
(資料１)

 費　　　用　　　負　　　担　　　の　　　考　　　え　　　方

　

                 　  ○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約３割が手入れ不足森林）

　

　○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を維持・増進
　

  ○森林の環境保全機能に対する県民の期待や要請の高まり

　○手入れ不足森林の解消は喫緊の課題
　
  ○林業が産業としてなりたちがたい状況

　○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・高齢化の進行などは、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

　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

・里山のマツ枯れ、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
　
　・マツ枯れ等による景観の悪化　　　　など

これまでの森林づくり
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・

　これまでの手法を補う
　

 

 
　

　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の推進

　・豊かな琵琶湖の水をはぐくむ森林（本県の森林のほとんどが琵琶湖の集水域）の適切な整備
　
　・水源かん養、県土保全など多くの恵みを広く県民全体にもたらす森林を、県民全体で守り育て
　　健全な姿で未来に引き継ぐ
　
  ・森林の多面的機能が持続的に発揮される森林づくり　→環境重視の森林づくり

●従来の木材生産を軸とした林業経営から、森林の多面的機能を持続的に発揮する森林経営へと転換
　

　　 ●奥山林：自然の遷移に委ねた管理を主体とし、自然生態系の豊かな森林を目指す。
　
　  ●里山林：地域を主体に下流住民等と連携した森林管理を行い、上下流の交流や森林環境学習の場と
　　　　　　　　する森林を目指す。

　　●循環利用林：林床に植生が繁茂する環境配慮型の森林での木材生産を主体とした経営を目指す。

　　●環境林：強度の間伐により針葉樹と広葉樹が混在する多様な森林を目指す。

●県民全体で支える森林づくりの推進

新たな森林づくりの方向と森林区分

●　多面的機能を持続的に発揮する新たな森林づくりを推進する。

●　県民の森林に対する理解と関心を高め、森林づくりへの参加意識を醸成する。

●　県民に森林と木材の良さを体感してもらう。

費用負担の目的

●長期構想「新・湖国ストーリー２０１０」
　　・琵琶湖の総合保全、地球環境問題への対応、資源循環型社会の実現
　　・森林の保全や整備、森林資源の有効活用を推進

●「滋賀県中期計画」
　　・「流域全体で取り組む琵琶湖とその生態系の保全」→森林整備
　　・「自然の力を活かした新エネルギーの開発・導入」→木質バイオマスエネルギー利用

●「新環境総合計画」
　　・豊かで美しい自然環境や水環境の保全→森林の適切な管理と多様な森林づくり
　　・資源循環型社会の構築→木質バイオマスエネルギーの利用

●「マザーレイク２１計画」
　　・琵琶湖の総合保全の基本政策として水源かん養→森林整備と森林の土壌層の安定

滋賀県の環境施策と森林整備の位置づけ

2



新たな費用負担の使途

環境に配慮した森林づくりの推進

新たな県民参加のシステムづくり

★森林の大切さの普及啓発

★県民が森林づくりに参画できる体制整備

  ・「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」における集中的な普及啓発
 
　・次代の森林づくりを支える人づくりを推進するため、琵琶湖と森林を結ぶ森林環境学習の充実
 
　・県民の森林や県産材に対する理解を深め、木の温もりや良さを体感し木とふれあう機会の提供
　

●人工林を標準伐期林（40～45年生)から、琵琶湖の水源かん養機能等の公益的機能に優れた長伐期林(70～80年生)など
　 多様な森林へ誘導
   ・森林の利用循環のサイクルが長期になることから、森林の公益的機能が高度に長期に発揮
   ・林床に植生が繁茂する環境を確保するため、高齢級森林（46～60年生）の手入れ（間伐）を促進
　 ・森林所有者の計画的な森林施業の実施に必要な地域活動等に対して支援
　

●森林所有者の同意と協定により、環境重視の針葉樹と広葉樹が混じり合った針広混交林へ転換
　　・森林所有者、市町村、森林組合との協定締結（20年間非皆伐）
　
　　・人工林を強度間伐（４０％以上）を２回行い、広葉樹の導入を促進

★針葉樹と広葉樹が混じり合った針広混交林へ転換するための強度間伐の推進

★長伐期林へ誘導するための高齢級間伐の推進

○森林は琵琶湖の豊かな水をはぐくみ、県民は、森林から様々な恵みを等しく享受していることから、滋賀の森林は、何もの
　 にも代えがたい県民共通の大切な財産であるとの認識を醸成する。

