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〔午前 ８時５７分 開会〕 

１ 開 会 

○司会：皆様、失礼いたします。 

ご案内させていただいておりました時間に、まだ少し早いのですけれども、委員の皆

様おそろいですので、ただいまから第１０９回滋賀県森林審議会を開催させていただき

ます。 

 

２ 定足数の確認 

○司会：本日の審議会は、委員総数１５名、出席委員数が１１名で、滋賀県森林審議会運

営要領第２条第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。 

 

３ あいさつ 

○司会：それでは、議事に先立ちまして、琵琶湖環境部の中鹿次長からご挨拶させていた

だきたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○琵琶湖環境部（中鹿次長）：皆さん、おはようございます。まだ県庁のほうは冷房が入っ

ておりませんで、大変暑い中、熱い議論をしていただくということになろうかと思いま

すが、どうぞよろしくお願いいたします。 

  平素は森林・林業行政、さらには環境行政の活動につきまして、格別のご理解、ご支

援を賜っております。この場をおかりいたしまして、厚く御礼申します。ありがとうご

ざいます。 

  本県の森林は、琵琶湖の水源林といたしまして清らかな水を育み、県土を保全し、そ

して多様な生物の生息の場となってございます。さらに、人々に安らぎの空間を与える

と、そういった貴重な空間を提供しているところでございます。このような豊かな水源

の森を健全な姿で次の世代に引き継ぐために、本県では平成１６年に琵琶湖森林づくり

条例を制定いたしまして、さまざまな取り組みを進めてまいりました。この間、琵琶湖

森林づくり基本計画に基づく森づくりを、琵琶湖森林づくり県民税、これを財源といた

しまして実施してまいりましたが、条例制定後１０年が経過いたしました。 

この間、全国的にも問題になってございます目的不明な森林取得、あるいはニホンジ
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カの激増によります山林荒廃、こういった新たな課題が生じてきております。当審議会

におきましては、一昨年末から延べ８回の審議会におきまして、大変熱心に議論いただ

き、水源林保全のための仕組みづくりといった形で答申をいただいたところでございま

す。そして、本年４月に琵琶湖森林づくり条例を改正し、また「滋賀県水源森林地域保

全条例」を、新たに施行させていただくことができました。改めて、お礼申し上げます。 

本日の審議会におきましては、昨年度の成果を受けまして、滋賀県水源森林地域保全

条例の基本方針についてといったことでご議論いただき、また琵琶湖森林づくり基本計

画の見直し骨子につきまして、ご議論いただきたいというふうに考えているところでご

ざいます。今回ご議論いただきます２つの案件につきましては、湖国滋賀の水源づくり

の方向性を見定める大切な議論となってございます。どうか委員の皆様には、忌憚のな

いご意見をいただきたいというふうに思います。 

簡単でございますけど、開会のあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願

いします。 

○司会：ありがとうございました。 

それでは、平成２７年度に入りまして、県担当事務職員の交代があり、新体制となっ

ておりますので紹介させていただきます。まず、事務局の前列右側から紹介させていた

だきます。  

（出席者順次紹介） 

 

４ 諮問 

○司会：それでは、引き続きまして、諮問に移らせていただきたいと思います。 

「水源森林地域の保全に関する基本方針について」は、本日付で諮問させていただき

たいと思いますので、次長、ご移動よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、琵琶湖環境部中鹿次長から栗山会長に諮問書をお渡しさせていただきます。 

（次長、会長席へ） 

○中鹿次長：よろしくお願いいたします。 

（諮問書手交） 

○栗山会長：はい、了解しました。 

○司会：どうもありがとうございました。 

  委員の皆様へは、諮問書の写しをただいまから配付させていただきます。 
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（諮問書写し配付） 

○司会：それでは、早速、審議に移らせていただきたいと思います。 

議長は、運営要領第３条に従いまして、会長にお願いしたいと思います。 

栗山会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

○栗山会長：はい、了解いたしました。 

  それでは、私が議長を務めさせていただきたいと思います。 

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

公開の取り扱い方針に基づきまして公開とさせていただきたく思います。ご了承をお願

いいたします。また、公開の方法につきましては会議の傍聴と議事録の公表により行い

たいと思います。 

 

５ 議事録署名人の指名 

○議長：次に、本日の議事録の署名人ですけども、本日は、○○委員と○○委員にお願い

したいと思います。 

  どうぞよろしくお願いします。 

○両委員：（うなずく） 

 

６ 議 事 

 ○議長：それでは、早速、議題に入りたいと思います。 

本日は、予定終了時刻は１１時になっておりますので、議事の円滑な進行について、

よろしくご協力をお願いしたいと思います。 

  お手元の次第にありますように、本日の審議事項は２件でございます。 

  配付資料の確認の後、最初の議題について事務局から説明していただき、その後、議

論に入りたいと思います。 

  それでは、早速、事務局から説明をお願いしたいと思います。 

○事務局：それでは、資料の確認を先に実施したいと思います。 

  皆様方には既に配付させていただいておりますが、第１０９回滋賀県森林審議会次第、

その次に資料１、水源森林地域の保全に関する基本方針（案）、Ａ３の綴りになってお

ります琵琶湖森林づくり基本計画の見直し骨子（案）について、次に別紙 資料２－２、

基本計画の見直しについて、参考資料の滋賀県水源森林地域保全条例、③水源林保全巡
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視員の配置という一枚物の資料です。 

  参考といたしまして、琵琶湖森林づくり基本計画（改訂）版の冊子と琵琶湖森林づく

りガイド（平成２７年度版）でございます。 

  皆様方、資料関係はおそろいでございましょうか。 

  よろしいですか。 

  それでは、資料確認は以上ですので、早速、事務局のほうから説明に移らせていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 （１）滋賀県水源森林地域保全条例の基本方針について 

○事務局：森林政策課の○○でございます。今年度も、よろしくお願いいたします。それ

では、座って説明させていただきます。 

  「滋賀県水源森林地域保全条例の基本方針について」でございます。これにつきまし

ては、お手元の資料の右肩に資料１ 水源森林地域の保全に関する基本方針（案）とい

うＡ４の表・裏の資料と、参考資料として、１４ページまでありますＡ４の資料を見て

いただきたいと思います。 

  まず、参考資料の１ページ目でございますが、下のほうに（基本方針）第５条とあり

ます。ここで、滋賀県水源森林地域保全条例に基づきまして、水源森林地域保全に関す

る基本方針を定める。」となっております。２項におきまして、「基本方針には、次に掲

げる事項を定めるものとする。」とされておりまして、（１）水源森林地域における適正

な土地利用に関する基本的事項 （２）水源森林地域の指定に関する基本的事項 （３）

その他水源森林地域の保全に関し必要な事項 となっております。 

  それで、第３項におきまして、「知事は、基本方針を定めようとするときは、あらかじ

め、滋賀県森林審議会の意見を聴かなければならない。」とされておりまして、先ほど

諮問させていただいた次第でございます。 

  それでは、中身につきまして、資料１をご覧いただければと思います。 

  水源森林地域保全に関する基本方針（案）の１点目が、水源森林地域における適正な

土地利用に関する基本的事項でございます。 

  （１）におきまして、適正な土地利用の確保に向けた取組が書いてあります。この中

で、「県は、適正な土地利用の確保に向けた取組として、水源森林地域内の土地の所有

権等の移転等の情報を事前に把握するための届出制度を導入する。」ということで、確
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保の取組としまして、届出制度を行うと書いてあります。 

  それで、アにおきまして、届出者への指導または助言 具体的にどのような指導、ど

のような助言を行うのかが書いてあります。アの１段落目でございますが、「県は、届

出をした者に対して適正な土地利用に関して配慮すべき事項や関係法令に基づく遵守

事項などについて助言を行う。」としております。適正な土地利用に関して配慮すべき

事項につきましては、この下のほうの（２）適正な土地利用に関して配慮すべき事項で、

後ほど出てまいります。その他関係法令に基づく遵守事項ですが、森林法、砂防法、自

然公園法、さまざまな法律があろうかと思いますが、そういった遵守事項について助言

を行っていきたいと考えております。どのような場合に指導するのかですが、２段落目

で、「水源の涵養の維持に影響を及ぼす場合など必要に応じて、届出内容の見直し等に

ついて指導する。」とさせていただいております。 

  それで、イにおきまして、市町との連携を書いてございます。上記の指導、助言を行

うにあたっては、市町の意見を聴くものとする、としております。 

  それでは、（２）適正な土地利用に関して配慮すべき事項です。ここにつきましては、

具体的にどのような助言をしていくのかというところですが、アにおきまして、水源涵

養機能の永続的な発揮を書いておりまして、水源森林地域を適切に整備し、保全を図る

ことにより、県民をはじめ下流域の人々が将来にわたって水源森林地域がもたらす水の

恵みを享受できるよう努める。２段落目におきまして、琵琶湖森林づくり条例の基本理

念にのっとり、水源涵養等の多面的機能の持続的発揮に重点をおいた森林づくりに努め

る。 

  それから、イにおきまして、開発行為等による水源涵養機能への影響です。「取水行為

や開発行為などを行う場合は、下流域の水の確保など森林の有する水源涵養機能の維持

への影響ができるだけ小さくなるよう配慮するよう努める。」としております。開発自

体は止めることができないのですけれども、水への影響ができるだけ小さくなるような

配慮の努力を書いてあります。 

  それでは、裏のページをめくっていただきまして、２番の水源森林地域の指定に関す

る基本的事項でございます。これにつきましては、条例第６条第１項ですので、参考資

料の一番下の第６条という部分ですけれども、ここで具体的に対象地域をどのように指

定するのかを書いてございます。 

  （１）水源森林地域指定の対象に関する事項で、「水源森林地域の指定にあたり、滋賀
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県の森林のすべてが重要な水源林であることを考慮するものとする。」ということで、

