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〔午前 ９時００分 開会〕 

１ 開 会 

○司会：それでは、ご案内の定刻になりましたので、ただいまから第１０８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数１５名、うち出席委員、○○委員につきましては１０分ほ

ど遅れるということで、ただいま連絡頂きましたので、出席いただいたとして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、会議は成立いたしておりますの

で、ご報告させていただきたいと思います。 

 

３ あいさつ 

○司会：それでは、議事に先立ちまして、琵琶湖環境部廣脇次長からご挨拶させていただ

きたいと思います。 

○琵琶湖環境部（廣脇次長）：おはようございます。琵琶湖環境部次長の廣脇でございます。 

  本日は年度末の大変皆様お忙しい中、まげてお集りいただきまして、大変ありがとう

ございます。また、平素から森林行政や琵琶湖環境行政に、ご協力いただきまして、ま

ことにありがとうございます。 

  本日の審議会でございますけど、お手元の議題にございますように、「琵琶湖森林づく

り条例」の改正ということと、「琵琶湖森林づくり基本計画」の改正という２つの議題

をご審議いただきます。 

  １番目の議題でございますけれども、一昨年の１２月から本年の９月までご審議を頂

戴いたしました「琵琶湖森林づくり条例」の改正で答申を受けまして、事務局のほうで

議論を進め、終了しましたばかりの２月議会に提案をさせていただき、３月１６日の閉

会日に無事可決をいただき、おかげさまで、条例成立までこぎつけることができました。 

  内容は２本になっておりまして、１つは、「琵琶湖森林づくり条例」の改正、その中で

特に今回は、水源林保全のための仕組みづくりということで、手続を定めました条例、

土地の取引について事前届を定めるという、２つの条例でできております。これにつき

まして、ご報告をさせていただきたいと思っております。 

  ２番目の「琵琶湖森林づくり基本計画」の改正でございますけれども、これは「琵琶



 - 2 -

湖森林づくり条例」を改正いたしまして、条例中に新たな施策をいろいろと盛り込ませ

ていただきました。これを受けた形で、「琵琶湖森林づく基本計画」についても改正を

させていただきたいということで、これを本日、ご審議をいただくということになって

おります。 

  森林につきましては、多面的な価値ということが言われておりますけれども、特にこ

の数年間、豪雨災害など、オフレコのような問題も起きておりますので、ぜひ新たな森

林づくりの一歩となりますように、計画の見直しにつきましても忌憚のないご意見を頂

戴いたしたいと思っております。 

どうぞよろしくお願いします。 

○司会：廣脇次長、どうもありがとうございました。 

 

４ 諮 問 

○司会：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。 

  「琵琶湖森林づくり基本計画の見直し」については、本日付で県から諮問されており

ます。 

  まず、事務局から、諮問の趣旨等について説明させていただきたいと思います。 

  お手元の資料中の左肩に、「資料一覧」と書いてあるレジュメの２枚目の資料１をご覧

いただきたいと思います。 

  諮問の内容について説明する前に、改めまして、「琵琶湖森林づくり基本計画」の位置

づけについて、簡単に説明させていただきます。 

  資料にもありますとおり、この計画は、「琵琶湖森林づくり条例」第９条の規定に基づ

く計画で、条例の理念を実効性のあるものにするためのアクションプランでございます。

基本計画全体は平成１７年度～平成３２年度までの１６年間を計画期間としておりま

して、長期的な目標を基本施策、５年ごとの中期的な目標を定めているものを戦略プロ

ジェクトと呼んでおります。 

  中央の図を見ていただきたいと思います。現在は、平成２７年度の少し手前の「現在

位置」としている部分になります。第２期の戦略プロジェクトが終わり、第３期の戦略

プロジェクトに移るところです。 

  このような時期にあって、「琵琶湖森林づくり基本計画の見直し」の背景として、大き

く３点の要素があります。 
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  １つは、一番上のポツでございますけれども、「琵琶湖森林づくり条例」の改正に伴う

見直しであります。森林審議会において、「水源林保全のための仕組みづくり」として

ご検討いただいた内容について、県で「琵琶湖森林づくり条例」の改正、また新たな事

前届出制度の条例を制定したところです。この条例改正や条例の理念について、基本計

画に盛り込む必要があると考えています。 

  次のポツでございますけれども、他の県の計画との調和を図るための見直しについて

です。県の最上位計画である「滋賀県基本構想」や「滋賀県環境総合計画」の見直し、

また「生物多様性しが戦略」の策定等がされました。 

  こうした計画と「琵琶湖森林づくり基本計画」を調和させる必要がございます。さら

に、先ほど説明いたしました戦略プロジェクトの５年ごとの見直しについてですが、平

成２７年度から新たな第３期の戦略プロジェクトの期間に入ります。この中では、森林

を取り巻く社会経済情勢の変化に対応していく必要もあり、こうした情勢から、「琵琶

湖森林づくり基本計画」を見直すべく、諮問させていただこうとするものでございます。 

  それでは、琵琶湖環境部、廣脇次長から栗山会長に、「諮問書」をお渡しさせていただ

きたいと思います。 

  会長、前のほうに、よろしくお願いしたいと思います。 

（廣脇次長から栗山会長に「諮問書」を手渡す） 

○琵琶湖環境部（廣脇次長）：どうぞよろしくお願いいたします。 

○栗山会長：はい。こちらこそよろしくお願いします。 

これから審議させていただきます。よろしくお願いいたします。 

○琵琶湖環境部（廣脇次長）：ありがとうございます。 

○司会：委員の皆様へは、「諮問書」の写しを配付させていただきます。 

（各委員に「諮問書の写し」を配付） 

○司会：それでは、早速、審議へと移らせていただきます。 

  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。 

○議長：はい、了解しました。 

  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ますので、ご了承をお願いい
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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ます。 

 

５ 議事録署名人の指名 

○議長：次に、本日の議事録署名人を指名させていただきたいと思いますけども、今回は、

○○委員と○○委員にお願いしたいと思います。 

  ○○委員、○○委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

○両委員：（うなずく） 

 

６ 議 事 

○議長：それでは、早速、議題のほうに入りたいと思いますけども、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、皆様、ご協力よろしくお願いし

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。 

  まず、本日の配付資料の確認をしていただいて、その後、最初の議事について事務局

から説明していただきたいと思っております。 

  では、早速ですけど、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：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。 

  まず、１枚もののペラで、「次第」をつけさせていただいております。２つ目、右肩に

資料の括弧書きで、「琵琶湖森林づくり条例の一部を改正する条例の概要」が１冊、先

ほど使わせていただきました左のほうに「資料一覧」が１冊、その次に参考資料で、「県

広報誌 滋賀プラスワン ９・１０月号」が１冊、その次に、関連します構想の関係で、

「滋賀県基本構想（案） 平成２７年３月９日付 滋賀県」が１冊、その次に、「第四

次滋賀県環境総合計画（本編）」が１冊、その次に、「～自然本来の力を活かす『滋賀の

いのちの守り』が１冊。 

  以上でございますけれども、資料関係、お手元のほうにそろっておりますでしょうか。 

  よろしゅうございますか。 

 

（１）「琵琶湖森林づくり条例」の改正等について 

○事務局：それでは、早速でございますけれども、１つ目の議事について、担当から説明
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させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○事務局：森林政策課の○○です。よろしくお願いします。 

  それでは、琵琶湖森林づくり条例の改正等について、ご説明いたします。 

  琵琶湖森林づくり条例の一部改正、それから新しく制定いたしました水源森林地域保

全条例については、平成２６年９月に森林審議会から答申をいただいた「水源林保全の

ための仕組みづくり」に関連して改正案を作成し、パブリックコメントを実施すること

について、前回の森林審議会でご説明させていただきました。パブリックコメントでは、

２０名の方から７３件の意見・情報をいただきました。審議会の委員の方からも幾つか

意見をいただきました。ありがとうございました。 

  この条例改正等について、県として２月の県議会定例会議に議案を提出いたしまして、

先般、議決されました。内容について、改めて委員の皆様にご説明をさせていただきた

いと思います。 

  それでは、右肩に「資料」と書いている資料をご覧いただきたいと思います。 

  まず、琵琶湖森林づくり条例の改正についてですが、中段より下の森林づくりに関す

る基本的施策で、アンダーラインが入っている部分について大きく６点の改正を行いま

した。 

  まず、②環境に配慮した森林づくりの推進のところでは、森林の土地の境界の明確化

のための必要な措置、共同施業等による適切な森林の施業を行うための措置、それから

鳥獣対策の推進に関する規定、３つの項目を追加することとしました。 

  また、新たにいわゆる巨樹・巨木の保全に関する規定を条として追加することとして

おります。さらに、森林の多面的機能のうちでも、特に水源涵養機能が重要であること

から、維持・増進のために必要な措置を講ずることとする規定も追加しています。 

  なお、この規定に基づきまして、必要な措置として後ほど説明する「水源森林地域保

全条例」を制定することとしております。 

  資料、右のほうに移っていただきまして、④森林資源の循環利用の促進、県産材の利

用の促進のところですが、今までは公共事業での利用を推進することとして規定されて

いましたけれども、住宅や公共建築物等における利用を推進することとして、現行の条

文を改めることとしています。さらに、県産材の利用促進のためには、県産材が適切に

供給されることも大切ですので、供給の確保のために必要な措置を講ずることとする規

定を新たに追加いたしました。 
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  以上が、琵琶湖森林づくり条例の改正の概要でございます。 