○県民の森林や森林資源に対する理解と関心を深め、森林を健全な姿で未来へ引き継いでいくため、県民参加による新た
　 な森林づくりを推進する。

　　○滋賀の森林は、琵琶湖の保全や私たちの暮らしを支えていることから、環境に配慮した適切な森林づくりを推進する。
　
　　○森林の水源かん養機能等の公益的機能が高度に発揮されるよう、手入れ不足森林の間伐を促進する。

・流域単位に新たな森林づくり施策について意見提案を行うなど、地域住民等が森林づくりに参画できる組織の整備

・地域の里山整備推進のための里山保全グループ等への支援

★県民自らが森林づくりに関わる場づくり

・各森林ボランティアグループ等が実施する森林整備活動への支援

・森林整備の活動拠点となる里山協定林や公有林等を利用した活動の場の整備・提供

★森林の適切な管理で伐採される間伐材の有効利用の促進

●森林の適切な管理で伐採される間伐材を、二酸化炭素の固定や新エネルギーの導入などの面で有効活用するため、間伐
材の搬出と利用のシステムづくりを推進
　・間伐材を森林組合まで搬出した者に対して、「間伐循環券」を配布
　・間伐循環券の使途は間伐委託の委託料の一部、間伐材の製品購入、森林ボランティアへの謝礼用の利用に限定
 



（資料　２）

※単年度事業費　　３億円～６億円

琵琶湖森林づくり
　

新たな費用による事業展開

環境に配慮した
森林づくりの推進

新たな県民参加
のシステムづくり

　針広混交林への転換

　森林づくりへの参画の体制づくり

　森林づくりに関わる場づくり

　森林の大切さの普及啓発

　間伐材の搬出と利用

　長伐期林への誘導

しがの森林の持つ多面的機能を持続的に発揮させるため
に次の事業を展開します。

○事業効果が広く県民に及ぶ事業であること
○事業内容が県民にはっきり見えること
○県民の森林に対する理解や意識の高揚に資する事業であること
○県民の参加や協働で取り組む事業であること
○新たな視点に立った事業であること

事業展開の留意点



針広混交林を目指す森林
年間100～300ha

私
　
有
　
林
　
の
　
人
　
工
　
林

長伐期を目指す森林
年間200～300ha

環境に配慮した森林づくりの推進

○琵琶湖の保全や県民の健康的な生活確保のため、環境に配慮した森林づくりを推進

○水源かん養機能等の公益的機能が高度に発揮されるよう、手入れ不足森林の間伐を促進

○針葉樹と広葉樹が混じった針広混交林へ転換（森林所有者と協定：２０年間の伐採制限、強度間伐）
　　　→水源かん養や自然生態系が豊かな公益的機能を高度に発揮できる森林

○長伐期林へ誘導（森林所有者との協定：伐採林齢を８０年程度、伐採までの適正な保育に支援）
　　　→森林土壌の安定に伴う水源かん養機能等の高度発揮

○間伐材の搬出有効利用（環境に優しい資源としての間伐材の有効利用と啓発）
　　　→CO2の固定や化石燃料代替えによる温暖化防止機能の期待

目  的

事業の展開

これまでの森林づくりを維持する森林
間伐年間2,000～2,400ha

環　境　林

循環利用林

間伐材の搬
出・有効利用

年間4,000m3



森林所有者

市　町　村

森　林　組　合

　
　 ・20年間非皆伐
 　・40%以上の強度間伐
　 ・環境学習の場等に提供

計画的な施業の実施

施業委託

　　　　　　　　　目指すべき森林

・木材生産を主目的とせず、公益的機能が高度
　に発揮される環境財としての森林

・針葉樹と広葉樹が混じった森林（針広混交林）

・林床が下層植生に覆われている森林

・管理に人手や経費がかからない森林

公的関与による環境重視の森林づくり

○市町村森林整備計画の水土保全林
○間伐が実施されず、荒廃が進み多面
　 的機能が衰えている森林

 

　
　　○事業主体
　　　　・市 町 村
　　　　・森林組合
　　　　（三者協定）
　　○全額公費負担

　協定の締結 環境財としての森林

　
○手入れが行き届かず放置された人工林について、スギ・ヒノキの針葉樹と広葉樹が混じった針広
　 混交林へ転換し、水源かん養や自然生態系が豊かな公益的機能を高度に発揮できる森林づくり
   の推進