昨年度にいただきました水源林保全のための仕組みづくりの答申に基づきまして、「滋

賀県の森林のすべてが重要な水源林であることを考慮する。」としております。県によ

りましては、水道施設の取水のみとか、取水施設から半径何キロ以内というようなこと

を定めておられる県もございますが、本県におきましては、すべて重要な水源であると

考えております。 

  具体的に申しますと、２段落目で、森林法第５条１項の規定により立てられた地域森

林計画の対象となっている民有林としておりまして、その中で、山林、原野、保安林に

させていただいております。 

  ３番、その他水源森林地域の保全に関し必要な事項でございます。これにつきまして

は、「琵琶湖森林づくり基本計画に基づく環境に配慮した森林づくり、県民協働による

森林づくりなどの施策を多様な主体と連携により推進するとともに、水源である森林に

対する理解と関心を深めるための普及啓発等を行う。」としております。 

  具体的に、（１）水源森林地域保全のため施策の推進です。アにおきまして、「琵琶湖

森林づくり事業等を活用して、造林、保育等森林施業の適切な実施を促進する。」とし

ております。イにおきまして、森林の育成保全ということで、森林計画制度や保安林制

度、林地開発制度といった既存の制度を活用して、また治山事業等を活用しまして森林

整備を進めまして、水源涵養機能の確保を図っていこうと書いてございます。それで、

ウにおきまして、水源林保全巡視員の配置でございます。水源林保全巡視員を配置しま

して、巡視を強化することで、水源森林地域の継続的な保全を図ると書いてございます。 

  それで、（２）水源森林地域の保全に関する理解の促進でございます。アにおきまして、

広く県民等に協力・理解を得るために、「市町との連携・協力により、普及啓発活動等

を行う。」としております。イにおきまして、水源林の価値の発信ということで、これ

につきましても、昨年度、答申いただいた内容でございますが、「森林所有者や県民、

広く下流域の人々に水源である森林からの恩恵について認識してもらい、森林の価値を

情報発信することにより、森林づくりに関する施策について協力を得られるよう努め

る。」としております。 

  それでは、ここで水源林保全巡視委員につきまして、今年度から取り組みが始まって

おりますので、担当から、このペーパーにつきましてご説明申し上げます。 

○事務局：それでは、森林管理係のほうで水源林保全巡視員の担当をしておりますので、
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私のほうから説明させていただきます。 

  今、説明がありましたように水源林保全巡視員ですが、基本方針の中で位置づけられ

ているわけでございますけれども、近年の異常気象による豪雨災害やニホンジカ等によ

る森林や植生被害の増加等、新たな災害発生要因が加わり、今後ますます森林の現状を

把握する必要が生じまして、早急に巡視員制度を強化するために基本方針策定に先行す

る形になりますけれども、今年度から水源林巡視員制度を導入いたしました。お手元の

資料の最後にあります、横長の③水源林保全巡視員の配置という資料をご覧いただきた

いと思います。 

  従来、山地災害の原因となる異常な兆候の把握とか、台風や地震等の原因による山地

災害や治山施設の被災状況等を把握し、違法伐採の監視や林野火災防止のために県では、

市町職員さんとか林業関係団体の職員さん、また地域の方々に委任しまして、山地防災

ヘルパーとか森林保全巡視指導員という形でお願いしてきたところでございます。これ

らにつきましては、ある程度ボランティア的な活動であったり、月１回程度の巡視であ

ったりしまして、森林の状況を把握するには十分な体制というものではなかったという

ことでございます。 

  今回、水源林保全巡視員を開設しまして、県の嘱託職員として、各森林整備事務所に

１名ずつ、５つの事務所がございますので、計５名の方の巡視員を配置しまして、一人

当たり年間１４７日間、週３日程度になります。その程度の日数で業務に当たってもら

っています。で、森林・林業に関する知識を有している方ということで募集をいたしま

した。結果としましては、５名のうち、県の林業職員ОＢの方が３名、あと地元市役所

ОＢの方が２名という形でお願いしております。市役所ОＢの方につきましては、森

林・林業の専門家ではございませんけれども、地域の状況に精通しておられるというこ

とで、巡視員の研修会等を通じまして、森林・林業関係の知識の習得に努めてもらって

いるところでございます。 

  業務の内容につきましては、この資料の下に書いておりますが、左からいいますと、

森林被害の実態把握ということで、例えば森林病害虫等の被害の実態の把握をしていた

だく。それから、開発現場の指導とか、違法開発等の発見の業務に当たっていただく。

あと、治山とか造林事業をベースにしました防鹿施設の機能の点検ということで、そう

いった施策が十分機能しているかということを点検していただく。あと、林業関連施設

の防災的点検ということで、林道とか作業道、そういった路網、例えば路肩が崩れてい
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ないかとか、のり面が崩れていないか、そういった面で点検指導。あと、山地災害危険

地区を設定して、それからその後の経年変化等を点検していただく。あと、治山施設の

機能点検ということで、既設のものについてちゃんと機能しているかという点検。主に、

こういった業務をしていただいております。 

また、この巡視員が入られた情報につきましては、内容によっては環境事務所の不法

投棄の監視員等、他の機関の監視員と情報交換を図るなどして、森林部局以外との連携

も活用していけるのではないかというふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長：はい、ご説明、どうもありがとうございました。 

  ただいま説明がございましたように、水源森林地域の保全に関する基本方針（案）と

いうことで、ここに書かれたような事項について、今後基本方針として定めていくとい

うことになっております。特に、この届出制度によって、適正に土地利用をしているか

どうかというのも確認をするということ、それから滋賀県の森林というのはやはり琵琶

湖があることから、すべて水源林として位置づけるということ。そして、ただいま説明

がありましたように、水源林保全巡視員を置くというふうになっておりましたけども、

今年度からかなり具体的に進んでいるという話になっております。 

  以上のことに関しまして、ご質問、ご意見等ありましたら委員の皆様からお願いした

いと思いますが、いかがでしょうか。 

ご質問、ご意見等、よろしくお願いいたします。 

はい、どうぞ。 

○委員：すべての山林というような形で今、説明がされたのですけど、その中で、地目は

山林、原野または保安林という格好で指定をされておりますけど、農地が山林化されて

いる部分が多分にあるのですけど、その部分については、取扱いはどうされるのですか。 

○議長：はい、ご指摘、どうもありがとうございます。 

  それは、事務局のほうから説明をお願いします。 

○事務局：おっしゃるように、耕作放棄地で森林状態になっておるものですとか、山の奥

のほうでも、昔、ワサビ田とか茶園とか果樹園などが森林状態になっておるものがある

のですけれども、本来的には、そこは森林法以外のものなので、そちらの手続が必要に

なってくるということもございます。 

基本的には森林からは除外すべきものとされておりますので、それにつきましては、
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売買等のときに登記簿を見ていただいた段階で、山林、原野、保安林というものにつき

ましては必要であるという形にさせていただきまして、事実上、農地が森林区域に入っ

ておるということがございましても、それについては除外する方向で検討しております。 

○議長：はい。 

  よろしいでしょうか。 

○委員：すみません。 

  今、説明をしていただいて地目は分かるのですけど、過日、出先機関の森林事務所の

ほうに寄せていただいて聞きましたら、山林化されている農地、これを山林とみなすと

いう説明を受けたんですよ。だから、仮にそれを伐採する場合、伐採の届出をしなさい

というような指導があったのですけど、これはやはり明確にしておいていただかなけれ

ば、これから伐採をされるときは、いろんな問題があるかと思います。 

○議長：はい。 

  ご返答か、何かございますでしょうか。 

○事務局：分かりやすさという観点からいたしますと、できるだけ区域を同じくしたいと

いう思いがございまして、それで地域森林計画、森林法の対象になる区域と今回届出に

なる区域、ほぼ同じにしたいと考えております。ただ、今回につきましては、基本的に

は土地の売買等、権利の移転でございますので、ほぼ登記簿等を確認されるような事案

でございますので、それにつきましては、農地に木が生えているのだけど、どうでしょ

うというような県民の方からのお問い合わせをいただいたときに、農地ですので要りま

せんと、はっきりと分かりやすくさせていただきました。 

  ただ、森林法という法律の網からいきますと、木が生えておって森林区域に入ってお

ったら、それはどうしても手続が必要ということになりますが、今回の届出制度につき

ましては分かりやすさという観点で、登記簿で確認できるようにしたいという思いがあ

りまして、そういった形にさせていただいております。 

○議長：はい。 

  というご回答でしたが、よろしいでしょうか。 

○委員：はい。 

○議長：他、ご質問、ご意見等、いかがでしょうか。特にございませんでしょうか。 

  これまで、この森林審議会の中でさんざん議論してまいった内容ですけども、このお

話は、かなり審議会で議論した内容が具体的な形にちゃんと反映されているのかなとい
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うふうに思っております。 

  特に、異議はございませんでしょうか。 

  じゃ、どうぞ。 

○委員：後半の部分ですけども、水源森林地域という部分で下流地域の受益者ということ

から考えると、県民全体のコンセンサスというか、意識、理解が重要だと思います。 

ですから、３の（２）に普及啓発活動ということで書いてあるのですけど、これ項目

としては挙がっていますけど、この辺で市町との連携・協力により、その保全の重要性

に関する普及啓発活動等を行っていくという部分で、何か具体的なところがあれば、こ

ういうことをしてくると、従来にないような部分も含めて何かあれば、ちょっとお聞か

せいただけたらと、こういうふうに思います。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  それでは、事務局のほうからご返答をお願いいたします。 

○事務局：失礼します。森林政策課の○○でございます。 

  森林の価値評価関係について、ご紹介させていただきます。 

昨年に皆様方から、特に琵琶湖の価値の発信、滋賀県の水源林の発信が重要だという

ご答申をいただいた関係でございます。この中で、県民の方々や下流府県の方々を対象

として、森林の価値の評価をアンケート形式で滋賀の森林の価値を評価いただくもので

す。おいくらのお金だったら払ってもらえるかというアンケートです。 

このような評価調査業務の全国的な第一人者のお力もおかりした上で、調査業務を発

注できるように準備段階ですが進めさせていただきます。その評価をもとに、下流府県

の方々や県民も含めて、価値評価の発信をしていきたいと考えておるところでございま

す。 

新しいことの一端で、ご紹介させていただきました。 

○議長：はい。 

  という形でありまして、やはり滋賀県の持っている森林の価値というものが、今まで

は明確に定められていなかったということ、これをいわゆるその価値が見える化をして

いこうということで評価を行って、それを滋賀県民、さらには下流の方々に情報発信し

ていくために使っていこうという、そういった方向で考えるということがありました。 

  よろしいでしょうか。 

○委員：（うなずく） 
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○議長：はい。 

  そしたら、どうぞ。 

○委員：資料１の大きな３、（２）のアでございますけれども、「水源森林地域の保全につ

いて広く県民等に協力・理解を得るため」というふうになっていたのですけれども、こ

の県民等の「等」の解釈も大事ですけど、次のイを読んでみますと、水源林の価値の発

信につきまして、「森林所有者や県民」というふうに書いてあります。私はこの森林所

有者や県民という、このイの書き方をアのほうにもしていただけたらどうかと思うので

す。 

  と申しますのは、水源林という感じの大きな面積を持たれる所有者は、えてして県外

の我々の声の届かないところで持っておられる。しかも、これが法人であったり、個人

であったり、いろいろで、法人でありますと、全くその法人の性格が分からないという

ことになります。我々が心配しております水源林保全のこの趣旨に合わない行動をする

法人がいるかもしれないということで、私はこの（２）の「県民等」の前に、「森林所

有者」という言葉を入れていただくのがいいんじゃないか。このように思いますので、

ちょっとお考えしていただいたら、ありがたいと思います。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  ただいまご指摘がありました滋賀県内におきましても、不在村所有者の話があります

