
 

第１１０回滋賀県森林審議会 

 

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

１３：３０～１５：３０ 

                 場 所：滋賀県庁北新館 ５－Ｂ会議室 

 

次  第 

 

  １ 開会 

       

  ２ 定足数の確認 

    

  ３ 議事録署名人の指名 

  

４ 議事 

(1) 「滋賀県森林づくり基本計画の平成２６年度実績の評価」について 

 

(2) 「琵琶湖森林づくり基本計画の見直し答申（案）」について  

 

(3) 琵琶湖森林づくり県民税の使途の基本的な考え方等」について 

 

  ５ 閉会 
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〔午後 １時３０分 開会〕 

１ 開 会 

○司会：それでは、定刻になりましたので、ただいまより第１１０回滋賀県森林審議会を

開催させていただきたいと思います。 

  委員の皆様方には猛暑の中ご出席を賜り、まことにありがとうございます。 

 

２ 定足数の確認 

○司会：本日の審議会は、定員数１５名、出席委員８名で、滋賀県森林審議会運営要領第

２条４項の規定によりまして、会議は成立しておりますので、ご報告させていただきま

す。 

  それでは、先の審議会でお諮りさせていただきました「琵琶湖森林づくり基本計画の

見直しについて」、ほか２題についてご審議をよろしくお願いします。 

  議長に関しては、栗山会長がご欠席のため、運営要領第８条に従い、○○委員にお願

いします。 

○○委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長：それでは、本日の議長を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

  審議に先立ち、当森林審議会の公開の取り扱いについてですが、滋賀県森林審議会の

公開の取り扱い方針に基づいて公開とさせていただきますので、ご了承をお願いいたし

ます。また、公開の方法については、会議の傍聴と議事録の公表により行います。 

 

３ 議事録署名人の指名 

○議長：次に、本日の議事録の署名人を指名させていただきます。 

  本日の議事録は、○○委員と○○委員にお願いしたいと存じます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

４ 議事 

○議長：それでは、議事に入りたいと思いますが、本日、終了予定時刻は午後３時半にな

っておりますので、議事の円滑な進行にどうぞご協力をお願いいたします。 

  お手元の次第にありますように、本日の議題は３件でございます。 
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  それでは、配付資料の確認の後、最初の議事について事務局からご説明いただき、審

議に入りたいと思います。 

  事務局、お願いいたします。 

○司会：それでは、お手元に配付させていただいております資料の確認をさせていただき

たいと思います。 

  第１１０回滋賀県森林審議会次第の一枚物と第１１０回の森林審議会の座席表、  

琵琶湖森林づくり基本計画の進捗状況、Ａ３の一枚物、次に、右上に、270727 森林審議

会資料２（修正）と書かれた「琵琶湖森林づくり基本計画の見直し答申（案）」のレジ

ュメ、右上に 270727 森林審議会資料３（修正）と書かれた「琵琶湖森林づくり県民税

の使途の基本的な考え方等についての意見（案）」、琵琶湖森林づくり基本計画の概要版

のカラー刷り、琵琶湖森林づくり基本計画の改定版２００５～２０２０が１冊、委員の

皆様だけに配付させていただいております、水源森林地域の平面図Ａ３のものと、Ａ３

を２枚連ねた図面様式が１枚という資料になっております。 

皆様方、お手元のほうに揃っておりますか。 

  それでは、１番目の審議事項でございます「琵琶湖森林づくり基本計画の平成２６年

度実績の評価」について説明させていただきたいと思います。 

 

（１）「滋賀県森林づくり基本計画の平成２６年度実績の評価」について 

○事務局：森林政策課の○○でございます。よろしくお願いいたします。 

  まず、１点目ですけれども、右肩に 270727 森林審議会資料１（修正）とございますＡ

３横長の一枚物、それから琵琶湖森林づくり基本計画概要版、Ａ４の４枚分のカラーパ

ンフレット、あと、薄緑のもので、琵琶湖森林づくり基本計画のＡ４の冊子、これをお

手元に置いていただければと思います。 

  最初に、基本計画（改訂）版の２２ページをご覧いただければと思います。この冊子

は皆さんのお手元にございますでしょうか。ない方がおられましたら、申しつけていた

だければと思います。その冊子の２２ページですけれども、「第６ 推進体制」と書か

れております。 

  ２番で進行管理と点検評価という項目がございまして、１つ目に、森林・林業を取り

巻く社会情勢に大きな変化が予想されるなかで、本計画の柔軟かつ適切な推進を図るた

め、「ＰＤＣＡ型行政運営システム」による進行管理を行います。 
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  ２つ目に、毎年度指標の達成度、数値目標達成度および事業の進行状況を点検し、事

業の効果や施策の方向性について評価します。 

  ３つ目に、それらの結果を本計画等の改善に反映し、５年ごとに戦略プロジェクトの

見直しを行います。 

  ４つ目に、評価する機関は滋賀県森林審議会とし、毎年１回実施します。 

ということで、これに基づきまして、今回、森林審議会におきまして進捗状況を点検評

価していただきたいというものでございます。 

  実際の進捗状況自体につきまして、この資料１（修正）とありますＡ３のほうに数字

を挙げております。 

  それぞれの項目につきましては、パンフレットを見ていただくと分かりよいですけれ

ども、パンフレットを全て開いていただきますと、横長になっておりまして、一番左手

側に、「基本施策１ 環境に配慮した森林づくりの推進」、「基本施策２ 県民の協働に

よる森林づくりの推進」、「基本施策３ 森林資源の循環利用の促進」、「基本施策４ 次

代の森林を支える人づくりの推進」、以上、４つの柱につきまして、基本指標等も含め

てパンフレットに書いております。 

  ちょうど中ほどに基本指標の表がございまして、４つの柱ごとに１つないし３つの基

本指標が挙がっております。環境に配慮した森林づくりの推進につきましては、民有林

に占める保安林面積の割合、治山事業による保安施設整備割合、除間伐を必要とする人

工林に対する整備割合ということで、３つの基本指標が挙がっております。これにつき

ましては、平成２１年度に作成したパンフレットですので、平成２０年度の欄が現状値

になっております。平成２６年度につきましては、実績ではなく平成２６年度の中間目

標値が挙がっておりまして、最終的には平成３２年の終期の目標値ということで、３つ

の数値が挙がっております。 

  それから、下半分につきましては、急がれる県産材の安定供給体制の整備と地球温暖

化防止森林吸収源対策による森林の保全整備の推進ということで、戦略プロジェクトの

それぞれの取り組みが書かれております。戦略プロジェクトにつきましても、戦略の１

から４までの４つの柱に、それぞれプロジェクトの内容が記載されております。 

  パンフレットの一番下のほうになりますが、５年間の取り組み目標ということで、環

境に配慮した森林づくり推進プロジェクトにつきましては、年間間伐面積、環境林面積、

年間作業道開設延長の現状値と目標値が挙がっております。 
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  ここで注意していただきたいのが、基本施策につきましては、平成１７年度から平成

３２年度までの１６年間トータルの長期目標になっております。戦略プロジェクトにつ

きましては、５年ごとに策定するものでございまして、平成１７年度から平成２１年度

の第１期プロジェクトが終わりまして、第２期目の平成２２年度から平成２６年度まで

の５か年のプロジェクトの目標値が挙がっております。ということで、この平成２６年

度の目標値が最終の到達目標の数値になっております。 

  それでは、審議会資料１（修正）の表に戻っていただきたいのですけれども、この表

につきましては、上半分に基本施策、基本指標の数値がどうであったかということが書

かれておりまして、下半分に戦略プロジェクト５年間の取り組みの数値が挙がっており

ます。この表の折り目の真ん中あたりになりますけれども、Ｈ２６というところがあり

ますが、これが平成２６年度の実績値が表の中で挙がっております。２段書きになって

おりますが、上段がその数値でございまして、下段が達成率ということで、どこまで達

成できたかという率が書いてあります。 

  「１ 環境に配慮した森林づくりの推進」の（１）の「１１１ 民有林に占める保安

林面積の割合（％）（累計）」というところですが、平成２６年度数値は３５ということ

で、達成率が４０％になっております。 

  その右側に、進捗状況ということでコメントがございまして、Ｈ２６（中期目標）の

欄に３６という数字がございまして、それからグレーの網かけになっておりますＨ３２

（長期目標）の欄に３８という数字があります。その横に達成率評価で長期目標に対し

てＤ評価であったと書いてあります。 

  この達成率４０％につきましては、Ｈ３２年（長期目標）の３８％に対する数字です

けれども、Ｈ１５（現状）の欄で３３％と書いております。現状値が３３％でありまし

て、長期目標の３８％まで５ポイント上げるということです。平成２６年が３５％、５

ポイントのうちの２ポイントで４０％という計算になっております。 

  この４０％という数字ですが、表の一番下にございます個々の取り組みの達成率の評

価というのがございまして、９０％以上であればＡ、７０～８９％がＢ、５０～６９％

がＣ、３０～４９％がＤ、３０％未満がＥとなっております。この保安林のものにつき

ましては４０％だったので、Ｄ評価になっております。 

  「１１２ 治山事業による保安施設の整備割合」ですが、これにつきましては５８％

で、６５％の目標に対しまして、達成率が５７％のＣ評価となっております。 
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  「１２１ 除間伐を必要とする人工林に対する整備割合」ですが、９０％の目標に対

しまして５２％で達成率が５８％、Ｃ評価となっております。事前に委員の皆様にお送

りしていたものは、Ｂ評価と、去年の数値がそのまま入っておりまして、今回、Ｃ評価

に改めたものをお配りいたしました。 

  それで、この３項目を平均いたしますと５０％を超えておりますので、５０～６９％

の星が３つの評価にさせていただいております。 

  「２ 県民協働による森林づくりの推進」の（１）の「２１１ 森林づくり活動を実

施している市民団体等の数」は１５０の団体の目標に対しまして１６３団体できたので、

１１１％でＡ評価になっております。 

  「２２１ 里山協定林の数」ですが、目標値４０箇所に対しまして、１４箇所で、３

５％の達成率でＤ評価になっております。 

  （３）びわ湖水源のもりの日・びわ湖水源のもりづくり月間の参加者数ですが、１万

１,８４５人で、１万３,０００人の目標に対しまして、９１％でＡ評価となっておりま

す。 

  それで、３つの評価を３等分いたしまして、星が４つになっております。 

  「３ 森林資源の循環利用の促進」ですが、県産材の素材生産量につきましては、１

２万立米という目標がございまして、５万６,０００でしたので、４７％のＤ評価にな

っております。２６年度中期目標で５万９,０００という数字が挙がっておりまして、

それに対しまして、そこそこの数字が挙がっておるわけですが、ここから倍増する長期

目標になっておりますので、現時点ではＤ評価になっております。 

  「４ 次代の森林を支える人づくりの推進」ですが、「４１１ 地域の森林づくりを推

進する集落数」、目標値１００に対しまして８９集落ということでＢ評価になっており

ます。 

  「４２１ 森林組合の低コスト施業実施面積」につきましては、１,４００ヘクタール

の目標に対しまして５３０ヘクタール、３８％でＤ評価になっておりまして、平均いた

しまして星が３つになっております。 

  戦略プロジェクト（５年間の取り組み）ですが、まず１つ目、環境に配慮した森林づ

くり推進プロジェクトの環境林の整備面積でございます。１,６００の目標に対しまし

て２,０２６ヘクタールで、１３６％のＡ評価。年間間伐面積につきましては、３,１０

０の目標に対しまして１,６０９で、５２％のＣ評価になっております。年間作業道開
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設延長につきましては、３万６,２００の目標に対しまして１１万３,６３１メーター、