  一番下にありますけれども、この条例の改正は、平成２７年４月１日から施行するこ

ととなっています。 

  資料の２ページでは、琵琶湖森林づくり条例の改正文を、３ページから８ページまで

は新旧対照表を添付させていただいております。 

  次に、資料の９ページをご覧いただけますでしょうか。滋賀県水源森林地域保全条例

の概要です。 

  内容ですが、琵琶湖森林づくり条例に、水源の涵養機能の維持および増進として、新

たに規定する条文に基づく必要な措置として、水源森林地域を保全するために、土地の

所有権の移転等について事前届出をしていただくことを定めております。 

  条例の内容ですが、まず第１条で目的を、第３条と第４条で県の責務と土地所有者等

の責務をそれぞれ定めています。 

  次に第５条ですが、水源森林地域の保全に関する基本的な考え方としての基本方針を

定めることとしております。なお、基本方針を定める際には、森林審議会の意見をお伺

いすることとなっております。 

  次、第６条でございますが、水源森林地域の指定の手続について規定しております。

この中では、例えば指定案を作成した段階で、関係市町の長と森林審議会の意見を聴く

ことを規定しています。また、公告・縦覧でありますとか、指定の告示などについて手

続を定めております。 

  次の１０ページですが、土地取引等の事前届出についてですが、まず第６条、先ほど

言いましたとおり、水源森林地域の指定をいたします。その中で土地の所有権の移転等

をされる場合は、契約を締結しようとする３０日前までに県に届出をしていただくこと

としております。届出があったときは、県は市町の長に通知し、意見をいただくことと

しております。また、必要に応じて立入調査等をすることとしております。 

  次に、第１０条です。指導または助言について規定しておりまして、土地所有者等に

対して、水源森林地域の保全に関する助言などを行うこととしています。この助言等に

つきましては、買主に伝達していただくこととしています。また、条例の実効性を確保

するための勧告・公表。それから、第１３条と第１４条で、罰則について規定しており

ます。 

  最後に、施行日ですけれども、届出に関する部分は、平成２８年１月１日から施行す
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ることとしました。ただ、基本方針の策定、水源森林地域の指定、森林所有者の方に周

知することなどがありますので、届出に関する部分以外は、平成２７年４月１日から施

行することとしています。 

  １１ページから１４ページまでは条例の全文を載せております。 

  事務局からの説明は以上です。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  ただいま事務局から説明がございましたけども、「琵琶湖森林づくり条例」の一部改正

等につきまして、何かご質問等はございますか。 

  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ほうでも、これに関してはかなり長い時間をかけて議論し

てまいりましたけども、おかげさまで、県議会のほうで議論が行われまして、最終的に

こういう形になっております。 

  この点に関して、何か追加的な質問、コメント等はございませんでしょうか。 

  特にないようですので、それでは、次の議題のほうに移りたいと思います。 

 

（２）「琵琶湖森林づくり基本計画の見直しについて」 

○議長：議題の２番目、「琵琶湖森林づくり基本計画の見直しについて」です。 

  では、事務局のほうから説明をよろしくお願いしたいと思います。 

○事務局：森林政策課の○○と申します。よろしくお願いいたします。 

  それでは、「琵琶湖森林づくり基本計画の見直しについて」説明させていただきます。 

  この見直しにつきましては、「水源林保全の仕組みづくり」の答申の提言を、現在の計

画にどのように盛り込むかということで、１０月と１２月に２回議論をいただきました。

今回、諮問理由の内容を中心に説明させていただきまして、委員の皆さんから意見をい

ただきたいと思っております。よろしくお願いします。資料は、資料２－１と書いたＡ

３のものをご覧いただきたいと思います。 

  現在の計画は、平成２１年度に一度見直しをしておりまして、５年が経過しようとし

ております。原則５年で見直すことになっておりますので、ここで５年間の成果と課題

を一度整理したいと思います。ただ、２６年度の実績については、まだ事業を進める部

分もありますので、実際は４年間という形になります。 

  この表のまとめ方ですけれども、基本施策４本の柱で、左側Ⅰ、基本施策（基本指標）、
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長期の目標のことです。 

  続いてⅡ、戦略プロジェクト（５年間の取り組み）で、中期の目標。 

  それからⅢ、その他の課題でまとめさせていただきました。 

  ⅠとⅡにつきましては、９月に行いました事業の点検評価で説明をさせていただきま

したし、そのときに議論をしていただきました。また、意見をいただきました。その点

につきましては、右のほうに森林審議会の意見、また、こちらの対応をどのようにする

かを書かせていただきました。 

今回は、Ⅲその他の課題というところで説明させていただきます。 

  まず、１ 環境に配慮した森林づくりの推進ですが、その他の課題は４つあります。 

  （１）ニホンジカの被害です。ニホンジカの捕獲数につきましては年々増えていくよ

うな感じで進めています。目標は１万６,０００頭、平成２６年度は１万５,０００頭を

目標に取り組んでいます。課題につきましては、シカの被害で針広混交林とか、再造林

が進まないというようになっております。下層植生の衰退、また土砂流出の危険も増え

ており、自然生態系とか生物多様性の保全をする上で脅威になっていることがあります。 

  （２）山地災害の増加です。林地被災箇所の数を入れさせていただきました。見てい

ただくと分かるように、２４年、２５年がすごく大きな数字が入っております。２４年

は大津南部で豪雨がありました。また、２５年は台風１８号の影響です。今まで災害が

少なかった本県におきましても、２年続けて大きな災害が発生しております。全国的に

も大きな災害が発生しておりますので、災害に強い森林づくりが求められるという課題

があります。 

  （３）林地境界の明確化です。森林税を使ってつくりました事業の実績を書かせてい

ただきました。着手面積になっております。平成２３年からスタートしまして、徐々に

伸びていることで、主に森林組合でやっていただいている事業です。これに関しまして

は、林地境界明確化は適正な森林整備、災害復旧の迅速な対応に必要です。所有者の高

齢化、不在村化が進んでおりますので、喫緊に取り組まなくてはならないという課題が

あります。 

  続いて、（４）巨樹・巨木等の保全です。保全に関する協定本数を書かせていただきま

した。これも年々増えております。高島市と長浜市で主にやっていただいています。協

定を進めるとともに、地域の人々の文化・暮らしとともに、持続的に行っていく仕組み

をつくっていって、恒久的な保全対策が必要という課題があります。 
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  次に、２ 県民の協働による森林づくりの推進です。これもⅢのその他の課題のほう

を見ていただきたいと思います。 

  （１）琵琶湖森林づくり事業等の認知度です。県民税の認知度ですが、平成２１年は

２８.７％、それが２５年は３０.７％で、２％アップしたところですけれども、これに

つきましては、びわ湖水源のもりの日・月間を中心に広報活動をやっております。ただ、

まだ認知度が３０％と低いことで、県民協働の森づくりの推進のためには周知が必要と

いうことです。 

  これにつきましては、お手元にお配りしました資料の中で、「県広報誌 滋賀プラスワ

ン ９・１０月号」の応募者感想をちょっと見ていただきたいと思います。これは以前

にも広報誌の紹介をさせていただきました。読者の感想で、森林の部分だけを抜き出し

ています。 

  中身で言いますと、８００円を納めていることは初めて知ったというのもあるのです

けれども、８００円が森林づくりに利用されていることには納得するという意見が大半

ということです。また、あとで見ていただきたいと思います。 

  （２）の地域活動の継続と他地域への波及です。地域の森づくりを行う新規の団体が、

平成２５、２６でかなり増えております。これは国の交付金事業を導入されたというの

もあるのですけれども、これにつきましては、地域住民による地域の森林を守る取り組

みが活発化しております。活動の継続、その他の地域への波及が求められるという課題

があります。 

  次に、資料裏面をめくっていただきまして、３ 森林資源の循環利用の促進です。 

  これの課題としまして、（１）県産材の安定供給体制の整備ということで、県森連の木

材流通センターから県外の協定先の製材工場、現在は６カ所ですけれども、供給されて

いる木材量を書かせていただきました。平成２４年に施設がオープンして、２５年は下

がっているのですけど、これは台風の影響で林道とか作業道が被災したことで、思った

ように出せなかったというようなことです。  

  課題としましては、県外の大型製材工場等からの需要は増えております。ただ、川上

からの安定した供給体制の強化が必要という課題があります。 

  （２）公共施設の木造化・木質化です。これにつきましては、林野庁の補助、それと

か森林税を使った取り組みです。これも若干増える傾向になっています。これにつきま

しては、県内１４の市町で「木材利用指針」が策定されまして、市町の公共施設を中心
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に木造化・木質化が進んでいる。ただ、使用する県産材が必要なときにそろわないこと

