アンケートへの回答（自由記述一覧）
Q2 毎日の暮らしの中で、環境保全のためどのような工夫や努力を行っていますか。12 その他
住民
（もったいないの心で生活）
「分からない」と記載
・自家用車だけでなく公共機関も利用する。・洗剤の使用量を必要以上に使わない。・むだ使いをしない。・外食した場合、残さずに
食べる。
アイドリングを少なく
油を使用した時には、ナベ、フライパン等ふいてから、洗ざいを使うようにしている。
雨水を貯水、干ばつの時畑の作物や庭にまく。
海水汚染を防ぐ為下水道浄化に有効な 99％自然素材の洗剤を使用（浄化槽検査の折、飲める程きれいと言われた）
カエル、虫等を殺さないよう努める。
環境に優しい素材のものをなるべく選ぶ。
近所への用事は車を使わず、なるべく歩くようにしている。
クーラーは使用していません 扇風機は必要ないです。
草や紙を外でもさないようにしている。
車などで無駄な遠出などしない
子供服のリサイクル活用、家庭菜園で生ゴミ活用、車より歩行・自転車利用で出かける。
コピー用紙、白紙分部をメモ帳にする。
ゴミを出さないためにリサイクルはよいのですがそのものをきれいにして出すために水で洗うとすると水が汚れてしまう、この方法が
よく分からない。
自給自足に努力し、地場商品を買うようにしている
自宅で焼却しない。
使用していない電気はこまめに切る。
省燃費運転
スイッチをこまめに切る。
ぜいたくをやめる。
生物多様性の保全に協力する。
節約につとめ、生活水準を低くする。
洗剤など石けん系のものを使用する。車の利用を控える。
そうじ機を使わないで、お茶がら、新聞紙をぬらしてまき、ほうきでそうじをする。
太陽光の利用
たき火しない
たき火をしない
通勤時、車の使用をひかえ、バイクなどで通勤するようにしている。家の電器具は元栓からはずしている（使用時以外）
テレビなどスイッチ消した後、コンセントを抜いています。
灯油使用量の節減（風呂、暖房廃木使用）
生ゴミは推肥化
なるべく車を使わず、電車を使う、歩く。
なるべく車を使わずに歩く。
なるべく交通機関、自転車を利用
庭に多くの植物を育てる
農産物（果樹・野菜）の無消毒。
農薬や科学肥料を使わない循環型農業をめざす。
貧乏に慣れる。
フライパンなどの油汚れなどは、（着古したシャツなど）綿用品を布切にしてふいてから洗う、油分を流さないようにしています。
プラスチックの物はなるべく使わず自然素材のものを使う
古新聞など畑の草たい作につかう。
古洋服を切り（四角）油物、よごれ物をふき取りそれから洗う、⑥にも通ずる。
フロの水の使用（洗濯に利用）
ペットボトル商品ではなくタンブラーを使ったりしている。
ペットボトルのキャップをためておいて集めている団体にもってゆく。
まだ使える物、子供の服などは、リサイクルショップへ出している。
町中等での空缶やゴミをかたづける。
水の節約、電キのつけっぱなしをやめる、不用品（衣類 etc）のリサイクル化
木工用品の活用
ものをなるべく買わない
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野菜の残りは堆肥にする様にしている。
別荘滞在者
Ａ車は燃費の良い物、最終的には電池者に買い替える。Ｂ少々便利になったと言われて、新型のデジタル機器に買い替えない
健康な森を育てる
住居の庭木（東京杉並区の保護樹林に指定されている桜の大木がある）生け垣の保全。
ソーラー発電を自宅で行っている。
他人とのシェア
使いきる。食べ残さない。地産地消。
灯油を使わず薪ストーブを使用
特になるべく合成洗剤・ティッシュﾍﾟｰﾊﾟｰは使用しないようにしている。
生ゴミは堆肥に、車の速度はガソリン消費の少いように努めている。
生ゴミは肥料にする。
なるべく歩く、自転車にのる
米国に学んでしまった日本型消費習慣をできるだけ物を大事にする過去のスタイルに戻す努力をしています。
リサイクルショップの活用

Q3 環境保全のため、今後、どのようなことを行いたいと思いますか。6 その他
住民
５→どういうことをすれば環境保全になるのかがわからない
環境保全がなぜ必要なのかを次世代に伝えていく
切ってしまった木を再生させたい。森・林
経済的余ゆうが出来れば、エコ住宅、エコカーなどの導入。
現在、地域で花作りに協力活動中。
参加できる事があれば行う。
資源回収につとめる。
自分たちで、できる範囲で協力したい
市民活動に参加したいけれど年齢的に無理
森林整備
太陽電池（ソーラー発電を活用）を進めるべきと思う。
地域を設定し１９５０年代の農業住域を作り出す。農産物に付加情報として、自然観の変換が必要な時であるというメッセージを付け
る。
どちらかといえば①です。ただ年寄りの独り暮らしでは、②～③は限度があるので、①を常に意識していく事が大事と思っていま
す。
農業は環境保全に役立っています。農業施設を保全するために援助金を出してほしい。
農薬は使わない。除草剤は今まで使ったことがないです。
農薬をなるべく使わない
はかり売をすすめる
必要なことであり、工夫や努力が自分の生活範囲内でできることがあればやりたい。
欲しがりません。余分には
間違がった認識は罪深いと思う。知識を深める必要があると思う。原発・ゴミ問題 etc
山々の中が手入れされず荒れてる、伐採して新たな良い木を植えているのか？よくわからい。立ち入り禁止の山岳の中はどうなって
いるのか民間人にはわからないことだらけ。
有休農地を活用など保全について学びたい
緑化に努めたい。
別荘滞在者
NLA は下水道を 10 年計画で整備する事にしました。
情報収集し知識、認識をもつ
食品、生活用品を買う時に有害物品を含まない物を買う
政治、行政をチェックし、選挙に活用する
無関心な人に注意する
もしも環境保全に反する行為をしている加害者が特定できる場合、住民運動や訴訟に訴える。

Q4 環境保全の取り組みを進めることは、経済の発展とどのような関係があると思いますか。7 その他
住民
あまりにも、質問の意味が大きすぎてどのように答えて良いか不明。
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今の中国の様な発展をして来た日本である
環境ビジネスを社会事業の主役にする。
環境保全と経済発展が共存できる様研究、努力する事が経済発展促進につながる。
環境保全と経済発展を比較して回答を求めるのは？環境と経済のステージは異るので共におりあいを付け変革するという発想が良
いのではと考えます。保全の仕組をボトルダウンの構造で処理できないのでは。
環境保全は大事な事と 思いますが、環境々と何でも環境にかこつけて行き過ぎた規制をすると経済発展を妨げる
環保を歌って企業を利用することはむじゅんする。
経済活動そのものが直接的・間接的には地球環境を破壊することにつながる。上辺だけの嘘はとっとと止めるべきだ。最終的には金
持ちと権力者のみが残るような世界は改めるべき。
経済発展の功罪？この問いかけは端的に過ぎる！経済発展の道すじによると思う。
次世代の子孫の為に取り組む方向が良い。
単なる主婦の考えですが、環境保全と経済発展はヤジロベーの様に思います。中心を保つ事はかなりハードルが高い様に思って
います。
地中にうめる原子力などのことか？勉強を（関心をもって）しないとわからない。
特定の企業が国や自治体からの補助金でうるおうだけであり、末端の企業や、人の暮しがよくなっているわけではない。環境保全の
取り組みを進めることはごく一部の経済が発展するだけである。政策がまちがっている。
野尻湖に限らず環境の悪化は経済の発展が深く関係している。
部門により発展と妨げの両面あり
保全事業と職、利益のリサイクルをすれば経費の削減もあり発展が 0 とは思わない
山が荒れ、熊、鹿、さる、いのししと里へ里へ下り、森と里の境がなくなり、大金を掛け耕地整理した後、減たんが行われ、田ぼに水
が入らずお米を作って、稲があれば水も入り、地球温暖化がほんの少しふせぐことができるはず。自給自足の日本の米作りへ。また
畑、田んぼも老人だけで作物が作られず荒れた土地が目立つ。大型機械がある時代に作物を作らないのはもったいない。雇用のな
い人が（若者がいる）農業で企業の様に出勤でき保障されるといいと思います。
別荘滞在者
経済発展を妨げることがあっても環境保全に取り組むべき
現在の化石燃料に頼った使い捨て型経済の発展システムにあっては、環境保全を進める事が経済発展のコストを引き上げる事は間
違いない。環境保全で経済発展を促進出来るのは、過去に環境の悪化も顧りみず得た技術力によるもの。
取組みを進めることにより発展が促進されるような仕組みを作ってゆくべき。政治の仕事