３１４％でＡ評価としております。これにつきましては、３００％というものがござい

ますので、平均をすると１００％を超えるのですけれども、年間間伐面積は半分程度、

Ｃ評価しかできていないことも考慮しまして、星は４つにさせていただきました。 

  ２つ目、県民協働による森林づくり推進プロジェクトですが、パートナー協定の締結

数ですが、１５の目標に対しまして２３で、１６７％達成できました。これはＡ評価と

なっております。森林づくりの市民団体の年間活動日数ですが、７５０日の目標に対し

まして８６２日の１１５％、Ａ評価で、ともに１００％を超えましたので、５つ星の評

価とさせていただいております。 

  ３つ目、森林資源の循環利用促進プロジェクトですが、高性能林業機械の導入台数が、

１８台という目標に対しまして１７台の９２％でした。これにつきましてはＡ評価とさ

せていただいております。びわ湖材認証を行った年間木材生産量につきましては、１万

８,０００の目標に対しまして３万２,１０９で、１７８％でＡ評価とさせていただいて

おります。ともにＡ評価であったということで、星は５つにいたしました。 

  ４つ目、次代の森林を支える人づくり推進プロジェクトですが、森林組合の木材生産

に専門的に従事する作業員数が、５０名の目標に対しまして２２名で、達成率は４４％

のＤ評価でした。森林環境学習の受講者数ですが、２万の目標に対しまして２万４７２

で、１０２％のＡ評価といたしました。これにつきましても案分すると７０％を超える

わけですが、森林組合の木材生産の人数が低いので、星を３つとさせていただきました。 

  事務局からは以上です。 

○議長：はい。 

ただいま事務局から説明がございましたけれども、４項目について、１つずつ挙げて

議論していきたいと思います。 

  まず初めに、環境に配慮した森林づくりの推進のところ、その進捗状況について、ご

意見、ご質問などをいただきたいと思います。 

  いかがでしょうか。 

この項目については、達成率評価は一番低目の項目になっておりますが。 

○委員：ＰＤＣＡがうまく回って、進捗状況でチェックもちゃんとされているのですけど、

全体のこともちょっと感じるところがあるのですけど、Ａだからよかったとか、Ｄだか

ら悪かったではなくて、計画がありますよね。例えば一番上の項目で達成評価、長期目
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標でいくとＤだったと。でも、具体的に実行というところで、県なり担当セクションな

りがどういう実行をしたのか。もう少し具体的にされたほうがいいのではないかと、こ

のように思います。 

  ついでに言うておきますと、このプロジェクトの中でもＡばかりで非常にいいのです

けど、何をしたからよかったのかということ、そのチェックで結果を見て、ああ、よか

ったという形はいいのですけども、じゃ、どういうことを具体的にしたのかということ

の説明が、特にＡとかＤとか、いいところ、悪いところみたいなところでお聞きしたい

なというのが全体を通してなんです 

  あえて１つだけ言うておきますと、特に悪い木材生産の専門的に従事する作業員数、

前回もお話があったのですけど、非常に人数が少なくて大変やということについてある

のですけど、具体的に、じゃ、どのような実行をされたのかという、この部分をできた

ら聞かせてもらいたいなと。結果、こういうような進捗状況で、こういう評価だったと。 

まさにＰＤＣＡのＤの部分を幾つかでも分かるところがあれば、聞かせてもらいたい

なと思いました。たまたまＡの一番上の部分のＤというのが、何してたんかなというの

が率直なところです。 

○議長：そうしましたら、４つの項目別で事務局に説明していただいて、よろしいですか。 

○委員：ええ。何やったら、細かいところやなくて、全体的にその部分というのを、その

都度聞かせてもらってもいいなと、こういうふうに思います。 

○議長：はい、分かりました。 

  そうしましたら、１番目の環境に配慮した森林づくりの推進で、特に達成率評価から

言うと、Ｄということで低いのですが、保安林の指定に関してどのように実行されたか

というお話でしたけれども、何がよかったか悪かったかです、この場合。ちょっと事務

局に説明をお願いします。 

○委員：何が阻害したかみたいなものでね。 

○議長：はい。 

お願いします。 

○事務局：森林保全課の○○でございます。 

  保安林の指定面積につきまして、そこに書かせていただいているのですが、各事務所

から指定の申請が上がってきます。それを最終的に大臣認定ということで国のほうに上

げるわけですから、ここに挙げさせてもらっている国が結局最終的に保安林に指定しま
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すということで官報に載せます。その時点で初めて保安林に指定されることになるので

す。 

現在、ここの最後に書いていますように、国のほうに上げて、まだ官報に載っていな

い部分と、各事務所から出てきている部分で、今５００ヘクタール以上の指定予定の部

分がありまして、ただ、これは国の事務の進度にもよるのですけれども、たまたま昨年

度はそのうちの８８ヘクタールの確定があったということで、県としましては５００ヘ

クタール以上の指定ができるように取り組んでいるところでございます。 

○議長：そうしますと、これは手続が間に合っていないだけで、目標は達成していると。 

○事務局：目標といいますと、この民有林の面積が滋賀県は約１８万４,０００ヘクタール

ございます。このうちの１％を上げようと思うと、単純に１,８００ヘクタールの指定

が必要ということになるのですが、実際問題、努力はしているんですけれども、１,８

００ヘクタールの指定というのは、所有者の同意ということもありますので、具体的に

は１,８００の目標に対して１％を上げるというのはなかなか容易なことではございま

せんで、現在一応５００ヘクタール以上の指定ということで今やらせていただいている

ところでございます。 

○議長：ただいまのご説明について、○○委員から。 

○委員：分かっているんですよ。実行して、一生懸命行動を起こしてはるというのは分か

る。いけなかったということについての実行、１％が難しいと。でも、難しいけども、

何かしようという動きが具体的にどんなことを実行されていて、結果的にだめだったと

か、ああ、よかったみたいな形になるので、というふうな思いで、努力の中身がちょっ

と分かったらええかなと思います。 

それは、事務処理的なことで努力しているけども、なかなか日の目を見るのは時間が

かかるという解釈でいいのですかね。 

○事務局：各事務所の担当のほうで所有者に当たっていただいて、指定のほうが進むよう

に努力はしていただいているのですが、いかんせん、所有者があることですので、担当

のほうで努力はしている、それがなかなか結果としては思うようにはいかないという部

分があります。 

○議長：ということは、端的に言うと、所有者の方のご同意をいただくのに、なかなか難

しいところがあるということでよろしいですか。 

○事務局：そうですね。 
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○議長：それでは、１番目の環境に配慮した森林づくりの推進に関して、他にご質問、ご

意見等ございますか。 

  そうしましたら、またご意見がありましたら、４番目まで終わってから、ご意見を頂

戴しても結構でございます。 

  それでは、２番目の県民の協働による森林づくりの推進、この部分の進捗状況の評価

に関して、ご意見、ご質問ございませんか。 

  いかがでしょうか。 

○委員：これもちょっと同じことで申しわけないです。例題的に評価Ａで、非常に森林づ

くりの市民団体の数が増えているということで、結果的にチェックもよかったのですけ

ど、この活動に対する支援を行うということで、具体的にどういう実行をしたか、その

実行の部分をもう少し何か教えていただくと分かりやすいなと思います。増えた理由が

ずっと書いてあるのですけど、森林づくり活動を実践する市民団体に対して、具体的に

どういう行動をとって、結果的にこうなったみたいな形、その部分が何か分かりました

ら。 

○議長：事務局、お願いします。 

○事務局：森林政策課の○○でございます。 

  今ご質問いただきました、例えば「県民の主体的な参画の促進」という部分で、森林

づくりの市民団体に対しまして、「みんなで始めよう公募事業」等で、森づくりの団体

に対しまして、わずかではございますけれども、活動をしていただくときの運営経費と

いうか、補助金を出させていただくことで応援させてもらってきました。 

この琵琶湖森林づくり計画を進めるまでは、このような取り組みはあまり支援させて

もらっていなかったのですけども、森林づくり県民税を頂戴いたしまして、その実行に

対して応援をしていくことをしてきた効果というのが、一定この中で見られていると理

解をしております。 

○委員：県民の環境税なんかで、森づくりのお金をそういうところにつけて、活動をして

もらったおかげで、その活動の内容が充実して、数が増えたということですね。結果は

別ですけど、アクションとしては、お金をうまく使って、そういう団体に動いてもらう

努力をされたということですね。 

○事務局：はい。 

○委員：とりあえず例として。 
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○議長：はい、どうぞ。 

○委員：いいときに、何でよかったのかが、さらっと書いてありますけど、こういうこと

が前にあると、具体的な部分では分かると。僕らは県民の目線で見て、いろいろします

のでというようなつもりでお聞きしていますので。 

○議長：はい。 

それでは、他に、この２番目の項目、県民の協働による森林づくりの推進に関してご

意見、ご質問ございませんでしょうか。 

○委員：ちょっと重なる部分があるかと思うのですけど、「市民団体等の数」というのは、

その支援助成金を受けたところの取り組みということになると思うので、全体の数は当

然出ていて、琵琶湖森林づくり条例の認知度にも関わってくることだと思うのです。 

これから、もっと認知度を上げないといけないという課題がバックに必ずついて回る

ので、この市民団体の数をマッピングというか、これは地域にもうちょっと目線を行か

せて、全体の数だけではなくて、地域にどれだけの団体が増えてきているのかという、

どんな取り組みが進んでいるかというのを身近に感じていただくためにも、地域性が見

えるような形にしていただいたほうがよい。 

今後、評価とか啓発、評価の資料を啓発にも活かすためにも、やはりこれは全体で集

約されるのはもちろん必要なことですけど、それをもう一度自分たちの身の回りのもの

として捉えられるように、流域単位にして、こういう団体がこういうふうに増えてきて、

全体だとこれだけの団体数になって、盛んになってきていますというような表現の仕方

が一番いいのではないかなと思います。 

  協働のところの協定林の数も、企業のパートナーの協定のところはマッピングもされ

ていますし、団体数も書かれていますね。そういうところと同じように、里山協定林が

結ばれているところも、地元の意識というのも知らなかったけど、やっているのやとい

うふうな形で分かるように、やっぱりパートナー協定林と同じような形で、県民との協

働の森づくりという位置づけの中でやっている協定林の数は、こういう地域にちらばっ

ていると、こういう地域で増えてきているという形で、見えるような資料にしていくと、

より効果的ではないかなと思います。 

  あと、びわ湖水源のもりづくり月間のところは、参加者数はかなり増えているので、

ここはＡランク、前もちょっとお話をさせてもらいましたが、Ａランクというものがあ

りつつも、認知度が３０％ということはすごくもったいないことなので、やはりこの人
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数が増えていっているというところを、いかに有効に活用するかという中身の問題にな