で、調達面に課題があります。 

  続いて、４ 次代の森林を支える人づくりの推進です。 

  課題としましては、（１）森林組合の経営基盤の強化で、森林組合の素材生産量を書か

せていただきました。これについてもどんどんと増えているのですけれども、２５年に

つきましては、台風の影響でちょっと下がっています。森林組合は今、搬出間伐を中心

とした素材生産に取り組んでいます。ただ、経営状況がどこも厳しいことから、木材生

産や森林経営の中核的な担い手となるように、経営基盤の強化が必要という課題があり

ます。 

  （２）担い手の確保です。森林施業プランナーや作業道をつくるオペレーターの基礎

研修をやっております。これも年々受講者が増えている状況です。基礎研修をやってお

りますけれども、これから造林公社を初め、主伐も始まってきますので、担い手の確保

がさらなる取り組みとして必要です。 

  以上、成果と課題をまとめさせていただきました。 

  続きまして、資料３－１を見ていただきたいのですけれども、「水源林保全仕組みづく

り」の答申を受けまして、それを具体化したもの、平成２７年度、新たに新規事業とし

たものを紹介させていただきます。 

  まず、左上のほうの①森林境界情報強化事業です。これにつきましては、林地境界明

確化の事業です。市町による森林の基礎情報の収集とか、整備を推進するための事業で

２００万円を計上しています。 

  ②水源地保全普及啓発事業です。これについては土地取引の事前届出制度の普及啓発

をするための説明会とかパンフレットとかをつくる事業で、１４７万４,０００円を見

ています。 

  ③水源森保全巡視員の配置です。これにつきましては、森林の現状を的確に把握して、

永続的に保全するための職員で、嘱託職員、連絡事務所１名ずつで、５名の分を見てお

ります。６５２万８,０００円になります。 

  ④水源林公的機能評価事業です。これにつきましては、森林の持つ多様な価値を評価

する。また、県民とか下流の人々の意識の向上を図っていこうとする狙いであります。

４４０万円の予算になっております。 

  ⑤巨樹・巨木の森保全検討事業です。これにつきましては、巨樹・巨木の恒久的な保



 - 11 -

全を検討するための調査等を行うもので、２００万円を見ております。 

  続いて、ニホンジカ対策。⑥地域ぐるみの捕獲推進事業です。これは狩猟免許を持つ

者、持たない者が協働で地域ぐるみで捕獲を進めることで、講習会とか生息調査等を行

うもので、５００万円を見ております。 

  ⑦指定管理鳥獣捕獲等事業です。これにつきましては、国の新規事業を活用しまして、

比良山系で捕獲実施計画を作成するもので、６００万円を見ております。 

  続いて、右下のほうを先に見てください。⑨ウッドスタート支援事業です。ここに書

いていますように、新生児や乳幼児に対しまして、木の玩具や食器をプレゼントする市

町への補助事業になります。１００万円を見ています。 

  ⑩ウッド・ジョブ体感事業です。「やまのこ」を経験した中学生を対象に、林業の職場

体験の場を提供するという市町への補助事業で、１００万円を見ております。 

  続いて、右上のほうです。⑪県産材生産ネットワーク構築支援事業です。森林組合の

県産材生産量の目標達成のため、協議会の設立とか運営のための事業になっております。

９０万円です。 

  飛ばしまして、⑬木材安定供給体制強化事業です。木材流通センターから県外の工場

への運搬に対し、立米当たり５００円を支援する事業です。 

  ⑭木の駅プロジェクト推奨事業です。林内に残された未利用材の有効利用を図るため

の自伐型林業を支援する事業で、機械の購入経費の支援、それとか地域エネルギーの搬

出の支援をするものです。 

  ⑮木質バイオマス利活用促進事業です。これは薪ストーブ・ペレットストーブの導入

に対して支援する事業になっております。 

  これが２７年度、新規に導入する事業になっております。 

  資料をめくっていただきまして、資料３－２です。平成２７年度実施予定事業の一覧

です。２７年度に行います事業で、特別会計等の特殊な事業を除きまして、政策的な事

業全てを見るということで、①環境に配慮した森林づくりから⑨森林の調査・研究まで、

大きく９つのカテゴリーに分類して書かせていただきました。 

  また、課題となっております生物多様性とか人口減少社会、地方創生、木質バイオマ

スという観点では、裏面の真ん中より下のほうに、事業の再掲になりますが、書かせて

いただいております。 

  ここで、⑨森林の調査・研究のところの真ん中あたりを見ていただきたいのですけれ
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ども、陽光差し込む健康な森林づくり事業の真ん中に、水源森保全巡視員配置（再掲）

で、森林を保全するための巡視員の配置と書かせていただいていますけれども、これは

再掲になっているのですが、もとになっているところをちょっと消してしまいまして、

④の一番上に本来来るべき事業が記入漏れになっておりますので、その分の訂正をお願

いしたいと思います。 

  ④森林防災対策・基盤整備というところの一番上に、「水源林保全巡視員の配置」とい

う形になります。ちょっと訂正をお願いします。 

  次に７ページ、右側に資料４と書いたものを見ていただきたいと思います。森林・林

業を取り巻く社会経済情勢の変化等について、説明させていただきます。 

  数値的な目標である戦略プロジェクトにつきましては、社会経済情勢の変化に対応す

るため、５年ごとに見直すことになっております。そこで今回、５年間、森林・林業を

取り巻く社会経済情勢の変化は、どういうものがあったかを、確認したいと思います。 

  最初に、国の動きです。平成２１年度ですけれども、国のほうでは、「森林・林業再生

プラン」が作成されました。１０年後の木材需給率５０％以上を目指す姿ということで

書いております。 

  続いて、平成２２年度ですけれども、「公共建築物等における木材の利用の促進に関す

る法律」が成立しました。これは国のほうが公共建築物で木材利用を進めていって、そ

れを、また地方とか民間企業に広げる、また住宅などに広げていこうというものです。 

  また、「森林・林業再生プラン」が「新成長戦略」で、「２１の国家戦略プロジェクト」

の一つに位置づけられたことで、内容は、ここの括弧の中にあるものになります。 

  続いて、１０月に名古屋市で、「ＣＯＰ１０」が開催されました。この中では、生物多

様性の保全の内容も目標の中に盛り込まれています。 

  続いて、平成２３年です。平成２３年は、「森林・林業再生元年」ということで、森林・

林業政策の抜本的な見直しが実施されました。４月には森林法が改正されましたし、「森

林施業計画」にかわりまして、「森林経営計画」が導入されました。 

  次のページでは、利用間伐を推進するために、「森林管理環境保全直接支払制度」を導

入しました。また、国のほうの計画としまして、「森林・林業基本計画」、また「全国森

林計画」が見直しされました。 

  平成２４年度につきましては、木材自給率が２７.９％で、底でありました平成１４年

に比べて１０ポイント近く上がりました。また、「再生可能エネルギーの固定買取制度」
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が制定されまして、木質バイオマス利用に追い風が吹いてきました。 

  続いて、平成２５年度ですけれども、「農林水産業・地域の活力創造プラン」というの

がまとめられました。この中で、林業の成長産業化が書かれています。目標としまして、

国産材の供給を３,９００万㎥、それから間伐を年間５２万 ha であるとか、ＣＬＴの新

しい技術などの普及とか、また新たな木材需要の創出が打ち出されたということです。 

  平成２６年度ですけども、林業の成長産業化で、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

というのが出されました。 

  それから、２７年度事業としまして、少花粉の苗木の植替え、それによりまして、皆

伐に対する補助事業も創設されるというのがあります。また、「鳥獣保護法」の一部が

改正されたり、国の政策の方向が「地方創生」へというような動きがあります。 

  次に、９ページです。今度は本県の動きです。 

  ２１年度ですけれども、基本計画の見直しをやりまして、平成２２年に基本計画の２

期がスタートしました。それと、造林公社の関係で特定調停が成立しました。 

  平成２３年度、先ほど国のほうで説明しましたが、県のほうでも「公共建築物におけ

る滋賀県産木材の利用指針」の策定を行いました。あと、国のほうでは、准フォレスタ

ー育成研修を受講しました。また、作業道のオペレーターの研修を本格的に開始しまし

て、作業道開設が加速したということです。 

  平成２４年度は、森林政策課内に「県産材流通推進室」「鳥獣対策室」が設置されまし

た。また、県森連のほうに「木材流通センター」が開設されました。また、５０年ぶり

に県立高校（彦根東高校）で木造校舎が建設されました。８月に集中豪雨がありまして、

大津市南部の地域で大きな災害が発生したことがあります。 

  平成２５年度、９月に台風１８号が本県を直撃しました。県内で大きな災害になり、

山のほうでも山地災害とか林道災害が多く発生しました。 

  平成２６年度ですが、「水源林保全のための仕組みづくり」の答申をいただきました。

それに基づきまして条例を改正しましたし、新たな条例も制定しました。また、答申の

中で、皆伐について今後の課題として触れられております。また、県内で初めて木質バ

イオマスの発電所が稼働しました。また、木の駅プロジェクなどの自伐型林業の動きが

出ています。 

  それから、後で説明しますけれども、県の計画の見直しがあったということ。それと、

平成２７年度から造林公社の本格的な伐採が開始される予定です。それから、自然環境
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保全課内に、「生物多様性戦略室」が設置されました。 

  続いて、１０ページからです。「他の県計画の概要」を説明させていただきます。 

  これにつきましては、基本計画の冊子の中で、他の計画との調和を図るというふうに

書かれております。他の県計画との関係では、県行政の総合的な推進のために、最上位

計画である「滋賀県基本構想」のもと、他の計画との調和を図るということが基本計画

の中でうたわれておりますので、調和を図っていく必要があります。今年度、２６年度

は、計画見直しとか、新たに制定されたものがありますので、それを説明させていただ

きます。 

  １１ページをご覧ください。まず、「滋賀県基本構想」です。これは県の最上位の計画

になっておりまして、県政の総合的な推進のための指針、各分野の部門別計画等の基本

となるものになっております。 

  長期ビジョンとしましては、平成５２年（２０４０年）の滋賀県の目指す姿を描いて

いるということです。 

  重点事項としましては、今後４年間のものが書かれています。左側の第１の時代の潮

流と課題で、関係のあるところで言いますと、１番、本格的な人口減少社会の到来と少

子高齢化の進行。４番、経済のグローバル化と本県の産業の動向、その中のさまざまな

役割を担う農林水産業。６番、複雑化・多様化する環境問題で、生物多様性の損失。８

番、災害などへの不安を取り除く安全・安心な県土づくりで、自然災害の多発と安全・

安心に対する不安の高まりという部分が関係あると思います。 

  これにつきましては、資料の「滋賀県基本構想（案）」の８ページを見ていただきたい

と思います。８ページの上のほう、１０行目ぐらいに林業のことを書いております。林

業・木材産業の基盤整備の強化、人材育成の確保が必要というような感じのことが書か

れております。また、人口減少、高齢化が進んでいることで、生産活動が持続的に行わ

れるよう、豊かな資源を活かして地域の活性化を図ることが必要と書かれております。 

  続いて、１０ページを見ていただきますと、生物多様性の損失ということで、ニホン

ジカのことを書いております。野生鳥獣の生息数の増加、生息域の拡大で、生物多様性

の損失が続いていることで、生物の多様性にも着目して、生物多様性の損失を食い止め、

良好な環境を育み、その環境を未来へつないでいく必要がある。それとか、時代に合っ

た生物多様性の新たな価値を見いだし、持続可能な利用の推進を図る必要があることが

書かれております。 
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  続いて、１１ページのグラフの下あたりですけれども、県民の命と暮らしを守るため、

