
資料１ 

「琵琶湖森林づくり基本計画の見直しについて」の諮問について 

 

◇琵琶湖森林づくり基本計画の位置づけ 

１ 性格と役割 

 琵琶湖森林づくり条例第９条の規定に基づく計画であり、条例に示す理念を実効性あるものとするた

めのアクションプラン 

２ 計画期間 

 ○計画の期間 ： 平成１７年度（２００５年）～平成３２年度（２０２０年度） 

 ○長期的な目標： 基本施策の目標年次は平成３２年度（２０２０年） 

 ○中期的な目標： 戦略プロジェクトの目標年次は平成２６年度（２０１４年） 

          →社会経済情勢の変化に対応するため５年ごとに見直し。 

 

◇琵琶湖森林づくり基本計画の見直しの背景等 

 ・琵琶湖森林づくり条例の改定に伴う見直し 

  → 新たな課題に対応するため条例改正、条例の理念を実現 

 ・他の県計画との調和を図るための見直し 

→ 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 

→「～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」の制定 

・琵琶湖森林づくり基本計画に基づく５年ごとの戦略プロジェクトの見直し 

  → 森林を取り巻く社会経済情勢の変化に対応 

《琵琶湖森林づくり条例の規定》 

 第９条第６項 基本計画の変更（第３項～第５項の規定を準用） 

※ 第３項 知事は、基本計画を変更するに当たっては、あらかじめ県民、森林所有者等の意見を反映す

ることができるよう、必要な措置を講ずるものとする。 

  第４項 知事は、基本計画を変更するに当たっては、あらかじめ滋賀県森林審議会の意見を聴くもの

とする。 

  第５項 知事は、基本計画を変更したときは、これを公表するものとする。 

平成１７年度

平成３２年度

戦略PJ（中期）５年間

《第１期》 《第２期》

平成２２年度 平成２７年度

現在位置

次期戦略ＰＪ ６年間

《第３期》

戦略PJ（中期）５年間

基本施策（長期）

基本計画期間（長期）１６年間



    ◎現行琵琶湖森林づくり基本計画の成果と課題について  琵琶湖森林づくり基本計画  進行管理および基本指標等達成度に対する点検・評価シート

１ 環境に配慮した森林づくりの推進

Ⅰ：基本施策【基本指標】 H15(現状) H22 H23 H24 H25 進捗状況 H26(中期目標） H32(長期目標）
達成率評価
（長期目標）

達成評価
（長期目標）

評価理由 森林審議会意見 対応方針(案）

33 34 35 35 35 36 38

達成率(%) 24 40 40 40

49 58 58 58 58 61 65

達成率(%) 53 56 56 57

64 97 81 62 74 80 90

達成率(%) 108 90 69 82

Ⅱ：戦略プロジェクト【5年間の取り組み】 H20(現状) H22 H23 H24 H25 進捗状況 H26(中期目標） 達成率の評価 達成評価 審議会意見

422 639 699 1,075 1,539 1,600

達成率(%) 18 24 55 95

2,525 3,014 2,513 1,921 2,042 3,100

達成率(%) 97 81 62 66

26,115 69,652 86,649 113,512 99,143 36,200

達成率(%) 192 239 314 274

Ⅲ：その他の課題 H22 H23 H24 H25

（1）ニホンジカ被害 9,613 10,728 11,270 11,697

(2)山地災害の増加 34 49 200 292

(3)林地境界の明確化 － 627 1,001 1,032

(4)巨樹・巨木等の保全 － 49 87 125

２ 県民の協働による森林づくりの推進

Ⅰ：基本施策【基本指標】 H15(現状) H22 H23 H24 H25 進捗状況 H26(中期目標） H32(長期目標）
達成率評価
（長期目標）

達成評価
（長期目標）

評価理由 森林審議会意見 対応方針(案）

30 112 120 127 139 125 150

達成率(%) 68 75 81 91

0 11 12 13 14 25 40

達成率(%) 28 30 33 35

1,583 6,819 7,481 10,618 10,290 8,000 13,000

達成率(%) 52 58 82 79

Ⅱ：戦略プロジェクト【5年間の取り組み】 H20(現状) H22 H23 H24 H25 進捗状況 H26(中期目標） 達成率の評価 達成評価 審議会意見

3 11 14 17 21 15

達成率(%) 67 92 117 150

482 539 555 935 1,030 750

達成率(%) 72 74 125 137

Ⅲ：その他の課題

（1）琵琶湖森林づくり事業等の認知度

(2)地域活動の継続と他地域への波及

●滋賀県におけるニホンジカ捕獲数(頭)