Q5 科学技術の進歩と環境問題の関係については、次のような２つの見解があります。Ａ科学技術の進歩は環境問題を解決する Ｂ
科学技術が進歩しても解決できない環境問題がある あなたはどちらの見解により近いですか。6 その他
住民
ある意味、科学技術の進歩が環境問題を引き起こしたといえる、と思う。進歩の方向性が問題か？
科学技術で環境問題を解決するよう進歩させる
科学技術と環境に因果はない。
科学技術の進歩は地球のショウメツを早める。
科学技術の発展に伴って、むしろ環境悪化が増大したのではないか。
科学の進歩に明日の未来はきっとあると思うが大勢の人の気持ちをうごかすことはむずかしいだろう。それも環境問題だと思う。たと
えば（ポイントがちがうかもしれないが）オキナワの基地問題。いろいろなジュバクにしばられている。
科学盲信、文明盲信主義は見直す時期に来ていると思う。心を安定させる為に必要なものはもっと身近にあるでしょう。子供を食べさ
す為に孫の食物をうばう様な生活自体を改めるべき。政府や資本家が吐き続けたウソにスッカリだまされている。気づいた時にはもう
遅い。
環境問題を解決するべく研究し科学技術を上めるべき。
気温、大気
原因が究明されても人間の取組の問題
二者択一ではないと思う。科学技術で解決するものもあれば、解決できない事もあると思う。
人を中心の環境は、科学技術で解決できると考えますが、他の生命体を考慮した環境どう意では不可で共存する事で成り立つ環境
理念を教育システムが急務。
やはりなんと言っても一人一人の意識がなければ解決に近づかないと思う。
別荘滞在者
科学技術は環境問題を解決する方法を提示はするがそれを実行するのは政治でありまたそれ（政治）を進めるのは思想と思います。
絶対的な経済発展を信奉する限り、環境問題は解決しないと考えます。

Q6 あなたは、野尻湖をどのように活用していますか。11 その他
住民

− 77 −

（家が遠くて野尻湖へはいけない）
（いやし）
「何もしていない」と記載
8.ボランティア活動はよい事だがなかなか参加できない
絵を描き心の豊さを深める。四季の変化を観察する（気象、温度、雨量 etc)
外食、親睦会等で又に出かける。
解答欄に「昔ですけど」とあり
カヌー
観光
観光
行事がない、近くを車で通る事は年数回
景観（写生）四季の景色
景観ドライブ
建設関連で申請その他の事業での関わり、野尻の水位かんそく
子供との水遊び。
仕事
仕事場
信濃町に来た人に野尻湖をアピールし積極的に案内する様努めている。
信濃町には癒しの森という事業があります。自然環境を使い来方者のメンタルケア・リラクゼーションに使用しています。
写真・絵
写真撮影
周遊ドライブ
他県から来た方の観光案内
地域から遠い
ツーリング
動力を使わないヨットに乗っている。
遠くから来たお客さんを観光案内の一つとして活用している。
友達とお茶を飲みに行く
ドライブ
眺めにいく。
農業でやさしい（自然）を守っています。水質保全。
農業用水
野尻湖の奥の集落に住んでいるので町まで出て行くのに湖の道路を車で進むのが気持が落つきホットするものがある。
ボート
湖をみて、心のいこいの場にしています
役員で今回初めて協力した。
わかさぎを買って大きさや量を見る
別荘滞在者
異国の人との交流
観光
観光(初めて野尻湖に来る友人達を遊覧船やナウマン象博物館に案内
湖水（湖面）を眺める。
湖畔が汚たない
スケッチをしたり写真をとるなどの趣味 NLA や地元の友人・知人との交流。
選択肢はすべて physical なものですが、精神的なやすらぎとしての美しい湖の存在を高く評価しています。（スポーツ好きではない
ためです）
のんびり、別荘の手入れ
のんびり滞在
避暑
風景絵画、アート、インスタレーションなど
別荘滞在時に散策
ボートに乗る

Q7 あなたは、次のどの項目で野尻湖の水質を評価しますか。8 その他
住民
（昔子供頃は良く泳いだ）
「３，６は全くない、残念なこと」5→検査の場所に問題がある。
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「分からない」と記載
①透明度はどこ？なにと比較？③水草帯がない？知りません。④トライアスロンの人が泳ぐ以外、入ったことなく、見たことがない。
泳げる所が無い。
個人的には人の少ない冬の野尻湖が好きですが、（本来の姿？）夏は人口がぐんと増え、行く気がしません。野尻湖はナウマン象、
野尻湖人が居た所で現代的遊びの場ではなかったと思います。
さびれた野尻湖に行きたいと思わないので何年も行っていない。
透明度は 20℃になれば良くなる赤潮も出なくなる。水草は草魚が少なくなり各岸に出て来ている草魚は産卵をしないので改善する
と思う。
におい
ブラックバスだけをふやすことはすべてのバランスを壊すので考え方を慎重に。
湖に流れ込む大川がないことが水質を保っている
水がとても汚い、泳ぐ気になれないウーロン茶の色だ。
水草帯を作ること。
昔と比べてきたなくなった。
ワカサギが少なくなりました！③水草育たないのはどうして？水がキレイなのに！
別荘滞在者
一度カヌーを持っている友人が東京から車に乗せてきたが、各浜辺（個人の？）で追い払われて２度と野尻湖に来ないと言われた。
湖で遊ぶルールが一般に理解されていないのでは。
静かであること。都会から訪れる者としては、利便の対局にある付加価値を重視しています。このまま自然を大切にしたいと願ってい
ます。
常時住んでいるわけではないので
水生植物が少なすぎる
水がくさい！ブラックバスが死にうかびくさる！50 年以上前はキンギョもが見られたのに 30 年前ぐらいから大きなもがいっぱいになり。
この頃はなくなった事。湖底のヘドロが多い

Q9 野尻湖の水質が浄化されている理由についてどのように考えていますか。6 その他
住民
2 の部部もあるが水の落水と揚水の影響が大きい。4 の浄化池は機能していないと考える。
子供が野尻湖のクリーンラリーという勉強で透明度が 9m だったという事を聞いたため。
水質浄化にとりくんでいるのだと思うので。
水道水への接続を進める又は合併浄化槽の普及も進める
数字が判らないので。
どちらかといえば 3？一時的に人口が増える時はあると思いますが・・・
野尻湖をまもる食が人々の努力
不景気が幸いして、商業活動が低下している為
山から湖への距離が近い（汚染される時間が短い）