防災と減災の視点から云々と書いていまして、治山関係施設の整備など、災害に強い県

土づくりに取り組む必要があります、というような記載がされています。 

  これが「滋賀県基本構想（案）」の概要です。 

  資料に戻っていただきまして、１２ページですけれども、「第四次滋賀県環境総合計画

（概要図）」を見ていただきたいと思います。 

  これについては、目指すべき将来像としまして、「めぐみ豊かな環境といのちへの共感

を育む社会」の実現と書いております。関係してきますところは、Ⅱの琵琶湖環境の再

生と継承というところ、その２番、生きもののにぎわいとつながりのある豊かな社会づ

くりを進めますということで、１番のところに生物多様性の保全・再生、２番のところ

に森林の多面的機能が持続的に発揮される、地域特性に応じた森林づくりということが

書かれております。 

  これについては、別冊の「第四次滋賀県環境総合計画（本編）」と書いた資料の３２ペ

ージをご覧ください。 

  これの下のほうの「生物多様性の保全」のところ、ここに野生鳥獣の関係を書いてお

ります。被害を軽減するとともに個体群の安定的な維持を図るため、個体数管理、被害

防除対策、生息環境管理を柱とした姿を総合的に進めますというような記述があります。 

  続いて、３３ページのところに、「森林保全の取組」と書かれております。林業の振興

が図られるように、県民の主体的な参加のもと、緑豊かな森林を守り、森林特性に応じ

た、森林の多面的機能の維持・発揮を図りますと書かれています。 

  飛んで、４２ページを見ていただきたいのですけれども、これの一番上のほう、洪水

や渇水の緩和、水質を保全する機能を持つ森林云々と書いております。県土を保全する

治山事業などの推進により、土壌層の安定化を図りますということです。 

  それから２つほどあけまして、琵琶湖の環境に配慮して生産された県産材を活用する

ことは、と書かれています。「木材流通センター」を活用するなど、県産材の利用の促

進を図りますということです。 

  一番下のところについては、「やまのこ」の内容を書いております。 

  続いて、４３ページ、下から２つ目のところにも獣害関係のことを書いております。 

  最後の４４ページのところに、森林の多面的機能が持続的に発揮される、地域特性に

応じた森林づくりと書いております。木質バイオマスの関係で、森林整備や山村地域の
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活性化を図ることも書いてあります。 

  資料にまた戻っていただきまして、資料５－３「～自然本来の力を活かす「滋賀のい

のちの守り」～生物多様性しが戦略（案）」（概要版）のほうを見ていただきたいと思い

ます。 

  これは、今年度新たにつくられた計画です。左側のほうの真ん中あたりに、本県の特

徴ということで、自然と人とが調和した暮らしや文化、近年、生物多様性の損失が進行

することから、滋賀県らしい生物多様性地域戦略の策定が必要ということでつくられま

した。 

  理念としては、自然本来の力を活かし、世代を超えて引き継ぐ「いのちの守り」とい

うことで、基本姿勢として、下にあります括弧書きの３つの取り組みがあります。 

  右側に、目標としまして、（１）長期目標、平成６２年（２０５０年）までの取り組み、

（２）短期目標、平成３２年（２０２０年）、ここには３つの目標が書かれております。

これにつきましても、別冊の「～自然本来の力を活かす、「滋賀のいのちの守り」～生

物多様性しが戦略（案）」というものを見ていただきたいと思います。 

  これの２０ページに、ＥからＧまで獣害の関係のことが書かれています。 

  続いて、２２ページの下のほう、Ｆのところです。そこから今度は森林の関係のこと

が書いています。２３ページの上のほうに続いて、今回の条例の改正とか、新条例のこ

とも書いております。 

  次に、２７ページの上のほう、Ｆのところに、人工林の関係のことが書かれておりま

す。それと木材利用の関係のことが書かれております。 

  最後、それの３つ下、Ｉのところですけれども、木質バイオマスの関係のことが書い

てあり、こうした内容が盛り込まれておりますので、こういうところと調和をしていく

必要があるということになっております。 

  以上、説明が長くなりましたけれども、これを受けまして、委員の皆様からご意見を

いただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

○議長：はい、説明どうもありがとうございます。 

結構な分量があったと思いますので、簡単に整理させていただきたいと思いますけど

も、「琵琶湖森林づくり基本計画」の見直しに関しまして、まずは、これまでのさまざ

ま行ってきた取り組みと、それに対して現在どういう課題があるのかということについ

て説明がございました。 
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  その上で、これからこの基本計画をどう見直していくのかということを考えていく必

要があるわけですけども、それに向けて、一つには新規事業としていろんな取り組みが

ありまして、その中にきちんと予算がつけられたというのが、資料３－１のほうで説明

がございました。 

  また、現在行っている事業の一覧として、資料３－２のほうで、さまざま事業が現在

どういうふうに行われているか、整理が行われております。 

  また、関連しまして、資料４・５・６のほうでは、現在、滋賀県のほうで行われてい

るさまざまな計画との整合性を考えなきゃいけないということで、一つには、滋賀県全

体の基本構想、それから滋賀県の第四次環境総合計画、そして新しくつくられる生物多

様性しが戦略、これらについて同様に、森林にかかわるものがいろいろと記載されてい

るわけですけども、そういったことも鑑みながら、この「琵琶湖森林づくり基本計画」

の見直しを図っていきたいという、そういった話になっております。 

  そういったことを踏まえまして、委員の皆様からご質問、ご意見をいただきたいと思

いますけども、資料が多いですので、ご質問、ご意見をいただくときには、資料番号を

説明していただいた上で、ご質疑いただきたいと思っております。 

  それでは、委員の皆様、いかがでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：１点、参考にお伺いしたいのですが、資料４、森林・林業を取り巻く社会情勢の

変化等についていろいろご説明いただいたのですが、その中で、８ページの「２６年度」

のところに、２７年度事業において、少花粉苗木への植替えを推進するため皆伐に対す

る補助制度を創設とあって、ということは、花粉の少ないスギとかを植えるという需要

が増えてくるような気がするのですけれど、滋賀県の場合は、苗木については現状でど

うなっているのかなと、少しお伺いできればと思います。 

○事務局：滋賀県において生産している少花粉種というのはスギでございますが、平成２

０年度より圃場整備に着手しまして、２６年度から種子生産をミニチュア採種園におき

まして開始したところでございます。県内の生産業者さんが新規に入られて、現在、試

験的に種子を購入されているという段階でございます。 

今後におきましては、新しい補助制度の流れの中で、少花粉スギ・ヒノキの需要が非

常に拡大するものと思われますので、今年度より、一部ヒノキの苗木の採種園としての

造成、植栽も始めたところでございます。スギについても今後の拡大を検討していくと
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いうことで、ご質問にありました苗木につきましては、現在、ミニチュア採種園という

ことから、県として、穂苗の生産というのは考えておりません。 

○委員：はい、ありがとうございます。採種園、採穂園の木を使って、民間の方が苗木を

育てていく。滋賀県内では、あと三、四年ぐらいはかかるのですかね、実際苗木が出て

くるのは。 

○事務局：苗木そのものは、試験栽培がことしスタートして、２年後ぐらいには出てくる

かなと思っております。また、種子の生産量そのものにつきましても、森林総研より保

育方法の指導を受けているところでございますので、スギにつきまして６年後には十分

な種子の提供を始めていきたいと思っています。実際に生産業者さんでは、今後拡大し

ていきたいという意向で、近畿圏で種の取り合いがありまして、滋賀県に種を売ってほ

しいと問合せがございます。今年度も採れましたところ、試験栽培以外の分は既に県外

に払下げしているような状況でございます。 

○委員：ありがとうございました。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

この花粉症対策に関しましては、花粉症の方にとっては非常に切実な問題だと思いま

すし、社会的な関心も非常に高いと思いますので、できるだけ滋賀県としても取り組み

を進めていただきたいというふうに思っております。 

  その点に関しまして、何かご質問、ご意見、委員の皆様、いかがでしょうか。ほかの

ことでも構いませんけども。 

  はい、どうぞ。 

○委員：資料２－１のところで確認ですけども、県民の協働による森林づくりの推進の、

その他の課題に挙げられていますが、琵琶湖森林づくり事業等の認知度のところで、森

林税の認知度が非常に低くてということで書いてあるのですけど、ここら辺が、上のと

ころの戦略プロジェクトの取り組みのところの評価とギャップがかなり出てきている

なというふうに思っています。 

この県民協働による森林づくりの推進プロジェクトで、パートナー協定の数も増えて

きていますし、市民団体の活動日数も増えているという中で、こういう認知度が驚くよ

うに低いというところは、多分、広報の部分が大きいと思うのです。 

まず１つ確認したいのが、審議会の意見のところにも書いていますが、企業側のニー

ズが高まるとか、受け入れ態勢に課題があり、他府県の取り組みを参考にしてというふ
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うに書いていますけども、企業側のニーズと受け入れる側、市民側のニーズのギャップ

があると思うのですけども、そこら辺はどういうふうに見ておられますか。 

○事務局：森林政策課の○○です。 

  企業につきましては、ＣＳＲということでやっていただいている。森林所有者につき

ましては、企業としても公的なところでやりたいというニーズもあるので、個人の山に

はなかなか入っていけない。そういう中で、今は本県で進めており、今年度は２３まで

いきますけれども、そこは生産森林組合とか公のところの森林を活用して、そういうパ

ートナー協定をしています。 

企業側のニーズと市民のニーズというのは、そういうところで、まず合わないところ

があるのではないかなと。ただ、企業としては、社会貢献ということでやられておりま

すので、個人のところまでは入りにくいというところがあるのかなと思います。 

○委員：今、課題を抱えているところは民有林がほとんどだと思うのですね。なので、公

のところがそういう企業との仲介として、どういうふうに民有林のほうに企業のＣＳＲ

の力を使っていくかというところがすごく課題だと思うのと、あと、ちょっと耳にした

のは、企業側のＣＳＲの要望が植林をさせてほしいということが結構あるというふうに

聞いていて、でも、実際は植林というよりも整備のほう、手入れを入れてあげたいとい

うところの受け入れ側というか、森側のニーズと、企業が認識しておられる森林の課題

というのにも少しギャップが発生してきているんじゃないかなというふうに思うので

すね。 

そこらは、滋賀県の抱える森林の課題の優先順位であるとか、ＣＳＲを積極的にやっ

ておられる企業、またこれからもっと力を入れていきたいと考えておられる企業の方々

に、森林はどうしてほしいか、森林がどうあるべきで、どういう手なりを必要としてい

るかということをしっかりと認識していただくことをしていかないと、そのギャップが

埋まっていかないと思いますので、そういうところでもう少し力を入れていただきたい

なと思います。 

今回というか、いつもそうあるべきだとは思うのですけど、県の、さっきの構想のリ

ンクとか、調和というところにおいても、この森林税の認知度というのは、例えば森林

に今関心のある方々には、当然ながら活動日数が増えるとか、こういう戦略プロジェク

トの協働のところでは５つ星も出ているぐらいですから、広報的には偏っているのだと

思うのですね。 
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なので、基本構想とか、県の他部局の担当している事業とのリンクで、もう少し幅広

