧酸素対策 

諏訪湖では、毎年夏場を中心に湖心の下層で溶存酸素（ＤＯ＊）が３mg/L 以下の貧酸素状態とな

ります。諏訪湖湖底での貧酸素化は、1931 年(昭和 6 年)にすでに観測されていた旨の文献がありま

す。 

県では湖内３地点で水質常時監視を行っており、この監視項目の一つとして下層のＤＯを 1974 年

（昭和 49 年）から毎月１回測定しています。また、2009 年(平成 21 年)及び 2010 年(平成 22 年)の

夏場に湖内全域の溶存酸素濃度の調査を行っています。 

2010 年(平成 22 年)９月には、諏訪湖周の市町、諏訪湖漁業協同組合及び県関係機関で構成する「諏

訪湖の貧酸素に係るワーキンググループ」を設置し、学識経験者や他県の研究者を招いて話を聞くな

ど貧酸素に関する理解を深めるとともに、構成メンバーで情報を共有しながら対策の検討を行いまし

た。ワーキンググループでは、貧酸素対策として、湖底を掘削し導水路をつくり流動改善（流入河川

から底層水への導流、底層水から釜口水門への導水）する案や、ヒシの繁茂を抑制し光合成により水

中に酸素を供給する沈水植物が優勢する環境を再生する案などが出されました。湖底に導水路をつく

り流れをつくる案については、諏訪湖の平水時の湖流が、河川流によるものより、風による吹送流が

支配的であり効果がほとんど期待できないこと、流入土砂による埋没など維持管理上の課題があるこ

とが指摘されました。一方、ヒシの繁茂を抑制する案については、ヒシ除去を推進していくこととさ

れました。その他の貧酸素対策については、引き続き国の動向などを見ながら学識経験者等から情報

を収集し、有効な対策を検討することとしました。 

その後、貧酸素対策の実施の検討については、2012 年(平成 24 年)11 月に発足した官民協働によ

る「諏訪湖環境改善行動会議」で行うことになり、2013 年(平成 25 年)から本格的なヒシの刈取を行

うとともに、学識経験者等の助言を受けながら調査を進めています。 

2016 年(平成 28 年)７月に発生したワカサギ等の大量死については、貧酸素水域の拡大がその一因

ではないかと考えられています。この貧酸素を改善する手法を検討するため、同年に、ヒシの除去や

覆砂の他、直接曝気や酸素水供給などの機械力を活用した貧酸素対策についてシミュレーションを行

い、それぞれの対策について効果を検証しました。この結果、機械力を活用した貧酸素対策について

はある程度の効果は見込まれるものの費用が現実的でないことから、これまで行っているヒシの除去

や覆砂による沿岸域の貧酸素対策を進めるとともに、各種貧酸素対策を組み合わせた対策についても

検討していくこととしました。 

また、諏訪湖での貧酸素の発生状況などを

確認するため、諏訪湖全域のＤＯ調査、信州

大学と連携して湖内５地点においてＤＯの連

続測定を行っているほか、ヒシ除去や覆砂に

よるＤＯ改善効果を確認するための調査を行

っています。 

また、2017 年(平成 29 年)には、地元の関係

団体により、機械力を活用して、貧酸素解消

に向けた調査研究が進められています。 図 2.5 諏訪湖全域のＤＯ調査結果 

2016 年(平成 28 年)7 月 30 日調査 
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2.2.3. 治水 

諏訪湖及びその流入河川の治水事業は、古くは江戸天正年間まで遡ることができます。本格的な改

修事業は 1932 年（昭和７年）の洪水を契機に国営事業として着手され、流入河川の河道改修、湖岸

堤整備、湖底浚渫に合わせ、1936 年（昭和 11 年）には釜口水門（旧水門）が建造されました。こ

の時点では、諏訪湖流入量 390ｍ3/s に対し、釜口水門からの最大放流量を 200m3/s とされました。 

その後、1950 年（昭和 25 年）、1961 年（昭和 36 年）の大洪水によって、従前の計画が大幅に

見直しされ、1967年（昭和 42年）に諏訪湖流入量 1,600m3/sに対し、釜口水門からの放流量を 600m3/s

とする治水計画が立案されました。これに基づき、1973 年（昭和 48 年）には天竜川水系工事実施

基本計画が策定され、引き続き、1988 年（昭和 63 年）には県が管理する横川川（辰野町）合流点

より上流域を対象とした天竜川上流改良工事全体計画が策定されました。 

1997 年（平成９年）の河川法改正を受け、河川整備基本方針、河川整備計画が定められることに

なり、2014 年（平成 26 年）２月に諏訪圏域河川整備計画が定められました。この計画は、湖周辺

の人口や資産の集積状況、災害の発生状況から、湖岸堤等の整備により、2006 年（平成 18 年）７

月豪雨により発生したとされる洪水による湖周地域一帯への浸水被害を防止することを目標とされ

ています。 

治水の将来計画では、計画流入量 1,600m3/s のうち、1,000m3/s の洪水調節を行い、釜口水門から

の最大放流量を 600m3/s とすることで、諏訪湖周辺及び下流の天竜川流域の水害を防除することと

しています。釜口水門下流の天竜川改修事業は完成するまでに長期間を要するため、最大放流量を下

流天竜川の流下能力に対応する放流量に制限する必要があり、現在の最大放流量は 430m3/s として

います。 
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コラム１  
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諏訪湖には 31 の河川が流れ込み、流れ出るのは天竜川

のみです。このため諏訪湖は昔から氾濫を繰り返していま

した。 

江戸時代から天竜川への出口（釜口）を広げる工事がさ

れ、大正時代には釜口から下流約 1.5km の間の掘り下げ工

事が行われました。 

昭和に入っても諏訪湖の氾濫が続いたため、水位を調節する目的で、1932 年（昭和７年）から

初代『釜口水門』が建設され、1936 年（昭和 11 年）に完成しました。しかし、その後も水害は続

き、1961 年（昭和 36 年）、1983 年（昭和 58 年）に大きな被害がありました。 

水害への抜本的な対応を図るため、1973 年（昭和 48 年）に天竜川水系全体の治水計画が見直さ

れ、初代水門の約 80ｍ上流に放流能力の大きな新水門をつくることになり、1988 年（昭和 63 年）

に現在の２代目『釜口水門』が完成しました。 

諏訪湖は、天竜川の水源地として、またダム湖として、ここに貯められた水を利用したり、洪水

を防いだりするという大きな役目を果たしています。しかし、これを自然のままに任せておいたの

では、湖は単なる貯水池でしかありません。 

釜口水門をうまく利用することで、より多くの人々の生活を豊かにし、洪水などの災害から私た

ちの生命や財産を守ることが可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『釜口水門』水門カード配布中です 

釜口水門から流れ出る天竜川 
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釜口水門の操作で調整される諏訪湖の水位は、水位標（０地点 758.045）を基準として、治水とし

ての条件の他、漁業、農業、観光等の種々の条件を考慮して決定されています。 

表 2.2 計画諸元 

 

 

 

 

 

 

  

図 2.7 諏訪湖湖面制限水位写真 

湖
水
位 

上限水位 2.4m 

2.50 

2.00 

1.50 

1.10 

0.50 

2.20 計画高水位 

福島団地 2.50  

豊田農道 1.84 国道 20号 1.69 紅屋前 1.74   
諏訪辰野線 1.62  
映画館前  

制限水位  
1.10  

0.65  
0.50  最低水位  

常時満水位  

サンアイ前 
 1.64 

0.0
0 

（758.045） 
釜口水門水位計零尺  

非洪水期間  洪水期間  非洪水期間  JRガード下  -0.61  
1  

岡谷茅野線 1.83   
小田井保育園前  

予備放流水位  6/20  7/15  

6/1  
0.75  

7/20  0.85  

2.50 

2.00 

1.50 

1.50 

0.50 

0.00 
1月  12月  11月  10月  9月  ８月  ７月  ６月  ５月  ４月  ３月  2月  

31  

10/15  制限水位（0.75m）  

図 2.6 諏訪湖の水位概念 

表 2.3 諏訪湖の水位 
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2.2.4. 湖辺の整備 

1967 年（昭和 42 年）、諏訪湖全域を対象とした本格的な湖岸堤の築造が計画されました。天竜川

の改修や釜口水門の改築など、抜本的な治水計画となっています。 

初期の計画での護岸工は、度重なる洪水の被害から一刻も早く解放されたいという住民の要望を聞

き入れることが第一の目標であったため、波浪対策も考慮して最も有効と考えられたコンクリート波

返し工が採用され、整備が始まりました。 

 

 

1990 年（平成２年）には、建設省（現国土交通省）から示された「多自然型川づくり実施要領」に

基づき、市民や学識経験者などで構成される懇談会が開催されました。また、市内中学生の意見を聞

くことにより、あるべき諏訪湖の姿を模索する一方、「緑の水辺事業」として「人とのふれあい」「自

然とのふれあい」をテーマにした、新たな湖岸整備が試験的に始まりました。 

 人工なぎさの試験施工の反響は大きく、住民からの要望も高まりました。そこで、湖周全域におけ

る整備を計画的に進めるため、市民、諏訪湖関係者、学識経験者、行政の代表らで組織される「諏訪

湖の水辺整備に関する検討委員会」を設置し、議論を深めました。その結果、「昭和 30 年当時の諏訪

湖」を原風景として位置付け、その当時の諏訪湖がもっていた自然環境の特性や内容を備え、かつ、

現代のニーズにも対応した「新たな諏訪湖の風景・自然そして文化を育む湖畔づくり」を基本理念と

した「諏訪湖の水辺整備マスタープラン」を 1994 年度（平成６年度）に策定しました。 

このマスタープランでは、「昭和 30 年代の諏訪湖の原風景」を参考とし、湖畔を治水、親水、レク

リエーション、景観、自然環境の観点から湖畔を８つのゾーンに区域分けをして、整備の方針を位置

付けています。 

以降、マスタープランに基づき、整備が順次進められ、2017 年（平成 29 年）現在、全体の約 90%

が完成し、ボート、ヨット等の水上スポーツや湖畔のジョギング、散策などのレクリエーション活動

に親しむ住民の姿が多く見られるなど、一定の成果を挙げています。  

図 2.８湖岸堤標準断面（波返し護岸） 
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図 2.９ 諏訪湖の水辺整備マスタープランのゾーニング 

 

表 2.4 諏訪湖の水辺整備マスタープランのゾーニング 

ゾーン 対象地区 

Ａゾーン 諏訪市、下諏訪町～上川上流部 

Ｂゾーン 上川流入部～諏訪市、岡谷市 

Ｃゾーン 市境（岡谷市と諏訪市）～湊小学校付近 

Ｄゾーン 湊小学校付近～塚間川流入部 

Ｅゾーン 塚間川流入部～市町境（岡谷市と下諏訪町） 

Ｆゾーン 砥川河口周辺 

Ｇゾーン 下諏訪町漕艇場スタート地点（赤砂崎）～承知川流入部 

Ｈゾーン 承知川流入部～下諏訪町、諏訪市 
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図 2.10 諏訪湖の水辺整備マスタープランの各ゾーンの整備概要 
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3. 現状と課題  

3.1. 水質  

■ 現状 

諏訪湖は 1960 年頃の極端な水質悪化をきっかけとし、底泥の浚渫、流域下水道の整備や農地対策

などの各種水質保全対策を計画的に進めてきた結果、諏訪湖の水質は全りんが環境基準を達成し、夏

場の植物プランクトン（アオコ等）の増殖が抑えられたことなどにより透明度が向上するなど改善し

てきています。一方、ＣＯＤ及び全窒素は環境基準を達成せず、諏訪湖に流入する汚濁負荷量は減っ

ていますが、これに連動した減少は見られず近年は横ばいの状態となっております。また、諏訪湖流

域では、下水道の整備などにより、家庭や工場といった点源からの汚濁負荷は減り、森林・原野、市

街地、農地といった面源からの汚濁負荷量も森林整備、道路清掃、減肥対策などを行ってきたことに

より減少しています。しかし、湖面積に対する流域面積が約 40 倍と大きく、相対的に面源からの汚

濁負荷量の汚濁負荷量全体に占める割合が高くなっています。 

 

諏訪湖では、毎年夏場を中心に湖心の下層で溶存酸素が３mg/L 以下の貧酸素状態となります。表

層が日射により温められ、下層と水温差が拡大することにより上下混合（循環）が弱まり、下層での

有機物分解の際に消費する酸素量が表層からの酸素供給量を上回るため、徐々に下層の酸素量が減っ

ていき貧酸素状態となります。近年沿岸域でも、ヒシの大量繁茂により水の流れが悪くなり貧酸素域

が生じています。この貧酸素域の拡大は底生生物へ影響を与えるとともに、2016 年(平成 28 年)７月

に発生したワカサギ等の大量死の一因ではないかと考えられています。なお、諏訪湖は平均水深が

4.7ｍと浅く、強い風が吹くと酸素濃度の高い上層の水と酸素濃度の低い下層の水が混合するため、

夏場においても下層の貧酸素＊が一時的に解消されることがあります。 

 

図 3.1 貧酸素発生のメカニズム 
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図 3.2 諏訪湖の水質の経年変化 

 

（注）１ ＣＯＤ（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、その他の項目は環境基準点 

（３地点）それぞれに算出した年平均値又は 75％値の中で最大の値の経年変化を表す。 

   ２ 冬季における湖面の結氷により、1973～1976、1978～1990、1993、2000、2002、2005、2007、 

2010～2013 年度は１月、２月のいずれか又は両月が欠測となっている 

   ３      は各期の湖沼計画の水質目標値を示す（COD は年平均値の水質目標値を示す）。 

COD 
（75％値、 
年平均値） 

全窒素 
（年平均値） 

全りん 
（年平均値） 
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図 3.3 湖心の透明度 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4 湖心の溶存酸素濃度 

 

図 3.5 湖心の溶存酸素濃度（連続測定結果） 
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■ 課題 