Q10 野尻湖の水質が浄化されていない理由についてどのように考えていますか。7 その他
住民
今はいざ知らずかつては観光施設の汚水たれ流しと認識している。
塩カルの入った雪を野尻湖に捨てたり、複数の要素があると思います。
外来種のためのつりによって環境が悪化に向かっている。
湖水面積に対してエンジンボートの割合が全国的に見て最高レベルであるエンジン船の総量を適正なレベルに規制すべきである。
上記の理由は専門家の考えなのか？
他県観光客によるモラルの低下
透明度が低いし、ブラックバスがかなり増えていると聞いたので。
取水河川の水質が良くない様に思う。（原因の判断はできません）
毎年、長年にわたって花火大会を開催し、人為的に自然分解されにくい物質（花火の残がい）を大量に投入している。
水の色からのイメージ
昔、野尻湖の水はきれいでないと習った気がする。
別荘滞在者
現在、釣りも含め、水上スポーツの場所として促えた湖であり、将来に亘り、水質、透明度でアピールする取組みが弱い。
現在は少しだけ改善されているようだが４０年程前は水草が生え、エビが豊富にとれ、わかさぎ、はや、コイ種が豊富にとれていた。
２０～３０年前は湖周囲の観光施設からの排水が直接流入し、水質は悪化していた。
魚の死ガイが湖岸に多くある。ゴミも多い。
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Q11 今後の野尻湖の水質についてどのように考えていますか。6 その他
住民
外来種の魚が多く、以前の様うなワカサギ、ハヤ、コイ、えびを増すべきと思う。
現状を維持するだけでも大変な事だと思うが？
魚の為を考えると現状かやや改善が良い（プランクトンの関係）
周囲の別荘の生活排水が地下浸透が原因
水質とは飲み水に適している？どいうことですか？どう云う意味の水質改善を望むのか？
生物多様性の向上を計り水草の生長を保全して光合成による水質保全を向上を計るべき。
冬季の凍結しなくなって数十年になる。（人が菅川まで歩いて行ける。）水質悪化が第一原因である。
透明度をより高くする
どちらかといえば 5。湖だけを考えても無理があるように思うので。
野尻湖に行く事がない。毎年花火大会にはいくけれど、夜なので水質を見たことがない。
別荘滞在者
泳ぐときに目を開けるときたないのがわかる！泳ぐときに口に水を入れたくないと感じる！
現在の水質の状態がいいのか悪いのかわからないので、これ以上悪くなるようなことがなければいいと思う。
現状の水質の程度が分からない。ただ、悪化傾向にあると思える。

Q12 ｢第４期野尻湖水質保全計画｣について知っていますか。5 その他
住民
もっと知らせてほしい

Q14 野尻湖の水質をさらに改善しようとする場合、どのような対策が有効であると思いますか。8 その他
住民
4 と湖畔の山々からの落葉等の流入。
大型船の廃止
外来魚の駆除やヨシなどの復活以外にない。
考えも何も知識がない素人にこんな質問しても意味がないと思う。
岸部に水草が無い、前は多かった。
草魚を徹底的に駆除し、エンジン船の総量規制を実施し水草の生い茂るかつての野尻湖の姿を取り戻す事が重要。
草魚はもう年でいなくなります。問題は春の野尻湖へ水を入れる時、関川の水が雪どけで増水している時の高沢のゴミを入れる場所
から雪どけ水が野尻湖へ入る事が一番の問題である。
湖周の森林整備
湖水近辺の加入（下水道）率が良くない、特に業者
自然界よりの対策（落葉等）が大切だと思います。
住民の意識改革
森林の整備、ブナ、コナラなど黄葉樹をうえる。
生態系の安定化
ソウギョ、ブラックバスなど外来魚の駆除
同時に対策を複数実行する。
野尻湖の水質は現在どの程度なのか、はっきりわかりません。又、野尻湖に基準を置くことも大切ですが、信濃町全体の山から川そ
して海へ流れるまでの広い視野が先なのでは？
野尻住民の無知と無策。
花火大会の中止
ひとつだけ選べず
人ひとりがゴミのポイ捨てなど野尻湖をきれいにしようという気持ちももってもらいたい
複合的な対策
ブラックバス外来種の駆除、水の透明度をあげる。

Q16 あなたは、野尻湖の景観についてどのようなことを望みますか。7 その他
住民
1～4 までは当然のことであるが桟橋が不揃いでセンスがない。
1～6 を合せ活気が取り戻せればよいと思う。
2、→道路から湖が見えるように整備されること。
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2 及び 4 です。
②と④が整備されると今よりはいいかなと思う。但しそこで湖を生活の場としている人達もいるので考慮が必要かと思われる。
②と④を望みますがゴミすてが多くて困る。
一部の方による営利目的の為の規制に問題あり。
今は雑然としているので、品のある景観がいい。公園や美術館があればいいと思う。湖畔を一周する道の整備もしたらいいと思う。
多くの人が集まりやすらぐことのできる公園、遊歩道があり駐車場の整備がされていると良いな・・・
小布施の公園の様にふん水があったりすべり台があったり散歩の止中すわれる所があったり遊具があったりする広場があればいい
なと思います（小布施のハイウエイオアシスを見に行って来て欲しい）
開発されすぎない事。手入をされる事。
開発はやめて自然のままにしておいて下さい。
家族で釣りの行けるようにしてください。漁協いらない。
観光客が沢山訪れるような環境作りをしてほしい。
景観に調和しない人工物は極力減らした方がよい。
個人のものではなく、共有の財産であるという観点から、建築物をへらし魚（バスなど）を管理し国立公園らしい湖にする。
湖畔周辺の統一された景観整備
湖畔の建物、看板等の見直し及び撤去。
湖畔より幅 30ｍ位を周囲全体スポーツを含めた散歩、サイクリングコース等に整備する。
静かで美しい湖を望む。大型の観光船は不要
周遊道路からある程度湖水が見えるような樹木伐採。
樹木が大きくなりすぎて周遊道路等からの景観が悪い。森林の整備（伐採）をすべきである。
建物の乱立やかんばんなどの商売気をあまりだしてほしくない。観光地としてにぎわってほしい反面ナウマン象のいた静かな地とし
てそっと大事にしたい。
西側の住居地に落葉樹の植樹を行なう。
野尻湖周辺で生活をされている方水源利用の人は関心度が多いと思いますが、あまり町内と云っても信濃町は幅広い地域なので、
野尻湖だけに力を入れるのはちょっとなっとくいかない面もあります。
初めて行った時、乗船場付近の騒音や殺風景さにがっかり。その後青鷺の生育地等自然環境の良さも残っていることを知った。環境
保全の為の整備だけにしてレジャー地化の為に手を加える必要は無い。
不法なさん橋を無くしてほしい。
まずは、湖のゴミをなくすこと。
湖に限らず、信濃町には公園が少ないと思います。子供達が安全に、のびのびと、遊べる場所の設置を望みます。
湖のまわりの木を整備して湖が見えるようにしてほしい。
湖よりも周囲の雑木を全て抜採する。
見るからにさびれているという感じがするので（前にバスの団体の人達が昔の野尻湖は華やかだったのに今はひどいねーと言って
いたのを聞きました。何を整備というか全体的にきれいに。
昔のように寒中渡りや、氷の穴釣りや湖水が飲める事でしょう。
ムダな道路・公園等はいらない。大規模短期的工事より長期的保持静観の為の予算を！！
むやみに設備、整備するのではなく、きれいな湖を楽しめる（透明度が高いとか、日本古来の魚しかいないとか）ようにしたら良いと
思う
もっと良い所を大勢の人に知ってもらいたい大いに活用され、更に水質を良くしていくこと。
別荘滞在者
カラスが多くなったようだ？生態系のバランスのとれた。湖畔近くの水面より２～３ｍの昔の道があると嬉しい。オオルリをこの頃観て
ません。アオゲラが多いようです。
巨大な遊覧船の廃止。休日でさえ少数しか観光客が乗っていないのに動かしているのはもってのほかである。導入する際小さな遊
覧船で十分のはず。また、モーターボートのエンジン発射の際の悪臭（特に湖尻）は問題である。この湖にはヨットやカヌーが似合う。
モーターボートの騒音もひどい。
湖水周辺は全て観光業者や個人の所有地であり、誰れでも気軽に立ち入れる場所がない。
子どもたちが安全・安心して遊べる遊泳場がほしい。自分の小さい頃はよく泳いだので。
自然に戻す。人工施設の撤去
周囲の景観が最悪。湖の水質だけではなく周囲も保全の必要がある（英国・スコットランドの湖のイメージ）行って「景観はこうあるべ
き」と思った。
俗化されないでほしい。自然を残してほしい。

Q17 あなたは、野尻湖の水草帯が復活することについてどのように思いますか。6 その他
住民
今水草がないのは遊船漁業者がアミを張れないので草魚を放流したからもう少し漁協役員が勉強をして放す数を考えれば良かった
事。今の役員は大変勉強しています。後 1～2 年で草魚は野尻湖からいなくなります。
拡大しなくても良いがあった方が良い
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水草帯とは何か？どんな意味があるのか？素人にはわからない。素人にこのような質問をして何の役に立のか？
すわ湖などに学びたい。
調査の結果、必要とされる場所に必要な量。
水草が野尻湖にあたえる影響が分らない
別荘滞在者
質問の意図、及び水草帯の復活がおよぼす効果についての認識がありませんので、回答できません。
ほしつりも？が多くなると嬉しい。だれもが湖畔どこでも泳げる湖にもどってほしい。
水草帯があることが環境保全にプラスになるのであれば復活したらよい

