
 

第１１３回滋賀県森林審議会 

 

                      日 時：平成２８年７月２７日（水） 

９：３０～１１：３０ 

                 場 所：滋賀県庁北新館 ５－Ａ会議室                   

 

次  第 

 

  １ 開会 

       

  ２ あいさつ 

 

  ３ 議事 

(1)  「琵琶湖森林づくり基本計画の平成２７年度実績の評価」について 

(2)  「しがの林業成長産業化アクションプランの中間報告」について  

 

  ４ その他 

 

５ 閉会 
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〔午前 ９時３０分 開会〕 

 

１ 開 会 

○司会：本日の審議会は、委員数１５名、出席委員１２名で、森林審議会運営要領第２条

第４項の規定により会議は成立。 

   

２ あいさつ 

◯琵琶湖環境部次長：＜あいさつ＞ 

 

（新体制メンバー紹介） 

（新委員紹介） 

 

○司会：運営要領第３条の規定に基づき、会長に議事の進行をお願いする。 

 

３ 議 事 

◯議長：滋賀県森林審議会の公開の取扱方針に基づき当審議会は公開とし、公開の方法は

会議の傍聴と議事録の公表により行う。 

  本日の議題は２件。最初の議事について事務局から説明をお願いしたい。 

 

（１）「琵琶湖森林づくり基本計画の平成２７年度実績の評価」について 

◯事務局：＜琵琶湖森林づくり基本計画の平成２７年度実績の評価について説明＞ 

◯委員：持続可能な森林整備を具体的に進めるに当たって、森林認証制度を取ってもらう

政策を「琵琶湖森林づくり基本計画」の中に加える予定はあるか。 

◯事務局：森林認証制度については、県としても取り組むことを検討しているところ。 

◯委員：森林認証制度取得には、高額な費用がかかるようだが、今後森林組合等様々な団

体が取得するためにも費用面も含めて検討してほしい。 

○委員：境界確定について達成率が非常に低い。境界確定が進まない原因と目標を達成す

るための方策について教えてほしい。 

◯事務局：進捗が悪い原因について、森林所有者の林業離れ、森林所有者の高齢化、山村

の人口の減少などが複合的に絡んで、進みにくい状況になっている。 
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このため、昨年度から県と市で構成する協議会を設置している。今までは森林組合等、

主に森林所有者に直接推進するような方策を進めてきたが、今後、この協議会を活用し、

いろんな主体や自治体とも連携しながら境界明確化に取り組みたい。 

◯委員：思い切った行政主導型等の仕組みづくりを視野に入れて取り組んでほしい。 

◯事務局：５月に森林法が改正されて、林地台帳を市町で整備することになった。林地台

帳は、所在不明の森林所有者を明らかにして公表していこうというもの。３年後の３１

年度から実際に公表される。 

○委員：今、施業集約化で一体的・面的な施業を推進しているが、一つの団地を形成する

のに、全ての土地所有者の同意をいただくのに、２か月から長ければ２年かかる。 

  不在村地主や高齢化などの問題以外に、森林所有者のほとんどは森林に対して経済的

な価値観を持っていないため、子孫にいい環境を残し、いい材を残すといった、経済論

ではなく精神論で話をすると非常に手間がかかる。 

森林整備に同意してもらえない場合、強い行政指導で勧告制度に従ってもらうといっ

た滋賀県独自の条例を設ける覚悟はないか。 

○議長：これはⅡ－２の段階で、改めて議論していただきたい。 

○委員：（３）生物多様性の保全に向けた森林づくりの推進の達成率が低いが調査面積の規

模は？ 

○事務局：下層植生の衰退状況の調査で、兵庫県の森林動物研究センターが開発した手法。

県下にメッシュを切り、プロットごとの森林の衰退を比較的簡易な手法で調べ、ランク

分けで非常に衰退している地域は濃い色を、そうでない地域は薄い色をつけて図化する

調査。 

この調査を全県下で平成２４年度に実施し、５年おきぐらいに調査をすることで、ニ

ホンジカによる植生被害の拡大状況、回復状況、捕獲効果をフォローアップする。 

○委員：５年後に調査したときに２４年度に比べて植生が回復している場所があれば、長

期的な目で見るとニホンジカが減っていることが分かるということ？ 

○事務局：琵琶湖森林づくり事業の中で捕獲事業も実施しており、その効果を評価するた

めに、この指標を使っている。 

○議長：Ⅰ－１について、Ｃ、Ｃ、Ｂの全体で星３つだが、これで特に問題ないか。 

（委員異議なし）  

○委員：森林づくり活動を実践している市民団体等について各森林整備事務所のうち一番
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伸び率がいい地域はどこか。 