ので、こういった問題を含めた上に、県民等、恐らくこの「等」の中に含まれていると

思うのですけども、これをもう少し明確に森林所有者と県民という形にしていただきた

いということです。 

  これに関しまして、いかがでしょうか。 

はい、どうぞ。 

○事務局：最初のほうに書いてある「県民等」という、この部分のニュアンスというのは、

おっしゃったように法人とか事業者という、そういうニュアンスを持たせたが故に、こ

ういう表現になっておると思っています。ただ、この同じ方針の中に違う表現があると

いうのは非常に紛らわしいことでもございますし、まさにおっしゃっていただいた森林

所有者の方々にも理解を得るという部分が非常に重要なので、ここは今おっしゃってい

ただいた形で修正をさせていただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 
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  よろしいでしょうか。 

  他に何か。 

はい、どうぞ。じゃ、こちらから。 

○委員：同じく啓発のところですけども、先ほど説明があったように森林の価値の情報発

信をするということで、これから研究をされると思うのですが、そういう価値の情報発

信の多角化というか、そういうものをデータ的にとったりするところの発信の窓口をぜ

ひ増やしていただきたい。 

前回でもありましたけども、滋賀県の基本計画、それから生物多様性の滋賀戦略です

ね。マザーレイク２１計画のほうでもイベント等がありますけども、この前も説明があ

りました県の他の計画というふうなことのリンクをしっかりと発信していく中で、森林

の価値というふうなことを多角的にというか、情報発信する窓をどんどんと増やしてい

ただきたい。その中に、県民を巻き込んで、県民といろいろ協働・連携して進めていく

という形を念頭に置いて、ぜひ情報発信をしていただきたいなと思います。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  ただいまのことに関しまして、何かご返答ございますでしょうか。 

○事務局：貴重なご意見、ありがとうございます。 

  この方針を定めた後に、県民の皆さんに対して説明会を予定しています。まず、野洲

のほうから県下全域でやらせていただいて、その後、基本方針も含めて県下の森林整備

事務所単位でそれぞれ説明会なり、意見を伺う機会を設けたいなと思っています。それ

から、この制度が順調にうまく機能するようにということと、もう１つの基本計画を含

めて、今おっしゃっていただいたように、いろんな機会を通じて発信はしていきたいな

と思っていますし、先ほど話がありました調査報告の結果も含めて、いろんな機会で発

信したいと思います。 

  具体的には、今考えています県政プラスワンとか、ああいうものにも載せていこうか

と。それから、森づくり交流会という機会がございますし、それから、これは林業サイ

ドですけども、たまたま私は自然環境保全課におりましたので、地域戦略を策定して、

それをまた発信する機会が今年度いろいろ計画されていますので、そういった場所にも

乗り込んでいってといいますか、利用させていただいて、こういった情報もまさに水源

の保全という生物多様性の生態系サービスの部分でもありますので、そういう部分も含

めて情報発信をしていきたいと思っております。 
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○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  やはり県民等の皆さんの方々にも、こういう形で情報発信していく際には、単に情報

発信するだけではなくて、県民の皆様からのさまざまな質問とかに対応するための窓口

が必要だというご指摘だと思いますので、できるだけ窓口を一本化していただいて、説

明会とかされるときには、もし何かご質問がありましたら、こちらのほうにご連絡くだ

さいと、そういった形でやっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  そうしましたら、続いて、どうぞ。 

○委員：資料１、１の（１）、アの届出者への指導または助言で、届出者というような形に

なっているのですけども、私も届出者というのが売買とか、そういうふうなものを想定

すると二者になり、相続だったら三者、四者、五者ぐらいになっていくと思うのですけ

ども、もう少し下の段を読んでいきますと、「新たな土地所有者に文書等により確実に

伝達するものとする。」というふうな形で、結局は、この届出者というのは土地所有者

のみという考え方なんでしょうか。 

○事務局：届出者につきましては、参考資料の３ページに（立入調査等）第９条ですが、

届出者の定義を書いてございます。「知事は、この条例の施行に必要な限度において、

第７条１項または第４項の規定による届出をした者（以下「届出者」という。）」として

おります。 

基本的には、移転契約をする土地所有者等、それでこの届出をする方ということにな

りますので、相続で受け取られる方とかは対象になっておらず、売りたいと思っておら

れる、もしくは貸したいと思っておられるような土地所有者、現所有者さんが届出者と

いう扱いになっています。 

  それで、新たな所有者というのは、今度、買われるとか、権利を受けられた方と考え

ておりまして、その方に確実にお伝えくださいとなっています。 

○委員：そうすれば、その方が目的とかということを聞き取られて、売買のときに、その

森林資源を壊さないというような一筆というのか、そういうふうなのを書かれていくと

いうような状況ですか。 

○事務局：届出者の方が、従来ですと、買い手の方がどういうふうに使われようが、そう

いったものは関知しないということもあったかと思うのですけれども、この条例ができ

ましたので、届出の中で、どのような目的でやられるのかと。森林経営なのか開発なの

か、この参考資料の８ページですが、中ほどの左下に、「土地の利用目的」を書く欄が
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ございます。 

届出をしなければならないとなっておりますので、どういった利用目的で買われるの

ですかということをお聞きした上で、売っていただくということになりますので、それ

でここに書いていただいて、余りにも不適切な土地利用をされるということであれば、

指導・助言等の対象になってくるということでございます。 

○委員：このごろ、こういう読み取れない部分が、一番よく分からない部分だと思うので

すけども、開発とか、そういうことに関して業者は責任を持ってやると思うのですけれ

ども、ちょっと不明な方がややこしいことになるんじゃないかなと思って、そこら辺を

今後はっきりと分かるというような形にならないか。まだはっきりとは分かってない部

分も、届出者にイメージはあるのかとは思いますけれども、そこら辺はもう少しきちっ

としておく必要もあるのかなと思います。 

○事務局：適切な利用について指導等させていただきたいと思っておりますので、分から

んというような方も届出に来られるかも分かりませんけれども、きちんと聞き取ってい

ただいて、それで大切なんですよということをお伝えして、利用目的を書いていただく

ように指導していきたいと思います。 

○委員：少なくとも滋賀県は、こういう形で、こういうふうなことを行っているのだとい

う文書とか書類とか、そういうふうなものを相手方にもきちっと渡るような形でお願い

したいなと。口だけじゃなくて、売買する場合もきちんと書類関係で渡せるような形の

ほうがいいんじゃないかなと思います。 

○事務局：今はまだ構想段階ですけれども、他道県で取り組まれている内容を調査させて

いただいたことがございまして、森林でも森林法、砂防法、自然公園法もあれば、文化

財もございますし、いろんな法律があります。 

買われる方に対して簡単なチラシ、パンフレットをつくって、いろんな法律について

一覧表をお渡しされていると、富山県さんでそういう事例をお聞きしたのです。 

そういったものとか、あとは今お配りしております琵琶湖森林づくりのパンフレット

等で、森づくりでもいろんなことがございますので、手入れのことの普及啓発、それか

らやらなければならない法律関係、そういったものにつきまして、できるだけ確実に伝

わるように、分かりやすいように資料等、検討していきたいと思います。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  こういう形で届出制度を導入することによって、新たに森林を買われた方に対してき
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ちんと情報提供をして、この水源林としてきちんと守ってくださいということを示して

いくということは非常に重要かと思われます。 

  また、こういった届出制度がつくられたことによって、よく分からない目的で購入さ

れる方々に対して抑制効果があるということも十分あると考えられますので、こういっ

た制度をつくることは非常に重要かと思っております。 

  その他、ご質問、ご意見等、いかがでしょうか。 

特によろしいでしょうか。 

  そうしましたら、今回の基本方針（案）の修正箇所ですけれども、さっき○○委員か

らご指摘いただきました、大きな３、その他水源森林地域の保全に関し必要な事項の（２）

水源森林地域の保全に関する理解の促進のアの場所で、水源森林地域の保全について広

く県民等に理解を得ること、この「県民等」の場所も、「森林所有者や県民等」に置き

換えるという形で、修正はここだけとさせていただきたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

  そうしましたら、特に異議がなければ、こういう形で修正させていただきたいと思い

ます。どうもありがとうございました。 

 

 （２）琵琶湖森林づくり基本計画の見直し骨子について 

○議長：それでは、２番目の議題のほうに移りたいと思います。 

  ２番目の議題につきまして、事務局のほうから説明をよろしくお願いいたします。 

○事務局：引き続きまして、説明させていただきたいと思います。お手元の資料で、審議

会 資料２－１とありますＡ３の横長２枚物の資料、それから、資料２－２ 別紙と書

かれておりますＡ４の表・裏の資料、それから琵琶湖森林づくり基本計画の冊子です。

これをお持ちでない方等は事務局のほうからお渡しいたしますので、皆さん、お持ちで

しょうか。これで、説明させていただきたいと思います。 

  ございますでしょうか。 

  そうしましたら、資料２－１のＡ３の横長でございます。琵琶湖森林づくり基本計画

の見直し骨子（案）についてでございます。この表ですが、一番左に現計画の枠組みが

入っております。そして、中ほどに、どのような形に変えていくのかという骨子（案）

の枠組みが書かれております。それで、一番右側に見直しの内容、どういったものを追

加するのか、どういったところから取ってきているのかが書かれております。 
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  それで、明朝体で書いてあるものは前回と変わっていない部分、ゴシック体で書かれ

ているものは今回修正を加えた部分、それから斜めの文字でアンダーラインが引いてあ

るものは、水源林の仕組みづくりからご提言いただいた内容を盛り込んでおるというも

のでございます。 

  それでは、具体的な内容につきましては、従来の冊子を見ていただきたいのですが、

これをめくっていただきますと、前知事の「はじめに」というのがございまして、その

次のページに目次がございます。それをめくっていただくと、第１ 基本計画策定の趣

旨がございます。これにつきましては、冊子の１ページですけれども、下から３段落目

ですが、生活様式の変化等によりまして木材生産が減少することにより放置されまして、

荒廃した森林が見られるようになってきた。 

このような状態が続くと多面的機能が損なわれ、県民の生活に影響をもたらすことに

なります。このようなことから、琵琶湖森林づくり条例に基づきまして、平成３２年ま

での期間とする計画を策定します。ということが書かれております。 

これにつきましては、今回の改正におきまして趣旨が大きく変わるということはござ

いませんが、解説文の中で多面的機能の説明等がございますが、生物多様性の保全等に

つきましては何も書かれていないので、そういった趣旨の記述を追加して、少し分かり

やすく生物多様性について説明を追加していきたいと考えております。 

２ページの、基本計画の見直しにつきましては、基本計画見直しの背景、社会情勢の

変化、これまでの取り組みの成果と課題というのが書かれておりますが、これにつきま

しては全面的に書き換えなければならないかと考えております。 

それで、このＡ３の資料には入り切らないので、これにつきましては、資料２－２ 別

紙 基本計画の見直しについてということで、Ａ４の表・裏に書かせていただいており

ます。 

まず、見直しの背景のところで、新しい部分を書かせていただいております。それか

ら、森林・林業を取り巻く社会情勢の変化ですが、これにつきましては全国的な状況と

いうことで、５点ほど箇条書きで書かせていただいております。公共建築物等の法律が

施行されまして、原則木造で公共施設をやっていこうとか、COP10 で愛知ターゲットの

話、それから基本計画の見直しで国産材自給率を５０％にしていきましょうというお話、

それから地域活力創造プランで林業の成長産業化ということがうたわれております。 

ここで１点、訂正させていただきたいのですが、平成２６年３月に「鳥獣保護、狩猟
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適正化に関する法律」の一部改正とありますが、平成２６年５月の誤りですので、すみ