諏訪湖の水質は全りんが環境基準を達成し、透明度が向上するなど改善してきています。一方、Ｃ

ＯＤ及び全窒素は環境基準を達成せず、諏訪湖へ流入する汚濁負荷量は減っていますが、これに連動

した減少は見られず近年ほぼ横ばいの状態となっております。この原因を探るため、現状の汚濁負荷

物質の収支などの調査研究を進め、対策を検討していく必要があります。 

また、汚濁負荷量の割合が高くなっている森林・原野、市街地、農地といった面源からの汚濁負荷

量の削減が今後の水質改善を行う上で重要となっています。 

更に、ヒシの大量繁茂、貧酸素水域の拡大等による底生生物への影響、漁獲量の減少といった課題

が生じており、2016 年（平成 28 年）７月にはこれまでにないワカサギ等の大量死が起きるなど生

態系への影響も生じています。 
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3.2. 生態系  

3.2.1. 水生植物 

■ 現状 

水生植物は、その生活形態によって大きく抽水植物、浮葉植物、沈水植物の３つに分けられており、

一般的に湖心方向に向かって横断的に、抽水植物～浮葉植物～沈水植物の順に分布しています。 

 

図 3.6 湖岸における水草の分布の模式図 

 

諏訪湖にはかつて、湖岸線が複雑に入り組んだ浅い場所に、エゴ*（「入り江」の意味）と呼ばれ

る水生植物が豊かな場所があり、岸辺から沖合いにかけて、湿生植物、抽水植物、浮葉植物、沈水植

物がバランスよく生育したエコトーン＊が見られました。水辺のヨシ原には鳥類が、浅場には魚類や

水生生物が生育し、豊かな生態系が育まれていたと考えられています。高浜、渋、泉沢には大群落の

エゴが、横河川と砥川のデルタ突出部の入り江には小群落のエゴがありましたが、1966 年までに大

群落のエゴを残すのみとなり、1972 年(昭和 42 年)には「高浜のエゴ」が、1976 年(昭和 51 年)には

諏訪湖最大の「渋のエゴ」の大部分が埋め立てられ、1978 年(昭和 53 年)には「泉沢のエゴ」もなく

なりました。 

諏訪湖には現在、約 30 種の大型の水生植物が生育しています。長野県版レッドリスト植物編（2014）

によると、これらのうち、クロモが絶滅危惧ⅠA 類に、ミクリ、ササバモとセキショウモが絶滅危惧

ⅠB 類に、アサザとヒロハノエビモが絶滅危惧Ⅱ類に、コウホネとホソバミズヒキモが準絶滅危惧に

指定されています。 

 

表 3.1 諏訪湖に生育する主な水生植物（2001年） 

区分 種  名 

湿生植物 ヨシ等 

抽水植物 ヨシ、ガマ、マコモ、ミクリ、コウホネ等 

浮葉植物 ヒシ、アサザ等 

沈水植物 エビモ、ササバモ、ヒロハノエビモ、クロモ、セキショウモ、ホソバミズヒキモ等 
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(1)水生植物の分布（ヒシを除く） 

水生植物の分布は、諏訪湖の水質の悪化や湖岸の改変などに伴い、大きく変化しています。沈水植

物のうち、クロモは A、B ゾーンに多く生育していますが、近年分布範囲を拡大しています。ササバ

モは A、B 及び D ゾーンに多く生育し、そのほか流入河川の河口付近などで確認されています。セキ

ショウモは A 及び B ゾーンで確認されています。ヒロハノエビモは A,B,E 及び F ゾーンで生育が確認

されています。ササバモやヒロノハエビモが好む砂地の維持に留意する必要があります。エビモは A

及び D ゾーンに多く生育しています。本種は諏訪湖の水生植物の中では最も深いところに生えており、

沿岸透明度の目標値の根拠となる保全対象種となっています。また、ゾーンごとにみると、最近の調

査により、B ゾーンで沈水植物の種類が豊富であることが確認されています。 

浮葉植物のうち、アサザは B ゾーンで安定的に生育しています。 

抽水植物のうち、マコモは魚の採卵場所として適しています。また、ヨシは野鳥にとって好ましい

棲みかとなります。これらは B ゾーン、G ゾーンでの調査により分布が確認されていますが、生物

の生息のための規模としては十分ではないと考えられます。 

外来植物として、沈水植物のオオカナダモとコカナダモが確認されています。オオカナダモはかな

り以前から諏訪湖で確認されており、コカナダモは初島周辺に定着していますが、分布の拡大は確認

されていません。また、湖岸域の一部では、特定外来生物＊に指定されているアレチウリとオオハン

ゴンソウが確認されており、湖岸の生態系への影響が懸念されます。 

 

図 3.7 諏訪湖の水生植物の分布の経年変化 
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図 3.8 沈水植物・浮葉植物（ヒシを除く）の分布 

(2)ヒシの分布 

諏訪湖の水質が改善されアオコ＊が激減する中で、浮葉植物のヒシが 2000 年（平成 12 年）頃から

優先種として大量に繁茂し、水質浄化、生態系、観光や漁業など様々な面において影響を与えていま

す。 

ヒシの繁茂によるマイナス面の影響としては、水の流れが妨げられることで沿岸域の貧酸素化を招

くこと、枯死したヒシにより底質の環境が悪化し底層の酸素を消費すること、分岐した茎や水中根の

密生により魚の生息場所を奪ってしまうこと、水中への光を遮り、沈水植物等の生育を阻害すること、

船の運航、ボートや釣り等の親水活動の支障となること、大量に繁茂することにより景観を損ねるこ

と、腐敗したヒシが悪臭の原因となることなどが挙げられます。プラス面の影響としては、ヒシの繁

茂場所が野鳥のエサ場、魚類や水生昆虫の産卵場所となること、直射日光を遮ることで急激な水温上

昇を抑制すること、刈取により底泥や水中から吸収した栄養塩類を湖外に除去できることなどが挙げ

られます。 

表 3.2 ヒシの繁茂の影響 

  

アサザ（浮葉植物）

エビモ（沈水植物）

ササバモ（沈水植物）

ヒロハノエビモ（沈水植物）

クロモ（沈水植物）

セキショウモ（沈水植物）

ホソバミズヒキモ（沈水植物）

調査日 H28年8月8、9日

図２ 水生植物分布図

調査日 2016年８月８～９日 
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県では、2012 年（平成 24 年）から水草刈取船によるヒシの刈取作業や官民協働により手作業に

よる除去作業を行っています。刈取船によるヒシの刈取面積は生態系への影響を考慮し、2011 年（平

成 23 年）にヒシが高密度で繁茂していたエリアの面積（約 150ha）の 1/10 に設定しました。2016

年度（平成 28 年度）のヒシ除去量は約 542t（湿潤重量）に上ります。これを栄養塩類の削減量に換

算すると、窒素で 1.7t、りんで 0.19t に相当します。 

また、ヒシの繁茂面積は年による増減はありますが、徐々に減少する傾向にあります。 

 

 

図 3.9 ヒシの分布 

 

 

図 3.10 ヒシの繁茂面積の経年変化 
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■ 課題 

現在の諏訪湖では、希少な水生植物が多く生育していることから、湖岸だけでなく湖内でも生物多

様性に配慮した環境を維持・整備する必要があります。また、一部の湖岸域では特定外来生物である

アレチウリやオオハンゴンソウが確認されているほか、希少種であるクロモの繁茂によりボートの運

行に支障を来すなど新たな問題も生じています。そのため、湖岸域を含めた湖内全域における植物の

分布調査を行い、その結果を踏まえて適切な対策を進める必要があります。 

ヒシの大量繁茂については、生態系のバランスやヒシの繁茂場所の利活用の状況を考慮し、ヒシを

除去する目的を明確にした上で、ヒシを重点的に除去すべきエリアを定めて計画的に除去することが

必要です。 
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3.2.2. 水生動物 

■ 現状 

(1)魚類 

2007 年(平成 19 年)の諏訪湖魚類目録では、在来種が 17 種、移入種が 10 種、混入種が２種の計

29 種の魚類が記録されています。ワカサギは 1914 年に霞ヶ浦から移植放流が行われて、現在の諏

訪湖の主要な魚種となっています。 

近年、ニゴイ、ウキゴリ、ヌマチチブが増加傾向にあり、フナ、タイリクバラタナゴなどが減少傾

向にあります。また、2000 年(平成 12 年)からオオクチバス、2002 年(平成 14 年)からブルーギルの

捕獲数が増加しています。オオクチバスは魚食性が強く、ブルーギルは広い食性を持ち水草に産み付

けられた魚卵なども好んで食べるため、漁業関係者が駆除作業をしています。 

 

表 3.3 諏訪湖魚類目録（2007 年） 

区分 種  名 

在来種 

（17 種） 

ウナギ（放流由来のみ）、アマゴ、オイカワ、ウグイ、アブラハヤ、 

モツゴ、カマツカ、コイ、キンブナ、ナガフナ、ギンブナ、ドジョウ、 

シマドジョウ、ナマズ、トウヨシノボリ、カジカ、メダカ 

移入種 

（10 種） 

ワカサギ、タモロコ、ホンモロコ、ビワヒガイ、ニゴイ、ゲンゴロウブナ、 

ジュズカケハゼ、ウキゴリ、オオクチバス、ブルーギル 

混入種 

（２種） 
タイリクバラタナゴ、ヌマチチブ 

移入種･･･増殖目的等で意図的に移植されたもの  混入種･･･他種の移植に伴って入ったもの 

出典：武居薫(2007)：諏訪湖魚類目録を検証する．長野県水産試験場研究報告，９号，7-21． 

(2)貝類 

1980 年(昭和 55 年)の諏訪湖貝類目録では、在来種が 16 種、移入種が２種の計 18 種の貝類が記録

されています。シジミについては、諏訪湖在来のマシジミのほか、セタシジミが琵琶湖から、ヤマト

シジミが桑名産のものなどが移入されています。最近の調査で、流入河川や河口域などに淡水シジミ

が生息していることが確認されましたが、外観的にいろいろなタイプが見られることから、在来のマ

シジミと外来種であるタイワンシジミが混在しているものと思われます。一部の河川などでイシガイ、

ドブガイなどの大型貝類が確認されていますが、その量は極めて少なくなっています。 

表 3.4 諏訪湖貝類目録（1980 年） 

区分 種  名 

在来種 

（16 種） 

オオタニシ、マルタニシ、ヒメタニシ、カワニナ、タテヒダカワニナ、 

イボカワニナ、チリメンカワニナ、サカマキガイ、ヒメモノアラガイ、 

モノアラガイ、ヒラマキミズマイマイ、イシガイ、カラスガイ、ドブガイ、 

マシジミ、ドブシジミ 

移入種 

（２種） 
セタシジミ、ヤマトシジミ 

移入種･･･増殖目的等で意図的に移植されたもの  
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2016 年（平成 28 年）12 月には、「シジミが採れる諏訪湖」を目指して 2015 年度（平成 27 年度）

に造成した覆砂*場所で、放流したヤマトシジミとは異なる淡水シジミの生息が確認されました。 

  

図 3.11 覆砂場所で確認されたシジミの稚貝 

(3)エビ類 

諏訪湖には、テナガエビ、スジエビ、ヌカエビの３種が生息しています。テナガエビは石のある湖

底や水生植物の根元などを、スジエビやヌカエビは水生植物帯を主な棲み処にしています。また、多

くの魚がエビを好んで餌とするので、エビが生きていくためには水草や石のすき間などの隠れ家にで

きる場所が重要です。 

 

■ 課題 

水生動物の生息のため、湖岸だけでなく湖内においても生物多様性に配慮した環境を維持・整備す

る必要があります。 

オオクチバスやブルーギルは、ワカサギやエビ類等の漁業資源を食害するだけでなく、水生昆虫な

ども捕食するため、生態系保全の面からも外来魚の駆除活動を継続する必要があります。 

 

  

2015 年 覆砂ヤード 
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3.2.3. 鳥類 

■ 現状 

かつての諏訪湖には、エゴやヨシ帯、湿地、なぎさなど多様な環境があり、多くの野鳥が生息して

いましたが、シギ、チドリ類などは現在はほとんど見られなくなっています。 

また、近年では、魚食性のカワアイサやカワウの飛来が急増するとともに、ヒシを餌にするオオバ

ンや植食性のカモ類が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

■ 課題 

多様な鳥類が生息できるよう、生物多様性に配慮した湖岸の環境を維持・整備する必要があります。 

飛来が急増しているカワアイサは、追払い等の対策を続けながら、魚食に対する有効な防除方法を

検討する必要があります。 

  

鳥類の確認種を表として挿入 
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3.3. 利用  

3.3.1. 漁業 

■ 現状 

(1)ワカサギ 

諏訪湖を代表する魚種のワカサギは 1970 年（昭和 45 年）～1975 年（昭和 50 年）には漁獲量が

300 トンを超えることがありました。その時期をピークに減少し、近年は 10 トン前後に落ち込んで

いますが、ワカサギの加工品は諏訪地域の特産物の一つとなっているほか、ワカサギ釣りで諏訪湖を

訪れる人は過去５年の平均で年間 13,000 人を超えています。また、諏訪湖漁業協同組合では上川や

砥川など諏訪湖に流入する河川に、冬から春にかけて産卵のために遡上するワカサギを採捕し、採卵

したワカサギ卵を湖沼放流用として全国各地に出荷するなど、ワカサギが諏訪湖の最重要魚種である

ことに変わりはありません。ワカサギの採卵量は年により変動があり、ここ数年多い年には 20～30

億粒前後でしたが、ワカサギの大量死があった翌年である 2017 年(平成 29 年)春の採卵量はほとんど

ありませんでした。 

(2)コイ・フナ 

コイは 70 トン以上、フナは 100 トン以上採れる時期がありましたが、ここ数年は数トン程度の漁

獲量です。諏訪湖では 1960 年代後半にコイの網いけす養殖が盛んに行われ、ピーク時には 100 面を

超す網いけすで 1,000 トン以上のコイの水揚げがありました。しかしその後はコイの需要の低迷など

により網いけす面数は減少し、2016 年(平成 28 年)には５面で 30 トンの水揚げに留まっています。 

(3)エビ類・貝類 

エビ類は 1955年(昭和 30年)に漁獲量が 15トンを超えていましたが、ここ数年は 1トン未満です。

貝類は 1950 年(昭和 25 年)には 200 トン超の漁獲量がありましたが、近年は漁獲がない状況が続い

ています。 
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図 3.12 諏訪湖における漁獲量の推移 

 