るのかなと思います。 

びわ湖水源のもりづくり月間の取り組みのところに、７月にアップされました「滋賀

の森づくりイベントカレンダー」というのがありますけども、団体数が増えてきていて、

それだけ活動が活発で、琵琶湖森林づくり条例の中、協働でやっている団体が増えてき

ているということは、そういう団体みずからの活動の場面であるとか、イベントで啓発

を担っていただくという意味もありますので、この団体数が増えている、参加者数が増

えているというところを活かすためにも、その啓発の担い手になっていただくという意

識づけをしていく必要があるかなと思います。 

人から人へ口づてにというか、そういうものを積極的に誘導していくというか、そこ

の協働の幅を広げていく、深めていく取り組みを、ぜひ県民として一緒にやっていきた

いなと思いますし、お願いしたいと思います。 

○議長：ただいまの評価を啓発に活かしていってほしいというご意見ですけども、これに

関して、事務局から特にございますか。 

○事務局：はい、貴重なご意見ありがとうございます。 

  おっしゃるように滋賀県は琵琶湖があるので、こういう活動がもともと盛んなところ

です。そういう素地があったところに県民税を導入して、いろんな機会でＰＲしていく。

そういうことで活動団体は一定増えていると思うのですが、もう一つ連携していくこと

ですね。地域ごとにどうなっているかを見せていくことは非常に大事なことだと思いま

す。 

  「森づくりネット・しが」というのは、どんな団体が、どんな活動をしていますよ、

それを地域ごとにも一応見えるようにはなっているのですが、まだまだそこに登録して

いただく方が少ない部分もあるので、そこはもう少し増やしていくようにＰＲしていき

たいと思っています。 

  それと、我々林業だけでやっている部分ではなかなか限界があると。予算も限られて

いる、期間も限られているので、もう一つ思っているのは、例えばマザーレイクフォー

ラムなどの場をかりて、そういうところにも乗り込んでいって、活発な団体を増やして

いくということも大事なのかなと思っています。 

そこは生物多様性の部分もやっておられますし、琵琶湖政策課で今のマザーレイクの

部分をやっていますので、庁内での連携もしながら、お互いの場を活用し合うという形
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での交流なり連携ができる、そういう形もこれから進めていきたいなと思っています。

いただいたご意見はまた参考にさせていだいて、進めていきたいと思います。 

○議長：２番目の県民の協働による森林づくりの推進、ここに関して、他にご意見ござい

ますでしょうか。 

  それでは、３番目の項目、森林資源の循環利用の促進に関して、ご意見、ご質問はい

かがでしょうか。 

  はい。 

○委員：県産材の素材生産量の達成率が４７％、これはそれなりの数字かなと思うのです

けど、ちょっと先に走って申しわけないのですけど、年間作業道等開設延長というのは

３１４％ということで、非常に大きく伸びております。我々考えるのは、いわゆる林道

なり、そして立木伐採等が伴うものという思いをしております。これは林道だけが先走

った形で、間伐材の達成率も悪い、また県産材の素材の生産も悪いというのは、ちょっ

と不合理という思いをするのですけど、ここらをちょっと教えていただきたいと思いま

す。 

○議長：事務局、お願いします。 

○事務局：まず、５万６,０００立米の経過、評価なりをさせていただきます。この素材生

産量というのは、間伐の推進という山での施策の集大成かなと思っています。委員が言

われたように道をつけていく、あと境界がきっちりできているとか、いろんなものの成

果として出てくるものかと思っております。 

それにプラスで経済の動向にも関係しているのかと思いますが、ここの評価につきま

しては、下がっているのは、やはり２５年度の台風災害があって、道が非常にたくさん

寸断されてきたというようなこともあり、それともう１点、やはり２６年度から消費税

も上がってきた関係で、２５年度にかなりその分が出てきてしまった、その反動もある

と思っております。 

  道づくりにつきましては進んでおりますけれども、まだまだ所有者が難しいとか、い

ろんな課題が出てきていると思いますので、今後はそういうふうなものを一つ一つきっ

ちりと成果を出しながら、県産材の素材生産の増、１２万に向けて進めていかなければ

ならないと思っております。 

○事務局：森林保全課でございます。保全の関係を担当しておるのですけども、今は国の

ほうが利用間伐、搬出間伐で路網整備の補助金のほうにかなり力を入れておりまして、
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先行投資的に路網整備が進んだという部分がかなりございます。 

滋賀県の場合は、木材・林業が伸び悩みというのはあるのですけども、せっかく路網

整備しながら、有効に活用していただくというのは当然ですけども、木材利用のみの部

分と路網整備の部分で乖離しているのは、そういう事情もあるということでご理解いた

だきたいと思っております。 

○委員：分かるのですけど、それならば、できるだけこれからの目標につきましても、い

わゆる素材生産等の目標の率をせめて道路に見合うようなパーセントで組んでいただ

きたいと、そんな思いがしています。 

○事務局：林業施策の集約として素材生産が進むように、いろいろ取り組んでいきたいと

考えております。 

○議長：森林資源の循環利用の促進に関して、他にご意見、ご質問ございますか。 

  はい。 

○委員：３番、４番一緒でもよろしいですか。今、○○委員が言われましたこととダブる

ようなことですけども、３番、４番で生産量と施業面積が４７％とか３８％、それから、

その下の年間の間伐材が５２％、それから下から２段目の森林組合の生産に従事する人

が４４％、上のＡランク、Ｂランク、Ｃランクというのは、県民の皆さんの認知度が高

まってきたとか、環境に対して皆さんの関心が高くなってきたということも一つあって、

かなり評価はいいと思うのですけど、実際、山で伐ってもらって、出てきたのを消費す

るという評価が悪いと思うのです。 

  びわ湖材の年間木材量が３万２,１０９立米とあるのですけども、これはどの辺の数字

をとっておられるのか私も分からないのですけども、かなりダブっている数字があるん

じゃなかろうかと。もちろん評価で出てきた数字ですのでＡランクですけども、滋賀県

内で消費されている数字からは、ちょっとかけ離れているような気がするのです。 

実際これから生産量を増やしていかないといかんという時代に来ていますので、その

辺、もうちょっとランクが上がるように県のほうもご指導願えたらありがたい、そのよ

うに感じましたので、お願いですけども。 

○議長：ただいまの○○委員のご意見に対して、事務局からは特にございますか。 

○事務局：びわ湖材利用促進事業が多いのかなという話ですが、これは現実的なところで、

各事業主体が使われたものを集約して出してきている事業でございまして、２６年度が

このようなびわ湖材を使った事業が県内で３万２,０００立米。 
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○委員：立米使われたということ。 

○事務局：はい。それはデータをとらせていただきまして、出てきた数字でございます。 

  先ほどの５万６,０００立米との関連でございますが、実際に使うほうと、出てくると

ころ、若干でこぼこがあるのですが、出てくるほうにつきましては、災害なり道が寸断

されたというふうなところで、２５年度の影響を受けているのかなと思っております。

２６年度につきましては、現実に既に出てきている木材を使っていただいた、その結果

として増えてきているので、県内にびわ湖材認定事業者の方は１６７社いらっしゃいま

す。その辺の方の努力の賜物かなと思っております。 

○議長：そうしましたら、今も○○委員からありましたが、３番と４番と直接関係がある

と思いますので、３番に関しましても、４番の次代の森林を支える人づくりの推進に関

しましても、どちらでも結構ですので、ご意見を頂戴したいと思いますが。 

○委員：森林組合の推進員をさせてもらっています。２６年度ですけども、利用集約化と

いうことで５ヘクタール以上というものはなかなか境界も分かりにくく、調べて、森林

組合に何回も言っていましたけども、なかなか事業が進まなくて、ようやく２７年度に

なってから、その事業が進んだということです。 

予算的なものか、あるいは事業者の方が不足しているのか分からなかったのですけど

も、ようやく２７年度からその事業が進んできたということがありましたので、森林生

産量も、そういうことがある関係で増えたんじゃないだろうかと思っております。 

○議長：事務局、特にございますか。 

○事務局：ちょっと返答がずれるかも分かりませんけど、基本的に利用を想定したいろん

な補助金がございますけども、そういったものをある程度まとまった面積で集約化して

やるというのが、今の補助体系で、おっしゃるように、５ヘクタールまとまってという

話がなかなか進みにくいと部分が確かにあるかと思います。 

本来でしたら、もっと集約化をどんどん進めた中でやっていくべきですけども、現実

今、○○委員がおっしゃったようなことも、他の市町の要望の中でもそういったお話を

聞いておりますので、国の制度は国の制度として当然補助制度がございますので、それ

はどうしようもない部分がございますけども、もう少し県内の事情を勘案した、また県

単独の事業になるのか分かりませんけども、そういった部分についても、検討していき

たいというふうに考えております。 

○議長：よろしいでしょうか。 
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  他に、３番と４番に関しまして、ご意見、ご質問ございますか。 

○委員：森林資源の循環利用の促進のところで、公共施設をメインに今までずっとされて

いると思うのですけど、時々ホームセンターとかで木の見本市みたいなもの、他府県の

ものですけど、いろいろ並べてあったりする時期があるのです。 

ああいうときにいつも思うのが、県産材の木材フェアみたいなものを県内のホームセ

ンターと協働の一環として場を設ける。それも支援策の一環として協力を呼びかければ、

びわ湖水源のもりづくり月間のときのイベントの啓発も兼ねて、一般の消費者に県産材

を使ってくださいと。こういう形でここに行けば、兵庫のほうで木材フェアってやられ

ていますし、他府県でもいろいろ取り組みがありますけど、そこに来られる方って、当

然ながら業者もそうですけれども、日曜大工をされる方が結構来られているというふう

に書かれているのですね。 

だから、自分の家で、インテリアでも何でもそうですけど、何かつくりたいと思った

ときに、ホームセンターに行くと外材だとか、他の県の材とか、どうせ、使え使えと言

われているのだったら、県産材が手に入ったらなというふうに思うのが普通の流れだと

思うのですね。 

なので、もりづくりフェアとか、ホームセンターとかに足を運ぶ方々に対しても、そ

ういう啓発の一環でもありますし、見ていただく、使っていただく機会にするというこ

とであれば、もちろん企業にも働きかけることにもなりますし、そういう木材フェアみ

たいなもので頻繁にもりづくり月間を中心に展開していく。地域を回るとかすると、消

費者として県産材を手にする機会、目にする機会というのを増やしていって、利用者の

裾野を広げるという意味では、そういう取り組みもしていくべきではないかなというふ

うに思いますが、いかがでしょうか。 

○議長：事務局、お願します。 

○事務局：今ホームセンターとかに県産材が入っていないのは事実かと思います。そこに

はコストの関係とか流通体制とか、いろいろな課題があるのかなと思っております。 

私も個人的には、そういう県産材の木が分かりやすくなるのはいいなというようなこ

とも思っております。しかしながら、経済団体とか関係団体とかいろいろなご意見等も

あると思いますので、その辺はちょっと時間をいただいて研究をさせていただきたいと

思います。 

○議長：はい。 
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○事務局：昨年まで関係していたことで、ちょっとしゃべらせていただきますけども、実