ません。５月に訂正させていただきます。ここで、保護と管理のことが書かれるように

なったということです。これにつきましては、前回の審議会で少し詳しいものを見てい

ただいているかと思いますが、今回は骨子ということで箇条書きにさせていただきまし

た。 

本県の状況でございますが、琵琶湖森林づくり条例改定後の新たな課題への対応です。

一昨年度からご審議いただいております水源林保全のための仕組みづくり答申であり

ますとか、昨年度の条例改正の概要、この下の箱囲みにあるところですが、こういった

項目について、見直しを織り込んでいきますよということが１点目に書いてございます。 

裏にめくっていただきまして、他の県計画との調和ということで、これにつきまして

も、前回審議会等でご議論いただいたかと思うのですが、基本構想や環境総合計画、生

物多様性しが戦略、こういうものの調和を図るために見直してまいります。 

それから、５年ごとの戦略プロジェクトの見直しということで、１６年計画の３期目

に当たるということで、新しい戦略プロジェクトをつくっていくと書かせていただいて

おります。 

これまでの取り組みの成果と課題で、これにつきましては戦略プロジェクト５年間の

取り組みですが、速報値では環境林整備事業、年間作業道開設延長等で目標を達成して

おりますが、年間間伐実施面積は達成できていないといったようなこと等がございます。

この４つの戦略プロジェクトにつきまして、現状を確認させていただいているところで

ございます。 

それでは、資料２－１、Ａ３の横長に戻っていただきまして、第２ 基本計画が目指

す森林づくりの方向でございます。これにつきましては、従来の冊子の５ページ目に書

いてございます。 

第２ 基本計画が目指す森林づくりの方向です。「基本方向」といたしまして、琵琶

湖と人々の暮らしを支える森林づくりの推進。「基本方針」におきまして、森林の多面

的機能の持続的発揮に重点を置いた森林づくり、県民全体で支える森林づくり、こうい

った文言自体は大きく変わるべきものではないと考えておりまして、従来どおりとさせ

ていただきたいと思うのですが、それぞれの解説文の中身には、生物多様性の記述等、

丁寧に説明する形にしていきたい。それから、少し文言が分かりにくいというご指摘も

いただいておりましたので、できるだけ分かりやすい表現で説明文を書いていきたいと
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考えております。 

冊子の６ページになりますが、第３ 基本計画の位置づけでございます。性格と役割

等については大きな修正はございませんが、第三次環境総合計画が第四次になっており

ますとか、戦略プロジェクトの目標年次、平成３２年度までの今回の計画ということで、

そういった点につきまして修正を加えていきたいと考えております。 

具体的な中身につきましては、冊子の７ページからございます第４ 基本施策という

ところでございます。ここで１から４までの柱立てをしておりまして、環境に配慮した

森林づくりの推進、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、

次代の森林を支える人づくりの推進というところで、柱立てをどうするのかというよう

な話を審議会でもご議論いただいていたかと思います。 

これにつきましては、仕組みづくりの内容が実行できるのであれば、従来の枠組みで

も構わないのではないかというようなご意見、もしくは場合によっては、仕組みづくり

の内容がかすまないように新しい枠組みを検討してはどうかと、それについて事務局で

検討するようにというご指摘をいただいておったと思います。それにつきましては、今

回１６年計画の３期目ということもございますし、まだまだこの柱立てについて環境に

配慮した森林づくり等につきましても、進めていかなければならないところがございま

すので、こういった柱立てについては変えないという方向で、中の具体的な項目につい

て整理をさせていただいたということでございます。 

以上、環境に配慮した森林づくりの推進ですが、従来は、多面的機能を発揮させる森

林管理の推進、人工林の特性に配慮した森林整備の推進、天然林の保全管理の推進の３

つのカテゴリーで分けられておったわけですが、今回につきましては、水源林のご提言

をいただいたこと、林地境界明確化のご提言、また生物多様性の関係のご提言というよ

うなこともございましたので、この３つの中柱を立てさせていただいております。 

（１）琵琶湖の水源林の適正な保全・管理の推進のところで、水源林の土地取引の把

握とか巡視の強化、林地境界の明確化 （２）持続可能な森林整備の推進のところで、

長伐期林・複層林、それから除間伐の推進、それから森林の適正な更新ですが、これに

つきましては仕組みづくりの中で皆伐等も触れるべきではないかというご議論をいた

だいておりましたこともございまして、仕組みづくりの中では間伐中心に書かせていた

だいておったわけですが、ここで適正な更新ということで、再造林等を行って積極的に

持続可能な森林整備をやっていこうじゃないかというところをうたわせていただきた
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いと考えております。それから、（３）生物多様性の保全に向けた森林づくりの推進の

ところで、ニホンジカ対策の強化や巨樹・巨木等の保全といったところをここに明記さ

せていただきたいと思っております。 

めくっていただきまして、２ページの県民協働による森林づくりの推進でございます。

これにつきましては、（１）県民の主体的な参画の促進 （２）里山の整備・利活用の

推進 （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取り組み ３つの

カテゴリーに分けられたわけですが、大きく２つに整理いたしまして、（１）多様な主

体による森林づくりへの支援 （２）県民の主体的な参画の促進ということで、まず１

点目には、現在森づくりに活動していただいている方々への支援について書かせていた

だいております。２点目につきましては、これから活動しようとしてくれる方々に対す

る普及啓発を中心に書かせていただいております。 

それで、仕組みづくりでご提言いただきました「企業、ＮＰＯ等多様な主体による森

林づくり」というところを１つ目に入れさせていただきまして、２つ目の参画の促進の

中で、「水源林の価値の評価と多面的機能の情報発信」を積極的にやっていくというと

ころを書かせていただいております。 

それから、（３）森林資源の循環利用の促進ですが、これにつきましては、冊子の１

１ページでございます。従来でありますと、県産材の利用促進、森林資源の有効利用の

促進という２つのカテゴリーがあったわけですが、今回につきましては、林業活動の活

性化による森林資源の活用（川上の取り組み）、県産材の流通体制の整備（川中の取り

組み）、県産材の有効利用の促進（川下の取り組み）ということで、３つのカテゴリー

に整理いたしました。 

それで、川上につきましては、もう既に取り組んでおりますが、従来まで書かれてい

なかった提案型集約化施業の推進とか高性能林業機械の導入による低コスト施業の推

進、それから林道等の路網整備、そういったものについて書かせていただいております。

また、仕組みづくりでご提言いただいた自伐型林業への支援といったところにつきまし

ても、川上の取り組みの中に入れております。 

それから、川中の取り組みとしまして、木材流通センターを核とした流通体制の強化

のところで、これも仕組みづくりでご提言いただいた内容を追加していきたいと考えて

おります。 

それから、川下につきましては、木質バイオマス施設の利活用、公共施設の木造化等
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につきまして、仕組みづくりから入れさせていただきたいと思います。 

骨子案の３ページ目でございます。次代の森林を支える人づくりの推進ですが、従来

の冊子でいきますと１２ページからでございます。これにつきましては、枠組み自体は

大きく変えておりませんで、森林所有者等の意欲の高揚、森林組合の活性化、森林環境

学習の推進ということです。これは条例にも書かれておる内容ですので、そのままの枠

組みにさせていただきました。それで、ご提言いただきました間伐等の森林情報等の積

極的な発信ということで、森林所有者の意欲の高揚につなげるための情報発信のところ

で追加させていただいております。 

２つ目の森林組合の活性化ですが、１県１組合を目指すと書いてあったわけですが、

１県１組合を目指した上で、活力ある森林組合の運営につなげていこうということで、

少し前向きな表現に変えさせていただきました。それから、森林整備の人材の育成とい

う部分につきましては、森林整備としか触れられてなかったわけですが、これから後に

出てきます戦略プロジェクトのテーマでもあります県産材の有効活用のところから、森

林整備の次代を担う人材の養成確保と生産基盤の充実、森林資源を有効活用する素材生

産の担い手の育成として、素材生産にも触れていきたいということで、より具体的に書

かせていただきたいと考えております。 

それから、環境学習につきましては、「やまのこ」を少しＰＲさせていただきたいと

いうところと、もう既に始めていただいているところですけれども、ウッドスタートか

らの「木育」の推進というご提言を、ここに追加させていただきたいと思います。 

Ａ３の４ページ目でございます。これにつきましては、戦略プロジェクトを書かせて

いただいておりまして、従来の冊子でいきますと１４ページからになります。ここにつ

きましては、５カ年の中期の計画、最終年度は６カ年になるわけですが、中期の計画と

いうことで全面的な見直しということになっております。 

プロジェクトのテーマですが、これまでの審議会のご議論等を踏まえまして、２つの

テーマを掲げたいと考えております。１点目が生物多様性に富んだ豊かな森林づくりの

推進、２点目が県産材の安定供給体制の確立ということで、４つの柱立てにつきまして、

このテーマに基づいて具体的に、重点的に取り組んでまいりたいということです。 

環境に配慮した森林づくりの推進では、生物多様性の保全と健全な水源林の育成に取

り組んでまいりたい。それから、県民協働によるところですと、多様な主体による森林

づくり活動を進める。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、
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森林資源の循環利用促進による林業活動の活性化に取り組んでまいりたい。次代の森林

を支える人づくりの推進プロジェクトにおきましては、豊かな森林づくりの普及と森林

資源の循環利用の担い手の育成に取り組むということで、資源の利用というところを具

体的にやっていきたい、担い手の育成に取り組んでいきたいというところであります。 

それで、第６の推進体制ですが、冊子でいきますと、最後の２２ページになっており

ます。これにつきましては、１点目、森づくりのために県民税で財源の確保に努めてま

いりますということと、２点目、ＰＣＤＡサイクルで点検評価を実施してまいりますと

いうこと、それから実施状況を公表してまいりますという３点ですが、これについては

引き続き、同じようにやってまいりたいと思いますので、特に変更等は検討しておりま

せん。 

説明は以上です。 

○議長：はい、どうもありがとうございました。 

  ただいま説明にございましたように、琵琶湖森林づくり基本計画の見直しに関しまし

て、これまでこの審議会で議論してまいりました内容を、こういった形で反映していき

たいと、そういったご提案になっているかと思われます。 

  これに関しまして、委員の皆様からご質問、ご意見等お願いしたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：すみません。この見直しについて、今日、どこまでの範囲で意見を言う時間にな