 

■ 課題 

水産資源の生育に役立つ水質改善対策を進めるとともに、湖岸だけでなく湖内での生息・産卵場所

の整備を検討する必要があります。覆砂などによりシジミが生息できる環境を維持・拡大しながら、

シジミ増殖の調査研究を進める必要があります。 

2016 年（平成 28 年）７月に発生したワカサギ等の大量死は、沿岸域の貧酸素が原因の一つと考

えられているため、ヒシの除去等の取組を続けるとともに、貧酸素対策を検討する必要があります。 

魚食性のカワアイサの飛来が急増し、食害が深刻な問題となっています。また、オオクチバスやブ

ルーギルによるワカサギやテナガエビ等の食害も問題となっています。  
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3.3.2. 湖辺の利活用 

■ 現状 

諏訪湖周には 27 箇所の公園があります。このうち諏訪市湖畔公園には遊覧船乗り場、間欠泉セン

ターや足湯などもあり、数多くの観光客が訪れる憩いの場となっています。 

また、下諏訪町の漕艇場に代表されるボートの他、ヨット、カヌー等による水面の利用も盛んです。 

湖周では、ハーフマラソン大会やウォーキングイベントが例年開催されるほか、ジョギングロード

を利用したジョギング、サイクリングでの利用も盛んです。 

美術館が多数立地するのも特徴で、諏訪湖を利用した水陸両用車による周遊ツアーなどを楽しむ家

族連れの姿も見られます。 

諏訪湖と周辺の山並みや街並みを一望できることも魅力の一つとなっており、富士山や八ヶ岳を眺

望できるビューポイントも数多く存在します。また、諏訪湖全体を一望できる立石公園（諏訪市）や

鳥居平やまびこ公園（岡谷市）はフォトスポットとして広く知られています。 

歴史・文化では御柱祭などで全国的に有名な諏訪大社をはじめ、諏訪湖底に所在する縄文時代の遺

跡である曽根遺跡など数多くの貴重な資源が存在しています。 

護岸工事がされる前の入り江には、エゴ等が残されており、子ども達が自然に諏訪湖と親しんでい

る姿が見られ、それが諏訪湖に対する愛着につながっていましたが、最近はその光景もなかなか見る

ことができなくなりました。 

 

 

 

  
湖周のサイン 

漕艇場 ハーフマラソン 
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親水利用の点で見ると、諏訪湖は水浴場水質調査結果では水浴可能な水質とはなっているものの、

2000 年(平成 12 年)～2005 年(平成 17 年)に開催されたイベント「泳ごう諏訪湖」以降、水浴する姿

は見ることができません。 

 

表 3.5 水浴場水質測定結果（2012～2016年） 

項目  

年度 

ふん便性 

大腸群数 

（個／100mL） 

ＣＯＤ 

（mg/L） 

油膜の 

有無 

透明度 

（ｍ） 

水浴場 

水質判定 

基準区分 

（平均値評価） 

2012 8 6.1 無 0.8 Ｃ 

2013 9 7.5 無 0.8 Ｃ 

2014 8 6.7 無 1.0 Ｃ 

2015 5 6.8 無 1.0 Ｃ 

2016 2 5.5 無 1.0 Ｃ 

※判定基準区分は各調査地点の期間平均値を平均した値で評価表 
 
 

表 3.6 水浴場水質判定基準 

 

 

 

 

■ 課題 

諏訪湖周はジョギングなどには利用されていますが、休憩施設の整備などが求められています。親

水利用できる遠浅の湖岸が少ないことが、水際利用の課題となっています。 

湖内の利用では、流入河川や河口部での土砂の堆積などにより、舟運に支障があります。 

ヒシの繁茂や空き缶などのごみが多く景観の支障となっています。 

また、湖畔公園などの施設はあるものの、学習の拠点、にぎわいの拠点として今後の更なる利活用

のためには、それらの施設の活用や情報の発信が求められています。 

地域と連携した利用や維持管理のためには、流域住民の意識の向上や協働の取組も必要です。 

  

項目 
区分 

ふん便性大腸菌群数 油膜の有無 ＣＯＤ 透明度 

適 

水質 
ＡＡ 

不検出 
（検出下限：2 個／100mL） 

油膜が認めら
れない 

2 mg/L 以下 
（湖沼は３mg/L 以下） 

全透 
（1ｍ以上） 

水質 
Ａ 

100 個／100mL 以下 
油膜が認めら
れない 

2 mg/L 以下 
（湖沼は３mg/L 以下） 

全透 
（1ｍ以上） 

可 

水質 
Ｂ 

400 個／100mL 以下 
常時は油膜が
認められない 

5 mg/L 以下 
1ｍ未満 
～50cm 以上 

水質 
Ｃ 

1,000 個／100mL 以下 
常時は油膜が
認められない 

8 mg/L 以下 
1ｍ未満 
～50cm 以上 

不適 
1,000 個／100mL を超
えるもの 

常時油膜が認
められる 

8 mg/L 超 50cm 未満 

 

 

 

長野市 

諏訪湖 

3 野尻湖神山国際村 

 

3 

2 

1 

 

宮 
川 

上 
川 

砥 

川 塚 

間 

天 
竜 

川 

川 

2 木崎湖キャンプ場 

1 和知野川キャンプ場 

 調査地点 
（1 湖心、2 初島西、3 塚間川沖 200m） 

(注)・判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。 

  ・「不検出」とは、平均値が検出限界未満のことをいう。 

  ・ＣＯＤの測定は日本工業規格 K0102の 17に定める方法（酸性法）による。 

  ・透明度（＊の部分）に関して、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。 

＊ 
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3.3.3. 観光 

■ 現状 

諏訪湖を中心とする諏訪地域では、周囲の街並みや、八ヶ岳連峰に囲まれ、雄大な景色を見ること

ができます。また、中央自動車道、JＲ中央本線等の大動脈が結節する交通の要衝にあり、首都圏、

中京圏、関西圏、日本海方面と結ばれた広域交流拠点として大きな役割を果たしています。 

諏訪湖の周辺には温泉のほか、諏訪大社や尖石遺跡、諏訪湖底に眠る曽根遺跡など貴重な歴史的資

源、八ヶ岳や霧ヶ峰高原といった豊かな自然環境などが数多く存在し、それらを活かした県内有数の

観光地として、多くの観光客が訪れています。しかしながら、首都圏等からのアクセスに恵まれてい

ることから、日帰り客の割合が高くなっており、１人当たりの観光消費額は県平均を下回っています。 

表 3.7 広域別日帰り・宿泊別利用者数及び観光消費額 

 

 

 

 

 

 
諏訪市湖畔公園  諏訪湖と八ヶ岳  立石公園からみる諏訪湖 

     
 

  

区　分 日帰り
(千人)

宿泊
(千人）

計
(千人)

宿泊の
割合
(％)

観光消費額
（百万円)

1人当たり
観光消費額

(円)

諏　　訪 11,778 2,917 14,695 19.9 39,844 2,711

東  信  州 15,632 7,935 23,567 33.7 69,554 2,951

伊  那  路 7,120 1,492 8,612 17.3 20,770 2,412

木  曽  路 1,734 478 2,212 21.6 8,971 4,056

日本アルプス 11,992 5,888 17,880 32.9 64,853 3,627

北  信  濃 13,019 9,591 22,610 42.4 105,364 4,660

県 61,275 28,301 89,576 31.6 309,356 3,454

平成28年観光地利用者数統計調査結果（長野県観光部山岳高原観光課）
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■ 課題 

諏訪湖をはじめとする観光資源の磨き上げを行うとともに、地域の強みである工業、農業など他産

業との連携を進める必要があります。また、二次交通の整備やリニア中央新幹線開通などの将来の高

速交通網の変化への対応も課題となっています。 

これらを地域全体の課題として認識し、行政と民間との連携により、地域一体となったブランドの

活用、集積する美術館・博物館の活用、湖辺面を利用したアクティビティの促進等により、滞在・周

遊・体験型の観光地域づくりを推進していくことが求められています。 

コラム２  

御
み

 渡
わた

 り 
諏訪の七不思議の随一とされる御渡りは、「御神渡り（おみわたり）」「神渡（みわたり）」「神

幸（みゆき・かんざき）」などとも呼ばれています。 

平安時代末期の歌人、源朝臣顕仲は、 

諏訪の海の  氷の上の  通ひ路は 

       神の渡りて  とくるなりけり    『堀川院御時百首和歌』 

と詠んでおり、当時、都人に諏訪湖の御渡りが知られていたことがわかります。 

 零下１０度前後の日が数日続くと、諏訪湖は全面結氷します。さらに、昼夜の温度差により氷が

膨張と収縮をくり返すと、湖の南岸から北岸にかけて轟音とともに氷が裂けて盛り上がり、高さ 1

メートル位の氷脈が走ります。これが「御渡り」です。 

伝説では諏訪大社上社の男神が、下社の女神のもとへ通った道筋といわれています。神様がお下り

になられた湖の南岸（上社側）を「下座(くだりまし)」、上がられた北岸（下社側）を「上座(あがり

まし)」といいます。 

最初に顕れた南北に走る御渡りを「一之御渡り」、その数日後、同方向に顕れたものを「二之御渡

り」、東の岸から西に向かい、一之御渡りと交差するものを「佐久之御渡り」といいます。 

八劒神社（やつるぎじんじゃ）の特殊神事「御渡り拝観」では、精進生活を経た氏子総代がしめ縄

をたすき掛けにして氷上に出て、三筋の御渡りを拝観検分し、古記録「御渡帳」をひもとき、農作物

の作柄や天候などの年占いを行ないます。一般的には、結氷の早い年や御渡りが下諏訪町の下社方面

に向かう時は豊作とされ、結氷の遅い年や天竜川方面に走る時は不作と言われています。 

氷の張らない湖を「明けの海（あけのうみ）」といいます。 
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4. 長期ビジョン  

4.1. 長期ビジョン（20 年後の目指す姿）  

諏訪湖創生ビジョンは、諏訪地域の宝である諏訪湖の水環境保全（水質、水量、水域生態系、水辺

地等）を統合的に推進し、諏訪湖を活かしたまちづくりと一体的に進めることで、「泳ぎたくなる諏

訪湖」「シジミが採れる諏訪湖」「誰もが訪れたくなる諏訪湖」を実現していく道筋を示すものとな

ります。 

長期ビジョンは、今の子ども達が大人になった時に望ましい姿となっていることを想定して、20

年後の姿を目標とし、次のとおりとします。 

 

 

 これを実現するため、水環境保全やまちづくり等の視点ごとに 4 つの姿を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

人と生き物が共存し、誰もが訪れたくなる諏訪湖 

清らかで人々が親しむことができる湖水・湖辺 

多種多様な生き物を育む湖 

人々が憩い、やすらげる水辺空間 

諏訪湖の恵みを知り、育つ学びの場 
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4.2. 目指す姿のイメージ  

20 年後の目指す姿を地域の皆様と共有できるようにするため、より具体的なイメージを次のよう

に掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○水質が改善され、澄んで透明感がある湖水には、魚や水草の姿を見ることができる。 

○貧酸素が改善され、エゴ（入り江）や砂浜など変化に富んだ環境には多種多様な生き物が育まれ
ている。 

○豊かな漁場環境が再生され、ワカサギやシジミなどの二枚貝やタニシなどの漁業資源が持続的に
利用されている。 

○水面や湖辺にゴミがなく、美しい景観が保たれている。 

○湖畔が、治水、親水、レクレーション利用、景観、生態系等湖辺の特性に応じた整備がされ、そ
れぞれの場所が魅力ある場所となっている。 

○湖を眺めながらカフェなどでゆったりとした時間を楽しむ人たちで賑わっている。 

○湖上や流入河川では、ヨットやボート、カヌーなどを楽しみ、湖畔の砂浜では泳いでいる人々の
姿がある。 

○湖畔に整備されたサイクリングロードでは、人々が、健康づくり、又はスポーツとしてサイクリ
ングを楽しんでいる姿がある。 

○観光客が美術館や博物館を周遊するなど、湖畔での散策や温泉などを楽しんでいる。 

○諏訪地域をはじめ長野県内の多くの子どもたちや観光客が諏訪湖を訪れ、水環境保全や歴史・文
化について学習している。 
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5. 今後５年の取組  

長期ビジョンが目指す「人と生き物が共存し、誰もが訪れたくなる諏訪湖」を実現するため、今後

５年間（(平成 30 年度)2018 年度～(平成 34 年度)2022 年度）に次の４つの分野で具体の取組を進め

ていきます。 

 水質保全 

 生態系保全 

 湖辺面活用・まちづくり 

 調査研究・学びの推進 

長期ビジョンと今後の５年間の取組の分野の関係は次のとおりです。 

 

【目指す姿】              【取組分野・主要施策】 

 

  

