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資源の循環利用森林の公益的機能の高度発揮

琵琶湖の保全　・　県民の健康で文化的な生活の確保

自然生態系の豊かな森林上下流が交流する森林 木材が循環利用される森林環境に配慮した針広混交林 保安林目的に合致した森
林

計画に基づき管理

・造林事業で森林整備
・所有者の森林経営意欲の減退
・要手入れ森林の７割が整備
　　　　（１年あたり3,700haが未整備）
・県内間伐材の利用は１割程度

・災害等の復旧
・利用されず放置
・自然の遷移に委ねた管理

滋賀の森林

滋賀県の新たな森林づくり

目標年度
　2020年度（平成32年度）
目標
　要手入れ森林の９割を整備する

  （５年ごとに評価、見直しをする）

民有林　184,738ha

めざす森林の姿

・県民主体の「森林づくり委員会」活動
・里山の整備、保全
・ボランティアの活動支援

・強度間伐の実施
・森林所有者と市町村が協定締
結
・協定に基づく伐採制限

既存事業での対応
　　・治山事業

既存事業での対応
　　・治山事業、病虫害対策

施策の内容

・環境重視の森林づくり
・公共財としての森林管理
　　　（木材生産は目的外）

・利用目的に応じた整備
・利用者による管理
・環境学習や生涯学習の推進

保安林または
保安林にすべき森林

森林資源の循環利用が
困難な立地にある森林

県民との協働が目指せる森林 自然生態系を重視する森林

私有林
142,082ha

（天然林　106,395ha、人工林　78,343ha)

公有林
15,445ha

公社・公団
27,211ha

国有林
17,711ha

施策の方向

森林の種類

天然林
92,423ha

現状

環境林
1,600ha

保安林
12,000ha

里山協定林 奥山林

現状

各種計画に応じた森林

人工林
49,659ha

・間伐の徹底
・地球温暖化防止への貢献
　　　　　（間伐材の有効利用）
・多様な人工林整備
・森林所有者の意欲の喚起

・基盤整備による間伐の効率化
・高齢級間伐の促進
・地域材証明による間伐材利用の促進

温暖化防止に貢献する森林

既存事業での対応
　　・造林事業

木材の循環利用が見込める森林

循環利用林
36,000ｈａ



（資料　２）

 費　　　用　　　 負　　　担　　　 の　　　考　　　 え　　　 方

　○手入れ不足森林の解消は喫緊の課題
　
  ○林業が産業として成り立ちがたい状況

　○木材価格の低迷による収益性の悪化等の林業を巡る厳しい情勢、山村の過疎化・高齢化の進展などは、森林所有者等の努力
      だけで解決は困難
　
　

木材生産を軸とした林業振興施策だけでは
　　　　　　　　全ての森林を整備することは困難

　

                    ○生活様式の変化等による森林と人との関係の希薄化
 

　　               ○輸入木材の増加による木材価格の長期低迷  など
　
　
 
 

                                         手入れ不足森林の増加により多面的機能が低下

                                                （手入れが必要な人工林の３割が手入れ不足森林）

　

　間伐等手入れ不足森林の影響

【森林の状況】

・下草の生えない森林

・表土の流出、森林土壌の衰退

・もやし状態の森林

・間伐に耐えきれない森林

・里山の松枯れ、タケの繁茂

                                　　　など

【県民等への影響】
　

  ・水源かん養の低下による琵琶湖への悪影響
　
  ・土砂の流出による災害の増加

　・森林の崩壊、林木の共倒
　
　・CO２の吸収機能の低下による地球温暖化の
　　進行

　・生物多様性の低下
　
　・松枯れ等による景観の悪化　など

　○木材生産を軸とした林業振興施策、森林所有者による森林づくり
　
 
  ○林業生産活動による適切な森林整備の結果として、水源かん養などの公益的機能が維持・
     増進



　既存施策を見直しながら、これまでの手法を補う
　

    （新たな視点）
　

　
　
　
　
　

　新たな森林づくりの取り組みが必要

　県民による新たな費用負担

琵琶湖と人々の暮らしを支える森林づくり

・豊かな琵琶湖の水をはぐくむ森林
・水源かん養、県土保全など多くの恵みをもたらす森林

１　森林の多面的機能が持続的に発揮される森林づくり

　（１）環境林への転換
　
　　 ・経済的価値が見いだせない人工林については、木材生産を目的とせず、 琵琶湖の水源かん養等の公益的な機能が
　　　維持・増進される森林づくりの推進

　