Q18 あなたは、なぜ水草帯が拡大する方がよいと思いますが。7 その他
住民
岸に水草があると魚種が増える、あまりありすぎると子供達は水遊びをするにキケン足にからまる。
古来あったものが復活するのであれば、昔のようにきれいになると考えたから。
生態系維持
水草帯があると動植物、水質浄化に役立つから。ただし拡大すると昔ソーギョを湖に入れて水草を食べさせたと聞くが？
昔のように湖岸は砂浜にして水位も昔にもどせば自然と草木が育ち

Q19 あなたは、なぜ水草帯はない方が望ましいと思いますか。7 その他
別荘滞在者
泳ぎにくくなる、セーリングの妨げになる

Q20 野尻湖の水質浄化についてご意見がありましたらご自由にお書きください。
住民
・湖畔周辺のホテル、旅館の下水道整備がおくれている。・湖の自然の風景をのこしながらある程度のいこいの場所などをもうけてほ
しい。
・信濃町柏原に住んでいる者です。私が、小学生の頃は、野尻湖は全国的に魚が多く釣れる湖で有名でしたが、地球温暖化、水位
低下等で現在は魚が全然釣れません。この野尻湖の問題は町全体の問題として考え、私達に今出来る事は何か考えた方が良いと
思います。
・野尻湖周辺の森林が豊かであることも水質浄化に役立っていると思うので伐採はせず現状維持を望む。・町内の小学 4 年生が『野
尻湖クリーンラリー』という野尻湖の水質について学習する機会があります。子供たちにとって身近な教材になっています。
１.観光と生物生育エリアを分ける。2.湖畔の生活排水流入を×にする。３.肉食魚を駆除し、エビ、貝類の掃除屋さんを増す。
1 米以上もある藻、カワセミ、タナゴあげは蝶などおめにかかりませんが水質の関係ですか。湖岸が整備されて水草帯もなくなり人工
の物体が多く、環境保全を望みます。
20 数年前、赤潮の発生により、水質の汚せんを心配したことがありましたが、各戸各人の家庭雑排水のはい出に気を使うようになり、
今は水質も浄化され、毎年小学生によりイベントもあり将来的には期待できるのではないかと思います。ホシツルモ増えて欲しいで
す。
30～40 年前の湖の周囲に田やあしが多く生えていたころの湖の水のきれいさを思いだします。できたら、あのころの野尻湖にもどっ
てもらいたい。
30 年位前までは水草があり、コイ、フナ、ウグイ、エビなど、多様な生物がいました。ブラックバスを放す人間が増え、草魚を放流し現
在に至りました。昔魚つりに行った頃の野尻湖に戻って欲しいと思います。
40 年前位（1960 年頃）は野尻湖の湖底に水草がいっぱいあり、魚類も豊かであったが、草の駆除の草魚を放流してから生態系が一
変した様な気がする。また近年ブラックバスの増加でワカサギなどの小魚が激減したと思う。生態系の維持にはある程度人間の生活
活動の制約があってもしょうがない。未来の為に。
40 年前に野尻湖でアルバイトをしていましたが、夏になり水が少なくなるとヘドロでとてもくさい湖でした。それ以来、夏に行った事は
はないが、そんな湖にはしたくありません。
ＮＬＡみたいにみんなが泳げる所があればいいと思う。
Ｑ１４の１～６が良いと思う
Ｑ16 にも通じる。人間で回りも綺麗だと自ずと（何となく自分でも綺麗にする）やる事も穏やかな行動になる様な気がします。
赤潮について、今年も小規模だが赤潮の発見はあった。これが水質の悪化とはいえるのかはわからないが、知っておいてほしい。
あまりおよぐ気にならないので、ぜひきれいにしてもらいたい。子供たちをつれていきたくない・・・
アンケート調査ですが日頃このような事が意識をしていないと思う。なので「わからない」が多い。あらためて考えなくてはいけないと
思いました。
アンケートを頂くまで、信濃町に住んでいながら興味をいだいて考えたことがありませんでした。これを機会にもう少し目をこらしてみ
たいと思いました。ありがとうございました。
以前は水草はあって当り前であったが、人の手により観光目的の開発ばかりで、埋立てや除去で水草が全滅し、昆虫や鳥もいなくな
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り水質悪化につながった。草がスクリューにからむ等を言っていないで、元の昭和 30 年代の水草のある湖にするべきと思う。
以前より改善された事 １、下水道が出来た事。野尻の雑廃水は流れ方が 2 系統あり野尻湖へ入るものと池尻川へ流れるものがあり
野尻湖へ入る方は下水道が完ビされている、農業用水からの流れ込みはあまり問題にしなくて良い。２、改善すべき点 投棄の除雪
剤エンカルの湖への流れ込み、高沢のゴミ処理場よりの薬物の流れ込みが心配である。
今以上観光客を増やさない。
今までの研究で水草帯をふやすことで水質浄化につながることは、はっきりしていると思う。
イメージでお答えして申し分けありませんが、野尻湖の水質については良い印象がありません。できることなら、信濃町のシンボル
である野尻湖の水が浄化され、湖周辺も整備され、町内はもちろん県内外からもたくさんの人が集まり、憩いの場所となる事を願って
います。
外来種（ブラックバス、ブルーギル）の駆除。水草帯の復活。汚水、ゴミなどを出さない。周囲の森林帯保護、生物多様性の保護（産
廃最終処分場建設は断固反対）→県の産廃条例の改悪を元に戻して欲しい。
貝を入れて浄化をしたら。
活性化と町おこしの名のもと開発をやめ湖畔に木と水草を植へて気ながに自然浄化を待ちたいと思います。平成 2 年にバブルがは
じけて湖が浄化に向かったのはその証拠です。金の力で自然を左右する時代はここまでとしましょう。
かつての野尻湖（30～２０年位）までは湖岸には多種類の水草が生い茂りその間をフナや鯉をはじめ、ハヤ、ウグイ、タナゴ、川エビ
など多様な生物が生息していたが、ある時期漁業の網を打つ妨げになるとの事で漁協が草魚を放流した事によって水草の殆んどが
壊滅的な影響を受け湖岸から姿を消してしまった。その結果水質の劣化が進行し現在に至っている。水草の再生を計り生物多様性
を復活して水質を改善する事が野尻湖にとって将来的に再生するための急務であると思う。
観光客の減少、水質低下は一部の人達の利害ばかり考えてきた結果だと思う。なぜ仲良くできないのでしょうか？いくら整備しても無
駄な税金となり借金が増えるだけ。信濃町が誇れる野尻湖にするには、意識改革が必要。見た目をきれいにしても続かないですし、
本来真の美しさとは内面から出てくるものです。道のりは厳しいですが自然と一体化したまずは町民に愛され、いやされる湖になる
事を願ってます。
聞く所によると、野尻湖の水がきれいすぎて魚が育ちにくいと？
既得権だとして一部の人達が好き勝手に、また水利権だとして水を好き勝手に、こうした権利はないものとするか、あるいはこうした
権利には、重い義務があるものとして、国の財産という観点から管理する。
行政と町民が一体となって取組む事が大事に思います。
巨額を投じての下水道整備でありますが、接続しない者が多い状況は、野尻湖周辺に居住する方々の野尻湖に対する愛着が無い
のではないかと疑問に思います。
きれいに越したことはないと思います。が、現在の産業・観光のスタイルでは維持することが難しいようにも思います。（経済・環境と
も）浄化して経済が全く成りたたなくてもおかしなことと思うので、きれいな水を売りにできるような位にきれいにしたりまた、それを利
用して経済が成り立つようにしたら良いと思います。難しい事と思いますが…
近隣（町内）でも活動のことがあまりわかっておらず恐縮です。まずは「知ること」が大切。今回のアンケートに参加させていただいて
そう思います。情報にもっと関心を持とうと思いました。これからも情報提供をお願いします。
具体的な取り組みは良くわかりませんが、高速道路の一部無料化などによる事でルアーフィッシンフを行う客が増えていると思いま
す。観光客のモラル向上がなされないかぎり、現状よりも良くする事は不可能でしょう。
詳しいことむずかしいことはわからないが、波うちぎわにゴミが浮んでいたり、よごれが目立つのは悲しい。ブヨもわいたりしている。
昔から伝説のある神秘的だった野尻湖を人間が手を入れることで整美できるなら守りたい。
詳しいことや学問的、科学的なことはまったく分からないけれど、その昔（明治の頃）は今とは比べものにならないくらい美しくきれい
だったときいたことがある。水質が良いことでビジネス（観光）につながれば、若しくは有名になれば信濃町にとっても良いと思う。
景色はバツグンなのできれいな湖といえるようになれば・・・
下水道整備は良いのだが、各個人にかかる負担が大きく、各家の立地条件で費用のかかり方に差が有（大）。皆が実施できる様な方
策を県、国に願う。
下水道の接続率を高め、雑排水を妨ぐ事。
下水道への接続率を高め、生活汚水を野尻湖に流さないように努力してほしいと考えます。野尻湖の水質の現状について解りやす
く広報して関心が高くなるようになれば望ましいと思います。近くにある湖の水質について知らない事が多くありました。今回その事
に気付きました。
下水道への接続率を高めることは、高齢化や収入の問題等あり、仲々難しいと思う。観光化の波にのり、水際をコンクリートで固めて
駐車場や観光施設をたくさん作ったことも問題だと思う。一度壊した自然はたやすく元には戻らないことを認識しつつ、人工物はもっ
と規制すべきだと思う。