はホームセンター、私、昨年までこっちの仕事をしておりましたので、ホームセンター

にもセールスに行ったことがございます。ただ、御存じのようにホームセンターは安い

のです。きょう、○○委員、○○委員と木材関係の方がおられるので、十分御存じだと

思いますけども、そういう一般の消費者を相手にするホームセンターが中心になってく

るのですけれども、入ってくる場合、余りにも普通のルートではないところから安く仕

入れておられるので、なかなかそういった材と対抗するというのは実質上かなり難しい

ものがございます。 

  一般消費者じゃなくて、プロの工務店さんとか、プロの方を相手にする場合について

は、木材業界の方もいろいろやっておられますので、そういった部分はあるかと思うの

ですけども、今ちょっとおっしゃったように、一般の方がそういった県産材に触れる機

会というのは何か工夫は必要だと思いますので、それはまた今後木材流通促進のほうと

も関係すると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長：それでは、森林資源の循環利用の促進と次代の森林を支える人づくりの推進のと

ころですけれども、次代の森林を支える人づくり推進プロジェクトのほうで、木材生産

に専門的に従事する作業員数のところで評価が低うございますけれども、これに関して

ご説明というか、事務局からいただいたほうがいいのではないかと。 

○事務局：はい、ありがとうございます。 

  これはなかなか難しい問題でございまして、森林組合の中に木材を生産される従業員

の方がおられますが、これをどんどん増やしていくべきなのかという議論も一方である

のですね。というのは、上にもございますように、できるだけ低コストで出していきま

しょう、機械化も進めていきましょうという中で、人を増やせば当然人件費もかかるわ

けでございます。また、補助金がどうしても頼りになるので、補助金の全体の枠によっ

て雇用できる人員も限られてくるということもございますので、どんどん人を増やすの

がいいのかどうかというのは、なかなか難しい面がございます。 

  例えば単位当たりの生産量を上げていくとか、そういうことは大事です。実はここの

指標については、これをこのまま今後も続けていくべきなのかということで今議論して

いまして、プロジェクトの期間は５年でございますので、この指標については見直しを

して、次の戦略プロジェクトは違う形で評価をしていきたいなと思っています。最初は、

これからどんどん木材を増やしていくのであれば、そういうことに携わっていただける
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方を増やしていきましょうという形で目標をつくったのですが、いろんな情勢が分かっ

てまいりますと、人を増やすだけでは難しいということも分かってまいりましたので、

そういう状況があるということでご理解いただければと思います。 

○議長：はい。 

やはり高性能林業機械の導入数は非常に増えているということで、これからは結局機

械を扱える人が必要になるというのもありますよね。 

○事務局：はい。当然機械を扱うので、できるだけ効率的に木材を生産するということ、

それからコーディネートできる方、例えば材をきちんと見分けて、仕分けをして、これ

はＢ材であるとかＡ材であるとか、そういうところに的確に販売できる、そういう販売

能力なり、あるいは経営能力、あるいは材を見分ける能力、そういう方をこれからは各

森林組合の部署、部署にしっかりと置いて、そして効率的に材を生産できるという、人

を量的に増やすのではなくて、そういう能力を持った方を人材育成していくと、そうい

う形での進め方も必要かなというふうに思っています。 

○委員：同じことを聞きますけど、この下の項目に入っているのかどうか分かりませんけ

ど、専門的に従事する作業員が５年間で減っていますよね、３８人から２２人に。具体

的に何していたのかなと、実行、ドゥーの部分ね。だって、これ一応５０人を最終年度

の目標にして、３８人からどんどん減っていって、結果的に難しいと。 

これも一つ評価になるのですけど、難しいから、じゃ、来年から次のプロジェクトで

はやめようとか、他の方法を考えようと言うのだったら、そういうことをきちっとした

形に言ってくれなかったら、私らはこれを見ていると、何や大変だったのやな、難しい

の、何でやろうなというふうになるので、これ何で３８から２２に減ったのか、その５

年間具体的に何をしていのかと。 

だから、具体的な内容を聞かせてもらえたら、ドゥーの部分、これがチェックになっ

て、それをまた次のアクションにつなげられるけど、今の話だと、何となく次のアクシ

ョンにつなげるのを、結果があかんからやめとこうみたいな感じではちょっと困ります

ので、すみません、ちょっと。 

○議長：事務局、お願いします。 

○事務局：その辺の説明が十分できていなかったという部分のご指摘ですが、先ほども申

し上げたように、材の生産量自体はむしろ増えている状況にありながら、森林組合に従

事される方が減っているということでございまして、それだけ効率的にやっているとい
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う見方もできるということで、そういう部分の説明が十分できていなかったのかなとい

うふうに思っています。 

森林組合では本当に厳しい経営状況の中で、ぎりぎりの中で施業の集約化に取り組ん

でいただいて、着実に作業員をつけながら材を生産していただいていますし、そこのと

ころ、一定の成果が出ているのかなと思っていますので、この数字だけでなかなか評価

できない部分もありますので、ここの説明がしっかりできれば、お分かりいただけるの

かなというふうに思いますので、説明不足の部分はおわび申し上げたいと思います。 

○委員：ちょっとすみません。 

○議長：どうぞ。 

○委員：先ほどから森林組合のお話をされております。森林組合の施業者の数が減ってい

るというような格好で捉まえをしたらいいのかなという思いをしていますが、森林組合

だけじゃなしに、民間木材業者がかなりおります。また、それの能力もございます。そ

ういうものも活用していかなければ、木材生産量は絶対伸びないという思いをしていま

す。 

  それと、先ほど○○さんが言われました集約化の施業、５ヘクタール。これは森林組

合でできることであって、我々民間企業ではできない。過日も１ヘクタールほどの山を

買っていただきたいというお話がありまして、伐採のお話を言いましたところ、伐採届

を出しなさいという形で、甲賀市のほうへ伐採届を出しましたが、それの復元をどうす

るのか。詳しいお話を申請用紙等に細かく書かないと、民間ではできない。それをしよ

うと思うと、もう補助金は出ませんよと。５ヘクタールの集約でなければ補助金は出な

いということを言われたわけでございます。 

どうしても民間の業者が参入できないような形にだんだんなってきたというのが現

実で、もう少し民間業者の力を使って生産量の拡大を図るべきではないかなと、そんな

思いがします。 

○議長：事務局、いかがでしょうか。 

○事務局：今の森林組合の木材生産に専門的に従事する作業員、この部分は森林組合の従

業員さんだけをカウントしています。ただ、実際には民間事業体が結構ありまして、小

規模ですが、素材生産なんかをやっておられる方がおられますので、そういった方も森

林組合の作業の委託を受けて作業をしておられます。そこはカウントできていない部分

があるということがございますので、民間の方も素材生産にはお手伝いいただいている
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という部分がございますので、その点だけはご理解いただきたいのですが。 

○事務局：すみません。 

  また面積の話がございましたけども、民間の事業者の方であっても、当然ある程度ま

とまった事業量というのは毎年、毎年確保していく必要があるので、需要がどれだけあ

るかというのを民間の方の一番重要なところだと思うのです。ただ、伐採届の話であり

ますとか、集約化の話について制度上はどうしようもない部分でございますので、そう

いった細かい部分をいかに拾っていくか。先ほど申し上げましたように、そういった部

分についても、確かにそういうところをフォローするというか、埋めていくというか、

制度的にはそういったところを埋めていく部分の検討が必要かなというふうに考えて

いるところです。 

  それと、手続関係のことをおっしゃったと思うのですけども、その森林組合関係では

なかなかその手続関係が分かりにくいところもございます。ただ、民間の事業体の方も

当然その認定事業体という形で、さまざまな森林組合と同等の取扱いができるようにな

っておりますので、そういったことでも県のほうもご相談があれば、しっかり事業体の

方たちにも、当然指導、支援、助言なんかができると思いますので、そういったものも

使っていただきたいなというふうに考えております。 

○議長：今ありましたように、森林組合だけでなく、民間事業者の力もかりないと、とい

うのは非常にもっともだと思いますので、今後そういったところの評価とか支援とかに

ついても、ご説明いただいたらいいかと思います。 

  それでは、この進捗状況を通じまして、そろそろまとめたいと思います。全体を通し

て、特にご意見はございますか。 

○委員：悪いようなことばかり言いましたけど、１つ、高く評価しているのが県民の協働

による（森林づくり）推進プロジェクトの中の「パートナー協定」です。目標１５に対

して締結数が２３ですよね。現実非常に高い企業さんの応援という形ができましたね。

これ、どこの窓口で、どういう形で企業さんとの接点を持っておられたり、アピールを

しに行かれたり、一般企業というと営業みたいなことになるのでしょうけども、それを

どういう形でされているのかということ。 

もう１つ、今、経済状況が若干上向いているということもあって、各企業さんは CО2

の削減というカウントのこともありますし、森づくりに対して非常に意識を持ってはる

のです。これは１５が２３で非常に評価しますけど、次のアクションを起こすときに、
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ここが活動のポイントになるような気もしますので、できたら何を具体的にやってきて、

どこがやってきて、２３にもなったのかと。その秘策みたいなものがあったら聞かせて

ほしいなと、企業さんが勝手に来て、勝手に締結したというのはないと思いますし、県

も努力してはると思いますので、その辺だけ再確認を。 

○事務局：まず、県は黒子になって、企業さんもＣＳＲ活動ということで非常に熱心にな

られています。ビジネスメッセに行くとか、東京であるそういう企業のイベントに行く

とか、県内で言うとグリーン購入ネットワーク、そういうようなところへ行って、こう

いう働きがありますよというふうな形で説明に行って、企業から例を挙げていただくと。 

  それと同時に、地元でも現実に困っておられるところ、特に企業の森というのは、ま

だまだ個人とは契約しづらいということですので、生産森林組合とか財産区のほうと森

林整備事務所と連携して、市町と連携、そういう中の成果として、うまいことできてき

たというのが２３の評価かと思います。しかしながら、企業さんも生産活動ということ

で非常に熱心になられておりますけれども、一方で、こういうふうないい活動を使って、

地元の森林整備をしていこうかなというのは若干少なくなっているのかなというとこ

ろで、それについては今後も取り組みを進めていって、こういう活動が広がるような課

題なりを整理していけば、進める必要があるのかなと思っています。 

○委員：余り黒子といわずに、前へ出ていっていただいたら、みんなも安心できると思い

ますので、ずるいことはせんと、みんなで。 

○事務局：ありがとうございます。そういうことでやらせていただきます。 

○委員：できたら、前へ出ていってやっていただくと、地球温暖化問題で１２月にＣＯＰ

２１もありますから、国を挙げてのＣＯ2 削減の形になるので、企業さんも意識も大分

変ってきていますので、ここのところも、 いいチャンスだと思いますので。 

  すみません。 

○議長：はい。 

○委員：すみません。全体のことでちょっと言わせていただきますと、今、この数値の評

価に特化したというか、そういうふうになっているのですけど、今度その量がもたらす

質の部分というところのアウトプットの量じゃなくて、アウトカムのほうの成果を、こ

れが増えたからどうやというところ、具体的な取り組みを実際に見ていったらどうなの

かということだと思うのですけど、結局、団体の数が増えて、要は、それをされている

人たちの技術力が上がってきているのかどうか。 
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そういうところの支援をどんどんしていく、例えば助成を受けた、道具は手に入った。