人と生き物が共存し、誰もが訪れたくなる諏訪湖 

諏訪湖の恵みを知り、育つ学びの場 

人々が憩い、やすらげる水辺空間 

清らかで人々が親しむことができる 
湖水・湖辺 

多種多様な生き物を育む湖 

水質保全対策の推進 

貧酸素対策の推進 

ヒシの大量繁茂対策の推進 

水質保全 

多様な生育・生息基盤の創出 

水生動植物の管理 

漁業の振興 

生態系保全 

調査研究の推進 

諏訪湖環境研究センター（仮称）の設置 

学びの推進 

調査研究・学びの推進 

湖辺面活用・まちづくり 

水辺整備と湖辺面の利活用 
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5.1. 水質保全  

5.1.1. 水質保全対策の推進 

■ 課題 

下水道の整備や農地対策などの各種水質保全対策を計画的に進めてきた結果、諏訪湖に流入する汚

濁負荷量は低減し、諏訪湖の水質は全りんが環境基準を達成し、透明度が向上するなど改善しており

ます。一方、ＣＯＤ及び全窒素は環境基準を達成せず、諏訪湖へ流入する汚濁負荷量は減っています

が、これに連動した減少は見られず近年ほぼ横ばいの状態となっております。この原因を探るため、

現状の汚濁負荷物質の収支などの調査研究を進め、対策を検討していく必要があります。 

また、諏訪湖流域では、下水道の整備などにより、家庭や工場といった点源からの汚濁負荷は減り、

森林・原野、市街地、農地といった面源からの汚濁負荷量も森林整備、道路清掃、減肥対策などを行

ってきたことにより減少していますが、湖面積に対する流域面積が約 40 倍と大きく、相対的に面源

からの汚濁負荷量の汚濁負荷量全体に占める割合が高くなっています。このため、面源からの汚濁負

荷量の削減が今後の水質改善を行う上で重要となっています。 

天竜川は諏訪湖の唯一の流出河川であり、諏訪湖の水質改善は天竜川の水環境保全に繋がります。

このため、諏訪湖水域のみでなく、流出河川の天竜川を含め、森・里・湖・川を連続した空間と捉え、

この流域全体を視野に入れて水質保全に取組む必要があります。 

更に、ヒシの大量繁茂、貧酸素水域の拡大等による底生生物への影響、漁獲量の減少といった課題

が生じており、2016 年(平成 28 年)７月にはこれまでにないワカサギ等の大量死が起きるなど生態系

への影響も生じています。 

■ 20 年後の目指す姿 

 

 水質浄化が進み、見た目にも良く、人々が水に触れ、遊び、泳いでいる風景、湖辺には多くの動

植物が生息している風景、シジミなどの二枚貝を採り、釣りを楽しんでいる風景など多様な風景

が見られる（水質に関する共通の目指す姿）。 

■ 今後５年の取組（県、流域市町村、関係機関）  

これまで行ってきた水質保全対策を引き続き推進するとともに、対策の進捗管理、諏訪湖及び流出

入河川における水質のモニタリングを行い、ＴＯＣ（全有機炭素）の測定などにより現状の汚濁負荷

のメカニズムの解明に向けた調査研究を進め、水質目標の達成を目指します。また、新たに、わかり

やすい水質目標値として「透明度」の目標値を定め、透明度に影響の大きいプランクトンの増殖に関

係のある窒素やりんの流入負荷量を削減するため各種水質保全施策を推進し、見た目にも良好な諏訪

湖を目指します。更に、面源からの汚濁負荷量の削減のため、「上川・宮川流域における流出水＊対

策推進計画」基づき、当該流域において重点的に流出水対策を推進します。 

清らかで人々が親しむことができる湖水・湖辺 
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2016年(平成 28 年)３月に環境基準項目として追加された底層溶存酸素量＊について、類型当ては

め＊に向けた情報収集、各種環境調査を行い、諏訪湖の類型の当てはめをします。 

(1)水質の目標 

水質環境基準の確保を目途としつつ、計画期間内に達成すべき目標としてＣＯＤと全窒素の目標値

を定め、着実に水質改善を図ります。なお、全りんは、環境基準を達成しているため、現状水質が維

持されるよう努めます。 

また、新たに、住民にわかりやすく、身近な水質目標値として「透明度」の目標値を設定します。 

 

表 5.1 水質目標値 

（mg/L） 

項  目 
水質目標 

（2021年度） 
現状 

（2016年度） 

第６期 
湖沼計画期間変動幅 
（2012～2016年度） 

環境 
基準 

 
参考値 

（2021年度の 
水質予測値）  

ＣＯＤ 

75％値 4.8 5.6 5.6~7.5 3 
 4.9 

(4.4~5.5) 

（参考） 

年平均値 
4.4 4.4 4.4~5.9 - 

 4.4 
(4.0~5.0) 

全窒素 年平均値 0.65 0.88 0.88~0.94 0.6 
 0.73 

(0.65~0.78) 

全りん 年平均値 現状水準の維持 0.050 0.050~0.062 0.05 
 0.045 

(0.039~0.052) 

※ＣＯＤ（75％値）、全窒素及び全りんの年平均値は諏訪湖の環境基準点３地点の最高値とする。 

※ＣＯＤ（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。 

※「参考値（2021 年度 (平成 24 年度)の水質予測値）」は、県環境保全研究所が水質予測モデルを用いて、

過去５年の月別平均の気象条件を与えて計算した 2021 年度 (平成 33 年度)の「対策を講じた場合」の水

質予測値。（ ）内は過去 10 年の気象条件をそれぞれ当てはめて計算した 2021 年度 (平成 33 年度)の水

質予測値の最小値と最大値。 

 

表 5.2 透明度の目標値 

項  目 目標値 
現状 

（2016年度） 
第６期湖沼計画期間変動幅 
（2011～2016年度） 

透明度 年平均値 1.3ｍ以上 

1.2~1.3ｍ 
湖心：1.3ｍ 

初島西：1.2ｍ 

塚間川沖 200m：1.3ｍ 

0.88~1.5ｍ 
湖心：0.98~1.5ｍ 

初島西：0.88~1.3ｍ 

塚間川沖 200m：1.0~1.4ｍ 

※ＣＯＤ等の環境基準点の湖内３地点（湖心、初島西、塚間川沖 200m）それぞれで透明度の年平均値を算出

し、全ての地点で目標値を上回った場合に目標を達成したこととする。 

※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全水深

のうち大きい方をその地点の透明度として採用する。  
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(2)水質の保全に資する事業 

1)生活排水対策の推進（県・流域市町村） 

快適で衛生的な生活環境を提供することにより、諏訪湖への汚濁負荷を削減するため、引き続き下

水道整備や下水道区域外における浄化槽の設置を進め、快適生活率＊の更なる向上を目指します。な

お、浄化槽は、窒素、りん除去型の設置を進めます。 

 

表 5.3 快適生活率の目標 

区  分 実施主体 快適生活率 行政人口 
下水道 
接続人口 

浄化槽 
設置人口 

現状 
（2016 年度末） 

県・市町村 98.6% 176.5 千人 169.5 千人 4.5 千人 

目標 
（2021 年度末） 

県・市町村 98.9% 171.5 千人 165.9 千人 3.8 千人 

また、次の事項について地域住民へ啓発し、協力を求めます。 

①水環境に配慮した生活行動の推進 

水環境保全に配慮した生活習慣を心がけるよう呼びかけ、家庭からの汚濁物質の低減に努めます。 

②下水道供用区域における下水道への接続の促進 

下水道の供用区域では、遅滞なく生活排水を下水道に流入するよう、地域住民に対する啓発、指導

します。 

③浄化槽の適正な設置及び管理の確保 

浄化槽法及び建築基準法に基づく浄化槽の適正な設置ならびに浄化槽法に基づく保守点検、清掃及

び法定検査の受検等による適正な管理を促すため、浄化槽設置者組合を通じて、施工者、管理者等に

指導及び啓発し、適正な管理の確保を図ります。 

また、浄化槽の機能の維持することを目的に、浄化槽設置者への立入検査等を行い、浄化槽の適正

な使用等を周知します。 

2)廃棄物処理施設による処理（流域市町村・一部事務組合） 

ごみ等の不法投棄や不適正処理による水質汚濁を防止するため、流域市町村等は区域内の一般廃棄

物を適正に処理するとともに、住民、排出事業者、廃棄物処理業者、県及び国と連携し、自ら取組を

進めて区域内の一般廃棄物の排出抑制、再使用等に努めます。 

また、下水道が整備されていない家庭及び事業場から発生するし尿及び浄化槽汚泥は、既存の処理

施設において適正に処理します。  
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3)湖沼の対策 

①浄化対策 

ア 水草の除去（県・流域市町村・関係団体・住民） 

栄養塩類（窒素、りん）を吸収した浮葉植物のヒシを除去し、水質の浄化、貧酸素の軽減、

沈水植物の再生しやすい環境の創出に努めます。また、除去したヒシは堆肥化し、流域内の

農地などで利用するなど有効利用を進めます。 

（ア）水草刈取船によるヒシの刈取 

水草刈取船により年 510t 以上を目標にヒシを刈取る※とともに、生物生息域等を考慮し

た刈取方法を検討します。 

※ 刈取場所のヒシの過密度が毎年度異なるため、刈取面積は毎年度異なります。2016 年度（平成 28

年度）の実績では、約 526tのヒシを除去し、最大繁茂面積の 21.9％に当たる 34.1haの刈取を行いま

した。 

   （イ）手作業によるヒシの抜取 

行政と民間が協働して諏訪湖の環境改善に取組むことを目的に設置した「諏訪湖環境改善

行動会議＊」、諏訪湖周辺市町、関係団体により、水草刈取船の入れない浅瀬や流入河川に繁

茂したヒシを抜取ります。 

   （ウ）ヒシの繁茂抑制 

発芽直後のヒシ種子を除去するなど、効果的に繁茂を抑制する方法を検討します。 

イ 覆砂（浅場造成）（県） 

湖岸域の一部において覆砂を実施し、湖底からの窒素・りんの溶出を抑制するとともに、

底質の改善により有機物分解に伴う酸素消費量を低減させ、貧酸素化を抑制します。 

また、覆砂は遠浅の環境に生息する生物の生息場所の創出に繋がり、2016 年(平成 28 年) 12

月には、「シジミが採れる諏訪湖」を目指して 2015 年度 (平成 27 年度)に造成した覆砂場所

でシジミの稚貝が確認されています。 

なお、シジミによる水質浄化が期待できることから、覆砂を実施した箇所でシジミの生息

に適した環境について調査します。 

覆砂することにより、湖底がヒシの好む底泥から砂地に変わることから、ヒシの繁茂対策

としても効果があります。 

覆砂の実施予定箇所は、主に、かつてシジミが採れた箇所、ヒシが繁茂している箇所とし、

詳細箇所については、関係団体と協議の上決定します。 
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図 5.1覆砂の候補箇所 

②漂着ごみ等の除去（県・流域市町村・関係団体・住民） 

諏訪湖岸に打ち上げられたごみ、湖底に沈んだごみを除去します。 

③生物豊かな湖岸域の復元・創出（県） 

「諏訪湖水辺整備基本計画＊」に基づき、湖岸域を整備等し、エゴの再生や多様な生物が生息でき

る空間の創出を目指します。また、湖沼法に基づく湖辺環境保護地区＊の指定に向けて検討します。 

 

4)流入河川等の対策 

①自然浄化機能を活かした水質浄化（県） 

河川の改修においては、地域の生態系に配慮し多自然川づくり＊を進めることにより川の持つ自然

浄化機能を向上させます。 

表 5.4 多自然川づくりの目標 

対 策 目標（2017～2021 年度） 

多自然川づくり 延べ 2.6km 

                   ※３河川（砥川、新川、武井田川）で実施予定 
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② 沈殿ピットによる栄養塩類を含む土砂の除去（県）  

上川河口に設置した沈殿ピットに沈殿した土砂を回収し、栄養塩類を含む土砂の湖内への流入を抑

制します。また、回収した沈殿土砂の利活用について検討します。 

③ 植生水路による栄養塩類の除去（県） 

汚濁負荷の高い上川と、上川の派川である中門川にヨシの植生水路を設置し、栄養塩類を回収し除

去します。 

④枯れたヨシ等の諏訪湖への流入防止（県・流域市町村・関係団体） 

洪水時に枯れたヨシや支障木などが諏訪湖に流入しないよう、流入河川の支障木の除去、諏訪湖岸

及び流入河川の清掃、河川区域の枯れたヨシ焼き、河川に繁茂したヒシの除去等を行います。 

 

(3)水質保全のための規制その他の措置 

1)工場・事業場排水対策（県） 

①排水規制 

水質汚濁防止法に基づき、日平均排水量が 50m3以上の特定事業場に排水基準を適用していますが、

長野県では、日平均排水量 10m3 以上の特定事業場に対し生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ＊）又はＣ

ＯＤについて、日平均排水量 20m3以上の特定事業場に対し窒素含有量及びりん含有量について上乗

せ排水基準＊を適用しています。 

これらの排水基準の遵守徹底を図るとともに、工場・事業場における排水処理施設の適正な維持管

理や水質汚濁の未然防止を目的として、工場・事業場への立入検査等を行い、適切に指導します。 

②汚濁負荷量規制 

湖沼法に基づき、日平均排水量 50m3以上の湖沼特定事業場に対し、ＣＯＤ、窒素含有量及びりん

含有量の汚濁負荷量規制基準＊を適用し、その遵守を徹底させます。 

③指導等 

ア 排水規制の対象外となる工場・事業場（小規模事業場）に対しては、必要に応じ、汚濁負荷の

低減に資する排水処理施設の整備及び適正な維持管理を指導します。 

イ 下水道の供用区域においては、下水道への接続促進を図ります。 
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ウ 廃棄物の不適正処理又は不法投棄に起因する水質汚濁を防止するため、事業者等に対する立

入検査による監視を行うとともに、不法投棄監視連絡員＊等による廃棄物不法投棄防止パトロー

ルを行います。 

エ 排水処理施設の整備等を進めるため、事業者に対して県、市町村等の融資制度を紹介します。 

 

2)畜産業に係る汚濁負荷対策（県・流域市町村・事業者） 

①家畜排せつ物の適正管理と利用の促進 

「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（家畜排せつ物法）」及び「家畜排せ

つ物の利用の促進を図るための長野県計画」に基づき、家畜排せつ物の管理の適正化を図ります。ま

た、家畜排せつ物を堆肥化し、肥料や土壌改良資材として耕地に還元することは化学肥料の低減につ

ながることから、畜産農家で良質な堆肥生産が行われるよう支援するとともに、堆肥供給の基幹的な

役割を担う共同利用堆肥化施設等の健全な運営及び円滑な堆肥の生産・流通が行われるよう支援し、

耕畜連携による一層の利用促進を図ります。 

なお、家畜排せつ物法に基づく管理基準の対象施設農家は 30 戸（2016 年(平成 28 年) 12 月１日現

在）であり、全てが管理基準に対応されています。ふん尿適正処理指導実績は 36 戸（2016 年度 (平

成 28 年度)）であり、年２回巡回指導しています。 

②畜舎の管理の適正化 

湖沼法で定める指定施設及び準用指定施設の畜舎については、施設の構造及び使用の方法の基準の

遵守を徹底します。また、これらの規制の対象外となる畜舎には、必要に応じて施設の改善、適正管

理等の啓発に努めます。 

 