●林地被災箇所数(箇所)

●放置林防止対策境界明確化事業着手面積(ha)

●琵琶湖森林づくり県民税の認知度(%)

●地域の森林づくり活動を行う新規団体数(団体)

〇びわ湖水源の森の日・月間を中心に県広報などを活用して普及啓発を実施しているが、森林税の認知度がまだ３０％程度で低く、県民協働の森林づくりの推進
のために周知が必要。（H25年度県民世論調査より）

〇地域住民により地域の森林を守る取り組みが活発化。活動の継続と他の地域への波及が求められる。

意見なし －●　年間間伐実施面積(ha)

　 平成２３年度より国の政策の転換で、原則、搬出間伐のみが補助対象となったた
め、路網整備および集約化施業を積極的に推進したが、台風災害等により搬出経
路が被災したため、結果的には間伐実施面積は前年よりも微増となった。

Ｃ ★★★★

２ 県民の協働による森林づくり推進プロジェクト

●　琵琶湖森林づくりパートナー協定（企業の森）締結数(累計)

　 企業と森林所有者とが「琵琶湖森林づくりパートナー協定」を締結し、企業から提
供いただいた資金によって森林整備が実施されている。取り組みは広がっており、
新たに４件の協定が締結さて、累計２１件になった。

Ａ

２項目とも目標を達成為ているので
星５つとした。

Ａ

　 間伐実績が目標に達していない
が、２項目が目標達成およびほぼ達
成であることから星４つとした。

〇ニホンジカの被害で針広混交林化や再造林が進まない状況。下層植生の衰退で土砂流出の危険性も増大し、自然生態系や生物多様性を保全するうえで脅威
である。

〇災害が少なかった本県で平成24年25年と連続して大規模な山地災害が発生。全国的にも大規模な山地災害が発生しており、災害に強い森林づくりが求められ
る。

〇林地境界明確化は、適正な森林整備や災害復旧の迅速な対応などに必要。森林所有者の高齢化や不在村化が進んでおり、喫緊に取り組まなければならない。

221 里山整備協定林の数（箇所・累計）

 　市町が主体となり、里山保全グループ等と協働で行う里山保全活動の箇所数
は、前年より１箇所増え、１４箇所となったが目標と開きがある。但し、里山保全活
動は継続的に展開されている。

  企業の森の取組みに
ついて、受入れ側へは
引き続き様々な機会を
通じて啓発活動を行うと
ともに、他府県の取組み
も参考にし仕組みを検
討していく。

★★★★★

●　森林づくり活動市民団体年間延べ活動日数(日)

　１３の活動団体へ補助金助成などを行った。このような活動支援が契機となり森
林づくり活動が活発化し、活動団体数の増加や活動日数も昨年の９３５日から1,030
日へと増加した。

Ａ

　 企業側のニーズが高まる
中、受入態勢に課題があり、
他府県の取り組みを参考にし
て対策を検討する必要があ
る。

評価理由

　 県広報誌やホームページ等での啓発や森づくり交流会などのイベント等の開催
などにより月間における森林づくりへの参加を促したが、参加者数は、天候不順等
から前年と比較すると９７％となり漸減した。

Ｂ

　 ３項目を均等に評
価して星３つとした。

　 森林づくり活動を実践する
市民団体については、団体数
の評価だけでなく、活動状況
の把握が必要で、活発な活動
に促すためにはさまざまな支
援がいる。

(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

231 びわ湖水源のもりづくり月間の森林づくりへの参加者数(人）

(2) 人工林の地域特性に配慮した森林整備の推進

121 除間伐を必要とする人工林に対する整備割合
（％）
※人工林のうち1年間に除伐や間伐を必要とする森林(H31 3,100ha)に対
して、その年に除伐や間伐を行った森林面積の割合

　平成23年度より国の政策の転換で、原則、搬出間伐のみが補助対象になったた
め、H24年度の実績は落ち込んだが、路網整備および集約化施業の推進等により
前年に対し約400haの面積増の成果となった。（２,２９４ｈａ）

Ｂ

　 活動に対する支援を行い、森林づくり活動が活発となり、森林づくり活動を実践す
る市民団体の数が前年より１２団体増えた。 Ａ(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

(1) 多面的機能を発揮させる森林管理の推進

１ 環境に配慮した森林づくり推進プロジェクト

●　年間作業道等開設延長(m)

