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琵琶湖・淀川流域圏の再生 
No.3 2005.4.28 

 

琵琶湖・淀川流域は、古くは我が国の政治・文化・経済の中心として栄え、我が国有数の

人口、資産が集中した地域である。第 6 次都市再生プロジェクトとして「琵琶湖・淀川流域

圏の再生」が決定され、平成 17 年 3 月に「水でつなぐ“人・自然・文化”」を基本コンセプ

トに「琵琶湖・淀川流域圏の再生計画」が策定されたところである。今後、関係機関等が各

分野にまたがり地域を越えて連携し、また、NPO 等の様々な主体と協働体制で、総合的な施

策の展開を図っていくこととしている。 

 

琵琶湖と淀川 
琵琶湖・淀川流域は平安京をはじめとす

る都が千数百年にわたって引き継がれ、我

が国の政治・経済・文化の中心として栄え

てきた。この繁栄を支えてきたのは、琵琶

湖・淀川を中心とした、交通、物流網であ

り、その水そのものである。 

 
 

 

琵琶湖は湖面積 674km2、容量 275 億m3、

直接流入してくる河川だけで約 120 本を数

える日本最大の淡水湖である。琵琶湖は世

界でも有数の古い湖であり、ビワマス、セ

タシジミ等の固有種をはじめ、100 種以上

の魚類等が生息している。また、琵琶湖に

は滋賀県民はもとより内外から多くの人々

が訪れ、湖面を利用した多様なレクリエー

ションを楽しめる地域となっている。しか

し一方で、流域での人口の増加、市街化の

進展あるいはライフスタイルの変化等によ

り、カビ臭・淡水赤潮、アオコが毎年のよ

うに発生しているとともに、オオクチバス、

ブルーギル等の外来種の繁殖、湖辺のヨシ

原等の減少といった環境の変化がみられる。 

琵琶湖へ流入する河川は約 120 本に対し

て、唯一の流出河川である瀬田川は琵琶湖

の南端から瀬田川洗堰を経て流下し、京都

府域からは宇治川と名を変え山城盆地を貫

流している。宇治川、木津川と桂川が合流

後、淀川と名を改めるが、その流域には大

阪平野が広がり大規模な市街地となってい

る。現在、河川敷では公園や球場等に利用

されている他、魚釣り、散策も行われてい

るが、近年以降の都市化の進展等により、

ワンド（河道内にある池状の水域で、洪水

時の魚類の避難所や仔稚魚の生育の場等に

なる。）の減少等の自然環境の変化や、人と

自然とのかかわりが希薄になってきている

といった変化が生じている。 

 

都市再生プロジェクトへ 
この琵琶湖・淀川流域に関係の深い京都、

滋賀、大阪を結んで平成 15 年 3 月 16 日～

23日に第 3回世界水フォーラムが開催され

た。世界水フォーラムは、世界の水問題を

討議するために WWC(World Water Council)

が主催する会議で、3 年に一度開催されて

いる。このフォーラムには 180 を超える

国・地域から 24,000 人以上が参加し、様々 

図 1 琵琶湖・淀川流域鳥瞰図 

 

 
 

写真1 第3回世界水フォーラム 
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なテーマについてフォーラムが開催され、

各国からの報告や熱心な議論が行われた。 

最終日には、「琵琶湖・淀川流域からのメ

ッセージ」として、水は持続可能な開発や

人の健康や福祉にとって不可欠なものであ

ること、水問題を優先課題とし統合的水資

源管理を促進すること等が盛り込まれた閣

僚宣言が発表された。また、開催地として

滋賀県、京都府、大阪府の知事と、大津市、

京都市、大阪市の市長による共同声明が出

されるなど、琵琶湖・淀川流域の再生に対

する気運は非常に高まった。 

その気運の高まりは、行政のみならず地

域住民や NPO も同様であり、その高まりを

受け、「琵琶湖・淀川流域圏の再生」が第 6

次の都市再生プロジェクトとして、平成 15

年 11 月 28 日開催の都市再生本部において

決定された。 

 

再生への取り組み 
都市再生プロジェクトの決定をうけ、平

成16年4月より関係省庁及び関係地方公共

団体等による協議会が設置された。約 1 年

間の活発な議論のもと、本年3月30日に「琵

琶湖・淀川流域圏の再生計画」が策定され

公表された。 

 

 

琵琶湖・淀川流域圏の課題は、①自然環

境、②都市環境、③歴史・文化、④流域の

連携の 4 つの視点から整理された。 

これらの課題に対して、「～水でつなぐ

“人・自然・文化”琵琶湖・淀川流域圏～」

を基本コンセプトとして流域圏が一体とな

った取り組みを展開することとしている。

以下に計画の一部を紹介する。 

 

（１）流域をつなぐ 

取り組みの一つとして、豊かな自然と触

れ合い、人と水辺の良好な関係を再構築す

るために、また、流域の歴史文化遺産を再

発見し継承するために水辺の小径や舟運の

整備を行うこととしている。 

これにより、サイクリング＆ウォーキン

グできるルート総延長 633km と、舟運ルー

ト 44km（淀川河口～伏見港）が整備される

ことになる。これらのルートは、この流域

の歴史・文化を巡るルートであり、桜並木

等の季節や自然を感じることのできるルー

トであり、ウォーキング大会といったスポ

ーツを楽しめるルートである。 

 