3)魚類養殖に係る汚濁負荷対策（県・事業者） 

湖沼法で定める指定施設のコイの養殖施設については、飼料の適正投与、死魚の適正処理等公害の

防止に関する条例で定める規制基準の遵守を徹底し、内水面養殖管理指針＊に基づき引き続き指導す

ることで、環境への負荷を考慮した養殖生産を促進します。 

また、規制の対象外となる養殖用施設については、必要に応じて施設の改善適正管理の指導等を行

います。 

 

4)流出水対策 

諏訪湖の流域面積は湖面積の約 40 倍と大きく、森林・原野、市街地、農地などの面源からの汚濁

負荷量は、下水道の整備等により家庭や工場・事業場の排水対策が進んだ現在では、諏訪湖に流入す

る汚濁負荷量の約９割を占めていると推計され、相対的に大きくなっています。このため、上流から



 

42 

諏訪湖まで流域全体を対象に流域住民や関係団体などとの協働により引き続き流出水対策を進め、流

域からの汚濁負荷量の削減を図ります。 

①市街地対策（国・県・流域市町村・関係団体・住民） 

ア 路面や側溝等に堆積した土砂などに含まれる窒素やりんなどの水質汚濁物質が、降雨時に雨

水によって洗い流され、湖に流れ込みます。このため、既存の雨水貯留、沈殿施設を活用する

とともに、道路路面清掃や地域の自治会等の参画による道路側溝、水路等の清掃をし、諏訪湖

に流入する汚濁負荷量を減らします。 

イ 各戸において、雨水貯留、雨水浸透ますの設置に努め、雨水の貯留・涵
かん

養機能の維持及び向

上を図ります。 

ウ 諏訪湖流域の各市町村は、家庭ごみ等の不法投棄や観光客によるごみのポイ捨てを防止する

ための啓発をします。 

表 5.5市街地対策の目標 

対 策 実施主体 
事業量 

（2017～2021 年度） 

道路路面の清掃 国、県、市町村 
延べ 1,651km 

（国 46km、県 350km、市町村 1,255km） 

道路側溝、水路の清掃 県、市町村、自治会 
延べ 636km 

（県 10km、市町村・自治会 626km） 

②農地対策（県・流域市町村・関係団体・事業者） 

ア 諏訪湖流域の優良な野菜産地の営農を維持しながら、農地からの汚濁負荷量の削減するため、

土壌診断に基づく過剰施肥の防止や、施肥量の削減が可能となる局所施肥技術の普及拡大に取

組みます。また、緑肥作物＊や輪作 体系の活用、オリジナル肥料の検討などによる減肥栽培技＊

術を導入して、地域ぐるみでの環境にやさしい農業*への取組拡大を図ります。 

イ 化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上削減して栽培を行う「信州の環境にやさしい農産物

認証 」への取組支援や、土づくりを基本とし、化学肥料・化学合成農薬の使用を低減する技術＊

を導入して営農活動を行う「エコファーマー＊」の認定などを通じ、諏訪湖の水質保全に対する

生産者の意識啓発を行います。 

ウ 農地や農業用水路等の農村資源や農村環境を保全するため、多面的機能支払事業 や中山間地＊

域農業直接支払事業 などを活用し、水路の泥上げ・補修、草花の植栽、農道の保全管理など、＊

地域ぐるみで行う共同活動を支援します。 

エ 信州の美しい自然環境を守り、環境と調和した「環境農業」に取組む生産者の努力と生産さ

れた農産物の情報を、関係者が連携して広く発信・ＰＲし、消費者・実需者からの評価を高め、

環境農業により生産された農産物の優先的な選択と地域内での流通を促進します。 
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③自然地域対策（県・流域市町村・関係団体） 

ア 森林は、多様な生態系を支えるとともに、水を貯え、洪水を緩和し、土壌や植物による水質

浄化機能を有するなど重要な役割を果たしています。こういった森林の公益的機能＊を高度に発

揮させるため、間伐を中心とした森林整備を積極的に進めるとともに、計画的に伐採、再造林

を行い、降雨等に伴う土壌侵食や崩壊による汚濁負荷流出を防止します。また、山腹崩壊や土

石流を防止するための治山及び砂防事業を推進します。 

イ ゴルフ場やスキー場には、汚濁負荷の流出防止に努めるよう指導します。 

 

表 5.6自然地対策の目標 

対 策 実施主体 
事業量 

（2017～2021 年度） 

森林整備（普通林、保
安林、県有林） 

間伐 
植栽 

県、市町村、 
関係団体等 

4,100 ha 

治山施設の建設 県 15 箇所 

砂防施設の建設 県 5 渓流※ 

     ※栃久保川、竹の沢川、地獄沢、大沢川、蓮井沢の５渓流 

④流出水対策地区における重点的な対策の実施（県・流域市町村・関係団体・住民） 

湖沼法第 25 条から第 28 条の規定に基づく流出水対策地区として、「上川・宮川流域」を指定し、

「上川・宮川流域における流出水対策推進計画」に基づき、流出水対策を重点的に実施します。 
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上川・宮川流域における流出水対策推進計画 

上川・宮川流域は、南東から南西側の上流は八ヶ岳山麓の緩斜地から立場川、釜無川の源流付近

（富士川水系）にあたり、西側は伊那市との境界の山麓付近にあたります。宮川は上流から下流に

向かって、富士見町、茅野市、諏訪市に流下し、下流の安国寺橋付近で分水され、取翻川を経て上

川に流入しています。 

2006 年度 (平成 18 年度)から 2007 年度 (平成 19 年度)に県環境保全研究所が行った「諏訪湖流

入河川汚濁負荷実態調査」では、上川・宮川流域からの汚濁負荷量が諏訪湖に流入する汚濁負荷量

の７割から８割を占めていると推計されており、この流域に広がる森林・原野、市街地、農地など

の面的な発生源からの流入負荷を削減するため、2005 年(平成 17 年)の湖沼法の改正に伴い定める

こととされた流出水対策推進計画を、第５期及び第６期の湖沼計画で「上川・宮川流域」を対象と

して策定し、取組を推進してきました。 

第７期湖沼計画においても「上川・宮川流域」を流出水対策地区に指定し、当該地区における流

出水対策を重点的に実施し、諏訪湖への流入汚濁負荷量の低減に努めます。 

ア 流出水対策の実施の推進に関する方針 

上川・宮川流域における流出水汚濁負荷量の更なる削減を図るため、県及び流域の市町村が

主体となって流出水対策に係る事業を進めるとともに、地域住民、関係機関が互いに連携、協

力することにより流出水対策を推進します。 

また、当該地区で得られた成果を諏訪湖流域全体に展開するよう努めます。 

イ 流出水の水質を改善するための具体的方策（県・流域市町村） 

上川・宮川流域において、(3)4)（41 ページ）に掲げる流出水対策を推進するとともに、ア

ダプトプログラム*によるごみの回収や外来植物の駆除など、地元住民・団体における実践的

な美化活動を積極的に支援します。 

また、県で水質測定を行っている諏訪湖へ流入する４河川のうち、全窒素の濃度が他の河川

と比べて高い「宮川」の本川及び支川の水質調査を行うとともに、この地域の雨量や農産物出

荷量の調査などを行い、宮川流域内の流入汚濁負荷量が多い地域を把握し、その結果を関係者

で共有し、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し、その対策を推進し

ます。 

 

 

 

 

 

図 5.2 諏訪湖流入河川の全窒素の経年変化及び採水地点 
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ウ 流出水対策に係る啓発に関すること（県・流域市町村） 

流出水対策地区内の住民や事業者の理解を深めるため、パンフレットやホームページに

よる広報や啓発に努めます。 

 

 

図 5.3 諏訪湖の流出水対策地区（上川・宮川流域） 

 

※ 森林地域は除く 

流出水対策地区 
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(4)その他水質保全のために必要な措置 

1)公共用水域の水質監視（県・流域市町村） 

①水質の測定 

県は、諏訪湖等の水質の状況を的確に把握するため、諏訪湖内３地点及び流入河川の４河川６地点

及び天竜川の２地点で、水質の監視、測定をします。 

また、上流域にゴルフ場、廃棄物の最終処分場が設置されている河川では、金属化合物、有機塩素

系化合物＊、農薬等の水質の測定をします。 

更に、2016 年(平成 28年)７月に諏訪湖で発生したワカサギ等の大量死の原因の一つとして考えら

れる貧酸素の状況を確認するため、湖内の数か所で溶存酸素（ＤＯ）の連続測定を行うとともに、動

植物プランクトンの調査をします。 

流域市町村は、必要に応じ、流入河川の水質の測定をします。 

②水質汚濁事故の対応 

油類流出等の水質汚濁事故の防止に努め、水質汚濁事故発生時には、関係機関で情報を共有し、現

地調査による原因の究明など、迅速な対応するとともに、原因者に対しては汚染の拡大防止や流出防

止策を講じるよう指導し、被害の拡大を防止します。 
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5.1.2. 貧酸素対策の推進 

■ 課題 

諏訪湖では毎年夏場を中心に湖心の下層で溶存酸素が３mg/L 以下の貧酸素状態となり、近年沿岸

域でも、ヒシの大量繁茂により水の流れが悪くなり貧酸素水域が生じています。この貧酸素水域の拡

大は底生生物へ影響を与えるとともに、2016 年(平成 28 年)７月に発生したワカサギ等の大量死の一

因ではないかと考えられています。 

貧酸素対策の推進や 2016 年(平成 28 年)に新たに環境基準に追加された「底層溶存酸素量」の類型

を当てはめるうえで、貧酸素の発生状況、発生場所、経時的な変化などの情報が必要ですが、現在十

分な情報が得られていないため、これらの貧酸素水塊の挙動を把握するための調査研究を進めていく

必要があります。 

更に、諏訪湖の貧酸素を改善する効果的な方法を見出していく必要があります。 

■ 20 年後の目指す姿 

 

 水質浄化が進み、見た目にも良く、人々が水に触れ、遊び、泳いでいる風景、湖辺には多くの動

植物が生息している風景、シジミなどの貝を採り、釣りを楽しんでいる風景など多様な風景が見

られる（水質に関する共通の目指す姿）。 

■ 今後５年の取組（県、流域市町村、関係機関）  

2016年(平成 28年)７月に発生したワカサギ等の大量死の原因の一つとして貧酸素の影響が考えら

れることから、貧酸素水塊の挙動などに関する調査研究を行います。貧酸素が発生している水域のう

ち、ヒシが大量繁茂して湖内の水の流れが妨げられることにより貧酸素水域が生じている沿岸域につ

いては、発芽直後のヒシ種子を除去するなど、効果的に繁茂を抑制する方法を検討します。また、貧

酸素対策として有効とされている覆砂を湖岸域の一部において行い、これらの対策の効果について調

査研究します。更に、重点的に貧酸素を解消するエリアの設定や貧酸素対策工法の組み合わせによる

貧酸素対策の実施に向けた検討をします。 

(1)沿岸域の対策 

ヒシの大量繁茂により生じている沿岸域の貧酸素水域を減らすとともに、底質からの窒素・りんの

溶出を抑制するため、以下のとおり沿岸域の対策を行います。 

・水草刈取船によるヒシ刈取 

表 5.7ヒシ刈取の目標値 

 

 

沿岸域・流入河川における
除去

貧酸素対策
維持管理

目標値・指標値

延べ510ｔ以上/年

約14ｔ/年

諏訪湖利活用団体による
除去

全て

諏訪湖環境完全行動会議の
手作業による除去

水質浄化
利活用

初島周辺

自治体・関係団体・住民の
協働による除去

水質浄化
流行改善等

Ｄ
新川河口

取　組 主な目的

水草刈取船による除去

ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ
漕艇場付近

A､H､
新川河口

重点エリア

利活用

水質浄化

A
流入河川

清らかで人々が親しむことができる湖水・湖辺 
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・諏訪湖環境改善行動会議によるヒシの抜取 

・発芽直後のヒシ種子除去など、効果的な繁茂抑制対策 

・酸素供給が見込まれる覆砂の実施（浅場造成）（『図 5.1 覆砂の候補箇所』参照） 

 

表 5.8覆砂（浅場造成）の目標値 

取 組 目標値・指標値 

覆砂（浅場造成） 
２→５箇所 

Ａ，Ｂ，Ｅ，Ｈゾーン 

(2)底層溶存酸素量（底層ＤＯ）の環境基準の類型当てはめ 

2016年(平成 28 年) ３月に環境基準項目として追加された底層溶存酸素量について、類型当ては

めに向けた情報収集、各種環境調査を行い、諏訪湖の類型の当てはめをします。 

 

(3)ゾーニング等による対策場所の検討 

1994 年度(平成６年度)に策定した「諏訪湖の水辺整備マスタープラン」の湖畔区分を細分化した

区域や底層ＤＯの環境基準の類型を当てはめた区域などを参考に、重点的に貧酸素＊を解消するエリ

アを設定します。 

 

(4)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を調査し、貧酸素水塊の挙動に関する研究

をします。 

また、関係団体が取組む貧酸素及び底質改善対策に支援し、対策の効果について協働して検証する

とともに、機械力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など、効果的な貧酸

素対策の実施に向けて検討します。 
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(5)地下水、湖底の調査 