　
　（２）循環利用林の間伐促進および間伐材の搬出・利用
　
　　　・木材資源の循環利用をめざす森林については、間伐を促進し多面的機能が高度に発揮される森林づくりを推進し、
　　　  地球温暖化防止に繋がる間伐材の搬出・有効利用の促進
　

　
２　県民全体で支える森林づくり
　
　　　 ・多面的機能の受益者として、全ての県民が森林に関心を持ち恵み豊かな森林を県民全体で守り育てていく取り組
　　　　みの推進

　（１）協働による森林づくりへの理解と主体的な参画
　
　　　　　  ・県民協働による里山の整備・利活用の促進
　
　　　　　 ・地域住民等による「森林づくり委員会」の設置、運営
　
　　　　　 ・びわ湖水源のもりの日の普及啓発
　
　　　　　 ・琵琶湖と森林を結ぶ森林環境学習の充実
　
　　　　　 ・森林資源の新たな利用を促進するための調査研究・技術開発の推進

・強度間伐による針広混交林化

・自然生態系豊かな森林へ転換

・琵琶湖の水源かん養

・土砂災害防止等の県土の保全

・環境間伐の実施、基盤整備

・間伐材の搬出・有効利用の促進

・二酸化炭素を固定し地球温暖化防止

・協働による自然環境の保全

・保健休養、環境学習の場の提供

新たな森林づくり施策の方向
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資料３

森林の環境を保全するため、新たに県税に費用負担を求めることとした都道府県の状況

○高知県（森林環境税）

（税の目的）

水源のかん養をはじめ山地災害の防止、気候の緩和、生態系の多様性の確保等県民のだ

れもが享受している森林の公益的機能の低下を予防し、県民の理解と協力のもと、森林環

境の保全に取り組むための新たな財源を確保することを目的として、県民税の均等割の税

率の特例を設けようとするものである。

（課税の方式）

個人県民税及び法人県民税の均等割の超過課税方式（標準税率に上乗せする方式）

（新たな負担額は）

個人 年５００円

法人 年５００円

（税収規模）

森林環境保全基金積立額 １３４，８６４千円（平成１６年度予算）

（税収の使途）

平成１６年度予算の森林環境保全基金を充当する事業

○県民参加の森づくり推進費

森づくりへの理解と参加を促す広報事業費

森の情報発信事業費

こうち山の日推進事業費

○森林環境緊急保全費

森林環境緊急保全費

健全な森づくり推進事業費

森林保全ボランティア活動推進事業費

（その他）

・森林環境保全基金に税収を積み立て、使途等について審議するため基金運営委員会を

置く。

・平成１５年４月１日から施行する。

・実施期間は５年。

○岡山県（おかやま森づくり県民税）

（税の目的）

水源のかん養、災害の防止、地球温暖化の防止など、私たちの生活環境に欠くことので

きない大切な役割を果たしている森林の荒廃に歯止めをかけ、県民共有の財産としてより

良い姿で次世代に引き継いでいくため、その恩恵を受けている県民や企業の皆様に薄く広

く税負担をお願いし、それを財源に森林保全施策を重点的に進めようとするものです。

（課税の方式）
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個人県民税及び法人県民税の均等割の超過課税方式

（新たな負担額は）

個人 年５００円

法人 均等割額の５％相当額（１，０００円～４０，０００円）

（税収規模）

約４．５億円（平年度）

（税収の使途）

①水源のかん養、県土の保全など森林の持つ公益的機能を高めるための森づくり

②森林整備を推進するための担い手の確保と木材の利用促進

③森林・林業に関する各種情報の提供と森づくり活動の推進

（その他）

・おかやま森づくり県民基金に税収を積み立てる。

・平成１６年４月１日から施行する。

・実施期間は５年間とし、税導入効果を検証して見直しを検討する。

○鳥取県（森林環境保全税）

（税の目的）

県民全体が恩恵を受けている森林の公益的機能を持続的に発揮させるため、県民の広く

薄く偏りのない負担により森林の保全を行い、県民共通の財産である森林を県民みんなで

守り育てる意識の醸成を図ります。

（課税の方式）

個人県民税及び法人県民税の均等割の超過課税方式

（新たな負担額は）

個人 年３００円

法人 均等割額の３％相当額（６００円～２４，０００円）

（税収規模）

１億円程度の見込み

（税収の使途）

県民の皆様や関係者の意見を踏まえて、具体的な事業計画を構築していきます。

○緊急に公益的機能を保全する必要のある森林の整備

事業例：人工林の強度間伐による広葉樹との複層混交林化

放置された広葉樹林の整備など

○県民が一体となって森林を守り育てる意識の醸成を図る事業

事業例：ボランティア団体等から公募した企画による森林の体験学習等の実施

森林フォーラム等による都市部での啓発活動など

（その他）

、 。・森林環境保全基金に税収を積み立て 税収の使途が明確となるように管理をしていく

・平成１７年４月１日から施行する。

・導入から３年を経過した時点で、事業の効果や制度の妥当性等について検討を加え、

必要に応じて見直しを行う予定です。
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森林・林業の現行予算と新たな施策との関係