く森づくりに関する広報というものを広げていく必要があるんじゃないかなというふ

うに思いますので、これを機会に、他部局との担当の事業の連携というのをさらに深め

ていって、こういうところの穴を埋めていけるようにする。また、森づくり団体も増え

てきていますので、県が広報するというよりも、そういう団体それぞれが広報の役割を

果たしていくべきだと思いますので、その団体にどういう資料なりを提供できるかとい

うところも力を入れていただ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。 

  一つは、県民税の認知度に関しましては、まだまだかなり低い状態にあるのは間違い

ないと思いますけども、これは滋賀県だけじゃなくて、他県でも実は同様な状況になっ

ていると思います。県民税をとっている以上は、これをきちんと県民の皆さんに情報を

提供して、何よりもやはり県民の皆様が考えるようなニーズに合ったような県民税の使

い方ということを考えていかなきゃいけないのかなと思っております。その辺は恐らく

今後の課題として、この滋賀県として考えなきゃいけないことではないかと思っており

ます。 

  もう一つ、このパートナー協定で企業の森に関しましては、やはり企業側のニーズと、

それから現場サイドの状況とのギャップが非常に大きいのかなというふうに思ってい

まして、これをいかに埋めていくのかということが大きな課題であるというふうには思

います。企業側としても、森林に対して専門家ではございませんので、必ずしも滋賀県

の森林の状況を十分理解した上で、こういったことに取り組みをしたいと言ってきてい

るわけではないということは踏まえておく必要があると思います。 

そういう点では、単に企業のニーズに合わせてやっていくだけではなくて、こちら側

からどんどんと情報提供をしていって、今、滋賀県が森林としてどういう課題があるの

か、それに対して企業の人がどういった貢献ができるのかということを、やはりこちら

側から、きちんと情報を示していくことが必要じゃないかなというふうに思いますので、

そこら辺は滋賀県側としても取り組んでいただきたいと思います。ぜひよろしくお願い

したいと思います。 

  その他、何かご質問、ご意見等いかがでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：２つあるのです。 
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一つは、資料５に関連して、県の計画、必要なものを多分挙げていただいたと思うの

ですけど、間違っていたらすみません。景観計画なんかを見ていると、山林の保全とい

う文言が出てきて、あと、滋賀県内はたしか２カ所ぐらい国指定の文化的景観があった

と思うのですけど、そういった景観の背景には、森林というものがとても重要であると

いうような考えがあります。例えば景観計画との整合性というのも、ちょっと注意され

たほうがいいんじゃないかなと思いました。全部見ていないのですけど、ところどころ

に山林の保全とか、森林の保全という文言も出てきていますので、一度確認をしてほし

いと思うのです。それが１つ目です。 

  もう一つは、資料３－２に関連するのですけど、他の計画との関連とかを見ていて、

生物多様性保全ということが一つ大きなキーワードで、私たちが出した答申も生物多様

性保全ということをベースに出しましたし、他の計画であるとか、もちろん事業も生物

多様性保全ということがキーワードになっているものがあって、それぞれいっぱいある

のです。各事業が関係あるものも、それぞれ個別にやっている結果、予算が分散してし

まって、事業の目的は物すごく大きなものなのに、額が少額になってしまうと。 

これは多分行政の仕組みで、どうしても仕方がないのかなと思うのですけど、例えば

カワウの生態系被害の問題なんか一つとっても、最終的な解決となると、魚を増やすと

か河川環境を保全するとか、そういったことと密接にリンクしてくるのですけど、今だ

と農政水産部になるのですかね、河川環境、河川の保全とかに、じゃ、お金が幾らつい

ているのとかと、ざっと見ていくと額が少なくて、こんな額で河川の保全ってできるか

みたいになっていて、すごくもったいない感じがするのです。 

生物多様性保全というキーワード一つとっても、複数の事業を連携させると予算とし

てももっと大型になって、本当に河川環境を保全する思い切った取り組みとかできるん

じゃないかなと思っています。すみません、私は行政の組織がどういう仕組みなのか分

からないのです。連携という言葉はよく見られるのですけど、連携では何か弱いのかな。

横断的な取り組みというレベルでは弱くて、組織みたいなもの、それぞれの課から人を

出して、一つの目標に向かって、何ちゃら室になるのか知らないですけど、ということ

をしないと、大きな予算を思い切って使って、本当は全部関係していることができない

のかなというふうに、すみません、ちょっととりとめないです。 

要は、河川環境の保全みたいなことを一つとっても、細分化された計画の予算はとっ

ても小さくて、小さい漁協さんがそれをやらされて、この小さいお金で川を保全せよと
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言われてもみたいな、そんなことが実際に起こって、でも、全部つなげると、そこそこ

大きなお金だったりする。技術なんかも、実はあったりするんじゃないかな、もったい

ないというふうに思います。 

ちょっとずれているかもしれません。 

○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：まず、最初にご提案いただいた景観の保全ですが、他部局と連携しつつ、景観

の保全等についても検討してまいりたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと

思います。 

○事務局：すみません。 

縦割りというお話だと思うのですが、非常に難しい話でございます。うちのそもそも

県庁というところは課があって、部があってというのがあるのですが、それぞれの目的

があって組織がそもそもある。それがまた、横断的にやっていかなあかんというのが幾

つかあって、例えば今おっしゃった鳥獣害というのはまさにそのとおりなんですね。 

  ところが、御存じのとおり、国のほうでも、農水省のほうはいわゆる農産物の被害の

防止という形で農水省側にお金がつく、いわゆる農業側にお金がついている。一方で鳥

獣害対策というのは、もともと「鳥獣保護法」があって改正もされて、環境省側がそれ

をやっている。それが縦割りですけど、唯一できるのが県なんですね、県は両方とも受

けていますから。 

幸い滋賀県庁の場合は、それほど大きな県庁でない。御存じかもしれませんけども、

職員数は全国でも３番目に少ないところですから、そういう意味では、どちらかという

と、人数も中で結構やりとりもしていますし、ちょっと歩いてお話ができる関係でもあ

りますので、その辺のところはどこか事務局が必要なので、鳥獣対策室を中心にそうい

うことについての調整を図りながらやっているというところです。 

  この話は本当に県民の皆さんから見ていただいて、何をやっているかよく見えないと

いう点もあるかと思うのですが、横つなぎというようなことを前の嘉田知事の時代から

相当言われておりまして、そのことについては心がけているつもりでございますけど、

まだまだ不十分なところがあるのだろうというぐあいに思います。 

  テクニカルなことを言いますと、いわゆるそういう室をつくることもありますし、あ

るいは関係課が集まって連絡調整会議、あるいは知事をトップとするような本部組織を
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つくる。物によっていろいろございますので、その辺を柔軟に使いながらやっていきた

いと思います。ただ、外から見ていただいて、何でこれとこれが連携していないのかと

思われることがあると思いますが、そういうことはぜひ忌憚なくおっしゃっていただい

て、私どもも改めていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いしたいと

思います。 

○議長：はい。 

よろしいでしょうか。 

  ただいまご指摘が２点ありましたけど、一つは景観計画の話ですけども、景観という

問題は実は森林にとって非常に重要な問題であるというのが、最近、学術的な世界でも

言われております。いわゆる景観施策、ランドスケープ・エコロジーという分野があり

まして、そちらのほうでは景観と呼ばれるものが単なる人の見た景観だけではなくて、

生態系の観点からも景観というレベルが非常に重要であると、そういった位置づけにな

ってきております。 

こういったものが本当はうまくこういった景観計画に反映されていくといいと思う

のですけども、滋賀県の場合、現状どこまでなったか、私のほうは把握しておりません

が、今後そういった点から、森林というものの景観を、いわゆる人工的なものの景観と

うまく調和をさせていって、どのように考えていくのかということは非常に重要な課題

になっているのかと思いますので、ぜひ連携をしていただきたいというふうに思ってお

ります。 

  それから、もう一つは、先ほど言われた縦割りによるさまざまな弊害の問題ですけど

も、これは先ほど事務局から返答がありましたように、国のほうでは非常に深刻な問題

になっております。やはり農林水産省と林野庁、それから環境省、さまざまな省庁が縦

割りで似たようなことをやっていて、そこの弊害は非常に深刻な問題になっていると思

うのですね。 

  ただ、一方で、滋賀県の場合は、県という一くくりの中でうまく連携できるだけの素

地があると思っておりますので、そこを最大限に使っていただいて、要するに国側で抱

えているさまざまな縦割りの問題点を、いかに県側でうまく調整をしていくのかという

ことを考えていただきたいなと思っております。 

  特に、生物多様性に対する対応というところは縦割りが非常に大きく出てくる部分で

もありますけども、先ほど指摘がありました資料の３－２のところでは、裏面の６ペー
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ジのところに、「生物多様性への対応」という形で書かれてはありますけども、本当に

ごくわずかな部分だけが今では入っている形になっていまして、しかも、その内容は割

と巨樹・巨木に対する対策が中心になっていて、これだけで本当に生物多様性に対する

対応と言えるのかというふうに当然思われると思います。 

  例えば、今回新しくつくります水源林保全巡視員だって、実は水源林の保全というこ

とを通して生物多様性に貢献できるかもしれないわけですよね。そういったいろんな事

業が実は生物多様性にかなり関連があると思いますので、できるだけのこの生物多様性

への対応というところをもう少し膨らませていって、さまざまな滋賀県が行っている事

業が、実は最終的には生物多様性とか、森林多面的機能につながっていくのだという、

こういった全体像が見えるような形で、この予定事業というのがうまく組み合わせてい

く必要があるのかなというふうに思われます。 

  現段階では、あくまでも事業の主たる目的の中だけで、こういった分類が行われてい

ると思いますけれども、今後はそういった最終的な目指すところはどこなのかというと

ころを踏まえた上で、もう少し生物多様性とか多面的機能というものが中心的になるよ

うな形で、この事業の性格、位置づけというものをしていく必要があるのかなというふ

うに思います。ご指摘どうもありがとうございました。 

  続きまして、他、ご質問、ご意見等いかがでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：資料３と４に関連することですけども、今、山を歩いていると、この近年、ほと