そしたら、その質を高めるための教育、指導はどうなっているかとか、それは森林組合

さんの中でもそうですし、今度、担い手の育成という部分では、数ももちろんそうです

が、質を上げていく必要が出てくるというふうな部分がありますので、そういう教育・

指導体制を今後どういうふうにしていくのかというところ。 

あと、全体のことの一つに、県内の他の施策との連携というか、そういうものもとい

うことでいくと、先ほどマザーレイクフォーラムは自分の考えで出展とかもしているの

ですけども、森づくりフォーラムで、森の状況を説明される資料が配られたりするので

す。その中で、こういうふうに年間の間伐実績がどうだと、これは森林政策課から出て

いると思うのです。 

また、林業就業者数の表をいただいています。ここでは森林組合の数となっています。

全体のマザーレイク２１計画の追加資料としては、林業就業者数と林業産出額というも

のが挙げられています。そこで説明をされるのですが、その就業者数は平成２２年度が

最終的に上がっていまして、物すごいＶ字回復のように書いてあるのですけど、何でこ

んなに急激に上がったかという説明で、緊急雇用の成果でこれだけ上がっていると。今、

森に関わっていなくても、森に関わっていても、ああ、一般の事業者の数がこれだけ増

えていて安心なレベルに、これは２２年なので、２５年、２６年がどうなっているかな

んですけど、本当にこういう回復が順調なのかというところの指標というか、そのデー

タなり評価を県からは聞いていないので、その緊急雇用だから時期が限定されているの

ですか。 

その後、その人たちがどうなったのかという部分もありますし、全体で言うと、基本

指標と戦略プロジェクトでも関係性をずっともってきているので、例えばその就業者数

は本当にこれでいいのかというときに、さっきの高性能林業機械の台数がどんどん増え

ているので、人数が少なくなっている。 

だけど、これは低コストの施業にも関わってくるけども、素材生産量がうまくいって

いないというのは、要は作業道ができていて、高性能林業機械が入っていたら、これか

ら順調に伸びると、そういうふうな関係性を見て、評価できるようなところもちょっと

入っているといいなと思いました。 

○議長：事務局、特によろしいですか。 

○事務局：ありがとうございます。 
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ちょうど次の議題で、基本計画の指標も今、議論しながらつくっているところです。

この基本指標というのは平成３２年の長期目標です。ここはできるだけ、おっしゃった

ようにアウトカムというものを考えるべきだろうと。５年間のところについては、アウ

トプットはこういうふうにやりましたよと。その積み重ねと関係性で、アウトカムはこ

うなりましたよという説明ができると一番きれいだと思いますし、できるだけそうした

いのですが、あと６年間の中で、長期目標をあまり変えるということにも、長期的な目

標を進めていく中で難しいという部分もございます。一部変えたとこもございますが。 

そういう形ですので、とりあえず今回は戦略プロジェクトのほうの基本指標が後で出

てきますし、かなり手直しをしておりますので、これから６年間、これはやりますよと

いうことは言えると思うのですが、じゃ、それが基本施策の中で、どうなったかという

のは、整合性が十分とれているかといえば、まだできていない部分がございます。 

そこはちょっと先の話になりますが、次の見直しの中で、そういう関連性をもたせな

がらも全体を俯瞰できるような、そういう進捗状況の把握ができる、そういうしつらえ

にできるように、これからも考えていきたいと思いますし、そういう意識を持って、こ

れからまた６年間、進めていきたいということで、よろしくお願いします。 

○議長：はい。 

  そうしましたら、基本計画の進捗状況に関しましては、きょう皆様からいただいたご

意見は、ちょうどこの資料の一番右端にあります審議会意見として取り込まれるという

ことで、（１）の議事はここで終了したいと思います。 

 

 （２）「琵琶湖森林づくり基本計画の見直し答申（案）」について 

○議長：それでは、引き続きまして、（２）の「琵琶湖森林づくり基本計画の見直し答申（案）」

について、事務局から説明をお願いします。 

○事務局：そうしましたら、右肩に 270727 森林審議会資料２（修正）と書いてあります２

２ページまでのＡ４と、最後にＡ３が付いておりますが、「琵琶湖森林づくりの基本計

画の見直し答申（案）」という資料、それからいつも使っていただいております「琵琶

湖森林づくり基本計画（改訂）」の冊子、これを見ていただければと思います。 

  まず、１枚めくっていただきまして２ページですが、「第１ 琵琶湖森林づくり基本計

画策定の趣旨」でございます。これにつきましては、なぜこのような基本計画を策定し

たのかという趣旨ですが、２ページ中ほどの段落に、「このため、平成１６年３月に制
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定された琵琶湖森林づくり条例に基づき、森林の持つ多面的機能が持続的に発揮できる

ように施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、５０年、１００年先も展望しつつ、

平成３２年までを期間とする計画を策定する。」ということですが、この趣旨自体、今

回大きく見直すということではございませんので、３段落目に、生物多様性の保全など

多面的機能の説明の中で、少し生物多様性の保全などを触れて、趣旨自体は変っていな

いということです。 

  それから、２ページの下のほう、琵琶湖森林づくり基本計画の見直しについてで、《見

直しの背景》、《森林・林業を取り巻く社会情勢の変化》の全国的な状況ですとか、３ペ

ージに行きますと、本県の状況で説明が書いてございます。 

  それから、５ページに行きますと、これまでの取り組み（戦略プロジェクト）の成果

と課題で、先ほど議論をいただいたような内容が書かれております。これにつきまして

は、前回は骨子ということで、Ａ４表・裏のところで簡単に説明していたものでござい

ますが、少し丁寧な説明で、２ページから７ページにかけて説明をしておるところです。 

  ２ページの「見直し背景」に戻りまして、平成２１年度の琵琶湖森林づくり基本計画

改訂以後の社会情勢の変化に対応していくために、５年間の取り組みの成果と課題を整

理しまして、解決に向けた見直しを行う、と書いてございます。それから、社会情勢の

変化の全国的な状況ですが、前回は箇条書きで簡単に書いておったわけですが、木材利

用に関する法律の施行ということで、「国が率先して公共建築における木材の利用促進

に取り組み、地方公共団体に対しても促す。」ということ、こういった説明文を今回追

加しております。 

  ３ページに行きまして、箱囲みですが、生物多様性条約の愛知ターゲットの話、それ

から農林水産・地域の活力創造プランの抜粋ですが、こういった内容につきましても、

少し丁寧に書いておるところです。 

  本県の状況で、３ページの一番下ですが、琵琶湖森林づくり条例制定後の新たな課題

への対応で、目的不明な森林取得やニホンジカ、巨樹・巨木、林地境界の不明瞭など新

たな課題へ対応していきますということと、具体的な話といたしまして、４ページに行

きまして、水源林保全のための仕組みづくりで答申いただいた内容、それから昨年度琵

琶湖森林づくり条例の改正させていただいた内容等について、反映させていくことが書

かれております。 

  それから、４ページ一番下ですが、他の県計画と、基本構想、環境総合計画、生物多
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様性しが戦略といったものとの調和をしていくことが書かれております。 

  それから５ページですが、５年ごとの戦略プロジェクトの見直しで、今回は戦略プロ

ジェクトについては、新しくつくり直すと書かせていただいております。主な出来事で、

これは前回骨子の段階では少し省かせていただいたのですが、去年の３月にご議論いた

だいたときには、こういったお話を書かせていただいておりました。この５年間の主な

ことといたしまして、木材流通センターですとか、大津や台風１８号の災害の話、彦根

東高校の木造校舎の完成、昨年度の条例制定、条例改正といったところも書かせていた

だいております。 

  それから５ページの下のほう、これまでの取り組みで戦略プロジェクトの成果と課題

で、前回骨子の段階では、達成した、達成していないというふうなところで書かせてい

ただいたわけですが、これにつきましては少し丁寧に、表の下にコメントをそれぞれ入

れているということです。先ほどのご議論とかぶるところがありますので、ちょっと省

略しますが、環境に配慮した森林づくりでは、年間間伐面積が５２％で、低位であった

と。それから、７ページの（４）次代の森林を支える人づくりの推進では、森林組合の

木材生産に専門的に従事する作業員数が４４％で低位であったということです。これに

つきましては、新しいプロジェクトでも、引き続き、検討していくということで挙げさ

せていただいているところでございます。 

  ７ページの下のほうに行きますが、「第２ 基本計画が目指す森林づくりの方向」で、

基本方向、それから８ページに行きまして、基本方針、基本理念の目指す姿といったと

ころにつきましては、前回骨子でも申し上げましたが、項目自体は変更しておりません。

基本方針は、この１０年間でころっと変わるというものではなく、引き続き、同じもの

でやっていくということですが、解説文につきましては、１０年前と今では使われる言

葉が古いということもございますし、審議会で生物多様性ですとか、木質バイオマスと

いったようなお話をいただいていますが、そういった話が入っていないということもあ

りましたので、文言を追加して、説明文につきましては少し見直しをしているというこ

とでございます。 

  ９ページに行きまして、「第３ 基本計画の位置づけ」です。これにつきましては、琵

琶湖森林づくり条例９条に基づく計画で、位置づけ自体大きく変わるものではございま

せんで、基本的には同じ内容となっております。ただ、９ページの下のほう、滋賀県基

本構想の四角い箱の中に、左下、第４次環境総合計画、右下、生物多様性しが戦略とい
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ったところですが、これにつきましては今回追加したりとか、第３次を第４次に改めた

りということで修正しております。 

  １０ページに行きまして、計画の期間です。長期的な目標につきましては、当初のと

おり、平成３２年度までということで変更はございませんが、戦略プロジェクトの中期

的な目標につきましては、２６年度で第２期が終了しておりますので、３期は平成３２

年度までということで、長期の目標と今回戦略プロジェクトの終期と同じになっておる

ということです。 

  具体的な中身につきまして、１０ページからが「第４ 基本施策」です。これにつき

ましては、最後のページに、Ａ３で骨子案というもの、前回ご議論いただいて整理した

ものを付けさせていただいております。それで、前回とご説明がかぶるわけですが、左

側は現計画ということで、薄緑の冊子の項目を挙げています。右半分は骨子（案）とい

うことで修正しております。それで変わったところはゴシック体で書かせていただいて

おりますし、ゴシック体の斜体の、例えば基本施策の（１）の①水源林の土地取引の把

握ですが、この斜体で書いてあるものにつきましては、仕組みづくりでご提言いただい

たものを反映しておるものでございます。 

  前回骨子につきましては、おおむねこの内容でご了承いただいたと思うのですけれど

も、これにつきまして、それぞれ１行から２行で肉付けをして、説明文を入れさせてい

ただいているということでございます。 

  すみません。１０ページに戻っていただきまして、基本施策でございます。これにつ

きましても、先ほどの骨子（案）に準じまして、明朝体で書いてあるものは前回から変

っていないとか、前回から踏襲しているもので、①水源林の土地取引の把握、②水源林

巡視の強化、こういったゴシックの斜体で書いたものにつきましては、仕組みづくりか

らいただいたものでございます。環境に配慮した森林づくりの推進では、①で水源林の

土地取引の把握ということで、水源林の取引の事前届出制度、②巡視の強化で、水源林

保全巡視員の配置の話、それから１１ページに行きまして、林地境界明確化の取組の支

援、④で適正な更新ということで、低コスト造林技術、再造林の取組を支援し、更新を

図るということを書いております。 

  １２ページのほうですが、基本指標につきましては、先ほど説明のありましたように、

１６年計画の最終計画ということで、余り大きな変更があると、１０年間の取り組みが

どうであったのかということになりますので、大きな変更は基本的にはしておりません。
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基本指標の１つ目の琵琶湖の水源林の適正な保全・管理の推進で、民有林に占める保安