現況調査に基づき
森林所有者への
整備はたらきかけ

所有者に
よる整備
困難

　目　　的

○森林の現況調査に基づき森林所有者に対する森林整備のはたらきかけ
○森林所有者、市町村、森林組合との協定締結(20年間非皆伐、40％以上の強度間伐　等）
○強度間伐（40％以上）を２回実施し広葉樹の導入促進
○環境財として私的利用が制限されるため、費用は公費負担

　事業の展開

針葉樹と広葉樹が混じり合った針広混交林へ転換するための強度間伐の実施



琵琶湖の保全

水環境の保全

森林の多面的機能
の持続的発揮

●森林土壌の長期安定
●下草の繁茂する森林

保育期間の延長

水源かん養機能の
高度発揮

長伐期林へ
の誘導

人工林の間伐促進

●森林の現状把握
●施業計画の策定
●市町村との長伐期施業
協定の締結
●施業区域の明確化作業
●森林の管理状況の報告

新規の制度
公益的機能の高い森林への支援推

進補助金：1ha当たり７５００円

環境に配慮

●樹木の根系の発達
●水を貯留する土壌層の発達
●伐採延期による土壌攪乱の回避

長伐期林推進事業

●水源かん養等の環境に配
慮した長伐期施業を行う森林
に対する支援
●長伐期林設定と高齢級間
伐実施計画のための基礎作
業に対する助成

高齢級間伐の実施

●長伐期施業を計画に明示
●補助事業による間伐実施

　
○人工林を標準伐期林(40～45年生）だけではなく、長伐期林（70～80年生）へ誘導するなど多様な森林を整備する
○森林土壌の安定に伴う水源かん養機能等の公益的機能が高度に発揮される森林づくりを推進する

　目　　的

○森林所有者と市町村との協定締結し、市町村森林整備計画、森林施業計画への長伐期明示
○保育期間が長くなることから、高齢級（46～60年生）森林の適切な手入れ（間伐）の促進
○森林所有者の計画的な森林施業の実施に必要な地域活動等に対して支援
   　　→長伐期林の適切な管理により、琵琶湖の水源かん養など公益的機能が高度の発揮

　 事業の展開

●所有者へのはたらきかけ

●補助事業による間伐実施

長伐期林へ誘導するための高齢級間伐の推進



森林所有者

県

ボラアンティア

森林組合

間伐材

間伐製品

間伐材

ボランティア活動

製品

間伐
循環券 循環券

産地証明

間伐材の搬出間伐の実施

活動

券の発行・交換

間伐循環券の流れ図

製品

間伐循環券
　○間伐材の持ち込みで配布
　○利用の範囲
　　・森林整備の負担金
　　・木製品の購入
　　・ボランティアへの謝礼
　　・木材に加工料

間伐委託料

循環券

循環券

循環券

循環券

間伐の実施

間  伐  循  環  券  の  交  付

間伐材の搬出（森林組合まで）
○間伐材の有効利用
○循環型社会の構築に寄与
　　・木質バイオマスエネルギーとしての利用
　　・間伐材の製品化（CO2の長期固定）

○多面的機能の高度発揮
○下草の繁茂している森林
○災害や病虫害に強い森林

○間伐材の搬出と有効利用の促進（環境に優しい資源として間伐材の有効利用と啓発）
　

　目　　的

○森林所有者が自ら間伐材を森林組合へ持ちこんだ場合、または、森林所有者から委託を受けた森林組合が間伐材を取りに
　　いった場合に、その材積に応じて森林所有者に「間伐循環券」を交付
　　　→適切な森林整備の推進に寄与

○間伐材の公共事業等への有効利用
　　　→間伐材を搬出し製品として利用することで二酸化炭素を長期固定し、間伐材を化石燃料に替わる新エネルギーとして導入
　　　することにより化石燃料を抑制し、地球温暖化防止対策の一環として期待