んど植栽がされていないと思います。それで、これからの林業、３０年、４０年、５０

年先のことを考えると、やっぱり齢級のバランスを整えなあかんなと思います。それで、

荒廃地とかそういうところ、また災害地など、それからシカの獣害地などがたくさんあ

ります。そういうところも含めて、植栽をもっと進めなあかんやろかと思います。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  事務局のほうから、何かご返答ありますでしょうか。 

○事務局：私のほうからお答えさせていただきます。 

  今、委員がおっしゃられたように、最近、植栽のほうがなかなか進んでいないのは事

実でございまして、やはり森林はいろんな齢級が均等にあって初めて安定的な森林だと、

こういうふうに思われるわけでございまして、最近、植栽が行われないということであ

れば、それが伐期を迎えるころに伐採の適齢期の森林が少ない、そういったことが今後
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５０年、６０年後には発生してくるというふうに思われます。 

  そういう中で、最近、植栽しても獣害の被害が多うございます。森林所有者の方にお

かれましては、やはりその辺を危惧されて、なかなか植栽されないのではないかという

ふうに私どもも思っているわけでございまして、植栽を推奨するとともに、実は今年度

平成２６年、森林土壌保全の対策指針というのを、私ども滋賀県のほうで策定いたしま

した。それで、土壌の保全の観点から植栽の木を守っていくためには、どういうふうに

したらいいのかというのをまとめました。そういったものを今後普及しながら、森林所

有者の方にも、安心して植栽できるようなことを技術提案していきたいというふうに思

っております。 

  それから、先ほど話の出ました花粉症対策で、主伐に対してもある一定条件がござい

ますけども、補助が出るような制度ができました。今後そういう制度を普及していって、

植栽が進むように努めていきたいと考えております。 

○議長：はい、どうもありがとうございました。 

  よろしいでしょうか。 

  やはりこの森林の齢級バランスというのは非常に重要な問題でございますし、ただ、

このためには非常に長期的な視点が必要になってくると思います。そして、今回議論し

なきゃいけない「滋賀県琵琶湖森林づくり基本計画」の中でも、中期計画と長期計画と

両方ありますので、特に長期計画のほうで、将来的な滋賀県の森林のあるべき姿という

ことを考えなきゃいけないと思います。その際には、こうした齢級バランスは当然考え

ていかなければいけないと思いますので、ぜひこの点に関しましては積極的に検討して

いきたいと思います。 

  また、獣害対策ということも当然やっていかなければ、一生懸命頑張って植林しても、

それが獣害でやられてしまったら全く意味がございませんので、そうした獣害対策と将

来の森林づくりというもの、両方どうやって考えていくのかということは非常に重要な

課題だと思います。ぜひここら辺についても、今後の計画の中に反映していきたいとい

うふうに思いますね。 

  どうもご指摘ありがとうございました。 

  他、委員の皆様からいかがでしょうか、ご質問、ご意見等。 

  じゃ、どうぞ。 

○委員：もう一つ、すみません。 
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今、獣害のことの話が出ましたけども、猟期の１１月から３月ごろまでは、猟師の人

に聞くと、シカをとっても補助金が少ないように言うておられます。猟期の間は余り気

張ってとらへんということを言うておられますので、シカのスギ、ヒノキの皮はぎは多

分冬季の食べ物の少ないときに害が多いと思いますので、一律に補助金が出るようにし

ていただいたら、もっと気張ってとっていただけるんやないやろうかと思います。 

○議長：はい。 

どうぞ、お答えを。 

○事務局：今、捕獲１頭当たりについて助成をさせていただいております。今、委員おっ

しゃったように、許可捕獲の場合１万円、狩猟の場合は５,０００円と単価差はつけて

おります。ただ、今、捕獲数が多い市町でやられていますのは、年間を通じて許可捕獲

です。ですから、１１月１５日から３月１５日についても、従来の狩猟だけではなく、

許可捕獲をされているというのがかなりの部分を占めています。 

それによりまして、許可捕獲の捕獲全体に占める割合というのはかなり増えています。

狩猟期を区別せずに、許可捕獲という手法でやっていただければ、同じ額の高い助成を

させていただいております。 

○議長：はい、どうもありがとうございました。 

  よろしいでしょうか。 

  この獣害対策に関しましては、国が抱えているさまざまな法律とか対策というものが

なかなか現実に乖離している部分が多いというのがよく指摘されております。非常に古

くからつくられている法律ということもありまして、現在の、ここに書いてある生物多

様性保全対策というものが実は余り視野に入っていなくて、あくまでもいわゆる鳥獣害

対策にしかなっていないという問題があります。 

そこら辺を今後どうやって変えていくのかということが大きな課題だと思いますけ

ども、国の動きってなかなか遅いというものがありますので、やはり現場を抱えている

県のほうから、より早い段階でこうした生物多様性対策にうまく獣害対策を使っていく

という、そういった新たな施策というものを考えていくことも必要かと思われます。そ

ういったことも、この基本計画の見直しの中で、考えていければいいかなというふうに

思います。ご指摘どうもありがとうございます。 

  その他、ご指摘、ご意見。 

  では、よろしくお願いします。 
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○委員：資料５－１、滋賀県基本構想の概要の重点政策編のところに７つのテーマが挙が

っているのですけども、「２７年度に向けた重点テーマに係る知事と部局長の協議概要」

というのが県のホームページのほうに出ていまして、この７つが書いてあって、関係す

る部局名がそこに載ってあるのです。 

森林で言うと、地産地消はもちろんそうですし、エネルギーの関係ですごく関連して

くると思うのです。この３の「滋賀の強みを活かし、新たな強みを生み出す滋賀発の産

業の創造」のところに、潜在資源を活かした地域産業の育成ということと、地域主導に

よる「地産地消型」・「自立分散型」の新しいエネルギー社会づくりというところは、や

っぱり森のことがかなり関係してくると思うのですけども、県のホームページのほうで

その関係する部局名が、この３番のところに、残念ながら、琵琶湖環境部が入っていま

せんでした。 

ここはやっぱり絡んでいくべきかというふうに思いますので、この３の部局連携のと

ころに、琵琶湖環境部の森林政策の部分は、エネルギーの部分と、それから地域づくり

についてもそうだと思いますし、そこら辺を入れておくべきではないかなというふうに

思います。 

○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か。 

  はい、どうぞ。 

○事務局：森林政策課の○○でございます。 

  今のことは木質バイオマスのエネルギー利用という部分にかかわってくるかとは思う

のですけども、申しわけございません。具体的にはいろんな事業を、来年あたりは頭出

しをしておるのですけども、この重点施策の３番の部分で、森林部局が絡み切れなった

という部分がございます。 

  ただ、今後は、特に地域のエネルギー循環ということで、木質バイオマスの利用とい

うのは、かなりこれから必要になってくると思いますので、今後また考えていきたいと

思っていますので、よろしくお願いいたします。 

○議長：はい。 

よろしいでしょうか。 

○委員：続けていいですか。 

○議長：はい、どうぞ。 
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○委員：すみません。 

資料３－１のところ、ここに絵で水源林保全対策、林業振興対策、環境学習（木育）

の推進、鳥獣害対策の推進というのが書かれているのですけども、その中でちょっと気

になっているのが、新しく「ウッド・ジョブ体感事業」、林業の体験のところですが、「や

まのこ」を経験した生徒に具体的な林業の職場体験の場を提供する市町村補助事業とな

っています。 

いきなり「やまのこ」のレベルからの生徒さんがという形になっているのですけども、

今、林業の就業者の減少とか高齢化というのが課題になっているのは滋賀県でも同じこ

とだと思うのですけども、新規就業者の確保であるとか、就業の円滑化みたいなところ

の道筋みたいなものは、滋賀県としてどういうシステムをお持ちなのかを、ちょっと確

認したいなと思うのですが。 

○議長：はい。 

いかがでしょうか、事務局のほうからご返答をお願いいたします。 

○事務局：森林政策課の○○です。 

  就労システムという大きい範疇になるかと思いますけど、私ども今回、こういう事業

を考えておりましたのは、上に書いていますウッドスタートというのは、幼い子どもた

ちにそういう木育を考えていただくと。本県の場合は、「やまのこ」ということで全て

の小学校で実施していただいて、ステップして中学、大きくなれば高校生なり大学生と

か、社会人であればみずからの形で、ＮＰОさんで働くとか、そういうのをされると思

うのです。 

「やまのこ」をやった次の段階、中学生のところで今やられていない事例とかござい

ますので、そういう中で、一歩踏み込むという形でモデル的にやっていきたいというこ

とでこの事業を考えました。実際に山へ入って、チェーンソーで伐っている現場とか、

大きな高性能林業機械で木を伐る現場、あるいは製材所、あるいは家を建てる現場、そ

ういうようなところを中学生のうちに体感していただいて、次の高校なり大学へのステ

ップの中で検討していただくということで、モデル事業を考えております。 

○委員：ここの大きなテーマは環境学習の推進という枠の中なので、ウッド・ジョブとい

う形で書かれているのに、林業の体験ということなので、担い手育成というか、確保の

ところの部分の大きな施策というか、そういうところがちょっと見えにくいなというふ

うに思っていまして、ここで中学とか高校生のところでそういう体験をして、じゃ、自
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分が林業の就業者になりたいというときの道筋みたいなものが見えるようになってい