るのですか。 

○議長：基本的には、この基本計画の見直しの骨子を、こういう方向で進めてよろしいで

すかというご提案ですので、この骨子のあり方、例えばこういうふうに変えたほうがい

いという意見がありましたら、ぜひここでご提案いただきたいと思うのですけども。 

○委員：多分、それまでの話を詰めた内容でされているので異論はないのではないかなと

思っているのですけど、ただ、今回この冊子そのものに載せる文面ではないじゃないで

すか。これからつくられて、その文章もまた私たちが見させてもらってから載るのでは

なくて、でき上ってから載るのかどうか。 

○議長：今後のスケジュールの話になってまいりますね。 

  そこは、事務局はどのようにお考えでしょうか。 

○事務局：今回、この中でいきますと、中ポツで水源林の土地の把握とか水源巡視員の強
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化というものにつきましては、例えば基本施策でいきますと、７ページの１番の環境に

配慮した森林づくりの推進を見ていただきますと、（１）多面的機能を発揮させる森林

管理の推進とありまして、その下に、例えば１点目ですと、保安林指定、森林病害虫獣

の削減、災害からの森林保全と項目で書かせていただいているのです。 

これが●（黒丸）で書かせていただいている、森林の多面的機能を高度に発揮させる

ため保安林に指定し、山地災害から県民の生命活動を保全し、森林の病害虫を削減して、

森林の保全に努めます。こういった内容に変えていくということですが、次回、こうい

った具体的な文章で内容を書いたもの、今は項目だけですが、書かせていただいて、次

回その文言についてまた見ていただくという機会を設けたい。それから、答申いただい

たもので事務局案を作成いたしまして、県民政策コメントといいまして、県民の皆さん

にホームページ等で公表させていただいて、ご意見をいただいて最終修正を加えて、公

表ということになります。もう一度、審議会で見ていただく機会は設けさせていただき

たいと思っております。 

○議長：はい。 

  ということですので、今回は実際の基本計画の細かい文章の一文、一文までチェック

するというよりは、全体的な枠組みとして、これまでの枠組みをこんなふうに少し修正

していきたいという、その骨子について、こういった方向で進めてよろしいですかとい

う確認かと思われます。 

  これで、よろしいでしょうか。はい。 

  それで、何か追加でコメント、ご質問等ございますでしょうか。 

○委員：今の時点で、皆さんからあれば、先に。 

○議長：そうですか。 

  じゃ、皆さんのほうから。まずは、今現在ありましたように、今回提案されている見

直しの骨子（案）につきましてご質問、ご意見等ありましたら、お願いしたいと思いま

すけども。 

  はい、どうぞ。 

○委員：持続可能な森林整備の推進、森林の適正な更新ということで入れていただいたの

ですけど、さっき説明されたような皆伐から再造林への取り組み、これが更新やという

ふうなことやと思うけど、もう少し具体的にそれを入れるべきやと。上には計画的な除

間伐の推進とうたっているので、やっぱりこんな中途半端な文言より、皆伐から再造林
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を育成していく、その必要性をちゃんと今この時点で明記すべきやと、そういう思いは

持っています。 

○議長：はい。 

  というご指摘ですけども、ご返答を事務局のほうから、よろしくお願いいたします。 

○事務局：ありがとうございます。 

  今、森林がどんどん老齢化していって、本当に少子高齢化社会を山のほうも迎えると

いうことになると思います。で、これはやはりひずんだ状態だと思いますし、森林を若

返らすと、そして平準化していくということは非常に大事なことだと思っていまして、

ただ、たくさん課題がございます。再造林する時にはやっぱり伐採したときの収益が上

がってこないと、次の保育経費が賄えない。 

  あと、鹿の問題があります。植栽した木が食害されるので、この問題も非常に大きな

問題と捉えていまして、たくさん課題があるのですが、ただ、最初に申し上げたように、

やっぱり若返らしていくという、そういう資源を循環していくということをやっていか

ないと、長期的に見た場合の滋賀県の森林の姿が描けないと思いますので、そこはしっ

かりやりたいというふうに思っています。 

そういった中に、もう少し具体的に明記せよということでございます。今日は先ほど

もお話がありましたように骨子ということで、ここにそういう項目を挙げさせていただ

いていますが、この後、肉づけをしていくときに、今申し上げたような考え方をしっか

りと書き込んでいくという形で、次回はそういうところが目に見えてくるというふうに

思いますので、ご了解いただきたいと思います。 

○議長：はい。 

  ということですので、次回、文章案を作成される段階で、今ご指摘にありましたよう

な皆伐を行った後に再造林を行っていく必要性とかについて、ぜひ反映していただきた

いということですね。はい。 

  他、いかがでしょうか。 

  じゃ、こちらから。 

○委員：せっかくの機会ですので、先ほどの森林の適正な更新の関係で今思うことは、昔

植えた時代と大分違っていまして、鹿の被害もありますし、花粉症対策という問題もあ

ります。それから、経費がかかる割に収入が上がらないということで、今全国的にはい

ろいろと低コストの造林方法とかも検討されて、これを詰めていくと結構いろいろと考
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えることがいっぱいあるんじゃないかと思います。 

  今日は項目だけということなので、これ以上申すことはありませんけど、この中身は

いろいろと試行錯誤しながらやっていくのかなというふうに感じています。以上です。 

○議長：はい、ご指摘どうもありがとうございます。 

  やはり今後再造林していく際には、いろんなことを考えなければいけないということ、

特に鹿の食害対策も考えないと再造林しても意味がありませんので、そこら辺うまく連

携して、この文章の中に書いていただくという形でお願いしたいと思います。 

  その他。 

じゃ、どうぞ。 

○委員：保全・管理ということで、うちの多賀町は道路沿いの下に太陽光発電をされると

思うのです。これも民間の会社の土地やで、造林を伐採して、その山肌をめくって、今

そこまでやってはる。それも、どっちかというたら規制は町として、したいなと思って

いる。個人の土地にこちらからお願いすることはなかなかできなかったけど、耕作放棄

地、そういうような土地への設置やったら、いたし方ないと思うけど、山林へのこうい

うような事例が出てくると、そういうこともされるということがありますので、届出、

それで監視、そういうことをしっかりお願いをしたいと思います。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  ご返答は、いかがでしょうか。はい、どうぞ。 

○事務局：森林保全課ですけども、今、○○委員がおっしゃいましたように、太陽光発電

は耕作放棄地でありますとか、平場の未利用地の転用でほぼ場所がなくなってきたみた

いで、当課にも森林を開発して太陽光発電用地にという相談が、今年度に入りましても

数件ございます。そういった中で、１ヘクタールを超えますと林地開発という森林法上

の手続がございますので、そういった中でしっかり審査して、水源林保全という視点か

らも、きちっと指導はしていかないとあかんと思っています。 

  ただ、いかんせん新しい傾向といいますか、林地開発の新しい形態という形でトレン

ドになりつつありますので、そういったあたりについても、今回県としても水源森林地

域保全条例ができましたので、そういった視点からも、いろいろ市町等のご意見をお伺

いしながら、ちょっと整理が必要かなというふうに考えておりますので、今後ともよろ

しくお願いいたします。 

○議長：はい、どうぞ。 
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○事務局：補足ですけども、いわゆる国定公園の中については、これまでから議論があり

まして、自然環境豊かな森林を壊して太陽光発電をするというのは、どうだろうという

議論は前からあったのですね。ただ、それに対する明確なものがなかったのですが、た

しかこの４月からだと思うのですけど、その国定公園の開発に対する許可基準のガイド

ラインみたいなものができて、それまでより若干厳しくなったというふうに聞いていま

す。 

そちらのほうで、今までより少し厳しい形でのチェックは働いているのかなというふ

うには思っています。 

○議長： ただいまご指摘があったように、太陽光発電の問題等に関しましても、この基本

計画の中で、どういう形で反映するかということを少し事務局のほうでご検討いただきま

して、次回、文書案をつくる段階で、どこまでそれを入れるかということについて、ぜひ

お示しいただきたいと思います。 

  その他、この骨子案につきまして何かご質問。 

  じゃ、どうぞ。まず向こうから。 

○委員：骨子案の４ページ、戦略３の森林資源の循環利用促進プロジェクトですけども、

３つ目のポツ、県産材に有効利用による温暖化対策への貢献、これは非常に大事なこと

で、この文言でいいと思うのですけども、県産材の有効利用による温暖化対策と、もう

１つ滋賀県の山を守りますという文言が入ったら、よりアピール度が高いと思うのです。

それが１点です。 

  ２点目は、森林資源の循環利用の促進について、（１）、（２）、（３）の川上、川中、川

下という、この表記は入るのか入らないのか分かりませんけども、この冊子を広く県民

の皆さんに読んでいただいて、いろんな機会があれば宣伝していくという格好になると

思うのです。川中、川下の表記をもっと追加するというのは、私はすぐ出てこないので

すけども、もう少し項目を増やすなり積極的に使っていただく、また利用するというの

を強く表現していただいたほうがよい。 

川上というのは県の行政の指導とか、そういうのである程度できると思うのですけど、

川中、川下というのは、なかなか弱い発信力ですと、皆さんの受ける力というのは弱い

と思うのですけども、そのようなことを感じたのです。 

○議長：はい、ご指摘、どうもありがとうございます。 

  事務局のほうは、返答がありますでしょうか。 
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○事務局：森林政策課の○○です。 

  今のご意見がありましたように、下流側から使うというところ、やはり見せていくと

いうのが大事かと思いますので、県産材をめぐる動きなりがいろいろ出てくるかと思い

ますが、○○委員の言われたところを参考といたしまして、前向きな取り組みをしてい

きたいと思っております。 

○議長：はい。 

  よろしいでしょうか。 

  この循環利用という観点からすると、やはり山側だけでなくて、川中、川下部分でも

きちんと体制をとっていかなければいけない。これは間違いないことだと思いますので、

ここで書いていく中で、できるだけ具体的に今後やるべきことというのを取り上げてい

ただきたいと思います。 

  他、いかがでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：この琵琶湖森づくり基本計画というものは、滋賀県民全部が理解をする必要もあ

りますので、率直に言いまして、きれいごとを書かなきゃいかんということになります。

ところが、私ども森林組合で日夜考えたり行動したりしている者にとりましては、どこ

を探してもきれいごとはないわけです。例えば、基本計画骨子案の３ページの一番上で

すね。人づくりの推進という大きな項目があります。こういうところを見ましても、そ

のお隣のページにありますボランティアに頑張っていただきましょうというふうな話

もありますけれども、森づくりにボランティアを使うというようなことは、およそナン

センスなんですね。 

これはきれいごとやから書いておかなきゃいかんわけですけども、現場で毎日暮らし

ている者にしましては、ボランティアで来た人が事故を起こした場合、どうするかとい

うことがありますので、やはりこれは人づくりということきちっとせないかんというふ

うに思っております。林業経営というものは、率直に申しまして、人づくりというもの

は裏にお金があるということを忘れてもらっては困るのです。 

森林経営の一番苦しいことを、一番滋賀県中でよく知っておられるのは、そちら側に

おられる地元関係の方が知っておられると思うのですけども、造林公社がいい手本です。

誰が見ても、あの造林公社のいい手本が燦然と輝いておるわけでして、どれだけ苦しい

かと。知事さん以下、皆さんが集まって、造林公社というものを、あのような姿にして
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しまったということですから、我々一森林組合に頼り、ボランティアに頼るというのは