下水の整備
現在、水上スキーなどが人気でたくさんの人がやってますが、汚染されたりはしないんですか？水が汚れる気がして心配です。
現在以上に水、景観の美しい（水がきれい緑の豊かな）野尻湖を望みます。
現在の状況がわからない
現在の水質浄化についてほとんど情報がないのでわかりません。
現在の湖の水質基準を知らないので現状を維持すべきか、改善すべきかはわかりませんが、水草帯は水質浄化に有効であることは
理解しています。また水草帯は景観においても問題はなく、自然浄化の意味でも拡大した方が良いと考えます。また湖に生活雑排
水が流れ込んでいるのか、（具体的には湖近隣に生活している住民の排水がどの様に処理されているのかがわかりません）何本の
川が湖に流入していてその川周辺住民がどの様な生活様式なのかを知るべきかも知れません。
現在までとりくんで来られた努力に心から感謝しております。これからも、よき方向と指針をお願い致します。
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現在までの様な自然の美化・保全を考慮する上で専門分野で水質浄化保全を進め観光産業強化を計って欲しいです。
子供がいるので、安全に遊べる、学習できる野尻湖であってほしいと思います。
子供の頃に遊んだ美しい野尻湖にが懐しい、寒い冬はわかさぎの穴づり、夏はおむすびを持って砂間で泳いだ。回りはゴミなど少
なくてとても美しい湖で思い出が沢山あります。
この調査は素人に質問しても意味がないと思う。意識調査とは主が違うのでは？
この辺の水はとても冷たくおいしいと東京辺から来る共達也、親類が水を楽しみに飲んでます。おいしい水をいつまでもお願いしま
す。
湖畔にある営業者や住居者は必ず下水道に接続すること。住民運動として早期に行うこと。
湖畔に家が接近すぎている。湖畔に面している家はまず下水道への接続を。草魚をへらすブラックバスも。昔からいたハヤ、フナ、
等をふやすこと。
湖畔にゴミがない（水がひいた時）ようになってほしい。
湖畔の建物から出る排水をたれ流しにしない事。モーターボート、ジェットスキー等の油を使う物は水がにごるからやめる事。
今回のアンケートが届いたことで、初めて野尻湖の水質浄化のための取り組みが行われていることを知りました。なので、今までどの
ような取り組みが行われてきているのか、そして今後どのような取り組みが必要なのかということも、ほとんどわからないのが現状です。
これを機会に、もう少し野尻湖について信濃町民として考えるようにしたいと思いました。
自然帯である事が望ましい（鳥・トンボ・チョウが舞う）
自然を残す事が私共 60 代の残された仕事。若干の費用は考えたいと思います。
次代を担う子どもたちが野尻湖と親しみ、ふる里の財産を大切に思い、世界の水資源について、考えてもらうような・・・そんな取り組
みも 1 つとしては必要かと。
信濃町町民として野尻湖の水質浄化のお役に立てることはありますか？信濃町のことなので町民ができることから少しずつやってい
くことだけでもかわると思うのですが私たちになにかできることはあるのでしょうか？
信濃町では水質浄化として環境にやさしい公共下水道事業を早くやってもらいたい 野尻湖の水草を復活するには入る水を第一に
考えてもらいたい。
信濃町のシンボルの 1 つである野尻湖。20～30 年前は、泳ぐことが出来たと聞いています。未来の子供達のためにも、信濃町の観
光名所の 1 つとして復活させるためにも、もっともっときれいな湖にしましょう。
地元の方が水質の事をもっと考えて、下水道の接続率を上げていくべきであると思う。（水質のために早くから下水道整備に取りくん
だのだから）
小学生のクリンラリーをやったりしてますが、大人の為の水質学習もぜひ行っていただきたい。又、１０年前はこれだけでしたというデ
ーターがあれば、今どういう状態がわかると思います。
昭和30年頃は、水もきれいで水深20ｍ～30ｍでも底が見えました。若さぎも今の3～4倍の大きさでした。えびもたくさん、居ました。
6 月雨が降ると田んぼに「ふな」がたくさん入って、たもを持って追い掛、植たばかりの稲に登っておこられたりした思い出があります。
水もきれいに、水草も、早くその頃に戻るといいなーと思います。
昭和30 年代の高度成長による、生活向上による負の反きょうでいっきに水質の悪化を描き、誰も責任？を取らずこのあり様・・・。野尻
湖周辺住民だけの責任ともいえないのは、人類の考え方がアメリカンナイズされ自分（人間）勝手な・・・のみ追及した罪の大きさであ
るのはまちがいない。ゴミ問題、温暖化も全て反省と人を生んだ自然への感謝のなさが大原因。人類は遠からず滅ぶでしょ。当然の
なり行きですよ。全ては身勝手ゆえおバカなそしてあわれな人類。
昭和 48 年に信濃に来ました。その時は水草だらけでダイバー泣かせだと聞いています。エビも沢山いて夜ライトをてらすとエビの目
がひかつてそれを目あてにあみを入れるとエビが取れました。又今エビが増えているそうで良かったです。ブラックバスとかギルと
かの魚をつかまえて退治して欲しいです
人為的汚染の防止（雑排水の処理、モーターボートの縮少、大型観光船業）
水源地としての役割も大きいと思いますので、まずは、安全な飲料水として使えるように、ありとあらゆる努力は必要だと思っています。
最近、信濃町の水道水も消毒剤の臭いが気になるようになってきており、非常に気になっております。水はなくてはならない大切な
ものだという意識をもっと高めてゆかないと、いつか大変なことになって、とりかえしがつかなくなると危惧しております。
水質汚染の有無は湖そのものの整備も大事ではあるが、周辺の環境改善は不可欠だと思っています。私が住んでいる所は山地、そ
こは下水道整備対象外の地域。更に産廃処理場が川の近くに出来るとの話も。山の水、川の水は湖に注がれています。別荘地も多
く、町人だけでなく特に夏別荘利用人口は大きく、一時的にでも周辺で生活する人達の意識（環境に関する）もうながす事も大事かと
思われる。
水質浄化が恒久的に行われるし、特に自然浄化が望ましいから。
水質浄化に関しましては、やはり下水道の完備ではないかと思います。その為には、住民への協力要請と協力し易い態勢を町とし
て考える必要があるのではないでしょうか。
水質浄化に直接的では無いけれど、サギの巣がものすごく、松等の木がくさってしまうと言う話も聞き、この集落にも最近、多く来て
（田んぼや水ため等）で迷惑しています。なんとか良い方法は？
水質浄化について、野尻湖の水質評価についても全く存ぜず、申し訳ないです。子供たちのほうが、クリーンラリーで野尻湖を訪れ
勉強しているので知っていると思います。ごめんなさい。
水質浄化に努力されているようで年々水がきれいになっているように感じる。町民のいやしの場として、野尻住民の産業商業の場と
して他方面からの発想のもとで、地域の資源であるのでこれからも水質浄化に努めて欲しい。野尻住民、信濃町住民の意識の昂揚
を。
水質浄化は悪いことではないので、県が中心となって国と信濃町の協力のもと、強力に進めてほしい。
水質の浄化とともに、ごみ等もない誰もがきれいな湖であると思える湖になることを望んでいます。
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水質は湖に流入する水の質の問題です。1 つには生活排水が原因。2つにはごみ問題です。生活排水は雨水とともに下水道等の整
備と存じますが、ごみは行政のマニアルに従っているものの、不十分である。町に在住する者や観光客を含め、雪が解けた後はゴミ
が多い。自然のままに当然であるが、野尻湖の場合は周遊道路を整備しゴミを捨てさせない環境づくりが必要と思う。
水質保全計画がある事すら知りませんでしたが、良くなっていく事には悪いとは思いません。何か役に立つ計画が実行されれば良
いと思います。
水質よりも周遊道路の雑木を整備するのが先である。
水上スキーをする人は利用料を支払うのでしょうか？水は汚れないのでしょうか？
水深 10～50 ㎝位の浅せを作りヨシの群生地を作ってはどうでしょうか
戦争前の古い写真を見せてもらいました。子供達が手で魚を水草のあいだから獲っておりました、水位、水草ともに昔にもどせば水
もキレイ魚もいっぱい観光客もいっぱい夢のようです。
専門的な知識もなく、水質浄化に関する意見を持つ事ができません。残念なことなのですが…
小さいころよりよく野尻湖へ遊びに行きました。記憶にのこっていることは水草が辺り一面にありその合間をぬってさかなが泳いでい
る様子でした。すごく好きでした。あのころに戻ったらいいなあと思います。砂浜もあちこちにあったそうなので砂浜の復活も望みま
す。水質浄化は大賛成ですのでできるかぎり私も協力したいと思います。
町民及び観光客等の意識が重要である。観光協会及び町サイトの取り組みが、いいかげんです。
伝九郎用水からの浄化池は、浄化に役立っているのかどうか疑問。役立っているというのなら、そのデータを示して欲しい。
都会からの方、若い人にはないと思うが、高令の地元の農業の方達には汚染等の問題意識はまったくなく、川や湖へ農薬を捨てる
事は何とも思っていないと思います。改善は難しい。
特にありません。
特にありません。
特にない
特にナシ
特になし
特になし