○事務局：管内それぞれに森林づくりの取組をしていただいている。イベントカレンダー

でも周知している。 

○委員：主にどんな取組をしているか教えてほしい。 

○事務局：間伐などの森林整備、竹林整備、広葉樹の活用など。 

○議長：市民団体の数については目標が既に達成されているが、今後は数だけではなく、

より中身を高めていくことが求められるだろう。現在の指標では中身に関して把握でき

ないので事務局でご検討いただきたい。 

○委員：森林づくりの参加者数には、子どもも含まれているのか。 

○事務局：２７年度の１万１,４３０人という数字には、毎年１０月に開催するイベントに

来場いただくご家族、お子さんも含めている。 

○委員：子ども、高齢者の内訳が分かれば教えてほしい。 

○議長：県民参加について、子どもが主体となる参加も大人が主体となる参加もあり得る

が、現状と今後の方向について事務局として把握していただきたい。 

○事務局：チェックさせていただく。 

○委員：（２２１）から２１１に変わっているが、中身を詳しく教えてほしい。 

○事務局：これまでは琵琶湖森林づくり事業の中の「県民参加の里山づくり事業（里山協

定林推進事業）」の事業数を指標としていたが、同じく琵琶湖森林づくり事業の里山リ

ニューアル事業の中で、獣害防止対策として緩衝帯整備をしている。類似事業でそちら

に重点が移ったため、里山リニューアル事業も含めて数値目標を設定した。 

○議長：Ⅰ－２について、ＣとＢで星は４つになっているが、この評価で問題ないか。 

（委員異議なし）  

○委員：県産材の利用の促進について、２５年度から２７年度にかけて若干減っているが、

どんな原因が考えられるか。 

○事務局：森林組合等での素材生産活動は頑張って取り組んでいただいており、素材生産

量を着実に増やしていただいている。 

一方、消費税率アップの駆け込み需要で、平成２５年に住宅需要が非常に高まったが、

それ以降、反動で県の住宅統計の数字でもかなりの減少があった。平成２７年度の速報

値でも、２６年度の落ち込みの状況がそのまま継続している傾向がある。 

○委員：県産材の利用達成率を高めていくためには、どのような取組が必要か。市町と県
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との連携が必要ではないかと考えている。県から県産材を使ってもらうための働きかけ

や仕組みづくりをしっかりとしてほしい。 

○事務局：今後ますます多様な需要に応えていけるよう、関係団体、特に市町を含めて情

報共有を図っていく仕組みづくりに取り組んでいきたい。 

○委員：滋賀県全体の公共施設の木質化、特に学校関係の木質化を進める施策を進めてい

ただきたい。 

○委員：素材生産量の用途別の割合について、全国平均と比べると滋賀県は合板用や集成

材の割合がかなり低い。出口をしっかりつくるということが一番大事だと思うが、取組

状況を教えてほしい。 

○事務局：素材生産量の用途は主に製材用、合板用、チップ用という区分になる。価値の

高い使い方で活用していくのが基本ではあるが、質の劣るものやチップも十分活用して、

資源循環、資源の有効利用を進めていく必要がある。 

合板用については流通関係や大きなロットにまとめる等様々な工夫をしながら活用

していきたい。 

○委員：公共建築物の木質化には大事なことだと思うので、よろしくお願いしたい。 

○議長：Ⅰ－３について、達成度はＤで星２つになっているが、この評価でよいか？ 

（委員異議なし）  

○委員：森林所有者等の意欲の高揚の達成率が高いが、地域から見ていて、意欲が高い方

はごく一部だと思う。なぜ９７％の達成率になっているのか。 

○事務局：最初の一歩を踏み出していただいた集落数を計上している。今まで集落の山林

について議論していなかったところに普及員が入り、集約化を含めて今後森林をどうす

るかについて考えてもらった集落数を数えている。 

○議長：今後、本当に森林所有者の意欲がどこまで上がってきているかを把握できる指標

について再検討いただきたい。 

○委員：集落数が増えたことについて、どういった技術指導を行って普及したのか。 

○事務局：今の補助制度から集約化を含めた広い範囲の話があり、技術指導としては集落

単位の間伐など森林整備についても行っているが、搬出路をつけた森林整備の相談が増

えている。 

○議長：Ⅰ－４は、達成度はＡとＤで星３つだが、この評価で問題ないか。 

（委員異議なし）  
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◯委員：ニホンジカの捕獲数について「生息区域が分散した」という記述があるが、根拠