るかどうか。 

滋賀県では、京都にできたような林業の大学校はもちろんありませんし、岐阜のよう

な森林文化アカデミーというものもありませんので、滋賀県になくても、こういうとこ

ろに行けば、ああいうところに行ったら学べる機会があったり、そこの道筋をどういう

ふうに見ていけるかというところも、ある種、フロー図みたいなものがあれば見やすい

かなと。 

それは子どもたちだけではなくて、Ｉターン、Ｕターンももちろんそうですけども、

転職をする際にもそういうフロー図があれば、自分がどういうところから入っていける

のか、どういうところで学んでいけるのか、県の中で、あるいは県の周りでそういう体

制が整ってきているのかというところを見えるようにしていただくのがいいかなと思

います。全国統一の研修のカリキュラムというのは国のホームページでもありますけど

も、それを受けて県がどういうふうな形のカリキュラムと対象者を求めているのかとい

うところの部分がちょっと見えないなというふうに思います。 

  すみません、続けてもいいですか、他のことで。 

○議長：はい、どうぞ。 

○委員：そこからまた外れますけど、今回、林業振興対策の木の駅プロジェクト推奨事業

というのが盛り込まれて、自伐型林業の推進というので取り組みの支援をしていくとい

うことになったのですけども、少し気になりますのが、木の駅プロジェクトの推進の仕

方とか運営の仕方というのが、もちろん土佐の森さんから動きが始まって、全国的には

広がっているのですけど、中身がいろいろと体制に軟弱なところもあるし、危なっかし

いところもあるというところもあるかと思うのですね。 

  その木の駅プロジェクトは当然ながら整備をして、道をつくり、搬出するところまで

の形でいろいろやられていますので、安全対策ももちろんそうですし、木の駅プロジェ

クトを実施するに当たって、どうしても自分たちで取得していかないといけない資格と

いうのは出てくるはずですよね。例えば刈払機もチェーンソーにしても、別に免許を見

せなくても買えるわけですね。 

だけど、実際は特別教育を受けないといけない。林災防の免許を取得して、教育を受

けてじゃないといけないよというようなことを、皆さんどこまで知っておられるか。森

林所有者の方でも農業とかされていると、どこまでそれを受けてチェーンソーを扱って
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おられるかというところと、その搬出の関係になると、車両系の木材搬出機械の運転業

務については特別教育がされたというふうに聞いていますので、林内作業車を用いてす

るというときには、特別教育を受けないといけないんじゃないかなというふうに思うの

です。 

木の駅プロジェクトを県として推進するに当たって、注意事項というか、知っておい

てもらわなければいけない。こういうことを前提に動いてもらわないといけないという

指針みたいなものが必要ではないかというふうに思うのですけど、いかがでしょうか。 

○議長：はい。 

事務局、いかがでしょうか。 

○事務局：木の駅プロジェクトの関係を、お答えさせていただきます。 

  まず、研修関係でございますけれども、このプロジェクトの中で、みずから林業に取

り組んでいただける方々、いわゆる自伐型林業を推進するための施策の一つとして、研

修というものを県で開催して、参画を求めていく機会を、この予算の中で設けさせてい

ただいております。 

  それから、２点目にご指摘のありました受講ですけども、研修のカリキュラムの関係

については、改めて検討させていただきます。現段階では、事業をスタートさせて十分

な教育を受けていただき、その後に事業開始させていただこうという考えで、今は進め

させていただいております。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  幾つかご指摘いただきました。いずれも重要な課題だと思いますので、今後この計画

案を見直していく中で、ぜひ参考にさせていただきたいというふうには思います。どう

もありがとうございます。 

  他、委員の皆様でご質問、ご意見。 

  はい、どうぞ。 

○委員：私、初めてこの委員にお世話になったときから林地境界のことをかなりお願いし

て、民有林が大変多いというのは、これはもう県さんの責任でもないのですけど、もと

もと近畿地方は歴史的にそういう個人所有が多いという、そういう中で現在の森林の大

きな課題を考えるときに、民地が少ない東北とか、そういうところから比べると非常に

管理が大変で、しかもその課題が琵琶湖の水源というところにあるということで、そう

いう中で林地の境界を着実に明らかにしていくと、整備していくというのは全ての根幹
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ということで、私ずっとお願いしてきておりまして、それが着実に大変しんどい中で、

ご苦労いただいていることを感謝しております。 

  もう一つは、水源林保全ということで、取得不明の外国人による林地取得という課題

が北海道から端を発して、４７都道府県で今、十五、六でしょうか、こういう条例を制

定という動きが本県にも入ってまいりました。いろいろお話も聞き、論議もさせていた

だきました中に、水源林保全巡視員さんという名称が本県で正式に、名称としてはこれ

ですね。 

どういう名前になるのか、保安員とかいろいろございましたけど、水源林保全巡視員

の配置ということは、これから取り組まれる仕事の内容、目指されるところ、こういう

ものが北海道以降、１５の条例の中では非常に先進的なものとして理解したらいいので

しょうか。こういうものが今後全国的にも増えていくようなことになるのか。今まで名

称も余り気にしたことはなかったのですが、いろいろご検討されて、こういう形になっ

たということは、やはり日本の中では先進的な、今の段階では新しい取り組みと。そう

いう理解をさせてもらっていいのでしょうか。その点、ちょっとお尋ねいたします。 

○事務局：森林保全課の○○です。 

  水源林保全巡視員の名称につきましては、間違いなく、この水源林保全巡視員という

名前で、来年度よりスタートする予定でございます。 

  この巡視員の役割につきましては、水源林の保全という非常に間口の大きい、広い名

称をつけている関係から、いろんな方向から期待が寄せられるというふうには考えてお

るのですが、現在考えていますのは、森林の開発現場の監視・指導、それから森林災害

が起こらないように、治山施設とか、あるいは山地災害の危険地区の点検とか、あるい

は森林の被害状況の把握というようなところを幅広く考えております。 

○委員：初めてこういう形で動きが出ますので、注目度も高いと思います。 

  それで、可能であれば、今取り組まれた形で、実際に現場をそういう視点で県さんの

指導・指示のもとに、巡視された方の生きた現場の情報、これだけの方がこの県の条例

の中で動かれるというのは、大層に言えば歴史的なことだろうと思うのです、考え方も、

今日の課題も含めて。これが実際に動いておられる方々の何か見ておられるような状況

なり、生のような形でこの森づくりの取り組みの中で県民にフィードバックされるよう

な、そういう巡視をされて、現在のところ滋賀の森林はこうですよとか、こういうよう

な巡視員さんの生の声を、予算がもっと要るかと思うのですが、実際に動かれた方の本
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当のお感じになっていて、県民目線で、もっとこういうところは今後やらなければだめ

ですよと、こういうことがありますよと、またこういうすばらしいところが滋賀にはあ

りますと。 

シカの課題も、こういうところで論議していても、なかなか県民には、そうですね、

大変だそうですねと、この程度で終わらないような、本当に大変な状況という生のお話

を聞けるような場、フォーラムでも何でもいいのですけど、そういうものを一度、もし

可能であれば、多くの方が大変参考にされると思います。 

先ほどのプラスワンのアンケートがございましたけど、こういうのは子どもの教育以

上に、大人たちがじかに県民として巡視をされたご苦労の結果を理解するようなフォー

ラム、こういうものをどういう形であれ、一度ご検討いただければと思います。それほ

ど期待もしますし、大変ご苦労なお仕事をいただくわけですから、その得られた情報な

り体感度、こういう生の話を県民にフィードバックされるような構想が、もし可能であ

れば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。 

  この水源林保全巡視員に関しましては、恐らく全国的に見てもこれが最初かと思われ

ます。非常に先進的な取り組みだと思われますので、ここで水源林保全巡視員というも

のが単なる形だけのものではなくて、実効性のあるものにいかにつくっていくのかとい

うことが、ここでかなり考えていかなければいけないことではないかと思われます。 

これまでこの水源林保全巡視員は、とりあえずつくることが前提で議論されてまいり

ましたけども、具体的にこれをどういうものにしていくのかということに関しては、こ

れから議論が始まるのではないかと思われます。例えば、どういう人にお願いをするの

かとか、この巡視員の方々の仕事はどういう内容なのかとか、何を目的にするのか、そ

ういったことをこれからここでも議論していきながら、より実効性のある具体的な制度

としてつくっていくということをお願いしたいと思います。 

ご指摘どうもありがとうございました。 

  他、いかがでしょうか、ご質問、ご意見等。 

  はい、どうぞ。 

○委員：２件ございます。 

一つは、資料２－１の２番、県民協働による森林づくりの推進の中で、ちょっと私、

聞き逃したのかなとも思ったのですが、（２）の里山整備・利活用の推進の進捗状況が
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目立って悪いというか、市町が主体となり里山保全グループとの協働で行うというのが

目標に達していないということですけれども、これはどういうふうに理解したらいいの

かなと思いました。 

市町が積極的でないとか、そういうわけではないのか、森づくり活動というのは一般

に増えているけれども、里山保全活動は余り進まないという、これはどういうふうに理

解したらいいか教えていただきたいというのが、一つです。 

○事務局：森林政策課の○○です。 

  里山整備協定林が少ないということにつきましては、まず１点、この制度自体、県民

参加の里山づくり事業が１８年度からできますので、それを指標にしております。市町

が主体となって２団体以上のＮＰＯ、それと土地所有者と協定を結ぶ。市が中心となっ

て団体なりと協定を結んでやっていくという事業でございます。取り組むところが市単

位ぐらいですので、市が中心というふうなことで、大体各市町一応ができていると、１

９市町ぐらいですので。そういう中で広がりが少なかったなと思っています。事業自体

が、NPO がかかわるかなり大規模な里山整備という形で構成されておりますので、そう

いう形になりました。 

○議長：よろしいですか。 

○委員：すみません、もう一点。 

資料３－１のほうで、新たな展開ということで説明していただいたのですけれども、

林業振興対策のところ、これから県産材を使っていかなきゃいけないということだと思

うのですけれども、１３番、木材安定供給体制強化事業ですけども、これは１ヘクター

ル当たり５００円というふうにおっしゃっていましたが、流通センターを通じてＢ材を

集約・販売する場合に補助金を出すという、そういう理解でよろしいのでしょうか。 

○議長：はい、どうぞ。 

○事務局：この事業につきましては、木材流通センターが県外の大規模製材工場と安定供

給協定を結んで流通をやっておるのですけども、木材価格の問題でありますとかで、な

かなか木材が集まりにくいというような森林組合からの課題というか、要望がございま

したので、この場合は流通経費支援という形で出していくというものです。 

  もう一点は、ここには挙げておりませんけども、実は２６年度の国の地方創生の絡み

の補助金で、別途６００万円ほど予算では通っておるのですけども、国のほうがまだ承

認が下りてないという状況でございますけども、プラス６００万円、合計８００万円で、
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そちらのほうは同じようなものを対象に、支援していきたいというふうに考えておりま