　

森林・林業の予算

その他
593

林道費
1,529

治山費
３,４１2

造林費
3,199

振興費
1,487

　
　

 
          ・木材生産を目的とせず、強度間伐で針広混交林へ転換
　　　　　・協定による制限→伐採は非皆伐
　　　　　・経費は１００％補助
　

          ・間伐促進のための既存施策では対応できない基盤整備への支援
　　　　　・地球温暖化防止に繋がる間伐材の有効利用のシステムづくり

10,220
百万円

職員費を除

○滋賀県の一般会計予算は5,448億円、琵琶湖環境部予算は266億円の4.9%

○森林・林業の予算は115億円（職員費含）で、部の43%

○森林・林業予算のうち公共事業（治山・林道・造林）は62億円で54%

○森林・林業予算のうち国庫支出金は37億円で32%

○公共事業で森林整備関連事業は約25億円

○県単独事業費は約９億円
　　・県営（有）林・近江富士花緑公園等の施設管理費を除いた事業費は約６億円

公社貸付金1,669、
造林事業貸付金

400を含む

県民全体で支える森林づくり

新たな森林整備施策

滋賀県の１６年度予算

○琵琶湖の保全のため多面的機能の持続的発揮
○県民全体で支える森林づくり

多面的機能が持続的発揮される森林づくり

これまでの森林整備施策

○森林資源の保続培養と山村社会の活性化へ向けた取組
○森林の保全整備、林業の振興、森林の総合利用等

循環利用林の間伐促進および間伐材の搬出・利用

環境林への転換

森林計画の推進（　353百万円）

森林・林業基盤整備の推進（1,529百万円）

担い手の確保・育成（98百万円）

林産物生産振興対策（1,093百万円）

森林・林業の普及啓発、試験研究の推進（61百万円）

森林整備の推進（2,507百万円）

森林・林地の適正保全（2,068百万円）

・県民の主体的な参画の促進
・里山の整備・利活用
・びわ湖水源のもりの日の普及啓発
・県民等が森林づくりの計画段階から参画し提案等を行う仕組みづくり

・県産材の循環利用の促進による適切な森林整備
・森林資源の新たな分野への有効利用の促進のための調査研究、
　技術開発の推進

・琵琶湖と森林を結ぶ森林環境学習の充実

・地域森林計画の策定・変更によるﾃﾞｰﾀ収集・検証
・地域森林計画の実効性の確保のための支援
・森林整備地域活動促進交付金による支援

・造林事業、治山事業により重視すべき機能に応じた森林整備の推進
・森林病害虫獣の防止対策

・林道等の路網整備の推進

・治山事業による県土の保全
・林野火災予防、森林ﾊﾟﾄﾛｰﾙ、保安林指定の推進等

・県産材利用の拡大、特用林産の振興
・林業・木材産業構造改革の推進

・地域の森林づくりの中核的な担い手である森林組合の組織・経営基盤
　の強化
・林業労働者の確保・育成

・森林所有者、林業労働者に対する林業技術の普及啓発
・森林ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動、森林環境教育の支援等

・森林環境と林業経営推進のための調査・試験研究

  ＋

環境に配慮した森林施業等の推進

県民の協働による森林づくりの推進

森林資源の循環利用の促進

次代の森林をづくりを支える人材の確保・育成

これまでの森林整備施策 新たな森林整備施策

琵琶湖と人々のくらしを支える森林づくり

    既　存　の　財　源
　 (従来施策の見直し）

　　　新たな費用負担

木造住宅建
設資金貸付
金590含む

（注）予算額には、職員費、固定的な管理運営費等は含まない。
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（資料５）