　事業の展開

⑤

森林の適切な管理で伐採される間伐材の有効利用の促進

①
②

④

③

③



新たな県民参加のシステムづくり

県民自らが森林づくりに関わる
場づくり

森林の大切さの普及啓発

里山の整備・管理

森林づくり委員会

活動拠点

県民が森林づくりに参画できる
体制づくり

里山保全グループ

新しい森林づくり

○様々な恵みを与えてくれる森林は、県民共通の大切な財産であるとの認識の醸成
○森林や森林資源に対する県民の理解と関心を高め、県民参加による新たな森林づくりを推進

○森林づくりに参画できる体制づくり
　　　→地域住民等が森林づくり施策に意見提案などを行える組織を整備
○自ら森林づくりに関わる場づくり
　　　→森林整備活動の拠点となる場所の提供・整備
○森林の大切さの普及啓発（特に「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」に集中実施）
　　　→琵琶湖と森林を結びつける森林環境学習の充実
　　　→木の温もりや良さを体感し、木とふれあう機会の提供

事業の展開

目的

ボランティアグループ

意見・提案

保全活動

県民へのＰＲ

びわ湖水源のもりの日

森林環境学習 木の良さを体感する機会



○地域特性に応じた森林づくりのあり方や進め方について意見や提案を行う組織づくりを行う
○県民協働の森林づくり活動がさらに活発化するよう、情報の一元化やネットワークづくりなどを行う

○地元住民、NPO、研究機関、森林所有者等で「（仮称）流域森林づくり委員会」を組織し、地域の特性に応じた森林
づくりのあり方や進め方等について意見・提案を行う
　　　→森林づくりについて県民の主体的な参画を促進

○里山の保全・整備をNPOや森林ボランティア、地域の住民等の上下流協働で進める里山保全グループを育成する
　　→県民の森林づくりへの参画や上下流の交流の促進

○森林ボランティア等に関する情報や森林の情報を一元化する情報ネットワークセンター機能を整備する
　　　→森林ボランティア等の一層の活動を促進

目　　的
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○新たな森林づくりへ意見提案
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県民が森林づくりに参画できる体制づくり



　

○私たちの身近にある、放置された森林を県民協働で整備し管理する
○県民が森林の多面的機能に対する理解を深める場として活用する

○森林所有者と市町村が借地契約を締結後、里山保全グループにより森林整備や森林管理を行う
　　　→森林づくりについて県民の自主的な活動の活性化

○里山を森林環境学習の場や上下流交流の場として活用する
　　　→県民の主体的な交流や環境体験学習の促進

目　　的

事業の展開

里山保全
グループに
よる整備

里山保全
グループに
よる整備

里山保全
グループに
よる整備

県・市町村による
面的な森林整備
（公共事業）

集落・里地

集落・里地

里山の活用と管理は
里山保全グループが行う。

○里山保全グループの森林整備や森林管理などの活動助成
○枯損木除去等県民が利用するための里山の環境整備

里山の森林整備の展開

○環境教育や環境学習、上下流交流のフィールドとして活用
○森林公園など地域の憩いの場として活用
○里山のルールを設定し、山菜やタケノコなど山の幸を楽しむことのできる場として活用
○間伐材の利用や加工、ものづくりが体験できる場として活用

里山の活用

里山保全グループの構成員
○地元住民
○森林所有者
○NPO・森林ボランティア
○研究機関等

県民自らが森林づくりに関わる場づくり



○「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」における集中的な普及啓発を行う
○次代の森林を支える人づくりのため、森林環境学習を充実する
○木の温もりや木の良さを体感できるふれあいの場を設け、森林や県産材に対する理解を深める

○「もりの日」にテレビ・ラジオ・新聞等を通じて広く県民や下流住民に森林の大切さをPRする
　　→広く県民や下流住民に琵琶湖や森林の大切さを普及啓発できる
　
○生涯にわたって誰でもどこでも森林体験学習ができるよう学習の場の設定と、それを支える指導員等の指導体制を整備する
　　→次代の森林づくりに欠くことのできない人々の森林への理解を深める

○地域の森林から生産された木材を地域の住宅に使うなど地産地消をすすめ、地域の間伐材を使った学習机などを整備する
　新たな森林の利用や木材の利用などの研究・開発について支援を行う
　　　→県産材を利用し木の良さを体感することで森林への理解が深まる