1)地下水の調査 

 かつて、諏訪湖沿岸域付近には湖底から、ガス、湧水などが噴出する釜穴と呼ばれるものが、多数

存在していたという住民の声があります。湖底から湧水があったされる箇所の付近では、鋼矢板を打

ち込んだコンクリート波返し護岸が整備されています。このことにより地下水の湖内流入を阻害し、

釜穴が消失したのではないかといった住民の指摘もあります。 

そこで、湧水があったとされる C ゾーンの諏訪湖へ流入していた大堀川及び栃久保川の旧河口付近

で、鋼矢板等による地下水への影響を把握する目的で地下水調査を実施しています。 

また、調査結果を踏まえ、今後の対応について検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.5 地下水調査断面図 

図 5.4 地下水調査位置図 
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2)諏訪湖全域の湖底調査 

2005 年（平成 17 年）の湖底測量結果と 1981 年（昭和 56 年）の湖底測量結果を比較して、年に

平均で 2cm 程度堆積されたことが推定できています。特に流入河川の河口部で堆積度合が大きい傾

向がありました。 

2018 年（平成 30 年）に、再度、湖底の測量を実施し、2005 年（平成 17 年）以降の堆積状況を

把握し、貧酸素対策や今後の治水・利水浚渫＊の必要性等を検討します。 
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5.1.3. ヒシの大量繁茂対策の推進 

■ 課題 

ヒシの大量繁茂は、貧酸素の原因となるほか、他の水生植物の生育の阻害、漁船や観光船の運行へ

の支障、景観の悪化、ヒシが枯死・腐敗した際の

悪臭の発生など、水質浄化、生態系、観光や漁業

などに様々な悪影響を与えています。一方で、繁

茂したヒシが野鳥のエサ場、魚類や水生昆虫の産

卵場所になるなどのメリットもあります。そのた

め、生態系のバランスやヒシの繁茂場所の利活用

の状況を考慮し、ヒシを除去する目的を明確にし

た上で、ヒシを重点的に除去すべきエリアを定め

て、計画的に除去することが必要です。 

                       ヒシの繁茂状況 

■ 20 年後の目指す姿 

 

 

 ヒシと他の水生植物のバランスがとれた水草帯が形成され、水鳥の子育ての場、魚や水生昆虫の

産卵の場になっている。 

 水質浄化が進み、見た目にも良く、人々が水に触れ、遊び、泳いでいる風景、湖辺には多くの動

植物が生息している風景、シジミなどの貝を採り、釣りを楽しんでいる風景など多様な風景が見

られる（水質に関する共通の目指す姿）。 

■ 今後５年の取組（県・流域市町村・関係団体）  

生態系のバランスやヒシの繁茂場所の利活用の状況を考慮し、水質浄化、貧酸素対策、生態系保全

及び利活用等の目的を明確にした上で、重点的にヒシを除去するエリアを設定し、官民協働により計

画的にヒシの除去を行います。水中の栄養塩（窒素、りん）を吸収したヒシを湖外搬出して水質改善

を行うため、引き続き、水草刈取船によるヒシの刈取りを行うとともに、生物生息域を考慮した刈取

り方法を検討します。また、県・市町村・関係団体において水草刈取船の入れない浅瀬や流入河川に

繁茂したヒシの除去をします。 

これらの効果を確認するため、ヒシの繁茂状況や沈水直物の生育状況を確認する植生調査の調査や

ヒシ除去場所の水質改善状況の調査などをします。 

また、除去したヒシは堆肥化し、流域内の農地で利用するなど有効利用を推進します。 

  

清らかで人々が親しむことができる湖水・湖辺 

多種多様な生き物を育む湖 
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図 5.6 ヒシの刈取り範囲（2016年) 

(1)水草刈取船によるヒシの刈取 

水草刈取船により A、H ゾーン及び新川河口を中心に年 510t 以上を目標にヒシを刈取る※ととも

に、沿岸域と流入河川では新たに浅瀬でも作業ができる小型刈取船により刈取を実施します。 

また、貴重種が存在する水域に配慮するなど、生物の生息域等を考慮した刈取方法を検討します。 

※ 刈取場所のヒシの過密度が毎年度異なるため、刈取面積は毎年度異なります。2016 年度 (平成 28 年度)

の実績では、約 526t のヒシを除去し、最大繁茂面積の 21.9％に当たる 34.1ha の刈取を行いました。 

 
水草刈取船によるヒシの刈取  

Dゾーン

Eゾーン

Fゾーン

Gゾーン
Hゾーン

Aゾーン

Bゾーン

Cゾーン

図１ ヒシ繁茂状況

釜口水門

漕艇場

ヨットハーバー

新川
A～H ： 諏訪湖の水辺整備マスタープランに

よるゾーン分け

初島

ヒシ高密度
ヒシ中密度
ヒシ低密度
H28刈り取り船による除去範囲

調査日：H28年8月8、9日調査日 2016年８月８～９日 
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(2)手作業によるヒシの除去等 

行政と民間が協働して諏訪湖の環境改善に取り組むことを目的に設置した「諏訪湖環境改善行動会

議＊」では A ゾーンの初島周辺を重点的に除去します。 

また、諏訪湖周辺市町、関係団体においても、水草刈取船の入れない浅瀬や流入河川に繁茂したヒ

シを除去します。 

表 5.9 ヒシ除去の目標 

 

手作業によるヒシの除去 

沿岸域を覆砂することで、底質を改善しヒシの繁茂を抑制します。また、発芽直後のヒシ種子を除

去するなど、効果的にヒシの繁茂を抑制する方法を検討します。 

ヒシの除去場所や覆砂場所での水質改善の効果や、ヒシの繁茂状況、沈水植物の分布状況などの生

態系への影響について、調査研究します。 

(3)ヒシの有効活用 

 除去したヒシは堆肥化して流域内の農地などで引き続き利用するとともに、ヒシの種による工芸品

としての利用など、除去するヒシの有効活用の方法を調査・検討します。 

沿岸域・流入河川における
除去

貧酸素対策
維持管理

目標値・指標値

延べ510ｔ以上/年

約14ｔ/年

諏訪湖利活用団体による
除去

全て

諏訪湖環境完全行動会議の
手作業による除去

水質浄化
利活用

初島周辺

自治体・関係団体・住民の
協働による除去

水質浄化
流行改善等

Ｄ
新川河口

取　組 主な目的

水草刈取船による除去

ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ
漕艇場付近

A､H､
新川河口

重点エリア

利活用

水質浄化

A
流入河川

諏訪湖環境改善行動会議 

の手作業による除去 

初島周辺 

（Ａ） 
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5.2. 生態系保全  

5.2.1. 多様な生育・生息基盤の創出 

■ 課題 

諏訪湖の水辺整備マスタープランの B ゾーンは、かつて、渋のエゴや泉沢のエゴに代表される入

江地形豊かな水生植物帯が繁茂し、多様な生物の生息空間が形成されていた箇所です。そのため、B

ゾーンにおいて「水辺の生き物豊かな湖畔」をテーマに、諏訪湖の原風景である水生植物が豊かなエ

ゴや湖畔を保全・復元に向けて、水辺の生物が豊かな自然環境を復元・創出するための整備をしてき

ました。この結果、この区間は諏訪湖の中でも生物多様性が高い湖畔になりましたが、エゴの再生と

いう段階には達していません。 

諏訪湖の流域の 70%以上を占める森林には、生物多様性の保全、地球環境の保全、土砂流出の防

止、水源涵養など多面的な機能がありますが、これらの機能を発揮させるための、間伐などの整備が

必要です。 

 

 

図 5.7 水辺整備マスタープランでの生態系への配慮（B ゾーン）  

諏訪市

Ａゾーン

ＢゾーンＣゾーン

Ｄゾーン

Ｅゾーン

Ｆゾーン

Ｇゾーン
Ｈゾーン

上川流入部

承知川流入部

塚間川流入部

湊小学校

下諏訪町

岡谷市

ジョギングロード兼遊歩道

既存の法枠護岸

大型抽水植物
水深0.2～1m位
（70～80cm標準）

主要構成種：マコ
モ、ヨシ、ミクリ

沈水植物帯

突堤（離岸堤）
の形成

余盛りによる湖畔林（緩衝緑地帯）の形成
ヤナギ類

水路〈水路の効果〉
・ヨシ等による浄化促進

・地下水位上昇による抽水植物
の生育促進
・刈り取り時の管理作業水路

浮葉植物帯

主要構成種：
エビモ
透明度を確保

主要構成種：ヒシ、
アサザ
水深1～1.5m程度

水生生物に適した植栽基盤の形成
・水底に凹凸をつけ、水際に変化をつける。
・汀線前後の傾斜は1：4～1：5以下を確保する。
・汀線は変化に富んだ曲線とし、生物生息環境及び景観の向上を図る。
・抽水植物には、最低50cmの壌土以下の土壌層を確保する。
・浮葉・沈水植物には、50～60cmの土壌層を確保し、砂質土を入れる。
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■ 20 年後の目指す姿 

 

 多様な水生植物が生い茂り、野鳥やトンボなどの昆虫が飛び交い、多くの魚やエビや貝などが棲

む、かつてのエゴが再生されている。 

 流域の森林や里山から、魚など湖の生態系に必要な養分が適度に供給される「森は湖の恋人」が

実現されている。 

■ 今後５年の取組（県・流域市町村・関係団体）  

エゴの再生に向けた調査研究を行います。諏訪湖の中でも沈水植物帯が生育し、豊かな生態系が保

たれている B ゾーンを中心として、そこに生育・生息する動植物のモニタリングをします。この調

査研究を踏まえて、エゴの再生に向けてエコトーンを復活し、多様な動植物が生育・生息できる環境

を目指します。 

 

 

B ゾーンの豊かな生態系が維持されている湖畔 

湖沼法に基づく湖辺環境保護地区の指定に向けた検討をします。 

森林は、多様な生態系を支えるとともに、水を貯え、洪水を緩和し、土壌や植物による水質浄化機

能を有するなど重要な役割を果たしています。こういった森林の多面的、公益的機能を高度に発揮さ

せるために、間伐を中心とした森林整備を積極的に進めます。 

 

表 5.10 整備の目標値（再掲） 

 

 

 

 

多種多様な生き物を育む湖 

取　組 目標値・指標値

森林整備（間伐・植栽）
4,100ha

（５年間）
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コラム３  

渋
しぶ

のエゴ ～エゴの内部は水生植物の宝庫～ 

 

渋のエゴは、渋崎の三角州と葭崎の三角州に挟まれた入江にあった。現在の流域下水道終末処理
場の位置がそれにあたり、湾口の幅は、300m,奥行きは 600m に達していた。渋のエゴに分布して
いた水生植物は、外観的には抽水植物が主体で、内部は浮島状になっており、水生植物の種数はお
よそ 40 種を数えている。 

 

図－１の相観模式図に
見るように、湖岸から湖心
へ向けて「ヨシ帯→マコモ
帯またはミクリ帯→ヒシ
帯→アサザ帯→コウホネ
帯→ヒロハノエビモまた
はササバモ帯→ヤナギモ
帯」というように、抽水→
浮葉→沈水と、それぞれの
水生植物が移り変わって
いる．これらのいずれもが
諏訪湖全体にとっても代表的な水生植物である。 

水生植物に覆われたエゴの中には、熊穴（釜穴）とよばれる地形があった。 

この熊穴の周辺だけは植物によって水面をふさがれることはなく、開水面になり、底部は穴状に
なっていた。その大きさは最大で直径８ｍ、水深は２ｍもあり、底質は砂質のものが多かったよう
である。 

エゴの内部は水生植物の宝庫であ
るが、そこはまた動物群集にとって
も重要な生活の場所であった．報告
されている底生生物は、イトミミズ
科３種、ユスリカ科１種、グロシフ
ォニア科１種（ヌマビル）、巻貝９
種、二枚貝７種及びヌカエビ、テナ
ガエビなどである．図－２はエゴ内
部の貝類の生息分布を模式的に示し
たものである。 

エゴは、魚類にとっても重要な場
所であることは水中にたてた木や竹、
水中の貝殻の内側などに多数の魚卵
が産みつけられていることからもわ
かる。エゴのような水生植物の繁茂
している場所では餌も多く、環境も
安定しているので、魚類の再生産の
場、産卵の・幼稚魚期の安全な生活
の場所としてたいへん重要である。
定量的なデータは難しいが、エゴ内
部から採集された魚類が 12種におよ
んでいることからも、その重要性は
推測できる。ヨシの茎にはヨシキリ
がとまって鳴いていたり、抽水植物
の間を泳ぐバンの親子などの例から
もわかるように、鳥類にとってもエ
ゴのような水生植物帯は格好の生活
の場所となる。渋のエゴ調査時に出
現した鳥類は、18 属 50 種にもなる。 

 

図－１ 渋のエゴ内部の相関模式図（陸側から湖にかけての断面） 

 

図－３ 渋のエゴにおける繁殖鳥のＮｅｓｔ ｓｉｔｅ

と植生との関係 

図－２ 渋のエゴの貝類生息断面図 



 

57 

 

その中で、巣が発見され、この地域での繁殖が確認されたのは、オオヨシキリ、コヨシキリ、バ
ン、カイツブリ、カルガモの５種であった（図－３）。 

 

図－４は、鳥類それぞれの生活域がどのような植物と関係しているかを模式的に示したものであ
る。見た目には混在しているようでも、それぞれの鳥たちは独自の生活域をもっていることがわか
る。同じ植物群落に、同じ時期に生活域を重ねている場合でも、オオヨシキリは比較的陸地化した
部位のヨシに営巣し、コヨシキリは水辺のヨシに営巣するといったように、それぞれ独自の生活域
をもっていることが観察されている。 

エゴの内部は、湖に関係する生物のほかにも、水生植物の茎や葉を生活場所とする昆虫類や陸地
の動物なども多く生息する。魚理類にとっては産卵・幼魚の避難場所であると同時に、陸上の動物
にとっては摂食の場でもあり、それだけに生物相が豊かなのである。 

（沖野外輝夫信州大学理学部名誉教授 記） 

 

※アーバンクボタ（№36 特集＝諏訪湖）より 

 

図－４ 渋のエゴに出現した鳥の生活域模式図 
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5.2.2. 水生動植物の管理 