生易しいものではないということです。 

ですから、人材育成につきましても、それではどういう人材を育成するのかというこ

とになりますと、書くのは簡単ですけども、具体的にどういう人材育成をしたらいいか

ということなんですね。プランナーをつくりなさいとか、フォレスターをつくりなさい

ということは、それはできるかもしれませんけども、立っている木を斜めの山の中で伐

る。このことが誰しもできるかということです。そこにおられる事務局の方も我々も含

めて、雪が残っているツルツルの山の中で、あの木を無事に伐って出すということはで

きないと思います。至難のわざ。 

そうなりますと、材木を伐り出すということが非常に技術や努力が要りますので、ハ

イコストになってくるということになります。できればやってもらえばいいですけども、

造林公社を見てもらったら分かります。できない。けれども、我々は人材育成をしなき

ゃならんということになりますので、基本計画の３ページの大きな４の（２）森林組合

の活性化の中に、森林整備の次代を担う人材の育成確保と生産基盤の充実という、この

育成確保について、ど真剣に考えていただきたい。今、具体的にどうする、こうすると

いうことは言えません。率直に申しまして、私の所属しております滋賀中央森林組合は、

ことし４月から採用した女性、これはまさに我々の森林組合で女性としては４人目のマ

ドンナであったのですが、見事に５月１日にやめてくれました。すべからく、そういう

調子でして、掛け声と中身は違うということなんです。 

ですから、この人材育成ということについては、そんな生易しいものでなくて、「や

まのこ」で遊んでもらい、ウッドスターで木育の推進をしてできるということではない

ということを十分理解をして、とにかく常に参考に造林公社というものを置いてもらい

たいということを申し上げておきたいと思います。 

それから、自伐型林業への支援ということであるわけですけども、これも間伐、皆伐

含めていろいろと考えられるわけでございますけども、必ず材木が出てきたら木の値が

下がります。現に、我々の間伐材を買ってもらいたいと思っておる大きなベニヤ板会社、

これは契約がしてあるのですけど、これは値段を下げてきました。そして、仕入れを抑

制してきました。間伐を推進して集材が目標に近づいてきたら、今度は買ってくれるほ

うからそれが出てきますと、森林所有者に対して材木代を払うことができない。そうな

りますと、森林をつくる意欲がなくなります。 
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ですから、私どもはいつも思っておるのですけども、正確には分からないですけど、

農林省の関係で外国産の肉を輸入するときに、相場が変わったら、何とか補てんしまし

ょうという制度を持っているはずなんですけども、私は具体的にそこまでは林業の木材

については申し上げませんけれども、一生懸命に人材を育成して材木を生産したら、そ

の生産された材木の値段が崩れてしまって、買ってもらうことができないということに

なるというおそれがあるということを知ってもらいたい。 

それがよい証拠に、造林公社の材木は、林道の奥で一山全部伐り出した木が腐ってお

ったということがあります。これは公には出ておりませんけども、そういう事実がある

のです。なぜなら、それは木が安くて運賃も出なかったということになるからでありま

す。そういうことでございますので、私どもはこの基本計画をつくるときには、私の申

し上げたことのせめて１割もその気持ちを組み込んだ内容にしてもらいたいなという

ふうに思っています。 

具体的に申しますけれども、骨子案の３ページの森林組合の活性化の中に、現計画で

は、「１県１組合をめざす」というふうになっておりました。ところが、これが前向き

にするために消しますということになりましたけども、目下、滋賀県では１県１組合に

しようということで塗炭の苦しみをしております。本当に必死で夜も寝られんぐらい神

経を使ってやっておるのですけども、ここでばっさり「１県１組合をめざす」という言

葉がなくなってしまって、説明してもらわねば分からない「活力ある森林組合の運営」

という表現に変りましたら、１県１組合は、もうせんでもええねんという考え方も出て

くる可能性もあります。 

ですから、私どもは、「１県１組合をめざすなど活力ある森林組合の運営」というこ

とにでも変えていただきまして、そしてやる気をますます持たせるように、また新しい

雰囲気を生み出すように、そしてまた、新しい雰囲気に惚れて若い人材が入ってきてく

れるように、そういうふうな格好にしていただければありがたいと、このように思って

おりますので、よろしくお願いします。 

たくさん申し上げまして、失礼しました。 

○議長：はい、ご指摘、どうもありがとうございます。 

  それでは、事務局のほうから、ただいまの指摘に関しまして、ご返答できますでしょ

うか。 

  どうでしょうか。まず、事務局のほうからありますか。それとも委員のほうからいき
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ますか。 

  では、事務局のほうからご返答をお願いします。 

○事務局：森林政策課の○○でございます。 

  今、○○委員からご指摘いただきました次世代の森林を支える人づくりの推進の２番、

森林組合の活性化というところですけども、○○委員がおっしゃるとおりでして、非常

に大事なことだと思っております。それで、私どもの趣旨としましても、今「１県１組

合をめざす」というのは真剣に考えているところでございまして、委員ご指摘のとおり、

１県１組合の指向性を取り消すものではございません。次回には、ご指摘のように「１

県１組合をめざすなど」ということを盛り込みたいというふうに思っております。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  そういった方向で「１県１組合をめざす」というのは、一応表現としては残すという

ことですね。はい。 

  他、何かこれに関しまして、ございますでしょうか。 

○委員：それでは、私から。 

○議長：ひとまず、委員のほうからお願いします。 

  じゃ、そちらのほうから。 

○事務局：すみません。人材育成の話が最初にございました。 

  確かにボランティアさんの話が出ましたが、山がまだ若い間はボランティアの方とか、

そういう方でも手入れができた。ただ、今、山がかなり大きくなってきて、なかなか機

械とかを用いないとできない。まさにプロの方が仕事に携わっていただかないと、安全

面も含めて、効率的ということも含めて難しくなってきています。 

ですから、ボランティアの方というのは本当に林業を応援していただくといいますか、

林業を理解していただく、そういう部分での参加ということで、これはこれで進めてい

きますが、これからは木材を伐採・搬出していくことを中心に、やはりプロである森林

組合中心に人材育成をしていくということが必要だと思っていますので、そこは県森連

さんも含めて、人材育成の事業をいろいろやっていただきますし、と言いつつ、なかな

かその人材が育ちにくいという面もございますけれども、そこはしっかりとやっていき

たいなと思っております。 

それから、自伐林業の話が少し出たのですが、最近、木の駅プロジェクトとか、そう

いうようなことが全国的に出てきておりまして、いわゆる自分の山をもう一回見直して、
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できるところは自分でやっていきましょうと。軽トラに乗せて運んでいって、それを少

しでもお金に換えていこうという動きが出ているので、そういうことによってもう一回

山へ戻っていただく。山の関心をもう一度持っていただくという面が非常に有効な部分

もございますので、これは進めていきたいと思っています。 

ただ、一方で、こういう部分だけでは本当に山の整備が進むのかというと、それは難

しいので、組織的にやはり機械力を用いて、あるいは道をつけながら効率的に木材の伐

採の話をしていくと、間伐もやっていくということが大事だと思っていますので、主力

はやはりそちらのほうでと考えていまして、それをしっかりと進めていきたいと思って

おります。 

あわせて、そういう部分も詰めていくという、両面でいきたいと思っております。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  ただいまご返答がございましたように、これから本格的に伐採時期を迎えるに当たっ

て、従来のようにボランティアだけでは対応できないというのは間違いないと思います。

やはりきちんと高度な技術を持った人材というものを、どうやって育成していくのかと

いうことが必要であるということ、これを見直す際には、ぜひ文章の中に反映していた

だくという形でお願いしたいと思います。 

  よろしいでしょうか。 

○委員：ちょっと。 

○議長：少し手短にお願いします。 

○委員：私は森林組合長という立場で、森林組合の目下置かれている状況について、技術

的な面から大分申し上げましたけども、決して琵琶湖森づくりという大切な基本理念は

踏み外す気はございません。全くございません。ですから、ボランティア活動も大切で

ございますし、それから「やまのこ」の活動も大切だというふうに思っておりますので、

その辺のご理解だけは十分に外さないようにお願いしたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  ただいまありましたように、ボランティアとか、そういった今までのいろんなやり方

も当然並行して残していく。ただ、一方で、伐採時期を迎えた高度な技術を人材も育成

していくという、その両方の面からやっていただきたいということと思われます。 

  それでは、○○委員、お願いします。 
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○委員：○○委員から森林組合のことを言われましたので、そのことを含めて多少異論が

ありますので、させていただきたいのです。多賀町は、多賀の森林資源を循環させてい

くようなワーキンググループ、組織をつくってやって、８月で丸３年になります。その

中に森林組合、もう１つ大滝山林組合も入っていただいて、そして民間の業者の皆さん、

そして行政、１４～１５名ぐらいで、今どうやって循環させていくかという取り組みを

やっています。 

  それで、森林組合の今までの考え方、うちの森林組合は特に山の材を搬出して、そし

て利用する。そのような取り組みより、他に治山事業とか砂防事業、そういうような工

事があったときが長かった。やっぱり利益をそれに頼った時代がありました。しかしな

がら、ここ５年、１０年前からそういう取り組みがだんだんと少なくなってきて、やっ

ぱりそれだけで頼っていくと森林組合は生き残れない。それを今までやっていたのが森

林組合、木材の循環をやっていたのが民間合板・製紙会社、そして市場へ卸す。それが

ほとんどだったと思うのです。 

その流れを今、私らが変えようとしているのです。今まで１００％だったのを５％、

１０％、最終的にはそれをだんだんと増やして、その森林組合から出た山の木も、やは

り私たちの地域内で使うことによって付加価値を高めていく。まず公共施設から使って

いく。そして、民間の住宅にも使っていく。大変やと思うのです。そのようなことをし

ない限り、木材の価値は上がっていきませんし、今までの行動を変えていかなあかんと。 

そんな取り組みをやっていって、これがあかんかったら、もういたし方ないけど、今

までの林業の感覚でやっていたら、まさしく今までのものしかないし、利益は出ないと。

その流れを変えていくための取り組みを、これからやっていかなあかんという思いを持

っておりますので、皆さんも変ってください。よろしくお願いします。 

それで、もう１つ、よろしいですか。 

○議長：はい、どうぞ。 

○委員：バイオマスの利活用ですけど、最近、よそへ行くと、バイオマスの大きな施設を

持ってはるとこ、やっぱり材を集めるのにかなり苦労してきてはる。滋賀県なんか、１

つ大きな施設を持ってはるとこがありますけど、このような大きい施設へのバイオマ発

電として生きていくのか。滋賀県だったら木造施設へちょっとバイオマスをやると、そ

ういうふうなきめ細かいバイオマス発電をするような取り組みでないと、残材を使おう

と思ったら、なかなか難しいなと。 
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そこら辺、私はこのバイオマス発電はちょっと要注意やなと思っています。 