 目　　的

事業の展開

「もりの日」の啓発

●「びわ湖水源のもりの日」　　　　　　１０月１日
●「びわ湖水源のもりづくり月間」　　　１０月

集中的に普及・啓
発

○テレビ・ラジオ・新聞等での啓発
○ビデオ等の制作や配布による啓発

●森林の大切さについて県民の理解
●県民との協働による新たな森林づくりを推進

森林体験学習の推進

木の学習机の整備

学校等での推進

生涯学習での推進

地産地消による家づくり

○県有林や市町村有林などを体験学習の場に設定
○体験学習の指導する体制を整備

○県内の小学校から高校までを対象に既存の施設を利用し、森林体験学習ができる場を整備
○各施設に体験学習の指導する体制を整備
○各学校等に対し森林環境情報の提供、モデルプログラムへの作成応援、ゲストティーチャー派遣な
どへの支援

木の良さを体感できる機会の提供

○市町村が小中学校に地域材で製作された学習机を導入する場合に支援

○県産材柱の無償提供により県産材の温もりを体感し県産材に対する理解と関心を深め、地産地
消の取組を推進

森林の大切さの普及啓発
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（資料 ３）
新 た な 施 策 の 考 え 方

基本施策 新たな施策の概要 目 標 既存施策との相違点 新たな財源を充当する理由

●針広混交林への１ 環境に配慮
手入れが行き届かず放置された ●木材生産中心から環境重視 ①人工林について琵琶湖の水源かん養などの公益した森林づく 転換

森林等について、公益的機能が持 の針広混交林への転換 的機能が持続的に発揮される森林として整備するりの推進 （条例第10条）
続的に発揮される環境重視の針広 ため、県民全体に幅広く受益が発生
混交林へ転換 新規施策

・強度間伐による ②環境財として、一定期間の伐採制限など森林所
針広混交林化 ↓ 有者の私的権利を制限する森林を整備する事業で

あり、公益性が高い。
針広混交林転換面積 ↓
年間100ha～300ha これまでの林業振興施策を大きく転換し、環境

重視の森林整備をする新規施策であり、幅広く県
民全体に受益が及ぶため。

琵琶湖の水源かん養など、公益 ●標準伐期林から環境重視の 長伐期林の適切な管理により、琵琶湖の水源か●長伐期林へ誘導
的機能が高度に発揮される森林づ 長伐期林へ経営方針の転換 ん養等の公益的機能が高度に発揮される。するための高齢
くりの推進級間伐

長伐期林推進事業は国庫補 森林所有者の意欲を喚起しながら、森林の多面（条例第10条）
平成20年度 助対象事業にない部分の県独 的機能の持続的発揮に重点をおいた森林づくりが
・長伐期林推進事業実施面積 自の施策 促進され、幅広く県民全体に受益が及ぶため。

・長伐期林推進の 1,500ha～6,300ha （国の施策は45年生以下）
（ ）ための支援事業 46～60年生対象森林9,800ha

公益的機能が高度に発揮される ●間伐材の搬出と有効利用の 間伐材の搬出・利用を促進することにより、環●間伐材の有効利
森林づくりの推進と、環境に優し システム作り 境に配慮した適切な森林整備が促進され広く県民用 条例第10条（ ）
い資源として、間伐材の搬出・有 全体に受益が及ぶ。
効利用の促進 新規施策

・間伐循環券交付 （既存施策では、間伐材の搬 間伐材の有効利用により、二酸化炭素を固定す
↓ 出に対する補助制度がある るとともに、木質バイオマスのエネルギー利用に）

より、化石燃料の使用量を抑制することになり、
平成20年度 地球温暖化防止対策の一環として寄与するため

3・間伐材搬出・利用 4,000m
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基本施策 新たな施策の概要 目 標 既存施策との相違点 新たな財源を充当する理由

（１）県民が森林づく２ 新たな県民
①県民の主体的な参画による森林 新規施策 地域の森林づくりのあり方等について、地域住参加のシステ りに参画できる体制
づくりの推進 民等が自ら議論し、意見・提案等を行う仕組みをムづくり 整備

整備することにより、県民の意見を森林づくり施
②県民協働による森林づくりの新 策に反映し、県民協働による森林づくりを支えて●流域森林づくり
たな体制整備 いくための重要な新規施策であるため。委員会の組織化

↓と活動促進
平成20年度までに７委員会設置（条例第13条）

県民の主体的な参画による森林 新規施策 これまで通りボランティア団体の育成は既存事●森林ボランティ
づくりの促進 業で実施するが、森林ボランティアに関する情報ア活動促進

（既存施策） を一元化し情報の収集発信を行うことにより、県（条例第11条）
個々の森林ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの育成が 民の森林づくりへの主体的な参画を促進する新規