はあるか。また、捕獲数１万３,９５０頭のうち、成獣、幼獣、オス、メスの内訳につ

いて教えてほしい。 

◯事務局：捕獲数と積雪による捕獲効率の関係について、兵庫県の森林動物研究センター

で、2005 年と 2006 年度を比較した調査結果がある。2005 年は積雪が非常に多く、2006

年は積雪が少なかった。地域別の捕獲効率と積雪量を調べると、積雪量の多さに応じて

捕獲効率も状況が変ってくるという結果になった。 

  もう１点の１万３,９５０頭の成獣、幼獣の内訳について、メスが大体６割、オスが４

割で、大体例年と同じ傾向。幼獣の割合については後程調べて報告する。 

◯委員：生息区域が分散と書いてあるが、積雪によって捕獲数が減っただけで、生息区域

が分散したわけではないと分かった。 

◯議長：ここは、指摘のとおりなので表現を修正した方がよい。 

◯委員：除間伐の森林施業を実施した森林の面積の達成率が評価Ａになっているが、施業

した森林面積が増えていても、県産材の素材生産量は減っている。もっとプランの見直

しが必要になると思うがどうか。 

◯事務局：除間伐等の森林施業を実施した森林の面積は、間伐を中心とした数字ではなく、

CO2 吸収源対策に資する除伐や松くい虫等の伐倒駆除等、素材生産量の増加に直接つな

がらない施業も面積の中に含めている。 

◯議長：Ⅱ－１は、達成度がＡ、Ｅ、Ｂ、Ｂで、星は３つになっているが、この評価で特

に問題ないか。 

◯委員：除間伐の森林施業を実施した森林の面積の達成率評価Ａは、下げた方がよいので

はないか。 

◯議長：達成度評価については計算式で評価し、審議会意見の部分で注意事項として問題

点があると指摘する形で今回は対応したい。来年度以降、現在の評価指標でよいかどう

かを、事務局で再検討してもらいたいがどうか。 

（委員異議なし） 

◯議長：２番目、県民の協働による森林づくり推進プロジェクトについて、質問や意見等

を求める。 

（委員意見なし） 

◯議長：Ⅱ－２は、評価が２つともＥで星は１つ。この評価でよいか。 
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（委員異議なし） 

◯委員：山での生産が少ないと、びわ湖材の年間使用量もセンターの原木使用量も減る。

生産量を上げるためには、補助金の問題や境界明確化の問題がある。 

  県庁内、市町、民間と連携して県産材の利用について総合的に考えていただきたい。 

◯事務局：我々もその課題について認識している。庁内の連絡体制についても、部局の情

報を共有化し、方向性を周知する取組をしたい。まずは、川上、川中、川下それぞれの

施策が木材流通と木材利用につなげられるよう、アクションプランで検討していく。 

◯議長：県産材の利用については、境界明確化やニホンジカの問題等様々な問題が複雑に

絡んでいるので、県としても総合的に考えていただきたい。 

  Ⅱ－３は、Ｃ、Ｃ、Ｄと低い評価で３つの星になっているが、この評価でよいか。 

（委員異議なし） 

◯委員：自伐型林業育成研修の開催数が７割ぐらいだが、この支援事業の実施によって、

自伐林業家など新たに内需確保につながっているという手応があるか？ 

◯事務局：２７年度に開始した木の駅プロジェクト推進事業により、自伐型林業研修や機

材の購入などの補助を進め、６００㎥を超える搬出があった。また、既存団体の他に、

これを機にスタートした団体もある。 

◯委員：いろんな団体ができているが、林業の活性化につなげてほしいと期待する。 

◯委員：認定森林施業プランナーの技術・知識の向上を支援した結果、各森林整備事務所

において昨年度と比較して計画の策定がどれくらい進んだかを教えてほしい。 

◯事務局：認定森林施業プランナーは、森林施業プランナー協会委員が実施する試験で一

定の技術を持っていると判断されたもの。昨年度も８名の合格者で、意識の向上がみら

れている。 

◯委員：知識の向上支援をしても、計画の策定が進まなかったら意味がない。計画の目標

や実施状況をきちんと報告してほしい。先日森林組合に相談したら、今年度は計画を策

定する予定はないと言われた。 

◯事務局：今年度は例えば進路をどう持っていくかなど、計画の意味の捉え方が違ったの

かもしれない。 

◯委員：内容の把握を森林整備事務所と森林組合、市町でしっかりと連携して計画を密に

立ててほしい。 

◯事務局：プランナーを増やすのが目的ではなく、プランナーが活動して計画を立てると
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いう実績をいかに上げていくかということが大事だとご指摘いただいた。 

  森林組合によっては、なかなか成果に結びつかない面もあるが、事務所と市町、森林

組合が連携して計画が着実に進むよう、しっかりフォローアップしていきたい。 

◯議長：Ⅱ－４は、達成率はＤ、Ｃ、Ｅで星２つだが、この評価でよいか。 

（委員異議なし） 

◯議長：以上で全ての評価の確認が終わった。いただいた多数の意見について事務局と私

で調整し、最終的に私の責任でとりまとめたいがよいか。 

（委員異議なし） 

 