　 集約化施業の推進を行い、基盤整備における事業実績として林道開設1,232m、
作業道開設97,911mであり、積極的な整備ができた。 Ａ

●　環境林整備面積（ha・累計）

　 森林の現状を的確に
把握し、状況に応じた対
応を図るため「水源林保
全巡視員」を平成２７年
度から設置する。

112 治山事業による保安施設整備割合（％）（累計）
※保安林面積に対する保安施設整備面積の割合

　荒廃林地の復旧・予防等により県土の保全と保安林機能の増進を図るため治山
事業による保安施設整備を実施した。厳しい予算事情の中で災害発生箇所の復旧
を優先するなど効果的に実施した。　　４２９ｈａ（１４２箇所）

Ｃ ★★★

 森林づくり団体の活動
支援については、主体
的な活動を支援するた
め”森づくり応援サイト等
のホームページ”を活用
した情報の共有等の実
施や、国の制度も活用し
て取り組みたい。また、
団体の活動状況につい
ては、引き続き適期に把
握していきたい。

評価理由

　森林所有者が自ら整備することが困難な森林を対象に強度間伐と密度管理型の
整備を進めており、新たに464ｈａの事業を行い、累計は1,539haとなり、９５％の達
成率になった。

●保全に関する協定締結本数（本） 〇協定の締結を推進するとともに、地域の人々の文化や暮らしとともに持続的に保全する仕組みづくりなど恒久的な保全策が必要である。

　H23　　 H24　 　 H25　　  H26
　  ８　　　   ７　　  １２　　    ２９

111 民有林に占める保安林面積の割合（％）（累計）

　森林の多面的機能を高度に発揮させるために、新たに４８７ｈａを保安林に指定し
た。
累計は64,796haで民有林の35%である。

Ｄ

　 防災に関係する保
安林、治山と間伐を
均等に評価し、星３
つとした。

　保安林は指定して面積が増
えるだけでは必ずしも多面的
機能がそのまま発揮されると
は限らないので、適切なモニタ
リングをし、管理する体制など
を考える必要がある。

Ｈ２１　　→　　H２５
  28.7％　　→　 30.7％

211 森林づくり活動を実践している市民団体等の数(団体・累計)

D ★★★

基本施策・戦略プロジェクトの達成率の評価 ５段階評価  ★★★★★：５点  ★★★★ ：４点  ★★★：３点  ★★：２点  ★：１点 個々の取組みの達成率の評価  Ａ ： 90%以上  Ｂ ： 70－89%  Ｃ  ： 50－69%  Ｄ ： 30－49%   Ｅ ： 30%未満 

達成率の計算方法 

 ①実績が単年のもの ： 実績値／目標値 

 ②実績が累計のもの ：   （実績値－現状値)／（目標値－現状値) 