特になし
特になし
特になし
鳥居川から集水された水が仁ノ倉地区を通過の際、一部雑排水が混入されにごって流れている様で、途中、水生植物園に一部は入
る様になっていますが現在水量減で利用されておりません。出来れば 100％を通して濾過させると水質も相当良くなるのではないか
と思います。
取組などもっとアピールしても良いのでは？町民の中でも温度差がある。町の人が良いと思ってはじめて、町外の人々にも伝わるの
では？
ないです
長野県下、一番と言われ、日本一と言われる湖にしたいです。皆んなで努力すれば出来ると思います。
なし
日本各地に散見するわざわざ大金を投じて元からある自然を破壊したタイプの自然保全区は必要ない。作る時だけお金が動くハコ
ものではなく、長期間に渡って現在の自然を残せるようなお金の使い方をすべきだ。壊したものは二度と戻らない。ミクロの視点では
なくマクロの視点にたって未来を考えるべし！！
人間のモラルの上質へのすい進をおこなう
野尻湖が小さい頃の遊び場でした。春のワカサギすくい。夏のエビ（水草の中にたくさんいました。）、フナ、ゲンゴロウ、一年中あみ
を持って野尻湖の回っておりました。今でもすくって来たエビの塩で味付けていためた味を思い出します。水草があり昔のようにな
れるといいですね。
野尻湖からの下流域にあり具体的にどうのこうのと云うものを見分する機会が少ないため関心が無いのが現状である。現在の取り組
みと、その成果を知る中で今後、関心を高めてゆきたい
野尻湖周辺の住民はもっと団結力を持って、野尻湖の水質浄化に耳をかたむけさした方が良いと思う。みんな自分が自分がという感
じが強く、まとまらないと思う。周辺の住民がまとまってないと他の地区から来ても、なんかしらけてやる気がしなくなってしまう。
野尻湖周辺の流入するどんな狭い川でも充分な整備をする。
野尻湖だけの問題ではないが、人間の道徳心の低下、即ち湖岸や周辺にゴミの投棄も原因の一つと思われる。道徳の再教育が必
要。
野尻湖で商売している人達がお金を出すべき貸ボート、食堂、釣りの代金みんな高いと思う。
"野尻湖と云えば""わかさぎ""、""トライアスロン""、どちらも水質良好が望ましい。信濃町と云えば野尻湖！澄んだ湖にしてほしいで
すね。"
野尻湖ニ汚いというイメージは幼い頃から持っていないので、現状維持もしくは改善を求めたい。
野尻湖には車で見にいっています。つりなどたのしみにしていました。又、春は水をたくさん湖にたたえたすがたを見るのは一年で
たのしみのひとつでもあります。水質浄化のことはどのようなとりくみでおこなわれるかわかりませんが、私たちのたいせつな財産だ
と思います・・・・
野尻湖の水質について考えたことがありませんでした。これを機に関心をもつようにしたいと思います。町の野尻湖に対する考え方
や取り組みがいまいち伝わってきません。関心がなかったせいでしょうか。よそ者には伝わってこないことが多々あるので仕方ありま
せん。もっと、自分の住む町に関心がもてるよう、くらしていきたいと思います。
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野尻湖の方でないのでよくわからないです。
野尻湖の水がきれいになることは望ましい事ですが水草があったほうが良いのか悪いのかよくわかりません。
野尻湖の水に沢山のプランクトンがいる事を今回、クリーンラリーで子供が学習し驚いていました。その後泳ぐと水をのんでしまいシ
ョックを受けた話で笑いましたが、安全にきれいな水質である事を望みます。
野尻湖の水辺は観光業者と外人別荘と町営駐車場に占領されて一般の人は水辺に近づくことができない。こんな所の水質保全の話
をしても何になる。
野尻湖は大きな諏訪湖に比べても透明度が高くてきれいだといわれているが観光が再び盛んになると汚れてくるのでは？と心配に
なる。
野尻湖は観光地としての価値が下がっている印象がある中で、水質浄化は大切だと思うのでキレイにしてほしいと思います。
野尻湖は関川水系の川であり特別の浄化等は下流の新潟県及び下流の用水組合や東北電力に負担を求めるべきである。又、主に
観光業者、漁業者、応分の負担を求めるべきで町で取りくむものでないと考える。
野尻湖は誰のものか？恩恵をうけ生活している人が責任をもって、信濃町の野尻湖をきれいに保つ事。足の引っぱり合いで、環境・
観光がまったく進展出来ない。水質浄化への考えは、それが解決できれば、自然に出てくる。
野尻湖は町の宝です、湖岸を私物化する考えをもつ人がなくならない限り困難です。もっと法制化により公共道路を作って、湖岸を
遊歩道として守っていきたい。
野尻湖を私物化している業者が居ると聞いている。野尻湖により恩恵を受けている町としてはより水質浄化につとめ県内外の集客に
力を注いで欲しい
野尻湖をどの様な目的に考えているのでしょうか？たんに、湖として水質を良くしたいと言うので有れば山の中の湖として環境保全
を進めれば良いと思いますが観光地としての野尻湖にと考えるので有れば人の出入が多ければそれだけ水質も悪くなると思う。私
共の様な老年の者にはこの様なアンケートはむずかしいです。野尻湖にはほとんどいかない。
はっきり申しますとわかりません。
普段あまり野尻湖の水質問題には関心が無かったので取組や対策など詳しいことは分りませんが、水がきれいで景観が良い事には
ちがいありません。できる事から協力したいと思います。
フナ、コイ、ウナギ、がいた昔のおだやかな野尻湖に戻って欲しい。景観をよくしたり、野尻湖周辺をきれいにし、ドッグランなど（ドッ
グカフェ）ドライブで立ちよれる場所であって欲しい。
部ぶん的でも水草があった方がよい。
ブラックバス釣で生活されている関係者も有り、むずかしい問題ですが、私のしっている野尻湖は「コイ、ハヤ、ワカサギ、エビ」など
が多くいた様です。今はブラックバス（外来種）が生息し、釣1がさかんです。冬はワカサギ、夏はエビ取りと季節がなくさみしくおもえ
ます。
ブラックバスをいなくして野尻湖の底のへどろを取り出して野尻湖の底が見えるほどの澄んだ透明な水にしてほしいです。色んな魚
が住みついて欲しい。ワカサギも今よりもっと大きく育ってほしいです。昔、甘エビが大沢いたぐらいですから・・・。
ブラックバスを少なくして、昔のようにわかさぎが沢山いる湖になったらいいなと思います。
別にありません
ホテル等の下水道への接続率のアップ。
本来の生態系を保てるように、人間の手が加えられれば良いと思う。
前にテレビで都会の川が水草を植える事できれいになったという話を見てなんとなく水草がいいのかな、という思いです。良くても悪
くてもテレビの力は大きいと思います。
まだ残っている家庭雑排水の何らかの対応策を考える程度で良いのではないか？
まだまだ下水道の整備が十分でないから汚水が流れ込む。一人一人が出来る事から心掛けて汚水を流さない様気を付けたい。私も
小さな事だけとなるべく洗剤の使用を少なくして汚れた水を流さない 油物はなるべく紙でふいてから洗う。
町・県の財産の一部である。
町は下水道への接続率の向上に努力すべきだ。
湖に流れ込む水質のチェック。
湖沼法の指定の意義を知り、日本一きれいで透明度の高い湖になれば、全国の皆さんが訪れ楽しんでいただけると思う。水質浄化
を国、県、町、住民が一体となって進める必要がある。
水がきれいになったと思う。
水草があれば水質も浄化し、多様な生物も生きていける環境になるような気がしますが実際のところ本当にそうなのでしょうか。
水草を食荒す魚の駆除
水と共に湖底のヘドロも問題が有ります。早期に対策を考えてください。
水辺を多くする事（昔のように）
昔、キムタクがバス釣りにきた事がありますよ。
昔にくらべて（5 年位前）すばらしくきれいになったと思います！（昔）ひどすぐる（下水道関係）
目先の利益ばかりにとらわれず、野尻湖の環境を悪くしない様取り組みをするべきだと思う。
山と湖は町にとって最高の遺産です。これらが無くなったら私はこの町に移り住んだ意味がなくなります。長年この町に住み、湖の様
子を見慣れた人達には気がつかないのかもしれません。町民だけでなく、この町を選んで訪れてくれた方々の意見の方が、大切な
のかもしれません。
流入河川が無い湖なので人為的な流入物を出来る限り無くすしか無いのでは？
歴史的、文化的にも大変貴重な湖だと思います。手入れをされる事により次世代につなげていける湖として水質浄化は大変重要な
事と思います。下水道の接続が 100％になる事を望みます。
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若いときは、野尻湖へもいきましたが、今は高齢になったので、あまり行ってないので、水質の事は良くわからないので、すみませ
ん。
わからない
わき水を大切にはぐぐむこと。
私が子供の頃は島まで泳いでいったこともあり足に水草がからみつくほど水草が多く、又、漁類も多くいた感じがあります。観光産業
に力を入れ過ぎてしまった気がします。
下水道への接続を全体に早める事。
別荘滞在者
1)分かりません 2）流入する水の浄化と流出する水のバランスを取る事が必要では無いかと思います。
2010 年 8 月に湖畔に立ち、水がすんで透明度が高くなったことに驚きました。50 年間野尻湖に毎夏来ておりますが、10 年程前より