林の割合といったものは変っているのですけれども、２つ目の治山事業による保安施設

整備の面積につきましては、前回の指標では保安林に占める治山事業の割合となってお

りまして、保安林を指定すればするほど、治山事業の保安施設の割合が減ると。保安林

を指定すれば、治山事業の整備が減ってしまうというところで裏腹なものがございまし

たので、これにつきましては、治山のほうは面積でいこうということで、今回、面積目

標に改めさせていただいております。 

  それから、除間伐を必要とする人工林の整備割合、これにつきまして変更はございま

せん。３つ目に、新と書いてあるのですけれども、下層植生衰退度３以上の森林の割合

ということで、今回条例改正等でニホンジカの対策の強化をするということになってお

りまして、これにつきましては、県内１８０箇所で、天然林ですけれども、下層植生が

どれぐらい残っているのかというものを、平成２４年度に調査を行いました。３６箇所

は衰退度３以上ということで、下層植生がかなりやられておるという状況がありまして、

これが現状値の２０％であったということですので、戦略プロジェクトで後ほど出てき

ますが、シカの頭数を減らすという計画がございまして、シカの駆除に対しまして、森

林がいかに回復したのかというアウトカムの部分で何かよい指標はないかということ

で、この下層植生の回復という部分を今回追加したいと考えております。 

  １３ページに行きまして、県民協働による森林づくりの推進につきましては、（１）の

②企業やＮＰО等の多様な主体による森林づくり、（２）の①水源林の価値の評価とい

う提言が加わっております。 

  １４ページに行きまして、「基本指標」多様な主体による森林づくりへの支援ですが、

これは先ほど見ていただいたＡ３でいきますと、活動団体の数というものにつきまして

は、１５０の目標に対して、１６３と既に３２年の目標を達成したということがござい

まして、それについては今回、基本指標には挙げていないということでございます。 

２つ目の里山協定林の数があったのですけれども、里山協定林事業１４箇所で伸びて

いないのですけれども、里山リニューアル事業という、似たような事業がございまして、

それも地元と市町と協定を結んでやる事業ですが、その事業でいきますと獣害対策の緩

衝帯ができるということで、事業の要望がかなりそちらに移っているという状況です。

１４の里山協定林の目標をずっと持ち続けるよりは、そういった里山協定地区数で指標

を見ていったほうが、事業の人気の移り変わりがございますので、そっちの指標に直し
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たいと考えております。 

それから、県民の主体的な参画の促進につきましては、引き続き、同じ指標でやって

いきたいと考えております。 

「第３ 森林資源の循環利用の促進」ですが、提案型集約化施業の推進ですとか、高

性能林業機械等の導入による低コスト施業の推進ということで、森林資源循環利用の川

上の対策で、こういったものを追加しております。 

それから１５ページに行きまして、川中と川下の部分ですが、骨子等、並び替えが少

しありまして、③県産材加工施設等の整備支援は、骨子の段階では川下にあったのです

けれども、加工のほうは川中ということで整理させていただきました。逆に、②県産材

利用拡大の取組支援という部分ですが、県産材を活用した住宅の情報発信や研修会とい

うところが、前回骨子の段階では川中にあったのですけれども、これにつきましては川

下のほうに修正させていただきたいということで、引用させていただいております。 

具体的には、木材流通センターを核とした流通体制の強化ですとか、公共施設の木造

化・木質化、木質バイオマス利活用の整備支援といった仕組みづくりからの提言を盛り

込んでいます。一番上の、自伐型林業への支援とあわせまして、仕組みづくりからの提

言を入れさせていただいているということです。 

１６ページに行きまして、基本指標ですが、先ほど申し上げましたとおり、県産材の

素材生産量が１２万立米ということで、これから倍増させていかなければならないとい

うことですので、引き続き、この目標に基づいて頑張っていきたいと考えております。 

それから、「第４ 次代の森林を支える人づくりの推進」ですが、間伐等の森林整備

情報や技術情報の提供の推進、それから素材生産の担い手の育成といったことにつきま

して、追加しております。 

１７ページに行きまして、ウッドスタートから木育の推進ということで、これも仕組

みづくりからの提言を追加しているということです。 

基本指標の項目につきましては、修正はございません。 

１８ページから具体的な戦略プロジェクトを書いております。テーマにつきましては、

前回骨子で申し上げましたとおりで、生物多様性に富んだ豊かな森林づくりの推進と県

産材の安定供給体制の確立ということで、２つのテーマにしております。 

戦略１ですが、生物多様性の保全と健全な水源林の育成に取り組むということで、水

源林の適正な保全・管理の推進という括弧書きの項目がございますが、これにつきまし
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ては、届出制度を行うこと、それから山地災害に備えるための災害に強い森林づくりを

行うこと、水源林巡視員の配置のこと、それから林地境界明確化の活動、その４つの項

目について書かせていただいております。 

持続可能な森林整備による森林吸収源対策の推進につきましては、多面的機能が発揮

できるよう除間伐を実施すること、スギ・ヒノキの少花粉苗木の生産、低コスト造林技

術の活用による適正な更新、そういった項目をプロジェクトに挙げております。 

生物多様性の保全に向けた森林づくりの推進につきましては、治山・林道工事におい

て生物多様性に配慮した緑化に取り組むなど、災害に強い森林づくりの推進ということ

で、今回、目玉の取り組みになろうかと思うのですが、治山・林業といった公共工事に

おきましても、生物多様性の視点で工事を行っていくということをプロジェクトで挙げ

させていただいております。 

１９ページに行きまして、環境学習、レクリエーションの場としての里山の生物、そ

れからニホンジカの軽減のための捕獲数の拡大、巨樹・巨木等の恒久的な保全の取り組

みの支援、それから環境林といったところがプロジェクトに挙がっております。 

６年間の取組ですが、これにつきましては、基本的に戦略プロジェクトを１からつく

り直すということですので、新しいものがほとんどですが、間伐につきましては、前回

プロジェクトで５２％と、まだまだ達成できなかったということもございますので、引

き続き、３,１００ヘクタールを目指してやっていきたいと。新しいものとしましては、

境界明確化、二ホンジカの捕獲数、生物多様性に配慮した治山・林道工事の箇所数とい

うものを挙げております。 

それから、県民協働による森林づくりの推進プロジェクトですが、多様な主体による

森林づくりの推進のところでは、森林組合や地域など多様な主体による森林づくりの推

進、企業等多様な主体による森林づくりの促進、それから流域の森林づくりを考える会

で、生物多様性の保全や県産材の安定供給の確立の検討を行っていただくようなことが

書いてあります。 

２０ページに行きまして、森林づくりへの新たな参画の促進ですが、生態系サービス

の価値の評価をし、情報発信をすること。それから、前回もございましたが、びわ湖水

源のもりの日・びわ湖水源のもりづくり月間を中心の普及啓発といったことを書いてお

ります。 

それから、先ほどご指摘もありましたが、市民団体の数自体は１５０を大きく上回っ
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て、１６３だったのですが、質を上げていったほうがよいというご意見がありました。

こういった団体さんが「森づくりネット・しが」に登録して、具体的に取り組んでいた

だけるものを１６０団体という目標にすること、パートナー協定につきましては、前回、

目標自体はクリアしたわけですが、３５と上の目標で頑張っていきたいということで、

箇所を増やして改めて挙げさせていただいています。 

それから、森林資源の循環利用促進プロジェクトにつきましては、山村資源の活用に

よる地域再生ということで、搬出間伐の推進ですとか、林業の生産性の向上・低コスト

化、それから森林資源の有効活用のための自伐型林業による取り組みの推進、県、市町、

森林組合、自治会等の連携した集約化施業の取り組み、バイオマス等、未利用材の活用

といったものが挙がっております。 

県産材の流通体制の整備につきましては、需給のマッチングの推進ですとか、産地証

明の取り組みの推進、木材流通センターを核とした流通体制の強化といったものが挙が

っております。 

２１ページに行きまして、県産材の有効活用による温暖化への貢献ですが、住宅等に

おける木材利用の推進、公共施設の木造化・木質化の推進を挙げております。県産材加

工施設やバイオマス利活用施設の整備を推進する。それから、調査研究で実用化に向け

た取り組みを支援することで挙げさせていただいております。 

６年間の取組といたしましては、木造公共建築の数を年間２０施設、びわ湖材産地証

明の木材量を６万５,０００立米、それから木材流通センターとりまとめによる原木の

取扱量を４万立米というところを挙げさせていただいております。 

次代の森林を支える人づくり推進プロジェクトですが、森林資源の循環利用のための

担い手づくりにおきましては、プランナーですとか、作業道のオペレーターの養成、そ

れから組合による合併ですとか、加入率の向上など業務改善の取り組み、林業労働者の

育成や雇用の安定化を図るため、研修機会の提供ですとか、仕事の確保を支援する。と

いうのを挙げております。 

意欲ある林家やグループの育成につきましては、自伐型林業を目指すなど意欲ある森

林所有者の育成をさせていただいております。最後の２２ページになりますが、林業グ

ループの育成・確保を図るための森林の保全管理や利用活動に対して支援する。それか

ら、森林山村資源の活用に関する情報を提供するなどによりまして、多様な働き方をマ

ッチングしていく取り組みを挙げております。 



 - 30 - 

森林環境学習・林業体験学習の充実ですが、１点目は「やまのこ」の充実が書いてあ

りまして、２点目は「ウッド・ジョブ体感事業」で、中学生向けの林業体験学習、それ

から「ウッドスタート」など乳幼児への木育を書かせていただいております。 

６年間の取組ですが、森林組合の専門的な作業員数は２２名で、森林組合さんが直接

雇用されている作業員さんは、数がなかなか伸びないのですけれども、請け負い班とか、

整備できる方、民間でやっていただける方もございますので、プランナーの数を目標に

いたしまして、現場を確保するのが大変だというお話もあったと思うのですけれども、

集約化で地元を取りまとめていけるプランナーの数を増やすところを目標に挙げさせ

ていただいております。それから、自伐型林業育成の研修回数ですとか、乳幼児向けの

木育に取り組む市町は１９市町で、全市町でやっていただければという目標にしており

ます。 

「第６ 推進体制」ですが、これは先ほど２２ページを見ていただきましたが、ＰＤ

ＣＡサイクルでやっていきますというところです。これにつきまして変更はございませ

ん。 

以上でございます。 

○議長：ありがとうございました。 

  それでは、森林づくり基本計画の見直しに関しては、骨子の部分は、これまでに皆さ

んと話し合ってきて取り組んできたところだと思いますので、基本施策の内容に関して、

項目というより、その中の文言とかについてご意見を頂戴したいと思いますが、いかが

でしょうか。 

  どこからでも結構でございます。 

  最初の趣旨ですとか状況ですとか、そういった前提のところで何かご意見はございま

すか。特によろしいでしょうか。 

  これまでの評価については、先ほども議論して、実際これからの計画に関わることも

結構議論が出ていたのではないかと思います。基本方針や位置づけ等については、これ

も急に出てきたものではございませんので、資料２（修正）の１０ページ以降、基本施

策に関して、特にご意見があれば順番に頂戴したいと思います。 

○委員：先ほどの議題のところで申し上げたらよかったのですが、時間もあれでしたので、

ちょっと絞って意見を述べさせていただきたいと思います。 

  前にも私、申しましたけど、水源の森林づくりという大命題を挙げて、日本でも先進
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的な水源林保全の巡視員という制度、私この審議会に寄せていただいて、本当に長い期