計算例 ①311県産材素材生産量 62,000／120,000＝52% 

     ②111保安林面積割合 （35-33）／（38-33）＝40% 

資料２－１ 



    ◎現行琵琶湖森林づくり基本計画の成果と課題について  琵琶湖森林づくり基本計画  進行管理および基本指標等達成度に対する点検・評価シート

３ 森林資源の循環利用の促進

Ⅰ：基本施策【基本指標】 H15(現状) H22 H23 H24 H25 進捗状況 H26(中期目標） H32(長期目標）
達成率評価
（長期目標）

達成評価
（長期目標）

評価理由 森林審議会意見 対応方針(案）

32,000(H20) 43,000 67,000 59,000 62,000 59,000 120,000

達成率(%) 36 56 49 52

Ⅱ：戦略プロジェクト【5年間の取り組み】 H20(現状) H22 H23 H24 H25 進捗状況 H26(中期目標） 達成率の評価 達成評価 審議会意見

6 9 9 15 17 18

達成率(%) 25 25 75 92

9,595 10,484 14,450 16,828 21,438 18,000

達成率(%) 58 80 93 119

Ⅲ：その他の課題 H22 H23 H24 H25

（1）県産材の安定供給体制の整備 － － 10,352 9,326

(2)公共施設の木造化・木質化 3 9 5 12

４ 次代の森林を支える人づくりの推進

Ⅰ：基本施策【基本指標】 H15(現状) H22 H23 H24 H25 進捗状況 H26(中期目標） H32(長期目標）
達成率評価
（長期目標）

達成評価
（長期目標）

評価理由 森林審議会意見 対応方針(案）

25 60 62 80 82 87 100

達成率(%) 60 62 80 82

78（H20) 280 381 452 341 660 1,400

達成率(%) 20 27 32 24

Ⅱ：戦略プロジェクト【5年間の取り組み】 H20(現状) H22 H23 H24 H25 進捗状況 H26(中期目標） 達成率の評価 達成評価 審議会意見

0 38 30 31 22 50

達成率(%) 76 60 62 44

12,928 14,557 16,412 17,200 21,200 20,000

達成率(%) 73 82 86 106

Ⅲ：その他の課題 H22 H23 H24 H25

(1)森林組合の経営基盤の強化 14,067 20,387 31,539 27,922

H23 H24 H25 H26

森林施業プラン
ナー（人） － 9 11 11
作業道作設オベ
レ－タ－(人） 22 23 15 36

※森林施業プランナー認定試験合格者数　４名（H25年末現在)

●森林組合の素材生産量（ｍ3）

　 森林施業プランナー
認定制度などの質的評
価を行う仕組みを利用
するとともに、普及指導
等を通して本県の人材
育成をすすめていきた
い。

★★★

●　森林環境学習の年間受講者数(人)

　 次代の森林づくりを支える人材育成のために、「やまのこ」事業を中心とした森林
環境学習を行った。中期目標の２万人を超える21,200人が森林環境学習を体験す
ることができた。 Ａ

　 人づくりについては、人数だ
けでなく、専門知識を持つなど
質的なことが必要であり、数値
的に表れないものを把握する
ことを検討する必要がある。

〇県産材の安定供給体制の整備の一環として平成２４年に県森林組合連合会が木材流通センターを設置。県外の大型製材工場等からの需要は増加しており、川
上側からの安定した供給体制の強化が必要。

●補助事業による木造公共施設箇所数（箇所）
（林野庁補助事業・琵琶湖森林づくり事業）

　 集約化施業による利用間伐の推進を図るため、労働安全衛生に配慮しつつ、作
業の効率化・低コスト化に向けて、国の森林整備加速化事業を利用して、新たに２
台の高性能林業機械が導入された。

〇県内の１４市町で「木材利用指針」が策定され、市町の公共施設等で木造化・木質化が進展。使用する県産材が必要な時に揃わないなど調達面に課題。

４ 次代の森林を支える人づくり推進プロジェクト

●　森林組合の木材生産に専門的に従事する作業員数(人)

　 集約化施業を進めるために、素材生産を低コストで行う人材の育成に対して支援
をおこなうとともに、就労環境の改善に向けた雇用関係の明確化を進めた結果、直
営班から請負班になった作業員があったため、森林組合が雇用する木材生産を専
門する作業員は前年より９名減少した。

Ｄ
　 ２項目を均等に評価すると星４つ
なるが、森林組合の木材生産作業
員数は目標値の半数以下であること
から星３つとした。

(1) 森林所有者等の意欲の高揚 411 地域の森林づくりを推進する集落数(集落)

　 森林経営に積極的に取り組む森林所有者等を育成するために、林業普及指導
員が中心となって、市町や森林組合、林研ｸﾞﾙｰﾌﾟなどと連携して、情報提供や技術
指導等を行った。 Ｂ 　２項目を均等に評

価すると星３である
が、集約化施業の重
要度を加味して、星
２つとした。

　 人づくりについては、全体的
に達成度が低く、予算も少な
い状況であるので、積極的に
施策を打っていく必要がある。

421 森林組合の低コスト施業実施面積(ha)

　 森林組合に対して、集約化施業を推進するために、森林施業ﾌﾟﾗﾝﾅｰ研修や作業
道ｵﾍﾟﾚｰﾀ-研修など行ったが、台風災害の影響もあり、前年度よりも面積は減少し
た。 Ｅ

★★

●　高性能林業機械導入数(台・累計)

★★★
　達成率５２％を評
価し、星３つとした。

意見なし －

評価理由

Ａ
　 びわ湖材認証は目標達成してお
り、高性能林業機械導入はあと1台
で目標値となることから星５つとし
た。

　 担い手の中心となる
森林組合の人材育成を
図るため、平成２７年度
より県単独事業を新設し
対応するとともに、引き
続き普及指導等により
人材育成に取組む。

(1) 県産材の利用の促進 311 県産材の素材生産量(m3)

　 住宅や公共施設の木造化に対する理解が県民に浸透してきており、設計や建築
関係者の意識や技術も向上するなど、利用や需要面は着実に進展している。需要
に十分に応えていけるよう、目標達成に向けて素材生産の一層の拡大に取り組む
必要がある。

Ｃ

３ 森林資源の循環利用促進プロジェクト ★★★★★

Ａ●　びわ湖材認証を行った年間木材量(m3)