○議長：はい、ご意見、どうもありがとうございます。 

  ただいまのご意見に関しまして、事務局のほうから何か返答ございますか。 

○事務局：今、○○委員が言われましたように、バイオマス、熱エネルギーの観点、いろ

いろ出てきまして、滋賀県もＮＥＤО（ネド）の補助金を使われたところがあって、ほ

とんどが廃材チップでやられて、現実に０.８％ぐらいということを聞いていますが、

今後の取り組みとかいろいろ広がる可能性もございます。 

  しかしながら、やっぱり木を出す仕組みづくり、そこら辺からきっちりと引っ張って

いって、バイオマスに使うのか、公共木材で使うのか、木として家で使うか、いろいろ

あるかと思いますけれども、その辺で山に還元するようにいろいろな取り組みも、私ど

も下流側から引っ張っていきたいと思っています。 

  ちなみに、今年度、薪ストーブということ、象徴的な取り組みを県が一つやり出した

ということで、やはり今まで下流側というか、そういうところになかなか県が入ってお

りませんでしたけれども、それを第一歩としながら、身近なエネルギーでございますバ

イオマス、あるいは木を使う仕組みをきっちりと見せて、県産材利用が広がるように、

個々の施策の中で考えていきたいと考えております。 

○議長：はい。 

  よろしいでしょうか。 

  バイオマスに関しましては、ただいまありましたように、やはり大量に集材が必要に

なってくるということもありまして、場合によっては、大規模なバイオマス発電ができ

たりすると、非常に資源という観点からも気をつけなければいけない。こういった側面

はあるかと思われます。今の段階では、そこまで切迫する状態ではないという返答でご

ざいましたけども、今後そういったことを含めて、基本計画としてバイオマスをどう考

えていくのかということについては、ある程度反映したほうがいいのかなとも思います。 

  その他、骨子案に関しまして、何かご質問、ご意見等ございますか。 

  じゃ、どうぞ。 

○委員：循環利用の促進ということで、木の使い方という観点からちょっと気になること

がありましたので、意見という形で言わしてもらってもいいですけど。 

先日、大手企業さんが化学樹脂を使って魚道をつくると、寄附という形で魚道をつく

ろうということで新聞記事に載っておりました。一般の人が見たら、これやったら長い
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こともつし、寄附やからという形で、いいことをやるなと。しかし、そこには、木材の

魚道はだめやみたいな書き方になっている。従来やっていた間伐材ではやらずに、化学

繊維を使ったような部分の魚道をつくっていこうということで、高く評価をされている

ような新聞記事があるのですね。 

  これは、一般の県民がその新聞記事を見たら、間伐材は早く悪くなって何や悪者みた

いな扱いなんですね。魚道なんかこそ、逆に間伐材を使って何年間に一回取り換えをし

て、僕なんかは木の使い方、循環という部分でいくと必要やなと思うのです。 

ここで申し上げたいのは、２ページ目の循環の促進という形で、川上で間伐材の利活

用の推進と書いていますね。具体的なことはこれから話も出てくるかと思います。川下

で、新たな利用方法等の調査研究というのがございますね。この辺のところでも、やっ

ぱり間伐材というものにスポットを当てて、利活用の研究という部分、どこで、どう使

えばいいのか。３年、５年で償却できるような部分も含めて考えていく。それに県民の

ほうからの目線で、ここはこういう形で間伐材を使っているなということで、これが循

環という形で地球温暖化防止に対して、ＣＯ2 を吸収し、固定化して、そこでやってい

くのですけど、非常に効果があるなという形でやってきたので、この辺のところをもう

少し間伐材の利活用・研究という部分について、力を入れた書き方ができないのかなと

いうのが１つ。 

  もう１つは、魚道という形でいくと、多分自然課もしくは琵琶湖環境政策課か河川課、

そういうところの担当だと思うのです。琵琶湖を中心にいろいろ考えますと、魚道をつ

くるのは難しいみたいな形もありますので、僕なんかちょっと森林に携わった者だから、

ああいう書き方をされるとあかんので、やっぱり県の他部署と連携をとって、書き方が

いいか悪いか別やけども、やっぱり県産材、特に間伐材をみんなで使っていくことが温

暖化防止になるよということの指導を、できたら連携してやっていただけたらなと。そ

うすると、県民はそういう目線で見て、間伐材をどんどん使っていったらいいのやとい

うふうになるので、最近の出来事から見て、ちょっと気になるところがありましたので、

この辺は間伐材というところにスポットを当てて、循環させればなというふうに思いま

す。以上です。 

○議長：はい。 

  それじゃ、ご返答をお願いいたします。 

○事務局：これも、たまたま私が自然環境保全課におりまして、やっていたことに多分関



 - 34 - 

係があると思うのです。その新聞は、ちょっと私は確認してないので、私が思っている

ものとそれが一致しているかどうか分かりませんが、いわゆる生物多様性を保全する活

動がいろいろありまして、魚のゆりかごプロジェクトといいまして、魚が琵琶湖から田

んぼに入ってくるような魚道をつくる。それに企業が協力されている事例がありまして、

たまたまその企業さんが樹脂化学の会社なので、材料を提供します。それで、地元の方

はそれを活用してくださいというプロジェクトであったと記憶しています。 

  ただ、そこで間伐材の評判が落ちるような、そういうことはやっぱりよくないなとい

うふうに思います。つまり間伐材の使い方の問題でございまして、何もかも間伐材を使

う。そのことでかえって評判を落とすということになれば、これはまずいことになりま

すので、どういうところに間伐材を使うかということをしっかりと考えて、例えば事例

をしっかり踏まえて、こういうところに使いますよというところをＰＲしていく。正し

い使い方をしていただいて評判を上げていくという、そういうことはやっぱり大事だと

思いますので、それはまたしっかり取り組んでいきたいなと思っています。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  やはり間伐材の利活用は非常に重要な課題になっておりますので、この基本計画の見

直しの中で文章化するときに、間伐材をいかに利活用していくのかということについて、

できるだけ具体的に記述していただきたいと思います。 

  よろしいでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：骨子については、どういうふうな形で加えていくかというのは大分意見が出たと

思うのですけども、私から骨子の見直しで意見をいろいろ出していますけど、最終的に

はこの冊子の改定を形に持っていくということですけど、それにおいて全体的に意見を

言わせていただきたいと思います。 

  文章はもちろんこれから書かれていくわけですけども、前からの課題にはされている

と思うのですけども、条例とか森林税の認知度の問題が前の評価でも出ていました。平

成２１年度の県の世論調査では２９％でした。この前の評価でお聞きしたのも３０％程

度ということで、ほとんど認知度が上がっていませんが、基本施策のところで確かにパ

ートナーの企業も増え、それから森づくり団体の数も１３９団体でしたか、すごい数が

増えてきている中で、そういう認知度になっているというギャップを埋めていく必要が

あるというのは、これも森づくり税なり県民税を使っての、こういう冊子をつくった後
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に、いかに有効利用していくかということがすごく重要になってくると思うのです。 

そういう観点から、ちょっと意見を言わせていただくと、まずこの冊子は当然社会情

勢の変化に伴ってずっと変えていかれるわけですが、前回の書かれている内容をおさら

いしながらというような分かりやすい書き方、当然県民として、もちろん森づくりに関

わっている者もそうですし、これから関わろうとする人たちもそうですけども、これを

見れば県が進めている成果なり課題なりをみんなで共有できる、啓発資料としてしっか

りと機能していくという形のものにしていかないといけないと思っています。 

もちろん、このもの自体を使って私たちも一役を担いたいというふうに思っています

ので、そういう観点からお話しさせていただきますと、まず《森林・林業を取り巻く社

会経済情勢の変化》の（１）全国的な状況で、今回の資料２－２にざっくりと、この前

はもう少し書いていただいていましたが、今度は箇条書きにされています。動きの背景

というものも、もちろんここで説明はされると思いますけども、前回は低炭素社会に向

けた森林への期待という形と、それから森林・林業を取り巻く変化ということの２つが

載せられて説明をされています。 

なので、前回挙げた低炭素社会に向けた森林への期待はどうなってきたのかというと

ころを踏まえて、この流れというものをもちろん知りたいと思います。森林・林業を取

り巻く変化はこの５年間どう変化してきたのかということ、この２点を取り上げたとこ

ろから今回の見直しで、それをどういうふうに克服してきて課題が残ったのかという形

に、もちろん見せていただきたいというふうに思います。 

それから、《これまでの取り組み成果と課題》のところ、今回の資料２－２では成果

と課題というふうに出ているのですけども、例えば環境に配慮した森林づくりの推進で、

前回の冊子のところでは、針広混交林造成のための技術的手法は確立する必要があると

いう形で書かれています。今回は、針広混交林の技術的手法は確立できたのか、できて

いないのかというところから、前に書かれたことがどう克服されたのか。克服された中

で、どういう課題が挙がってきたのかというふうな形に書いていかれると、これを説明

する側としても、県民が県民に説明するという形になったりするのですけれども、そう

いう形に分かりやすく、これをもって説明できる。さらに、そういうものに関わってい

るからこそ、プラスアルファできる情報とともに、お話しできるような形にぜひつくり

上げていっていただきたいというふうに思います。 

この条例の認知度を上げていくというところに、このつくり方自体が深く関わってき
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ていますので、今までの冊子は、大体この内容が基本計画というふうに書いてあるので