■ 課題 

諏訪湖にはクロモやアサザなど希少な水生植物が数多く生育しており、湖岸だけでなく湖内でも生

物多様性に配慮した環境を維持・整備する必要があります。一方で、絶滅危惧種のクロモの分布が拡

大し、ボート競技の支障になり対応に苦慮するなど、新たな問題が生じています。現在、沈水植物や

浮葉植物については、湖内全域において毎年分布状況を調べていますが、湖畔の植生の詳細な調査が

実施されているのは、B ゾーン、G ゾーンなどの一部のゾーンに限られています。このため、湖全体

の動植物の分布状況を把握するための調査を実施するとともに、指標種を設定してモニタリングを継

続し、適切な対策を検討することが必要です。 

飛来数が急増しているカワアイサについては、追払いなどの対策を続ける必要があります。オオク

チバスやブルーギルは、ワカサギやエビ類等の漁業資源だけではなく、水生昆虫なども捕食するため、

生態系保全の面からも外来魚の駆除活動を継続する必要があります。 

■ 20 年後の目指す姿 

 

 湿生植物帯から、抽水植物帯、浮葉植物帯、沈水植物帯までバランスがとれたエコトーンが成立

し、特定の種が極端に優占することがなく、美しい水草帯が形成されている。 

 エゴやヨシ帯、湿地、砂浜など変化に富んだ環境に、浅場で歩いてエサを捕るシギ・チドリ類な

ど多くの野鳥が生息し、トンボが飛び交い、魚やエビや貝など多様な水生動物が生息している。 

 外来魚などによる諏訪湖の生態系への影響が抑えられ、在来種による生物の多様性が確保されて

いる。 

■ 今後５年の取組（県・流域市町村・関係団体）  

生態系は湖岸だけでなく、諏訪湖全体で成り立っています。このため、生物多様性を創出する多孔

質な構造をもつ護岸の整備や、覆砂など湖内も含めた生物多様性に配慮した環境の整備を進めます。 

表 5.11 環境整備の目標 

取 組 目標値・指標値 

生物多様性を創出する護岸整備 Ｃゾーン 

覆砂（浅場造成） 
２→５箇所 

Ａ，Ｂ，Ｅ，Ｈゾーン 

 

多種多様な生き物を育む湖 
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湖岸も含めた湖全体の動植物の分布状況を把握するための調査を実施し、その結果を踏まえて生態

系の改善のための対策や、水生植物の適正管理のあり方を調査研究します。また、生態系改善の指標

種として、エビモ、シジミやメガネサナエを対象としたモニタリングを行います。 

 

表 5.12 モニタリングの目標 

取 組 目標値・指標値 

水生動植物の生息調査 ５回/年 

指標水生植物(エビモ)の 

モニタリング調査 
１回/年 

指標水生動物(シジミ)の 

モニタリング調査 
３回/年 

指標水生動物(メガネサナエ)の 

モニタリング調査 
２回/年 

 

カワアイサやカワウなどの魚食性鳥類については、追払いなどの対策を継続して行うとともに、

有効な防除方法を検討します。オオクチバスやブルーギルなどの外来魚については、生態系の保

全の観点からも駆除作業を継続して行います。 

表 5.13 食害防除・外来種駆除の目標 

取 組 目標値・指標値 

カワアイサ・カワウ等 

魚食性鳥類からの食害防除 
90 日/年 

電気ショッカー漁による 

外来魚の駆除作業 
３ｔ/年 
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5.2.3. 漁業の振興 

■ 課題 

諏訪湖を代表する魚種のワカサギ、コイ、フナなどの魚類、エビ類など、いずれも現在の漁獲量は

かつてに比べると激減しています。水産資源の生育に役立つ水質改善対策を進めるとともに、湖岸だ

けでなく湖内での生息・産卵場所の整備を検討する必要があります。覆砂などによりシジミが生息で

きる環境を維持・拡大しながら、シジミ増殖の調査研究を進める必要があります。また、沿岸域貧酸

素対策としてヒシの除去等の取組を続けるとともに、対象の範囲を設定した貧酸素対策の実施を検討

する必要があります。更に、魚食性のカワアイサの飛来が急増し、食害が深刻な問題となっています。

オオクチバスやブルーギルによるワカサギやテナガエビ等の食害が問題となっています。 

魚食性鳥類や外来魚による漁業被害が深刻な問題となっており、鳥類の追払いや外来魚の駆除など

の対策を継続する必要があります。 

■ 20 年後の目指す姿 

 

 水産資源の生育に資する水質環境が改善し、湖岸や湖内に生息や産卵のための場所が整備される

ことにより、豊かな漁場環境が再生されている。 

■ 今後５年の取組（県・流域市町村・関係団体）  

関係団体と連携して、シジミの生息環境になる砂浜を創出することや、貧酸素対策などを行って、

魚や貝類が棲みやすい漁場になるように環境を改善していきます。 

表 5.14 環境の整備目標値 

取 組 目標値・指標値 

生物多様性を創出する護岸整備 Ｃゾーン 

覆砂（浅場造成） 
２→５箇所 

Ａ，Ｂ，Ｅ，Ｈゾーン 

このために、ワカサギやエビの種苗放流、ワカサギ資源量の調査、水質調査、シジミ種苗生産技術

の開発などに取組みます。また、漁業被害の防止のため、カワアイサなどの魚食性鳥類の追払いや、

オオクチバス、ブルーギルなど外来魚の駆除等の対策を継続して行います。 

表 5.15 漁業環境の再生のための目標値 

取 組 目標値・指標値 

ワカサギ種苗放流 10 億粒/年 

エビ種苗放流 ５kg/年 

ワカサギ資源量調査 ６回/年 

漁場環境調査(水質調査) １回/月 

ワカサギの生育状況調査 １回/月 

カワアイサ・カワウ等魚食性鳥類
からの食害防除 

90 日/年 

電気ショッカー漁による 
外来魚の駆除作業 

３ｔ/年 

多種多様な生き物を育む湖 
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5.3. 湖辺面活用・まちづくり  

5.3.1. 水辺整備と湖辺面の利活用 

■ 課題 

過去の諏訪湖の護岸整備等により親水性が下がり、湖と流域住民との関係が疎遠になりました。諏

訪湖の水質悪化が著しいときに高まった流域住民の諏訪湖に対する関心も、、水質改善に伴い次第に

関心が下がってきています。 

そこで、水辺整備と湖の利活用により、湖と流域住民、県民、観光客との関係性を再構築し、諏訪

湖の恵みをより多くの人たちが享受できるものとすべく、諏訪湖創生に対する気運を高め、連携・協

働による諏訪湖創生の取組を進めていくことが必要です。 

湖畔はこれまでの水辺整備マスタープランに基づく取組により、利用しやすく自然を感じられる景

観となってきています。また、ヨットハーバーや漕艇場では、競技会なども開催されています。しか

し、湖畔の景観は好ましいものとなっている一方、親水利用には適さない箇所が多く存在します。ま

た、湖面及び流入河川にヒシ等が繁茂した状況は、景観上好ましくないとの住民意見があるほか船舶

の運航上の支障にもなっています。 

湖周にはジョギングロードが整備され、ハーフマラソン、ウォーキングイベントの開催や、日常の

ランニングコースとして利用されています。自転車が公園内の園路を通れないところがあり、諏訪湖

畔の環境を十分楽しむことができないなどの課題もあります。 

■ 20 年後の目指す姿 

 

 湖上ではヨットやボートなどを楽しみ、湖畔の砂浜では泳いでいる人々の姿がある。 

 水辺カフェで、ゆったりとした時間を楽しむ人や、諏訪湖に映える美しい景観を背にカメラ

を構える人等で賑わっている。   

 湖畔公園から間欠泉センターまで、憩い、楽しめる場所が連続的に続き市民や観光客が利用

し賑わっている。 

 漕艇場の機能を向上させ、スポーツを楽しみながら、健康増進を目指す人たちが増えている。 

 諏訪湖へ流入する河川環境が改善整備され、それらを巡るカヌーコースを楽しむ愛好者や観

光客が増えている。 

 整備されたサイクリングロードを利用する人も増え、自転車を楽しむ愛好者の拠点としての

機能も充実している。 

  

人々が憩い、やすらげる水辺空間 
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■ 今後５年の取組（県・流域市町村） 

(1)砂浜の整備 

「泳ぎたくなる諏訪湖」の実現に向けて、湖岸の一部に砂浜を整備し、また貧酸素対策、ヒシの繁

茂対策として、湖岸に覆砂する箇所の一部に、水面より上にも砂を敷き詰めて砂浜を造成します。砂

浜を造成する箇所では、周辺の公園などと一体となった利用を促進します。 

 

図 5.8 砂浜整備の予定箇所 

 

図 5.9砂浜整備のイメージ（横断図） 

(2)治水・利水浚渫 

諏訪湖では、1969 年(昭和 44 年)から 2002 年(平成 14 年)までに水質浄化を目的とした底泥の浚渫

をしました。一方で、河道の流下能力が不足する箇所や、河川水の流入阻害の除去、ボート等の運航

に支障がある場合に、堆積した土砂を掘削する治水・利水浚渫を土砂の堆積状況に応じて実施してい

ます。諏訪湖では、年平均で２cm 程度の湖底への土砂の堆積があると推定されますが、現時点では、

諏訪湖の最も浅い場所でも、堆積している土砂の高さは、治水機能に支障がでる高さまで約１ｍ程度

の余裕があるため、治水上問題が生じることはありません。 

砂浜の整備 

覆砂 

浅場造成 
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図 5.11水面利用の活性化と防災ネットワ
ーク 

図 5.10 治水利水浚渫の予定箇所 

今後は、これまでと同様、土砂の堆積が多いとされる流入河川の河口部を中心とした場所で、治水

浚渫を堆積状況を見ながら適宜行います。併せて川の流れが湖内へスムーズに流入するような掘削も

検討していきます。 

また、ボート等の船舶運行上の

確保に向けた利水浚渫は、地域の

皆様からの要望に対し、治水や防

災対策としての効果も考えながら、

公共性の高い箇所から優先的に実

施していくことを検討します。こ

れにより、ヨットやボートなどの

スポーツ利用が促進されることが

期待されます。 

 

 

(3)水面の利活用 

諏訪湖の水面はヨット、ボート、

釣りなどにより、レジャー面にお

いては、今でも盛んに利用されて

います。今後は、それに加え、防

災船着き場を整備し、災害時に、

船で物資や人を運ぶことができる

ようにすることで、防災機能の向

上を図ります。また、カヌーで諏

訪湖と川を行き来することで、水

郷諏訪の魅力を楽しめるような体

験会などを開催します。釜口水門

の船通しを通って天竜川まで下る

など、諏訪湖だけではなく、流域

としての意識を高める使い方も検

討します。 
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(4)水辺空間を活かした賑わいの創出や魅力あるまちづくり 

諏訪湖周辺には諏訪市湖畔公園（石彫公園）やみずべ公園（下諏訪町）等に代表される魅力ある資

源が数多くあります。 

一方で、「湖や山など豊かな自然の景色を眺めながら、カフェなどでゆったりとした時間を満喫し

たい」といった、より水辺に近い空間に憩いの場を求める住民の意見も多数あります。 

既にある資源や湖の特徴を更に活用するなど、諏訪湖ならではの水辺空間を活かした賑わいの創出

や魅力あるまちづくりを目指して、関係市町や各種団体等と連携し、民間事業者による水辺カフェの

運営等の「河川空間のオープン化」に向けた支援や協力を行っていきます。 

 

図 5.12河川空間のオープン化の事例 （出典：国土交通省資料） 

 

オープン化の事例（徳島市） （出典：国土交通省資料）  
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※(1)～(4)の整備は「諏訪湖水辺整備基本計画」に位置付けて、取組を進めます。 

 

諏訪湖水辺整備基本計画（案） 

 諏訪湖の水辺整備マスタープラン策定から 20 年余が経ち湖岸の整備は 90%程度進んでいますが、

新たな課題や地域のニーズ等を踏まえて、マスタープランを引き継ぎ、今後の諏訪湖の整備と利活用

等の方向性を示す、水辺整備基本計画を策定しました。 

 この計画では、マスタープランのゾーンを引き継いで、A～H のゾーンでそれぞれの場の特徴を活

かした利用を目指しています。 

 

図 5.13 水辺整備基本計画のゾーニング 

 

  

 それぞれのゾーンの整備の方針と整備内容は次のとおりです。 
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 図 5.14 水辺整備基本計画のゾーン別整備 
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図 5.15 水辺整備基本計画のゾーン別整備 
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図 5.16 水辺整備基本計画のゾーン別整備 
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図 5.17 水辺整備基本計画のゾーン別整備 
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安全・快適 
安全に、誰もが無理なく利用できる諏訪湖周のサイクリングスぺー

ス＊を整備します。 

健康・スポーツ 
ジョギングロードと有機的に連携し、誰もが気軽に健康増進が図

れるサイクリングスペースを整備します。 

観   光 
諏訪湖周に立ち並ぶ美術館や公園などの施設と連携したサイクリ

ングスペースを整備します。 

環   境 
これまで行われてきた施設整備や水辺の環境整備方針と整合し、

眺望を楽しめるサイクリングスペースを整備します。 

(5)諏訪湖周サイクリングロード基本計画による整備  

諏訪地域に住み、働き、集う全ての人々が、身近な交通手段として、自転車を安全で快適に利用で

きることを目指し、諏訪湖周サイクリングロードの整備を進めます。 

1)整備の基本方針 

●４つの柱 

 

 

 

 

 

2)整備内容 

整備延長は全体で約 16.0km で、安全性確保のために、幅員は３m 程度設定することにより、対

面通行をスムーズにします。また、わかりやすい案内と路面標示に統一するほか、混雑が見込まれる

場所では、構造上の配慮を検討します。 

 

3)基本コンセプト 

諏訪湖周のジョギングロードやサイクリングロードを気軽に快適に利用できるよう、休憩施設とし

て、「小径
こ み ち

の駅」を設置します。この施設は、これまで整備されてきた施設（公園内のトイレ、ベン

チなど）の活用を前提に、駐輪場などを新たに設置し、休憩スペースの充実を図ります。また、湖周

に生息する昆虫類や植物の説明看板なども設置の設置を検討します。 
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楽しくサイクリングできる環境整備 ～官民の連携～ 