 
 写真 2 平成の通り抜け（桜並木）の整備 

 

 

 

 

 
図 2 サイクリング＆ウォーキングロードと舟運  
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また、陸路と舟運をつなぐ施設として船

着き場の整備を進めることとしており、今

年度より熊野街道と水の回廊との結節点で

ある八軒家浜において、水上交通ターミナ

ルを整備することとしている。 

 
 

更に、資料館や博物館、ビジターセンタ

ー等において情報発信を行うとともに、NPO

とも連携し、流域をミュージアム化するこ

ととしている。これにより、保存・継承に

とどまらず、観光への活用等、地域の活力

につなげることができる。 

 

（２）水辺に賑わいを復活する 

上述の八軒家浜のほか、水の都大阪を代

表する道頓堀川において、多くの人が憩い

集えるような整備を行うこととしている。

また、水辺の積極的な活用を図るため、こ

の２カ所を含め「川の駅」「湖の駅」等にお

いて、民間事業者によるオープンカフェの

設置やフリーマーケット等、河川占用許可

等の特例措置について社会実験を行い、具

体的に検討を進めることとしている。 

 
また、京都においては流れがない堀川や

西高瀬川において、導水により清流の復活

を図るとともに、親水性に配慮した整備を

行い、安全に子ども達が川の中で遊べ、水

辺で憩える古都京都の街にふさわしい空間

を創出することとしている。 

 

（３）豊かな自然を取り戻す 

近代の急速な都市化と人口の増加、それ

に伴う土地利用の変化、かつての河川・湖

岸整備により、流域の自然は大きな変化を

受けている。再生計画では、これらの自然

を保全再生することとしている。 

 
 

 

 
 

 

写真6 西高瀬川 

写真5 堀 川 

写真 4 淀川左岸でのウォーキング大会 

写真 4 八軒家浜の船着き場整備イメージ 

図 3 内湖の保全再生イメージ 

図 4 ワンドの保全再生イメージ 
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かつて内湖は琵琶湖周辺に 37 カ所

（2,902ha：昭和 15 年）あったとされてお

り、現在では 23 カ所（425ha：平成 7 年）

を数えるほどになっている。ワンドは、約

130 個（昭和 50 年頃）あったものが、約 70

個（平成 4 年度）に減少しており、水際の

環境が相当程度変化したものと思われる。 

国土交通省では、大阪市旭区の淀川赤川

地区のワンドの再生について平成 16 年度

より着手している。更にどの内湖やワンド

を再生し、維持管理していくか等について

は、引き続き検討を行うこととしている。

内湖やワンドの再生は単に箱庭的な動植物

の生息空間ではなく、地域の風土の再生で

もあり、広く地域の環境の改善に繋がって

いくものと考えられる。 
（注）ワンドの数：出典「わんどの機能と保全・創造」、平成 11 

年 3 月、（財）河川環境管理財団 大阪研究所） 

 
 

 

終わりに 

再生計画の作成と相まって、琵琶湖・淀

川流域圏の現状と今後の再生に向けた取り

組みを多くの方々に知って頂き、気運を高

めるため、平成 17 年 3 月 26 日、京都にお

いて「琵琶湖・淀川流域圏の再生」シンポ

ジウムが開催された。シンポジウムには、

236 人が参加し、基調講演、パネルディス

カッションに熱心に耳を傾けていた。 

このシンポジウムにより、琵琶湖・淀川

流域の人々の健全な水環境の保全再生や、

流域圏の自然環境をつなぐことへの熱意が

更に高まった。 

琵琶湖・淀川流域圏の再生計画は、流域

面積約 8,000km2を対象とした壮大な再生計

画である。そのため今後、再生計画を具体

的にどう進め、実現させていくかが重要で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真 8 シンポジウムの開催状況 

 

再生計画では、行政機関等が協議・調整

を行う場を設置し、各主体が取り組むプロ

ジェクトの進捗に合わせ、その達成度や効

果等を評価し、必要に応じて見直すことと

しており、今月 27 日にもそれらを行う場の

一つとして「琵琶湖・淀川流域圏再生推進

協議会」が設置される予定である。 

写真 7 赤川地区のワンド再生 

また、再生計画では、NPO や地域住民等

との交流の場の設け、多様な主体が参画し、

協働することを目指すこととしている。計

画を進めるにあたっては、地域住民等の協

力が不可欠である。世界水フォーラムやシ

ンポジウムを通して、流域の気運はますま

す高まっており、今後、市民、企業、行政

等の主体的な取り組みとパートナーシップ

により、再生計画が着実に進められるもの

と期待される。 

 

内閣官房都市再生本部事務局 

〒100-0014 千代田区永田町 1 丁目 11-39 

永田町合同庁舎 3 階 

Tel:03-5510-2172 Fax:03-3591-0021 

Email:masahumi.mito@cas.go.jp 

お問い合わせ先：参事官補佐 三戸 
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