すけれども、年度ごとの数値の目標であるとか、あとは推進、促進という言葉を並べて

おられます。こういうことをずっとしようと思うと、説明するときに文字が多過ぎる。

他府県の行動計画なり基本計画なりを見させてもらったり、比較させてもらったりして

いるのですけども、やっぱりビジュアル的にもうちょっと分かりやすく、例えば森林・

林業の目でみて分かる冊子を出してはりますね。あれの経緯がどうなってきたのか。あ

れは最新の形に塗り替えられてしまいますけど、あの円グラフがどういうふうになって

きたのかというものであるとか、これまでの計画でできてきたシステムとか、仕組みと

いうものがどういう流れになってきたのかということ。 

それから、林業の形で言うと、林業事業体とか森林組合さんがどういうふうな活性化

を今まで成し遂げてきたのか、どういう課題を持っているのかというところ。それから、

その計画自体が、実際に推進しますと書かれても、例えばどんなふうにと聞かれて何を

説明するかというときに、そのガイドラインのところを見てというふうになりますけど

も、もっと具体的なイメージなり、姿が見られるような形の冊子にしていく必要がある

んじゃないかなというふうに思います。システム図がもしできたとしたら、こういうふ

うなシステム図を描いているのだけども、ここの部分がまだ手薄であるとか、ここの通

りが悪いというふうな形で、このシステム図を追えば自分たちの関わる位置づけである

とか、ポジションみたいなものが分かるような形にできれば、一番分かりやすい。  

先ほど○○委員から、きれいごとを書かないといけないかとおっしゃったのですが、

私、すごく違和感を持つのは、きれいごとをつくるために私たち関わっているのでなく

て、やっぱり実態を正しく知って、課題を共有して、それぞれの役割分担をどう果して

いけばいいかということをはっきり県民が知るべきだと思います。例えば、先ほどの○

○さんの話になりますけども、担い手のところでも、どういう担い手を求めているのか

というところがもう一つ分からない。次世代の森づくりを支える人づくりの推進のとこ

ろでありましても、雇用・就業相談・森林管理技術研修というふうに書かれていて、そ

こには「森林所有者等の意欲の高揚」と。森林所有者等の意欲の高揚というのはずっと

課題に挙がってきていますが、その森林所有者への啓発の結果、どこまで上がってきた

のかというところも、私たちは分からないです。 

それから、活力ある森林組合とはどんな姿をイメージされているのか。元気で生き生

きと活動的であるということ、一体森林組合の活性化というのはどういうことなのか。
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それから、森林整備の次代を担う人材の養成確保と生産基盤の充実というところですけ

ども、求めている人材とはどういう方々なのか。ＩターンとかＵターンの方もいろいろ

地域興しとかで、そういう人たちを呼んで森づくりをされている地域もありますけども、

転職者とか、リタイアの方でもいいのか。基本構想の中にもあらゆる人の出番があるよ

うにというようなことも挙がっています。 

ボランティアの話もありましたけども、土佐の森から始まった木の駅プロジェクトは、

林業を担う人たちの道筋が余りにもいびつであるという形を提示されていますので、森

林ボランティアさんも、やっぱりセミプロになっていく人たちがたくさん他府県にいら

っしゃいますが、そういう体系的な教育システムが、まず滋賀県にはないということで、

他府県に行かないとありません。そういう人たちがいるということも、多分森林組合さ

んの方々も御存じないだろうし、就業相談にそもそもどれだけの募集があって、どれだ

けの人たちが来ているのかという実態も、どこまで把握されているかというところも気

になるとこです。 

だから、全体的に進めていくには、今の骨子のところから具体的な計画をどれだけ提

示できたり、紹介できたりするか。どういうことを考えておられるかということはすご

く重要になってくるので、そういうことを一つ一つしっかりと組み合わせながら進めて

いきたいなというふうに思います。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  何か事務局からご返答はありますでしょうか。 

○事務局：貴重なご意見、ありがとうございます。 

  今、出させていただいている部分につきましては、一応骨子ということで旗上げの部

分になっております。若干、説明不足的に感じられる部分が多々あると思いますが、こ

れからそれを肉づけしていって、ご意見を反映しながらいいものをつくっていきたいと

思っておりますので、またご指導のほどよろしくお願いいたします。 

○議長：はい。 

  ということでして、今回はあくまでも骨子案ということですので、具体的なことはな

かなか見えてきていない部分もあるかと思いますけれども、ただいま委員からご指摘あ

りましたように、この冊子をどうやって有効活用していくのかとか、どういった方に対

して、どういう形で情報提供していくのかとか、そういったことも方向性が見えるよう

に、できれば次回の基本計画を具体的に文章化していく際には、そういったことを考慮
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してつくっていただきたいというふうに思われます。 

  大分時間が残り少なくなってまいりましたけども、それじゃ、最後にしたいと思いま

す。はい、どうぞ。 

○委員：全体のまとめのお話が出たところで、元に戻るような話で恐縮ですけれども、他

の委員の方からもたくさん意見が出ておりました３番の森林資源の循環利用の促進の

ところですけれども、川上、川中、川下と書かれていまして、川上のところにメニュー

が増えたというか、今言われているようなことを、あれもこれもやって推進していくの

だということが書かれていまして、それはそれでいいのですけれども、実際問題、川中、

川下とまいりまして、難しいところが出口ですよね。もちろん住宅における県産材の利

用、公共施設の木造化、新たな利用、木質バイオマス、いろいろ考えていただいて、本

当にこの出口が何ともならないと、川上の努力というのが無駄になるというか、循環し

ないわけですね。 

先ほど他の委員さんから、やはり地元で住宅等に使うとか、地産地消の地消について

いろいろ力を入れておられるという話があります。それはもちろん大事なことだと思い

ます。県民の方の県産材を使っていくということを意識して、実際つくっていただくと

いうことでは本当に重要ですけれども、実際問題として、恐らくそれだけでは循環しな

いのは皆さんご承知と思います。 

  そうしますと、現実問題として、他府県の大量に消費するような木材加工施設とか、

流せるところに流していかないことには全く回らないわけですね。ただ、おっしゃって

おられましたけど、今、頼りにしているようなところが値段を下げたり、絞ったりとか、

なかなか難しい状態だというのは私も承知しております。その辺はなりふり構っていら

れないというところがあるだろうと。 

ただ、県の森林づくりの計画には書きにくいのかなと思うのです。他府県とか、もっ

と売っていくというのは多分これは木材流通センターを核とした流通体制の強化と、多

分ここに全部入っているのだと思うのですけれども、実際なりふり構っていられない。

合板もありますし、新製材もありますし、いろんな地域がするから、場合によっては海

外へ輸出とか、ありとあらゆることを考えて、流していくことをやっていかなきゃいけ

ないということが骨子に書けるほどではないかもしれません。 

ご承知なのかもしれませんが、そういう認識を、我々もそうですし、皆さんも持って

いただいたほうがいいのではないかと。どういうふうにこの骨子に活かせるかどうかは、
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すみません、分かりません。と思いました。 

○議長：はい、ご指摘、どうもありがとうございます。 

  事務局から、何か返答はございますでしょうか。 

○事務局：今、○○委員が言われたように、確かに下流にきっちり引っ張って出るような

仕組みづくり、県外とか輸出なり、いろいろ考えていかなければならないというようなご

指摘、ありがとうございます。 

  先ほど○○委員から言われましたように、「林ベニヤ」なりが３割減産とか、いろいろ

厳しい状況は認識しております。しかしながら、やっぱり下流側で県産材をきっちり出

すように情報収集しながら、きっちりと川上のほうへ伝えていって、川上できっちり木

が出てくる仕組みづくりをするようにしていかなければならないと思っておりますの

で、ご意見等いただきながら進めていきたいと考えています。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  ちょっと手短にお願いします。 

○委員：すみません。 

  先ほど間伐材の有効利用のお話がございまして、私も、いわゆる川中、川下のほうで

間伐材を利用させていただきまして、チップ工場をさせてもらっております。チップそ

のものは製紙というような形の中で供給をさせてもらっておりますが、採算が非常に合

わないという中で、何か生きる道がないかというような格好で、今、農業基盤整備事業

の中の暗渠排水をさせてもらっておりまして、そこにチップを供給したいというような

ことで、滋賀県産材の間伐材のチップを供給させていただきまして、今、年間３,００

０立米ぐらい、そちらのほうに利用させてもらっております。 

  というような形の中で、それを安定供給するとなると、間伐材が入ってこないのが現

状です。先ほどいろんなお話があって、もっと県外に売ったらいいというお話もあった

のですけど、現実はそうではなく、間伐材が入ってこない。材の手当てができないとい

うのが現実でございます。先ほど資料を見せていただいても、年間間伐材の実施面積、

満たずというような形でございます。琵琶湖造林公社初め、滋賀県造林公社からの木材

が、できるだけ早く手当てをしていただきまして、我々川下のほうで使わせてもらう間

伐材が安定的に入ってくるような努力を早くしていただきたいというのが現状でござ

いますので、ひとつよろしくお願いします。 

○議長：はい。 
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  ということですが、ご返答は何かありますでしょうか。 

○事務局：間伐材が出てこないという、川下でいろいろやっても、なかなか出てこないと

いうご意見もある中で、それは認識しておりまして、今年度、木材流通センターや県森

連さんを中心とした仕組みづくりに取り組んで、ネットワーク化しながら、やはり木が

出てくるようなことに取り組んでいこうと考えているところです。 

○議長：はい。 

  やはり必要な材がきちんと出てくるような体制づくりが、これから必要になってくる

と思うのですね。やはり川下側で必要となっているものが出てこなければ、循環はでき

ないと思います。そこら辺はきちんとしたネットワークづくり、情報交換等を、この骨

子の中でもできれば書いていただいて、そういったものを今後進めていくという形で対

応されたらいいのかなというふうに思います。 

○委員：ちょっと。 

○議長：もう時間がないので。 

○委員：ちょっと言わせてください。すみません。 

  ただいま間伐材の話がよく出ておりますけれども、このペーパー（③水源林保全巡視

員の配置）にちょっと目を通していただきたいのでございます。これの左下の大きな写

真でございますけども、これは間伐材を出す作業道です。今、我々は間伐材を出すと、

この作業道をつくらねばならないのです。そうしますと、災害の対象になるのです。さ

あ、どうしますか。我々森林組合は、こういうふうな考え方の中で、今ジレンマに陥る

わけなんです。何としてもこの作業道をつくらないと、山の中から木を担いで出てくる

人はいない。 

ところが、これをつくったら災害が起こるということです、この写真を見てみると。

森林組合だけのためじゃなしに、滋賀県民のために、このジレンマを解決する方法を考

えてもらいたいと思います。 

○議長：はい、ご指摘、どうもありがとうございます。 

  こういった難しい問題、現場では抱えていると思いますので、こういった現場の声を

できるだけ反映した形で、森林計画の見直しを進めていただきたいと思います。 

  それでは時間になりましたので、一応ここまでにさせていただいて、次回以降の審議

会の日程等について、事務局のほうから説明をお願いしたいと思います。 

○事務局：大変ありがとうございました。 
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  それでは、次回第１１０回の森林審議会の開催は、７月の下旬に実施したいというこ

とで日程調整をさせていただいているところでございます。委員の皆様方につきまして

は、引き続いて、琵琶湖森林づくり基本計画の見直しについてご審議いただく予定です

ので、どうかご出席の方、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。  

  それでは、事務局におかれましては、本日多数の意見が委員の皆様から出てきたと思

いますけども、この意見を踏まえて、今後の見直し作業を進めていただきたいと思いま

す。 

  委員の皆様も、引き続きお力添え、ご協力のほど、よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、本日の審議は終了させていただきたいと思います。 

  事務局のほうにお返しいたします。 

 

７ 閉 会 

○司会：会長、どうもありがとうございました。 

  委員の皆様方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１０９回滋賀県森林審議会を終了させていただきたいと思いま

す。どうもありがとうございました。 

〔午前１１時０２分 閉会〕 

 