今夏の方が水がきれいと感じました。あとは、外来種の魚の駆除が大事と思います。
30～40 年前のようにこい、ます、はや、ひがいなどが生息する湖に戻ってほしい。
４０年以上前から野尻湖に年数回滞在しています。湖水の水が汚れてきたと思ったのは今から１５年位前だったでしょうか。魚の種類
も変わり、濁ってきたと感じています。別荘地の排水管理もずっと心配していました。又、ここ１０年南でも夜訪れる虫の種類、数が激
減しています。２０年程前は大ミズアオ、大クワガタなどが窓に飛んできました。水質汚染はすべての生物に関わります。農薬使用も
視野に入れた取り組みが必要でしょう。
Ｑ17 で３と回答したが、水草帯のある方が湖にとって良いことか良くないことか、科学的なことはよく分からないが、景観上も水質上も
良くなるのではないかと考えて回答した。ソウギョがどの程度水質に影響を与えているのか分からないが元々外来魚であることが好
ましくないのと、他の本来の魚に害を与えているらしいことで、駆除する方が望ましいと思う。漁業者には又別の問題があるときいて
いる。本来の魚を守ることで総合的な景観にも貢献することがあるのではないか。
赤潮がなくなること。昔のようにワカサギが沢山いる湖になること。
下水道完備はもちろんのこと、農地への化学肥料使用を極力少なくすること。外来魚を入れない。キャッチアンドリリースはやめる。ﾌﾞ
ﾙｰｷﾞﾙ、ブラックバスなど、どんどん食糧とする。湖岸に葦などを植える。在来の動植物を保護・育成する。
現在の状況、問題点、取組み、今後の計画等を知ってもらうための方策が不足かと思う。
国際村（NLA)の下水道の整備が急がれる。
ここに夏の一時期しか来ませんから一年の間どのような形で野尻湖が大切にされているかについてわかりませんが、色んな施設か
らのたれ流しがなくなったことを信じたいです。それから人工的に散歩道を作ったり・・・するようなプロジェクトは行なわれないように
祈りたいです。湖の中に住む最も小さい魚や水草にやさしい湖のあり方になれば、人間にも優しい湖に自然になっていくと信じま
す。
この別荘地帯でも近年この環境を愛して定住する方々が散見されます。元々別荘地域と住宅地域では上下水道の整備から始まり医
療施設他もその対応が違います。大手不動産会社の別荘管理会社名社もそのことに困ってきておるようで野尻湖だけでなく全国の
別荘地で同じことが起りつつあるようです。水質の問題は基本的に下水道の問題と思います。すなわち地方政治の問題ですが金の
かかることです。食器洗いの洗剤をつかわない等ルールづくりも必要かも知れません。Ｐ.Ｓ.ここ２～３年位前から水道水に水ごけの
様な匂いがします。水質が落ちたという事でしょうか。５０年前がなつかしいです。
ゴミや工業用水などの流入がないこの湖をいつもきれいに保つために外部からの人々への啓蒙が大切。この景観がいつまでも保
たれますように心から願います。
信濃町として、将来の野尻湖をどの様に考えていますか？レジャーで集客出来る場所でも規模でもない。思い切って透明度や水質
で群を抜く湖として、若者より中高年にアピール出来る湖にしてはどうですか？勿論水質だけの問題ではなく、周辺環境も含め見直
す必要があるでしょう。
浄化されているかいないか等、あまり関心がなく漠然と「きれいな湖」と思って眺めていましたが、今後よく観察してみたいと思います。
プールも閉鎖され、ボート屋さんもすたれ、子ども達の姿を湖周辺で見かけなくなりました。子どもに湖や自然にふれる生活をふや
すくふうをしたいですね。
上記について知る手だてがありません。何のお知らせも受けていませんし、こちらから知る方法がありません。もしくは、上記のテー
マに関心を持たれるのが迷惑だというような行政の姿勢です。野尻湖は信濃町のものではなくみんなの公共物だという認識を町当
局に求めます。
水質が保たれるよう運動することは良い事だと思います。
水質もさることながら、湖畔の私物化は許せない。水質の浄化の前に湖畔の浄化が必要。
地球温暖化、ブラックバスの死体の多さ、下水の流入！（ホテルの下）（プリンス）はなくなりましたか？個々の意識が大切だと思いま
す。「野尻湖って泳げるの？」と聞かれる事のない湖にもどしたいと思いです。今年何度か泳ぎましたが足手が北月の時緑色に写り
ました。NLA では皆様の努力お仕事感謝します。今年の総会で、全戸上水道となりました。県、町の方宜しくお願いいたします。
町民は野尻湖を観光資源と考える方が多いかもしれないが、湖畔に無秩序に並ぶ店々をみると、汚水などの環境汚染や、景観に配
慮されているのかと疑問に思う。野尻湖の水質を守るためには、なるべく石けんを作うよう、私たちも心がけているか？出来ることを
みんなで気を付けてやっていこうと町として呼びかけることも必要だと思う。美しい景観、美しい水と森を作っていけば、やってくる観
光客もゴミの分別にも協力する意識も生まれるのではないか。そのためにも湖畔はもっと散策路や、森、湖と親しめる場を作らないと、
船の乗ってソフトを食べてゴミを残して、さっさと帰っていく観光客ばかりになってしまう。
冬期、水が少なくなると、湖を汚す物の投棄や廃水の状況があきらかになる。雪が降るとそれらを覆いかくしてしまう。植物による浄
化対策が進められても、わざわざといいたいくらい汚す行為があるので、その防止策が必要だ。10 数年前、富栄養化が問題にされ
た水草復活の運動がひろがった。今、この地域を汚す産業廃棄物処理場設置反対運動があるが、常に他所からくる危険を防がなけ
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ればならない。
動植物の生態との関係を知りたい。良性の動物、植物と共存出来るようにすべき。森林の生態は周囲全て良好なのでしょうか。この美
しい景観を永続するよう行政民間共に努力、協力し若い人々の集団（小）が学習出来る施設をつくる。その行事を考える。勉強してい
ませんので誤っているかもしれません。野尻湖に感謝です。人口多数地域のびわ湖で年々効果をあげていると聞きますが子どもの
関心が非常に高いそうです。(広域の学校教育と）
年々、8 月以降に浮き上がってくる死んだ魚の数が増えています。これは水質のせいなのか、気こうのせいなのか？気になります。
農薬や排水が流れこまないことはもちろん、水草をふやし自然の浄化作用を促進させる。草魚を積極的に排除することも大切。湖周
の俗化をくいとめることが重要。
野尻湖全体の環境問題を憂慮する人の声や規則を無視してゴリ押しをする一部の住民（特に遊覧船を経営するなど事業をしている
人）に対し信濃町あるいは長野県の議会がきちんと対応出来ないのがなげかわしい。「いわゆる土地の有力者」に反対意見で説得
出来ないのは民主主義のルールに反する。
野尻湖の水質については、以前野尻湖に草魚を入れ、湖岸の水草を食べ尽くされたことが大きい要因と思われる。さらにその後、バ
スが入れられ、生態系が変化した。湖岸のボート業者は、釣舟料、入漁料などの経済的理由から歓迎すらしているように思われる。
自然科学的観点から水質問題を見るのではなく、こうした食的観点から考察することが望ましい。観光と自然の保全は観光業者は利
益追求のため自然を破壊している。従って、行政的あるいは法的な規制が必要である。生活排水を野尻湖に入れないための下水道
の整備など小手先のしわざにすぎない。
バス釣りの釣った魚の処理について規制を作るべきである。
半世紀以前には、湖畔にあし、よしなど、たくさんあり、泳ぐのには気持ち悪かったが、とてもきれいでした。バス釣りのお客さんのキ
ャッチアンドリリースにより魚の死がいが増えるのには水質汚染につながるのではと思います。観光地としての目的もありつかしいと
は思うが、ある程度モーターボートの規制もあってよいと思います。
ブラックバスの死骸が波打ち際にたくさん打ち上げられて、ハエがたかったりしていて汚い。バスを駆除して、わかさぎなどエビなど
の復活を望みたい。現状はバス釣り関連の店や施設が経済的に繁栄し、景観の方は寂れて久しい。水もさることながら、周囲の建物
も含めて、根本的な転換をしなければならない。現実には行政の公共事業的な支援がなければ、不可能か？
ホテル等の建設は今後湖流入河川周囲に作らない。
本調査における質問項目程度で、「野尻湖水質保全への取組みを検討するために」本当に役立つのかと疑問をもちながら回答しま
した。
湖に建物が接近しすぎている。建物が湖から離れることによって散歩等、湖の静けさ、景観も良く、生態系としての価値も出ると思う。
昔の野尻湖信濃町がなつかしい！！
湖の駐車場のあるあたりは観光地として汚い。もう少し建築デザインをよくすること。違法桟橋（国立公園として）を撤去する。船の運
転をへらす。バス釣りを中止する（これは目前の収入だけにこだわっていると、野尻湖全体が将来性を失う。水質も良くならない。）
水に入った時に不快でないような汚れ方がなければよい。排水や下水の入っていない事を望みます。
昔はどこの湖畔にいってもゴミもなく、水も透明で気持ち良かった。泳ぐにもとまどう事がなかった。最近はゴミが浮かんでいたりで泳
ぐ気にならない。何をどうしたら良いのかはまったくわからないが昔のようなきれいな湖畔になってほしい。
水草帯が湖にとってどの様な意味を持つのかを知らない。必要であるなら充分に確保するべき。