新 た な 施 策 の 考 え 方

基本施策 基本施策の内容 費用負担による森林づくりの具体的施策

１ 環境に配慮した森 ●環境林への転換(1) 人工林の地域特性に応じた森林整備

◇人工林の針広混交林への転換 林道等から遠隔地で経済的価値を見出せず、手入れ不足で放置された森林について、木林施業等の推進

、 、 、・林道から離れ経済的に成り立たない放 材生産を目的とせず 公益的機能が持続的に発揮されるよう 森林所有者との協定により

○手入れ不足森林が増 置森林の針広混交林への転換誘導 スギ・ヒノキの針葉樹と広葉樹が混じり合った針広混交林化を図ります。

加傾向にあることから 【実施基準】、

森林の多面的機能の持 ①琵琶湖の集水域の人工林

続的発揮に重点を置く ②林道等から遠隔地で手入れ不足の森林

とともに、長期的な展 ③森林所有者の同意がある森林

望に立ち、地域特性に 【取組の内容】

応じた森林整備を促進 ①森林所有者と市町村、森林組合との協定締結（伐採の制限）

します。 ②強度間伐により広葉樹の侵入を促進

③２回の間伐後は自然の遷移に委ねる。

【効 果】

①木が密生し暗かった林内に光が入り、自然の力を利用して広葉樹の生育が促され、琵

琶湖の水源かん養等の公益的機能が持続的に発揮される森林の創出

②多様な生物の生息・生育する豊かな森林の創出

③針葉樹に比べ、将来的に管理コストがかからない森林づくり

●循環利用林の間伐促進および間伐材の搬出・利用◇循環利用林の地域特性に応じた効果的効

率的な森林整備 環境に配慮しながら木材の循環利用をめざす森林については、従来の間伐対策に加え、

・環境に配慮した生産基盤の集中投資 間伐の促進のためきめ細かな作業道等の整備や機械化等により、森林所有者の意欲を喚起

し、手入れ不足森林の解消を図ります。

・間伐実施・間伐材の搬出・利用の促進 【取組の内容】

①緊急間伐の必要森林の調査と所有者への働きかけ

・多様な森林づくり（単層林、複層林、 ②国庫補助事業の対象外の高齢級森林(36年生～60年生)の間伐や基盤整備事業への支援

長伐期等） ③林内に放置されることが多かった間伐材を搬出、有効利用するための支援

【効 果】

(2) 天然林の保全管理 ①森林の多面的機能の高度発揮

②間伐材の有効利用により、二酸化炭素が固定され地球温暖化防止に寄与

(3) 森林の多面的機能の発揮
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基本施策 基本施策の内容 費用負担による森林づくりの具体的施策

２ 県民の協働による ●森林づくり委員会の組織化と活動促進(1) 県民の主体的な参画の促進

◇（仮称）森林づくり委員会の組織化と活 森林づくりへの県民の主体的な参画を促進するため、地域住民、ＮＰＯ、研究機関、森森林づくりの推進

動支援 林所有者等で組織し、地域の特性に応じた森林づくりのあり方等について、行政機関に提

○森林の恵みは広く県 ・流域の森林づくりのあり方等につい 案を行う活動に対して支援をします。

民が平等に享受してい て、県・市町村に提案等を行うこと 【取組の内容】

るとの認識に立ち、か を目的に、地域住民、森林所有者等 ①組織作りへの支援

けがえのない滋賀の森 で構成する組織の設置、活動の促進 ②森林づくりの広報、研修会等の活動への支援

林を、県民の主体的な

●森林ボランティア活動促進参画の下、協働して守 ◇上下流連携による森林づくり活動の促進

り育てていく取り組み ・多面的機能に関する県民等の理解を深 県民の主体的な森林づくり活動がさらに活発になるよう森林ボランティアの育成強化に

を促進します。 めるための情報発信、普及啓発、活動 努めます。

の促進 【取組の内容】

①森林ボランティアの活動の核となる指導者の養成

②森林に関する情報を一元化する情報センターの設置

③森林ボランティアの活動拠点となる交流センターの整備

●里山の整備・利活用の促進(2) 里山の整備・利活用の推進

◇県民協働による里山の整備・保全活動の 私たちの身近にある里山は放置され荒廃していることから、地域住民等の協働による自

促進 発的な里山保全活動を促進するとともに、森林の多面的機能に対する理解を深める場とし

て重要なことから、森林環境学習の場などに活用します。

【取組の内容】

①森林所有者と市町村との貸借契約の締結

②里山の整備・活用計画の策定、整備・保全（里山づくりグループ等）

③上下流交流、森林環境学習の場としての活用

④国庫補助事業の対象外の森林病害虫被害木の整理と有効活用 （ﾁｯﾌﾟ化やﾊﾞｲｵﾏｽｴﾈﾙｷﾞｰ

等への利用）
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基本施策 基本施策の内容 費用負担による森林づくりの具体的施策