サイクリングのための環境は官民連携して、次のような方針で整備を進めます。 

1. サイクルステーション＆サイクルオアシスの整備 

 トイレの利用、飲み物等の購入、自転車の修理ができるサイクルステーションを湖周に

２～４箇所程度設置します。 

 コンビニ等の既存施設をサイクルオアシス（休憩所）に認定し、ステッカー等で明示し

ます。 

 レンタサイクル事業者等と連携して、乗り捨てできる仕組みを検討します。 

2. ストレスなく情報収集できる環境の整備 

 レンタサイクル施設、主要駅、観光施設などの情報をルートマップ（パンフレット）、ス

マホサイトで発信します。 

3. 周辺観光地と連携したサイクリングコースの設定 

 サイクリングロードや、「まちなか観光」、「山岳高原」を活かしたコースなどニーズに

応じた多彩なコースを設定します。 

 アウトドア用車いすの活用団体等と連携し、身体障がい者等向けの情報発信を強化します。 

 

4)整備パターン 

サイクリングロードは、現状の周辺環境等を考慮し、主に以下のパターンで整備します。 

 

● パターン１ 現在のジョギングロードをサイクリングロードにする 
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● パターン２ 公園内の歩行者の安全確保のため公園内を避けて車道側にサイクリングロード

を迂回させる(自動車交通量が多い区間) 

 

 

● パターン３ 公園内の歩行者の安全確保のため公園内を避けて自転車・自動車が共存する道路

とする(自動車交通量が少ない区間) 
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5)整備イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
A区間(１)：釜口水門～湊小学校手前 

A区間(２)：湊小学校手前～石舟渡交差

点 

石舟渡交差点～上川（１） 石舟渡交差点～上川（２） 上川～機関車（D51）前 

    
機関車（D51）前～間欠泉センター 間欠泉センター～下諏訪町境 諏訪市境～下諏訪町高浜 下諏訪町高浜～赤砂崎公園手前 

  

        みち 
小径の駅候補地 ８箇所 
（歩行者・自転車利用者による湖周散策の快適性と利
便性向上のため、トイレ・休憩施設・駐輪場などの整備
を考えています） 
 
現在湖周にある公共トイレ 
 

注記：計画の整備イメージに用いている図は、完成イメージであり、必ずしも完成時と一

致するものではありません。また、今後実施に向けた詳細設計で、関係機関との協

議により一部ルートの変更になる場合もあります。 
赤砂崎公園手前～岡谷市境 I区間：下諏訪町堺～岡谷南高校前 

J区間：岡谷南高校前～釜口水門 

図 5.18 サイクリングロードの整備イメージ  

サイクリング 
ロード起点 

A区間 B区間 B’区間 C 区間 

D区間 E区間 F区間 G区間 

J区間 H区間 I区間 
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(6)観光活性化のための整備  

1)民間団体等との連携 

諏訪湖周辺では、諏訪サイクルプロジェクト、諏訪ガイドサイクルなどの自転車を活用する団体や

カヌーで水面を楽しむ団体など、住民主体の様々な活動が始まってきています。観光客にもアピール

できるメニューとして定着できるよう、これらの活動を民間、行政が一体となって推進します。 

①スワンアスロン世界大会 

トライアスロンのスイムを諏訪湖の名物のスワンボートに置き換えたスポーツイベントです。これ

までに 10 回以上開催されている人気イベントで、バイクパートは諏訪湖を一周します。 

観光の活性化なども目的に開催されているイベントであり、発信力の強化を図ることにより、全国

からの参加者も期待できます。 

 

 

スワンアスロン世界大会 
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②諏訪ガイドサイクル 

自転車を通じて地域の魅力を知り、発信すること、地域内外の交流の輪を広げることを目的とした

団体で、「信州グルメライド in 諏訪」では、自転車で諏訪湖周辺の飲食店などを巡るツアーなどを

開催しています。 

地域の魅力発見が目的の企画を通じて、更に活発な情報発信や活動が期待できます。 

 

諏訪湖ガイドサイクル 

 

③カヌーでの利用 

雄大な水面と流入する流れが緩やかな河川、周辺の街並みなどを楽しむ水郷諏訪の魅力を感じるこ

とができるイベントなどを通じてカヌーでの水面利用を推進しています。誰もが気軽に利用できる仕

組みを構築することにより、広域からの観光利用が期待できます。 

 ＋  

カヌーでの利用 
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2)フォトスポットの情報提供 

諏訪湖は、湖辺からみた水面、眺望点からみた諏訪湖、富士山や八ヶ岳などの美しい景色を楽しめ

ます。これらの眺望点を「インスタ映え*」するフォトスポットとして、長野県のウェブサイト等で

紹介することで、ＳＮＳ＊などを通じた情報の発信と、集客が期待できます。 

  

  

フォトスポットの情報提供のイメージ 

  
（左上段の写真のみ、下諏訪町ウェブサイトより引用） 
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3)インフラツーリズム* 

インフラを対象としたツアーが全国で行われ、インフラそのものが地域固有の観光資源として注目

され始めています。諏訪湖でも釜口水門のように地域の治水や利水を担うインフラがあり、釜口水門

や周辺に立地する美術館、間欠泉センターなど諏訪湖ならではの資源を結ぶツアーなどにより観光活

性化を図ることが期待できます。 

 

図 5.19 インフラツーリズムの事例（首都圏外郭放水路） 

4)芸術・文化施設との連携 

全国でも稀な美術館・博物館の集積地として、諏訪湖周にある 17 の文化施設が『諏訪湖アートリ

ング協議会』を結成し「諏訪湖まちじゅう芸術祭」等様々なイベントを開催しています。個性豊かな

ミュージアムを擁するこの協議会が、諏訪湖を中心とした芸術や文化の体験の場の核となり、観光、

地域における芸術文化環境の充実にも寄与できるものと期待できます。 

   

まちじゅう芸術祭の様子 
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5.4. 調査研究・学びの推進  

5.4.1. 調査研究の推進 

■ 課題 

 諏訪湖の水質や生態系に関する調査研究はこれまでも行われてきましたが、まだ、解明できていな

いことも多く、長期ビジョンの実現に向けては、諏訪湖における物質収支＊（炭素、窒素等の循環、出

入り）や貧酸素改善手法や生態系に関する事項など、今後調査研究を進めなければならないことが数

多くあります。 

■ 20 年後の目指す姿 

 

 これまで解明できていなかった各種テーマの研究が進み、よりよい諏訪湖とするための方法

が提案され、それらに基づく効果的な対策が講じられている。 

 

■ 今後５年の取組（県・流域市町村・関係機関）  

諏訪湖における水質や生態系の保全に関する調査研究を行います。 

 諏訪湖における底質実態、貧酸素発生状況の把握及び改善手法に関すること  

 貧酸素水塊の挙動に関すること 

 ヒシ除去場所及び覆砂場所における水質浄化効果と生態系に及ぼす影響に関すること 

 ヒシの繁茂状況、沈水植物の分布状況、水生植物の適正管理など植生に関すること 

 湖水の水質や生態系関係データの解析、汚濁負荷物質の収支など汚濁負荷のメカニズムに関

すること 

 諏訪湖に流入する河川の水量、諏訪湖への地下水流入の状況など水の流れに関すること 

 測量による諏訪湖の水深などの状況の確認 

 多様な魚類の生息環境を形成するための技術に関すること 

 流出水対策地区における汚濁負荷の低減に関すること 

 諏訪湖の水質・生態系等水環境全体をよりわかりやすく評価できる指標や目標に関すること 

 生態系豊かな湖辺環境の創出・検証に関すること 

諏訪湖の恵みを知り、育つ学びの場 
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5.4.2. 諏訪湖環境研究センター（仮称）の設置 

■ 課題 

諏訪湖の水質や生態系などの調査研究に関して、県では環境保全研究所、水産試験場、建設事務所

などの機関で分かれて行われており、また、信州大学や諏訪東京理科大学、諏訪湖クラブ等の大学・

民間団体等様々な関係者も調査・研究を行っていますが、これらの連携体制が十分ではありませんで

した。そのため、県機関における調査・研究の業務を集約し、県とこれらの関係者の連携を強化する

とともに、一体的に調査研究を行う体制のほか、情報発信や環境学習を推進する仕組みや拠点を整備

していくことが求められています。 

■ 20 年後の目指す姿 

 

 諏訪湖に関する調査・研究を、関係者が連携して総合的に進めるための研究拠点が整備され、

情報発信や環境学習の場としても活用されている。 

 

■ 今後５年の取組（県・流域市町村・関係機関・関係団体） 

諏訪湖の水質及び生態系の保全、県内河川・湖沼等の水質保全に関する調査研究体制を充実強化す

るとともに情報発信や環境学習を一層推進するため、諏訪地域に「諏訪湖環境研究センター」（仮称）

の設置を検討します。研究センターでは、環境保全研究所と水産試験場等で行ってきた調査・研究の

統合や、大学との連携強化のほか、情報発信や環境学習の場としても機能を併せ持つことなどを目指

しています。 

 

表 5.16諏訪湖環境研究センター（仮称）の設置目的 

①諏訪湖の近隣地に設置し、諏訪湖を取り巻く状況変化に柔軟に対応 

②諏訪湖及び県内河川・湖沼の水環境保全等に係る業務を集約し、ワンストップ体制を確立 

③大学・地域関係団体との連携強化 

④諏訪湖及び県内河川・湖沼等の調査研究の推進及び人材の確保・育成 

⑤情報発信の強化、学習活動の推進、住民の諏訪湖及び水環境に関する関心・理解の向上 
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5.4.3. 学びの推進 

■ 課題 

諏訪湖に関しては、小学校での総合の時間や各種団体が実施されている環境教育などで、学ぶこと

ができますが、諏訪湖周でまとまった学習をするための仕組みや場がありません。 

諏訪湖への関心が高い方はアダプトプログラム等に参加されていますが、諏訪地域の全ての住民が、

諏訪湖に関心をもっているとは言えず、諏訪湖の水質が改善していることも周知できていません。 

住民の意識をみると、かつての治水を目的とした護岸整備等により、親水性が低くなり、湖と流域

住民との関係が疎遠になった時期がありました。また、アオコが発生するなど諏訪湖の水質が悪化し

たときには、住民の諏訪湖に対する関心が非常に高くなりましたが、水質が改善傾向に向かうにつれ

て、住民の諏訪湖浄化に対する関心が下がってきています。 

諏訪湖創生ビジョンでは、流域住民、県民、観光客の諏訪湖への関心を高め、諏訪湖の恵みをより

多くの人たちが享受できるように、諏訪湖創生に対する機運を醸成していくことが求められています。 

 

■ 20 年後の目指す姿 

 

 諏訪地域はもとより、長野県内の多くの子どもたちや、観光客が諏訪湖の水環境や歴史・文化を

学んでいる。 

 住民の多くが諏訪湖に関心をもち、アダプトブログラムなど協働の取組に参加している。 

 「諏訪湖の日」には、住民がゴミ拾い、ヒシ刈り等ボランティア活動、諏訪湖に関わる自然体験

などを実施している。 

■ 今後５年の取組（県・流域市町村・関係機関・関係団体・住民） 

諏訪地域をはじめ長野県内の多くの子どもたちや観光客が、諏訪湖の水環境や歴史・文化を学ぶこ

とができる拠点を整備します。学ぶための仕組みとして、文化や水環境保全等をテーマにした案内人

ボランティアを育成します。また、小中学生への環境教育のために、官民連携して、諏訪湖読本や、

諏訪湖を活用した環境教育プログラムをつくります。 

住民の諏訪湖への関心を高めるために、長年活動されている諏訪湖アダプトプログラムを更に継続

します。また、地域づくりのための合意形成の場として、また環境改善行動会議などを活用していき

ます。 

諏訪湖の水環境保全等に対する住民意識向上のため「諏訪湖の日」の制定について検討します。 
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県の「出前講座」による諏訪湖に関する学習会や稚エビの放流体験の機会を設けるとともに、子ど

も向け諏訪湖読本の作成、学校での諏訪湖に関する学習、諏訪湖流域下水道などの県有施設の見学会

の実施など、学習活動を推進します。 

諏訪湖に関する資料及び展示品を集約して一箇所に展示できる空間を設け、地域住民をは

じめ観光客等諏訪湖利用者全ての人々の水質保全及び生態系保全意識の高揚を図ります。 

また、諏訪湖に関する調査の結果や研究の成果、水質保全につながる情報などを、県のホ

ームページや各種会議などで提供します。 
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6. 計画の推進体制  

6.1. 推進体制  

諏訪湖環境改善行動会議、アダプトプログラムをはじめとする住民連携による諏訪湖の浄化などの

活動、地域で自主的に活動しているまちづくり団体による湖辺面活用は長年行われており、一定の成

果を得ていますが、長期ビジョンを実現するためには、これからの諏訪湖のあるべき姿を見据えて、

団体間連携を強化するとともに、諏訪湖周のみならず流域の全ての住民の意識を向上させ、積極的に

参加できる仕組をつくる必要があります。 

諏訪湖内及び流入河川における水質浄化及び生態系の保全のための取組、ごみの回収や外来植物の

駆除などの実践的な美化活動の積極的な支援、湖周の美術館、博物館や旅館、ホテルなど地域の様々

な企業・団体等と連携・協働して、諏訪湖の魅力を活かした、観光振興や健康増進などの取組を進め

るため、県は、活動する市民、企業、団体等が、他の団体等と連携、協働しつつ、それぞれが自主的、

主体的に取組を進めていくことができる体制の構築を目指します。 

 

6.2. 進捗管理  

関係する団体等の参画により構築された体制の下で、それぞれの団体等が行う取組について、その

進捗状況を把握し、関係者間で共有するとともに、住民の皆様にも広く公表し、より効果的な取組を

検討できるようにしていきます。 

 