（２）「しがの林業成長産業化アクションプランの中間報告」について 

◯議長：「しがの林業成長産業化アクションプランの中間報告」について、事務局から説明

をお願いしたい。 

◯事務局：＜しがの林業成長産業化アクションプランの中間報告について説明＞ 

◯委員：全国植樹祭で長野県知事が、長野は日本の大切な森林を預かっていて、森林県か

ら林業県への発展を図っていくと発言された。 

滋賀県の林業成長のために、県民に、林業の仕組みや山村の活性化を含め、大きなメ

ッセージをトップから発信することをお願いしたい。 

◯議長：今後、アクションプランがもう少し定まってくる段階では、国民や市民、県民の

方々に対して、わかりやすい情報発信の必要があるだろう。今の段階は、アクションプ

ランを作るにあたり、逆に県民の意見を反映していく方向になる。 

◯委員：アクションプランを作るに当たって、森林全体を見渡して、人工林としての管理

が適していると思われる林分か、もしくは人工林としては厳しい現状もあるので、生態

系植生に移行するなど、林分ごとに適切な森林の形を設定できればいいのではないか。 

また、琵琶湖保全再生法の活用という視点をきちんと明記してはどうか。 

◯事務局：滋賀県の林業成長産業化を進める上で、琵琶湖の保全の視点から、森林整備の

方法を考えていくことが非常に大事。伐った後にどう山づくりをしていくか、伐る際に

どんな配慮が必要か、といった指針が未整備なので指針を設けることをプランに追加す

る。琵琶湖を持っている滋賀県としての森林整備の指針をつくっていきたい。 

  また、琵琶湖保全再生計画を現在作成しているところ。琵琶湖保全再生法の中でも森

林について大きく取り上げられているので、計画にどう盛り込むか、アクションプラン
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の議論と同時並行で進める。 

◯議長：再造林の樹種については経済状態や地域の実情を踏まえ、県として計画を考えな

がら、指針を検討してほしい。 

◯委員：１点目、林業成長産業化アクションプランの中に、新規参入での雇用を増やすと

いうことに取り組んでほしい。 

  ２点目、苗木については滋賀県の森林を構成する樹種をなるべく滋賀県内の苗木で構

成してほしい。 

３点目、再造林について、補助を充実させるなど再造林をしっかりできるような仕組

みが必要。皆伐する場合も、面積の規制や再造林の義務化などを条例化できないか、山

主にその後の造林の保育をしっかりしていただける仕組みづくりをつくってほしい。 

  ４点目、県内産の苗木業者が得苗率を上げられるような研修会を県内で実施してほし

い。 

◯事務局：１点目の就業者について、今回のプランでも人材育成を重視している。今働い

ている方の技術の向上と、新しい方の参入の両面を考えていく。他府県で林業大学校が

あるが、滋賀県なりの育成の仕方を議論しているところ。 

２点目の苗木について、できるだけ郷土で育った木を使うのが基本だと思うので、地

元の苗木を生産できる体制を進めていきたい。 

  ３点目の皆伐・再造林の補助について、造林事業という仕組みがあるので基本的には

それを活用していただくが、新しい状況に合わせた補助制度についても考えていきたい。 

  ４点目、苗木業者の育成についても非常に重要だと考えている。新しい業者も積極的

に苗木の生産ができるよう研修会を含めた支援も考えていきたい。 

◯委員：「主伐・再造林と徹底した苗木の食害対策」と書いているが、食害対策だけではな

く剥皮被害も相当ある。植えてまだ１０年足らずの植林地でも非常に厳しい剥皮被害が

出てきており、皆伐・再造林が難しいと感じる。プランの中に獣害対策を徹底するとい

う記述も必要ではないか。 

◯事務局：皆伐・再造林後の苗木の食害対策だけではなく、既にある人工林の食害につい

ても対応していくつもり。プランの中に盛り込んでいきたい。 

◯議長：シカ問題は、今後の滋賀県の森林・林産業で非常に重要な影響をもたらすので、

骨子案の中できちんと書いていただく必要があるだろう。 
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４ その他 

◯司会：＜第１１４回滋賀県森林審議会の予定について説明＞ 

◯事務局：（先ほどの委員の質問に対する回答であるが）シカの捕獲頭数の内訳について、

成獣が９割、幼獣が１割で、ほぼ適正な捕獲頭数になっている。 

◯議長：委員の皆様からの意見を踏まえて、今後の作業を進めてほしい。 

 それでは、本日の審議はこれで終了する。 

 

５ 閉 会 

◯司会：以上をもって、第１１３回滋賀県森林審議会を終了する。 

 

［午前１１時２７分 閉会］ 

   

 

 