●びわ湖水源のもりの日等の取り組み(3) びわ湖水源のもりの日およびびわ湖水源

のもりづくり月間の取り組み 県民や下流域の人々が本県の森林のもたらす恵みについて理解と関心を深め、森林づく

・びわ湖水源のもりの日・・・10月1日 りに積極的に参加するきっかけづくりや情報発信を行うため びわ湖水源のもりの日 び「 」、「

わ湖水源のもりづくり月間」を広報媒体等を利用して普及啓発を行います。

・びわ湖水源のもりづくり月間・・10月 【取組の内容】

①新聞、ﾃﾚﾋﾞ等の広報媒体の活用した普及啓発

・啓発月間におけるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等の活 ②森林の大切さを理解するためのフォーラム等の開催

動支援 ③琵琶湖と森林の関係を解説したビデオ等の作成と学校等への配布

④啓発月間における地域団体、ボランティア団体による森林づくり活動支援

３ 森林資源の循環利 ●県産材の利用促進(1) 県産材の利用促進

、用の促進 ◇地産地消の推進 地域の木材が地域で利用されることにより森林の整備が進み山村も活性化することから

・情報提供、研修会の開催 県産材の産地証明などによる差別化で県産材の利用拡大を図ります。

○森林資源の利用は、 【取組の内容】

資源循環を活発にし、 ・需給情報の提供、県産材の供給拠点づ ①県産材産地証明制度の創設

結果として、健全な森 くり ②県産材による木造住宅建設促進のため県産柱材の無償提供と柱材提供のため伐採した

林づくりに繋がること 森林の再生による循環利用の促進

から、県産材の積極的 ・ﾓﾃﾞﾙ的公共施設等の木造化・木質化の ③木の良さをＰＲするため小中学校の木の学習机整備促進

な利用を促進します。 推進

○森林資源は再生産可

●森林資源の有効利用のための試験研究の促進能で環境にも人にも優 (2) 森林資源の有効利用の促進

しい資源であることか ◇環境重視の新たな利用の促進のための調 森林は再生可能で環境に優しい天然資源であり、木を積極的に利用することは琵琶湖や

ら、環境重視型の新た 査研究・技術開発支援等 人に優しい暮らしを推進することになることから、木質バイオマスエネルギーなど環境に

。な利用を促進します。 ・産官学連携による調査研究の推進 配慮した新たな森林資源の利用を促進するための調査研究・技術開発に対して支援します

【取組の内容】

・木質バイオマス、健康づくりへの活用 ①森林組合、ＮＰＯ、企業等による新たな利用促進のための調査研究や技術開発

等） ②新たな使途、新素材等の研究開発への支援

③森林空間を利用した保健・休養・福祉・健康づくり分野への利用の調査研究支援
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基本施策 基本施策の内容 費用負担による森林づくりの具体的施策

４ 次代の森林づくり ●新たな森林経営者の育成(1) 森林所有者等の意欲の高揚

◇森林整備情報の提供、技術指導 森林整備を適正に行うため意欲が低下した森林所有者の森林を意欲ある新たな森林所有を支える人材の確保

・意欲ある新たな森林所有者の確保 者へ斡旋することを目的に、森林組合による森林情報の提供や森林調査を行います。・育成

【取組の内容】

・林業労働力の確保・育成 ①森林斡旋のための森林情報の提供

○将来にわたって森林

の多面的機能の恵みを

、県民が享受できるよう

意欲ある森林所有者、 (2) 森林組合の活性化

森林づくりの中核を担 ◇森林組合の組織体制の充実と人材の育成

う森林組合、優秀な担 ・中核組合の育成

い手、森林づくりに協

力する青少年や上下流 ・林業労働力確保支援センターと連携し

の住民を育てます。 た担い手育成

●森林環境学習の充実(3) 森林環境学習の充実

◇学校現場での森林環境教育、森林環境学 次代の森林づくりを支える人材を育成するため、学校教育や生涯学習において琵琶湖と

習の取り組み支援 森林を結ぶ森林環境学習の一層の充実を図ります。

・総合学習の中での森林環境教育の推進 【取組の内容】

①県内小中学生を対象に宿泊による森林・林業体験学習の実施

・学校林の整備、指導者育成 ②森林体験学習の場として学校林を整備

③公有林等を活用した森林交流体験の推進

◇広く県民を対象にした森林環境学習の推

進と場の確保

・近江富士花緑公園、きゃんせの森など

県内の関連施設を活用した森林体験学

習の推進