間の人生の中でも非常に大きな取り組み、将来にわたってまさしく滋賀県は琵琶湖を中

心という、健全な森があってこその水源林という考え方を明確に出していただいたと。

これは近畿の水源ということじゃなしに、やはり日本においても大きな先鞭をつけたと

私は大変うれしく思っております。そういうことで、全国あちこちでこういう取り組み

を私は紹介しております。自慢するところです。 

もう１つは、こういう税を利用して、もう一度全学校に、次代を担う水源林、森林・

林業を含めて取り組みをする。これは全国的にも非常にすばらしい取り組みがなされた

と。他にも、先ほど重要な課題について、ご論議いただきましたが、１点に絞りまして

申し上げたいと思います。できれば知恵を絞っていただいて、さらにいいものにしてい

ただきたいという思いから述べます。 

１つは、循環資源ということでございます。いろんな項目があって、たくさんの課題

があって、お金も要りますし人も要ります。過去の経緯もあり、土地処理の問題もいっ

ぱいありますけど、やはり循環ということをやめるわけにはいかないと思うのですね。

だから、森林というものを環境というくくりだけで最近見る傾向を私は感ずるのですが、

延々として先人が取り組んできて、自然災害の多い、狭い急峻な日本列島においての森

林というものは、やはり循環ということを本当に理解しないと、外材を買ったらしまい

だと。 

これは子どもたちでなしに、特に滋賀の県民、大人に絞って今後考えたいと思うので

す。やはり循環ということも、今後いろんな項目の中に大事であるということを、まず

県民である大人、税金を出している大人が、日本の資源のない国で苦しんできました。

今も日本は苦しんでいます、資源がありませんから。その中で水と材の支援、水は分か

るのですけど、材を資源化して、これは誇りたい、貴重なものやと。しかも、それを育

てる先人の汗と取り組み、そして今それが飽和期に来ているという検証を、もう一度大

人たちが考えていく。 

そういう前提で申しわけないですが、皆さんも御存じですけど、東京海洋大学の「さ

かなクン」、あの方の思いを私はずっと追いかけております。水産資源を、あの方は、

水産庁に代わって言っているんじゃないかなと。ただ魚の名前をよく知っているだけで

なしに、この魚の命、これをいただくことのおいしさ、まさしく日本の水産資源を、あ

の人は真剣になって訴えている。あれは多くの大人も感じなければいかんと思いますね。 
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もう１つ、最近ちょこちょこ出ておりますけど、漁師官僚ということで上田勝彦さん、

上田先生と、たまにテレビで出ておりますね。日本の魚を食べてくださいと。さばき方

から、魚の全てについて物すごくおっしゃること、やはり日本の資源のない国で、農林・

水産・畜産まで含めて資源として熱く語っておられるのは、この人たちでないかなと思

います。 

そこで、私が先ほど言った森林というものを、貴重な、日本にとってかけがえのない

資源であるという思いで、これからもいろんな施策の中に、もっと絞り込んだら、びわ

湖材、もっと突っ込んでいったら、琵琶湖で生まれたスギとヒノキ、大変に植えました

けど、これがいかにすばらしいのかということを誰が教えるのか。これは、今後の教育

体系の中に私は十分取り込んでほしい。これは大人が税金を出しているという、まずそ

の認識を持たないと、誇りを持たないと子どもたちには伝わらないと思います。家庭で

も伝わらないと思います。 

そういうことで、森林環境学習、これは私の記憶しているところでは今から１７年前

ですが、当時の林政審議会の前身ですから中央森林審議会ですか、ここで答申された「森

林環境教育」という概念が出まして、林野庁が白書に導入しました。それから、全国で

採用されて今１７年ですか、で、本県は「学習」ということを考えられて、「教育」と

いう言葉を使っておられません。私は、これは相当考えられたと思います、森林環境学

習。 

ただ、これが１７年たちまして、中央で森林ＥＳＤ（森林環境教育）という概念を新

たに、これはいろんなことで教育の中に不足しているもの、改良すべきもの、こういう

ものが出てきておると思いますが、この森林環境学習という名前が今後の進め方で変わ

るのか変わらないのか。長くなりましたが、これが１点。 

それと、今の森林環境教育は大変すばらしい制度で、全国では自慢しておりますが、

どういうカリキュラムでなされておるのか。税金を出している大人は詳細に知りません。

これを誇るものとして一回集まってもらったら、こういうメリットで、こういう狙いで

教えてございますよというのは、どこかで出してもらって、大人も学ぶということにで

きればしていただけないかなと。大人も子ども一緒になって知るということです。 

そこで最後に申し上げたいのは、今の指導されている方はいろいろご苦労いただいて

おりますが、資源というような認識、特に滋賀県のスギとヒノキはたくさん植えている

けども、間伐でとった材は、これですと。主伐・商品でとったものがこれです。このス
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ギとヒノキのそれぞれの違いとか、こういうものを手に取って、体験の中で勉強する仕

組み、指導員さんが材について、資源について熱い思いをお持ちであるかどうか。これ

が大変気になるところです。できれば、そういう日本のすばらしいものに感謝して、大

人も同時に学ぶと、こういうことをお願いしたいです。大変恐縮ですが、前段を言うて、

ご理解いただいて、改めて私個人的には、「さかなクン」とか上田先生になりたいなと

思っております。これが、私の皆さんに伝える仕事と思っています。 

すみません。 

○議長：ありがとうございます。 

  もちろん環境という面もあるわけですけれども、循環資源としてその森林を考えてい

く。そして、それを教育としてやっていくと、今、３点ご質問として挙げられていると。 

○委員：名前が変わっているかどうか。 

○議長：はい。森林環境学習という名前が変わるのかどうか。 

○委員：我々も分かっておるのですけど、こういうネーミングとか含めて、カルチャーも、

もう一つ再構想されるのかどうか。 

○事務局：はい、ありがとうございます。非常に熱い思いを語っていただきまして、あり

がたいと思っています。 

  資源循環が非常に大事だということは我々も認識しておりまして、これの重点的取り

組みをして、この基本計画の１４ページをご覧いただきたいのですが、ここで森林資源

の循環利用の促進ということで、（１）川上、それから（２）の川中、そして（３）の

川下ということで、かなり紙面のスペースも割いて川上から川下という形の整理をしな

がら、新しい取り組みをまず入れさせていただいていまして、ここは今回の計画の一つ

の目玉というふうに考えています。 

これは、資源の利用、循環も含めて、これからしっかりと取り組んでいきたいと思っ

ています。それを、環境教育の中にどう取り組んでいくかという面でのご指摘をいただ

いたと思っています。それにつきましても、戦略プロジェクトの２２ページあたりで、

特に重点的に取り組んでいく環境学習などを挙げさせていただいています。これまでの

「やまのこ」事業、これは小学校４年生全員を対象にしているということで、○○委員

ご指摘いただきましたように、全国でも先進的な取り組みであると自負しております。 

これに加えて、その下に書いていますが、今回ウッド・ジョブ体感事業ということで、

これは中学生を対象に、特に今おっしゃった資源利用の部分ですね。小学生は導入の部
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分なので、楽しさも入れながらやっていく。ここは中学生ですので、次の職業に結びつ

く、あるいは将来大人になっていただいて、木材を使っていただけるという意図を含ん

でいますので、おっしゃっていただきました木材の利用の部分を少し突っ込んで、企画

書の中に入れていく、そういうことをやっていきたいということです。とりあえず、こ

れは今回モデル的にやっていこうということで、全てではございません。部分的ですが、

まずこういうことをやっていくということで進めていきたい。 

それから、ちょっと前後になりましたが、その下に「ウッドスタート」とございます

が、これは生まれたばかりのお子さんに食い初めという、そういう機会を使って、すぐ

に子どもが分かるかどうかは別にして、親御さんも含めて木に触れていただくというこ

とで、幼児から小学生、中学生という形での一つの流れの中で、環境学習に取り組んで

いくという、そういう体制は何とかできたのかなというふうに思っています。これから

も、これを展開していって、よりよいものにしていきたいと思っています。 

名称ですが、森林環境学習というのは一般的な言い方であって、滋賀県でやっている

のは「やまのこ」事業という名称なので、これは、これからも特に変えるつもりもない

し、そういう形で進めていきたいと思っていますが、もし何かもっといい名称があれば、

それは教えていただきたいと思いますが、とりあえずこれでいきたいと思います。 

それから、ＥＳＤですが、これは琵琶湖環境部でも取り組んでおりまして、これはち

ょっと変な言い方になるかもしれませんが、環境政策課のほうで中心になって進めてお

ります。また、自然環境保全課のほうでも、ＥＳＤに絡めて、子どもたちを英才教育と

いいますか、びわっこ大使ということで海外に派遣して、世界的にも通用する子どもを

育てようということもやっていただきまして、その中で山のほうも見ていただいたりも

していますし、ＥＳＤも森林に取り込んでいくということは、これからもやっていきた

いなというふうに思っています。 

また、滋賀県でやっていることもアピールしていきたいですし、いろんな面を発信し

ていきたいと思っていますので、○○委員は全国の会長でもございますので、そういっ

た場でもぜひいろんなＰＲもしていただきたいと思います。我々ができることはやって

いきたいなと思っています。 

○議長：よろしいでしょうか。 

  それでは、他に。 

○委員：今、話がありました環境学習の「やまのこ」事業で、最初から毎年参加させても
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らっております。子どもたちは木に対してかなりの関心が高くなり、毎年、毎年、人数

なり学校も増えてきております。そういうので、中学生はここに書いてあるように、そ

の木を利用するということを言うておられましたけども、今まで滋賀県で唯一林業科と

いうのが高等学校にありましたけど、残念ながら何年か前になくなりました。そういう

ので、次世代の森林を支える人づくりのために、ぜひその高校なり、その上の大学なり

の専門的な学習の場をつくっていただけたらなと思います。 

○議長：ありがとうございます。 

  何か事務局のほうで。 

○事務局：ありがとうございます。 

  甲南高校という林業科のあった学校で、非常にたくさん人材を生み出していると思っ

ています。一方で、最近、林業大学校というのが近隣の京都にできましたし、岐阜県は

もともとございます。そういうところでやっているのは、高校でやっていたものとはち

ょっとまた違う面もあると思うのですけど、実践的な方を育てていくという形での教育

も行っております。 

それを滋賀県でやっていくのかどうかという話ですけども、京都の事例も聞いていま

すと、人材育成はするけども、そういった方が就職する場所がなかなかできないと、い

ろんな悩みを抱えられておられるというふうに聞いていますし、需要と供給の関係もあ

りますので、その辺すぐに滋賀県でそういうものをつくっていって、果たしてそれがう

まく回っていくのかという部分もございます。 

そこは、これまでの甲南高校の林業科でも取り組みを、そういうことも振り返りなが

ら、今やっていただいている各府県での状況も見て、そして滋賀県はどういう人材育成

の方がいいのか、それは考えていきたいと思っています。今はとりあえず県なり、それ

から労働センターなり、県森連なりでやっている研修なり人材育成のカリキュラムもた

くさんございますので、そういったところでスキルアップということでやっていますの

で、それはそれでやりながら、さらに必要なこととしては、これからまたいろんな情報

を集めながら考えていくのかなというふうに思っています。 

○議長：はい。 

  ちょっと議長の力不足で、この２番目の議題に関する議論の時間が余りないのですけ

れども、やっぱり他に大事なことがあると思いますので、どうぞ。 

○委員：循環利用の促進というところで、川上、川中、川下の項目でちょっとお聴きした
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いのですけども、また意見として言うておきたいのですけども、川上は一応いいですけ