す。 

○議長：はい。 

よろしいですか。どうもありがとうございます。 

  その他、ご質問、ご意見等いかがでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：資料２－１の中ほどですけど、ニホンジカの被害、先ほどから何回もシカの被害

の指摘が出ているのですけど、捕獲頭数はこの数年の頭数を見ていると、ちょっと頭打

ちが来ているのかなという感じがするのですけど、少しでも捕獲頭数を上げていくとい

う努力が重要だというふうには思っています。 

  そんな中で、先ほども○○委員のご指摘もあったのですが、実際現場では狩猟の時季

に余りとってくれないという話もあったのですけど、逆に、農業被害を受けている人な

んかからは、狩猟期にしかとられないと。それで農業者が自分で罠であるとか、銃器の

免許を取っても、いわゆる農繁期に市町から、幾ら頼んでも許可が出ないという現状が

あります。それは市町が許可を出すので、県としては何でしょうけれども、何かアドバ

イスをしていただいて、本来、捕獲許可というのは対個人に出るものですけれども、現

状としては猟友会丸投げみたいになって、団体に出ているような感じになっている。 

そういうようなことで、例えば私なんかも狩猟期にしかシカはとれません。何でかと

いうと、猟友会に入会できない。なぜ入会できないかというと、猟友会は自分のところ

の団体と同じ目標を持っている組織に所属している人は、入れないと。要するに、鳥獣

対策を目標としている組織というか、そういうような活動をしている人は入れないとい

うのがあって、許可が出ないので、結局、猟期しかとれないというようなことがある。 

どちらも猟期は安いからとれないというのもありますし、どっちも現場で何か弊害が

あって、本来、力量もあって、やろうと思えばやれるのに許可が出ないからとれないと

いう人はたくさん見えます。私の周りにもたくさんおられるので、それをちょっと改善

するだけでも、捕獲頭数は増えてくるんじゃないかと思います。「鳥獣保護法」改正で

改善される部分が恐らくたくさんあると思うのですけど、県として非常に厳しいかと思

うのですが、何かアドバイスとか指導って、それはできないかもしれないですけど、何

か打開策があると、増えるかなという気がします。 

○議長：はい。 
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ご返答をお願いいたします。 

○事務局：捕獲頭数を見ていただいても、やっと１万頭を超えた状態が３年間続いていま

す。最終的な目標が１万６,０００頭ですので、そこまではまだちょっと開きがあると

考えています。 

  ただ、今年度の捕獲頭数は１万３,０００頭を超えるのかなというぐらいまではいった

かなと思います。一つには気象条件とか、そのあたりもありますので、とれないという

ところは、担い手だけの問題かなというのもあります。 

  ただ、今ご指摘のように、従来の方法だけでやっているのでは増えないと考えており

まして、もっといろんな主体にかかわっていただき、少しずつでも増やしていただけれ

ば、全体として増えると考えております。 

  今年度からの取り組みで、まず罠猟の捕獲を増やしたいというのがございまして、各

森林整備事務所管内で１回もしくは２回、県下全体で６回ほど、合計で３００人余りに

来ていただいて、罠猟の捕獲を増やすための座学と現地講習をプログラムとした講習会

というのをやらせていただいているところでございます。 

  実際の捕獲といいますのは、狩猟期といいますか、葉が落ちてきた１１月から３月ぐ

らい、そのあたりが捕獲頭数も増えてくるというのもございまして、そのあたりでどう

やって増やすのか。許可捕獲で狩猟者さんの自由意思ではなしに、市町さんのほうから

の要請に基づいて捕獲をしていただくということで、捕獲頭数を増やすということを今

進めております。 

  ただ、市町さんのほうも助成金を出すということになりますので、把握されているメ

ンバーさんを中心にやられているというのが現状かなと思います。そのことにつきまし

ては、市町さんやら猟友会さんやら、いろんな関係機関と相談させていただいて、どの

ように増やしていくのか、今後の課題として考えさせていただきたいと考えております。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

やはりシカ問題は非常に重要な問題で、積極的に県としても対策をとらなきゃいけな

いと思うのですけども、一方で、とりたいと言っている人が、許可が下りないからとれ

ないという状況は、これは非常に問題だと私も思います。 

こういった問題はやはり現場の声を反映していただいて、現状をうまく打開するよう

な方法というものを考えていただきたいと思います。 

ご指摘、どうもありがとうございます。 
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  残り時間が大分少なくなりましたけども、最後に１点ぐらい、何かどうしてもご意見

のある方。 

  はい、どうぞお願いします。 

○委員：失礼します。 

この手の会合では不思議と戦術と戦略というものが混乱して語られるわけなんです。

ですから、どうも話のピントがぼけてくるわけですけども、そういうこともありますの

で、個々のことについてたくさんおっしゃるのは、ひとつ戦術として聞かせてもらった

らいいと思うのですけども、本日のこの会合は基本計画の見直しについての論議でござ

いますので、２つだけ申し上げておきたいと思うのですけども、滋賀県の琵琶湖を守る

森というか、琵琶湖周辺の森は、非常に大切な琵琶湖を守っておるという大きな任務が

あります。 

  私はかねがね言うておるのですけども、滋賀県の山というものは全国の山林レベルで

は、大体下から５番目ぐらいのところにある。森林力というようなアバウトな物の考え

方をすると非常に弱い。しかしながら、環境を守るという大きな自尊心があります。こ

れは日本一だと思っております。こういうことで私は胸を張って全国でも話をしておる

のですけれど、そういう観点に立ちましてみますと、今、国の方針は地球温暖化の問題

が出ておりまして、ＣＯＰ２１ですか、この話が出ておりますので、これに対応するた

めの森づくりということが強く言われております。ですから、そういう観点に立ちまし

て、この基本計画の見直しをする新しい基本計画の文言の中に、ＣＯＰ２１の計画の文

言をどこかに入れられたほうがいいんじゃないか、このように思っております。 

  それから、琵琶湖の水を大切にするということの中で、下流の皆さん方のご協力を得

るということが書いてあります。これは当然でございまして、下流の皆さん方のご協力

を得なければいけないわけですけども、一番ご協力をもらわなければならないのは、若

狭湾周辺の市町村の皆さんです。これは下流じゃないのです。こう言いますと、原発の

話になるわけですが、原発を潰そう、残そう、どうするということ、ここでは私見は申

し上げません。 

しかし、万が一のために、原発から来る放射能が琵琶湖の水を汚染したとき、琵琶湖

は非常に危険なものに変わります。となりますと、下流の人が危険な水を飲むことに協

力をしてもらうのか、危険なことが起こらないように、周辺の町や村が協力してくれる

のかということになりますと、下流の市町村の協力だけでは滋賀県の森林の基本計画と
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いうものは成り立たないと思いますから、文言として、できたら下流の市町村でなく、

県外の周辺の市町村まで入れてもらうほうがいいんじゃないかと、このように思ってお

ります。そういうことでございますので、ひとつこの２件、検討してもらいたいと思い

ます。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  事務局のほうで、返答は何かございますでしょうか。 

○事務局：どうも貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございます。 

  今後の検討課題として、この委員会の中でもまた検討をお願いしたいと思いますし、

特に下流、隣接の話もございましたけども、事務局といたしましても、その辺の認識は

十分させていただいているつもりですが、新たなご提言であり、貴重な意見としてお聞

きさせていただきたいと思います。 

今後とも、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長：はい。 

貴重なご意見どうもありがとうございました。 

  そろそろ時間になってまいりましたので、とりあえず今回はこのぐらいにして、今回

はあくまでも全体的な流れというか、全体像に関する議論でしたけども、こういったい

ろんなものが今たくさん、滋賀県でも森林に対していろんな課題を抱えていることがよ

く分かってきたと思います。 

こういったものを踏まえた上で、今後の基本計画にどのように反映をして、見直しを

していくのかということも次回以降議論していきたいと思っておりますので、委員の皆

様、ぜひ今後ともご協力をお願いしたいと思います。 

  それでは、事務局のほうに戻したいと思います。 

○司会：それでは、最後ですけれども、先ほどの資料の最後のページを見ていただきたい

のですけれども、今後の予定を説明させていただきます。 

  上から２つ目の、審議会のところを見てください。本日３月２０日、１回目諮問とい

うことで、２回目は５月の上旬を予定しております。課題の整理・計画に盛り込むべき

事項の検討ということで、今回いただきました意見を参考に議論をしていきたいと考え

ております。 

  その後、本計画につきましては、予定では６月の上旬と７月の上旬の開催を予定して

おります。新年度に入ってから３回の開催予定で、委員の皆さんにはお世話になってお
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りますが、どうかよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  ただいま資料６をご説明いただきましたけども、今後のスケジュールとしてはこんな

ふうになっておりまして、結構短期間ではありますけど、集中的にこの森林審議会のほ

うで議論をしていきたいと思っておりますので、ぜひ委員の皆様はご協力をお願いした

いと思います。 

  ただ、事務局のほうでは、今回いろいろと出てきました意見に関しまして、できるだ

けこれを反映していただいて、見直し作業のほうを行っていただきたいと思います。 

  それでは、以上で本日の審議のほうは終了させていただきたいと思います。 

  そしたら、事務局にお返しいたします。 

 

７ 閉 会 

○司会：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１０８回の森林審議会を終了させていただきます。どうもあり

がとうございました。 

○議長：どうもありがとうございました。 

〔午前１０時５８分 閉会〕 