中心 施策で、広く県民誰もが利用できるものであるた
・情報ネットワー ↓ め。
クセンター機能 （新規施策）
の整備 森林ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに関する情報を

一元化した窓口の設置、ﾎﾞﾗﾝﾃ
ｨｱ相互の交流、連携の促進

（２）県民自らが森
林づくりに関わる場
面づくり

県民協働による森林づくりの推進 新規施策 ①市町村、地域住民・都市住民・NPO等が主体的に●里山の整備・利
参画し、協働により里山の保全・整備に取り組む活用の促進

県民が森林の多面的機能に対する 個々のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等による ことができる。（条例第12条）
理解を深める場として活用 一時的、単発的な活動支援

↓ ②森林の整備保全が進み、森林の公益的機能が発
地域に密着した里山の保全 揮される。

を、市町村と連携しながら、
森林所有者、地域住民等が協 ③県民の交流の場、環境学習の場として広く利用
働により、継続的な整備保全 できる。
活動を推進 ↓

県民自らが主体的に森林づくりの関われる場面
県民の環境学習や生涯学習 づくりや森林の公益的機能が発揮される森林をめ

の場、上下流の連携の場とし ざそうとするすものであり、その受益は広く県民
て積極的な活用 に及ぶ施策であるため。
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基本施策 新たな施策の概要 目 標 既存施策との相違点 新たな財源を充当する理由

（３）森林の大切さの
普及啓発

県民や下流域の人々が本県の森 ●条例で新たに「びわ湖水源 新たに「びわ湖水源のもりの日 「びわ湖水●びわ湖水源のもり 」、
林について理解と関心を深め、協 のもりの日」を設定 源のもりづくり月間」を設け、重点的に県民や下の日等の取り組み
働による新たな森林づくりを推進 流住民に森林の重要性や協働による新たな森林づ（条例第14条）

新規施策 くりについて普及啓発を実施する新規施策のため

次代を担う子ども達をはじめ県●森林環境学習の充
民の森林に対する理解と関心を深 新規施策 ①森林と琵琶湖は密接な関係があり、琵琶湖の保実（条例第19条）
め、森林づくりへの積極的な参画 全には森林の整備保全が不可欠なことから、次代
を促進 ①各学校において単発的に森 を担う子どもたちに琵琶湖と森林の関係や森林の

①学校における森林 ↓ 林環境学習を実施 20校程度 重要性についての森林環境学習の充実が図れる。（ ）
体験学習 平成20年度 ↓

学校における体験学習実施学級 （新規施策） ②公有林は木材生産のために整備をしてきたが、
②生涯学習における 数 300～500ｸﾗｽ ①琵琶湖と森林をつなぐ森林 県民が森林に触れ、森林づくりを体験する生涯学
公有林を活用した 体験学習の実施 習の場として有効に活用できる。
体験学習 ↓

②県民が森林に触れ、森林づ 次代を担う子どもたちをはじめ県民の森林に対
くりを体験する生涯学習の場 する理解を深め、県民参加を促進する施策を着実
として公有林の活用 に推進していくための前提になる施策であるた

め。

●木の良さを体感で
①県産材とのふれあいを促進し、 新規施策 県産材を体感し、県産材について県民の理解をきる場の整備
県民の県産材に対する理解を深め （H16からモデル的に実施） 深めるとともに、子どもの頃から木に親しみ木の（ 、 ）条例第15条 16条
るとともに、県産材の利用による 良さを知ってもらうための普及啓発になる新規施

①木の学習机整備 健全な森林整備の促進 策であるため。
↓ また、県産材の利用促進により、結果として多

②県産柱材の提供 平成20年度 面的機能が持続的に発揮される適切な森林整備を
柱材提供住宅戸数 40～60戸 促進に資することになるため。
学習机 1,330 ～ 2,700組

③森林資源の有効利 ②環境を重視した森林資源の新た 新規施策 これまでは、住宅建築用材の生産が主な目的で
用のための調査研 な利用の促進 あったが、森林は再生可能で環境に優しい天然資
究・技術開発支援 ↓ 源であり、木を積極的に利用することは琵琶湖や

調査研究・技術開発への支援件 人に優しい暮らしを推進することになることか
数 年間１～２件 ら、環境重視型の新たな森林資源の利用を促進す

るための新規施策であるため。