ど、川中で木材流通センターを核とした流通体制の強化と、これは非常に大事なところ

で力を入れてやっておられますけども、ただ、それの１行ちょっとで書いてありますけ

ど、この内容を県民が見て、出荷量の調整で安全供給体制だけで、この木材流通センタ

ーがいいのやろかと。川中やから、上も下もそうですけど、何かきちっと書けるのと違

うかなというのが意見です。 

  もう１つは、以前申し上げたのですけど、やっぱりみんなで研究とか、そういうもの

をしっかりやっていって、その流れというものをつくっていかなければならないという

中で、川下のところで見ますと、③で公共施設の木造化・木質化ということで、県自ら

が公共建築物等ということで、「等」と書いてあります。建築物の木造化・木質化とい

うことがメインになっているけども、この辺は公共的スペースとか新しい発想の公共的

な備品とか、こういう部分の内容が入ってこないと、本当に川下にならないのではない

か。こういうふうに思う。 

もう１つ見ておりますと、⑤で企業等の支援のために調査研究という形で書いてあり

ます。これは県自ら、もしくはいろんな方々を含めて、川下というのを製品開発や調査

研究に取り組む企業等を支援と、もっと大きな部分で調査研究をやっていかんならんの

で、これ企業との支援だけで終わるのはちょっと。調査や研究や新しい下流の流れをつ

くっていこう、もしくは受け皿にしていこうというところで、ちょっと何や物足らんな

というのが率直な思いです。 

全部意見で結構です。 

○議長：はい、ありがとうございます。ご意見ということでよろしいですか。 

○委員：はい。時間がございません。 

○議長：ただ、十分議論が尽くせたかどうかいうことですけれども、きょうの議論で皆さ

んの意見をいただいて、事務局で修正して、これを会長にお任せして答申ということに

持っていってよろしいでしょうか。皆さん、議論が尽くせたかどうかというのは、非常

に不安ですけれども。 

  よろしいでしょうか。 

○委員：意見書を出すしか。 

○議長：ええ。修正をしていただくかとは思うのですけども、今回の答申につきまして、

会長のほうにお任せするということで、ご承認いただけますでしょうか。 
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  ありがとうございます。 

  そしたら、３番が、もう１つ残っておりました。申しわけございません。 

 

（３）「琵琶湖森林づくり県民税の使途の基本的な考え方等」について 

○議長：３番目の「琵琶湖森林づくり県民税の使途の基本的な考え方等」について、事務

局のほうで説明をお願いします。 

○事務局：３番目、琵琶湖森林づくり県民税の使途の基本的な考え方等についての意見と

いうことで、案を示させていただいております。これにつきましては、現在議論をして

いただきました基本計画に基づいて実施される県民税事業でございますが、その事業の

財源になる税金を今後５年間、どのようにしていくかということを、これから税の部局

の検討会で議論されることになっております。 

税の部局で議論される前段階としまして、森林審議会として基本計画に基づく事業に

ついては県民税を利用させていただいて、継続してこの事業をしていくことで成果を達

成するというようなことを、この意見書を通じて税の部局に提出させていただきたいと

いうふうに思っております。 

平成１８年度から税の制度が始まったわけですが、当初から従来の事業にはこの税金

は使いません。県民全体で森林を支えていく新たな事業に対して税を使わせていただく

というところからスタートしておりますので、その辺の哲学は守った上で、これから出

てきます新たな課題に対しても、その哲学を守りながら柔軟に対応していきたいという

ことで、森林審議会のご意見として、基本的にはこのまま税を利用して事業をしていく

ということを意見書として提出させていただきたいというふうに考えております。 

ペーパーで言いますと、上のほうから、新たな課題で不明瞭な森林の取得であるとか、

ニホンジカ被害の増加、それから巨樹・巨木の保護、林地境界の明確など新たな課題が

出ている中で、これからそういう重要な課題に対しても対応していかなければいけない

というようなことで、この税を基本的に継続して利用させていただきたいと。ただ、利

用していく上では、県民税を導入した際の哲学を踏まえ、あるいは県民税の趣旨に合致

した使い方をするということを基本とさせていただくということです。 

裏のページを見ていただきたいのですが、公的に管理された森林、例えば県営林であ

るとか、市町の森林であるとか、あるいは造林公社の森林については、それぞれ管理主

体がきっちり管理する義務がございますので、そういうところには税金は利用しないと
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いうようなことも意見として付け加えながら、税のほうに意見書として提出させていた

だきたいと思います。 

以上です。 

○議長：ありがとうございます。 

  県民税の使途の基本的な考え方等についての意見ということで、森林審議会の意見と

して、この文書をこのまま出していいかということですけども、ご意見をどうぞ。 

○委員：ちょっと教えてほしい確認ですけど、琵琶湖森林づくり県民税で扱う範疇という

ことで、従来からこの基本計画において条例制定までされたから、その範疇と思って、

今まで私余り質問しなかったのですが、ちょっと気にするところでございますけど、そ

れは山村振興ですね。これは私も多くの方を案内して、本当に奥へ入ります。奥へ入っ

て必ず少子高齢化の過疎になりつつある集落の方たちのおかげで、生物多様性とか環境

という言葉を町の人はよく使いますが、本当に頑張っておられるからこそ、こういうき

れいな昔の奥山、里山があるということを感謝して、分かっていただくようにしておる

のです。 

先ほどの基本計画の見直し案のところの３ページ、２５年１２月の国の「農林水産

業・地域の活力創造プラン」策定、林業の成長産業化を実現し、人口減少が進展する山

村地域に産業と雇用を生み出すということ、この言葉は私、深く理解していますけど、

要は琵琶湖水源林を含めた山奥で生活されている方のお姿、これは我々ももっと見たい

し、育ってほしいと願うとこです。 

この財源は、琵琶湖森林づくり県民税とは別の、本来の農林水産業に関係する予算で

山村振興、いろんな要望もあるかと思います。それは、そちらのほうの財源で組まれて

いると、そういう理解でよろしいでしょうか。 

○議長：お願いします。 

○事務局：まず、この基本計画というのは財源に関わりなく、いろんな事業を網羅的に盛

り込んでいるということでございまして、この中で一般財源を使うのもありますし、国

のほうでいただく、それからさっきおっしゃっていただきましたように、いわゆる地方

創生のお金というのは今も少し来ていますが、これからまだ出てくるようなので、そう

いうものを活用するということもございますし、そういうものを含めて、それで県民税

については、今説明させていただいたことの考え方で進めていくということでございま

す。 
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  ですので、それの中身によって、きっちりと明確に包丁で切ったように分かれるわけ

ではなくて、この森林・林業と重なる部分が多分にございますので、そこは主たる目的

を勘案しながら、これはどの予算に充当するかということを考えながらやっていくとい

うことです。 

おっしゃった山村振興的なものであっても、琵琶湖の環境であるとか、あるいは皆さ

ん協働でやっていただく。そのときになって、滋賀県の森林の環境がよくなっていく、

温暖化に貢献するという、いろんな側面がございますので、そこは主たる目的を考えな

がら、財源をどれに当てはめていくかというのは我々の作業として、これからやってい

くということになると思います。 

○議長：はい。 

  他に、この意見案についてのご意見、ございますでしょうか。 

○委員：県民税を県民から見ると、何に使われているのかということを非常に気にする中

で、ふわっとした言い方ですけど、ポジティブな使い方、これをしているからいいのや

という形で、みんなから見たら、期待ができるような使い方をしていますというような

部分にきっちり使ってもらう。ここがあるから穴を埋めたとか、そんなん何で私らの税

金でというような感じも、言い方も結構県民はあるのですね。だから、必要なことはよ

く分かるのですよ、いろんな形で。 

だから、工事もするし、いろんな整理も必要ですけども、その中で、県民税はこうい

う形でポジティブというか、前向きに、攻撃的にこういうのを使って森をよくしようと

思っていますよと、環境をよくしようと思っていますよというようなアピールができた

らいいなと。じゃ、それはどれかというのは、ちょっと私は分からないのですけども、

それが山村振興かも分かりませんし、県民が見て、ああ、なるほど。他と違うというよ

うなことから、イメージで申しわけないですけども、そんな感じがしました。意見です。 

○議長：はい、ありがとうございました。 

  そうしましたら、他にご意見がないようでしたら、この意見案について、異議はない

ということにさせていただいてよろしいでしょうか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

  ありがとうございます。 

  他にご質問がなければ、本日の議事、報告は全て終了ということになります。 

  ご協力、ありがとうございました。 
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   それでは、次回以降の日程等について、事務局からお願いいたします。 

○事務局：すみません。次回につきましては１２月を予定しております。 

お手元にお配りしました図面がございます。これは、前回、水源森林地域保全条例に

基づく基本方針をご議論いただきまして、今後、地域指定をしていきますというお話を

させていただきました。地域指定につきましては、森林審議会でご意見をお聴きすると

いうことになっておるのですが、このＡ２のもの、県内５００枚ぐらいを現在、作成し

ております。 

それで、各市町の１０万分の１ぐらいですが、こういった図面を作成して、森林審議

会でご意見を聴くという作業をすることになるのですけれども、これで、またお集まり

いただくのも時間的に大変であるというご意見もありまして、委員の皆様に１０月ごろ

持ち回りで、場合によっては郵送、もしくはお電話するとか、お持ちしてお話をすると

いうことであれば、お伺いさせていただきますので、１０月ごろにこれのご意見をまた

聞かせていただくと。 

これは一応見本でつくったものでして、現在正式な図面をつくっている最中ですので、

１０月ごろ、またご協力をよろしくお願いいたします。 

○司会：それでは、次回第１１１回の森林審議会の日程でございますけれども、森林審議

会は１２月下旬に実施させていただくということで、現在のところ考えております。年

末の慌ただしい時期になりますけれども、どうか委員の皆様にはご出席賜りますように、

よろしくお願いします。 

○議長：それでは、事務局のほうでは、きょうの委員の皆様からのご意見を踏まえて、今

後の作業を進めていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

  また、委員の皆様には、引き続き、お力添えいただきますようよろしくお願い申し上

げます。本日の審議はこれで終了させていただきます。 

  皆さん、ありがとうございました。 

 

５ 閉会 

○司会：委員の皆様には熱心なご審議をいただきまして、大変ありがとうございました。 

  以上をもちまして、第１１０回森林審議会を終了させていただきたいと思います。 

  ありがとうございました。 

〔午後 ３時４４分 閉会〕 