その他の記載
住民
Q1：あなたにとって・・・の下に波線あり「住む地域でよいか」と記載 Q8：「何年もみたことがない」 Q13：取り組み・・に「何をして良い
かわからない」
Q13：現在どのような取り組みをしているのかわからない
Q13：現状の取り組みに、全く知らない。
Q13：取り組みしている事が知らないので
Q13：取り組み内容を理解してない
Q13：どんな取組をしているか知らされていないので答えようがない。
Q13「県外からの移住ですがどの様な活動が行われているか分らない」、最終頁欄外に「自然は人間がいなくても生ていけるが人間
は自然がなければ生て行けない。」
Q15：人間の活動による結果であり、人間の罪だ
Q15：「全て」
Q17：水草をなすく為に草魚を放し、草魚をなくす為に、バラックバスを放し、魚の生態系もくずれた！ B.バス釣りが多く、ガソリン使
用で環境悪化だ。
最終項欄外に「むずかしいですね」
欄外に、「特に高沢のゴミ処理場、春、東北電力が野尻湖に水を入れる時。」
別荘滞在者
Q1：大部分が環境の問題としてつながっていると思う
Q14：利用者のマナー
Q16：夏期～秋、冬の水量減少が景観を損ねる！！
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Q16：野尻湖をとりまく景観がわるい。（セイケツ感がない。）
Q16：湖をのぞみながら木陰のある遊歩道
Q16-7：プライベートビーチを廃止しすべて湖岸をフリーにすべきだ
Q3：税のムダがないくならないと何とも言えない
Q5：科学技術の発展は、地球上の限られた国々に偏り、発展途上国に於て、その恩恵に浴する為には多くの問題があり、科学の進
歩が環境問題を解決出来ると考えるのは思い上りである。 Q7-3：無いから問題なのでは？ Q7-4：泳げる場所等がない Q7-6：一
部の釣りマニアの為の魚 Q7-8：場所によって水面上の汚れが激しい所もあり、ブラックバス等の放置による臭気が強い。第一泳げ
る所は町営プール以外にないではないか。 Q8：昔に比べると。 Q12：一部にアシの茂みを作る等、何かやっているのは知ってい
るが、具体的に何時迄にどの様にしたいのか判らない。 Q14：水質の悪化に何が一番影響を与えているのですか？一部の観光業
者に肩入れすれば、将来の野尻湖は無い。 Q その他：町営プールは存続して下さい。
Q6-5：外来魚を放流した為、昔からいてた魚がいなくなってしまい残念 Q16-7：昔に比べ野尻湖に来る人が少なく活気なくさびれ
てしまった。こんなに立派な野尻湖を持ちながら地元の人の努力が無く、宝の持ちぐされ状態。非常に残念です。宣伝が全く足らな
い。高速道路を湖の近くを走る様にすれば良かったのに残念。
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