　 認定事業者が１８２者となり、認証した木材量が前年度より4,610m3増の
21,438m3になるなど、「びわ湖材」の理解は木材関係者に浸透し、定着しつつある。

(2) 森林組合の活性化

意見なし －

●森林施業プランナーや作業道作設オペ
レーターの養成のための基礎研修受講者

〇森林組合は搬出間伐を通じて素材生産に取り組んでいるが、経営状況は厳しい。木材生産や森林経営の中核的な担い手となるよう経営基盤の強化などが必
要。

〇森林施業プランナーや作業道作設オペレーターの養成のための基礎研修を実施してきたが、造林公社の主伐などに対応するため、担い手の確保に向けた更な
る取り組みが必要。

（2）担い手の確保

※県内１９市町のうち下記の１４市町において「木材利用指針」が策定されている。
　　大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、甲賀市、野洲市、高島市、東近江市、米原市、日野町、愛荘町、甲良町、多賀町

●県森連により県外の協定先へ供給された木材材積
（m3）

評価理由

基本施策・戦略プロジェクトの達成率の評価 ５段階評価  ★★★★★：５点  ★★★★ ：４点  ★★★：３点  ★★：２点  ★：１点 個々の取組みの達成率の評価  Ａ ： 90%以上  Ｂ ： 70－89%  Ｃ  ： 50－69%  Ｄ ： 30－49%   Ｅ ： 30%未満 達成率の計算方法 

 ①実績が単年のもの ： 実績値／目標値 

 ②実績が累計のもの ：   （実績値－現状値)／（目標値－現状値) 

計算例 ①311県産材素材生産量 62,000／120,000＝52% 

     ②111保安林面積割合 （35-33）／（38-33）＝40% 

資料２－１ 
資料２－２ 



 琵琶湖環境を再生するためには、水源である森林を健全な姿で未来に引き継ぐことが重要であり、
琵琶湖森林づくり条例を改正し新たな取り組みを実施する。 

①新森林境界情報強化事業  2,000千円  

森林境界対策推進協議会の設立､研修会の開催、

境界情報、収集支援 

② 水源地保全普及啓発事業 1,474千円 

滋賀県水源森林地域保全条例制定による土地取
引事前届出制度の普及啓発、説明会開催 

③ 水源林保全巡視員の配置  6,528千円 

水源林保全巡視員の配置による巡視の強化 

④ 水源林公的機能評価事業  4,400千円 

水源林の価値の評価手法の検討、ＣＶＭ等による
機能評価 

⑤ 巨樹・巨木の森保全検討事業 
2,000千円 

巨樹･巨木の森の現地調査､保全対策の検討 

ニホンジカ対策 
⑥ 地域ぐるみの捕獲推進事業 

5,000千円 

 地域講習会の開催、生息状況調査等 
 
⑦ 指定管理鳥獣捕獲等事業 

6,000千円 

 事業実施計画の作成 

⑧鈴鹿生態系維持回復事業 
16,000千円 

シカ生息状況調査､植生調査､植生保護

対策､踏み荒らし防止対策､普及･啓発 

⑩ ウッド・ジョブ体感事業  1,000千円 

「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補助事業 

⑨ ウッドスタート支援事業  1,000千円 

新生児や乳幼児に木の玩具や食器をプレゼントする
市町補助のモデル事業 

⑪ 県産材生産ネットワーク 
        構築支援事業  900千円 

(仮称)県産材生産ネットワーク協議会の設立運営 

支援 

⑫林業･木材産業流通 
  コーディネーター設置事業   2,000千円 

木材流通センターの需給調整機能強化のための 

コーディネーター設置支援 

⑬ 木材安定供給体制強化事業  2,000千円 

木材流通センターによるＢ材（合板・集成材用）の 

集約販売にかかる運搬支援 

⑭ 木の駅プロジェクト推奨事業 3,500千円 

自伐型林業を推進する素材生産活動などの地域の

取組支援 

⑮ 木質バイオマス利活用促進事業 
3,000千円 

地域の木質バイオマスエネルギー利用の推進 

薪・ペレットストーブ導入支援 

琵琶湖水源林保全に向けた新たな展開 

水
源
林
保
全
対
策 

鳥
獣
害
対
策
の
推
進 

 

環
境
学
習(

木
育)

の
推
進 

林
業
振
興
対
策 
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資料３－２

①環境に配慮した森林づくり
事業名 詳細事業名

陽光差し込む健康な森林づくり事業 (琵)環境林整備事業

陽光差し込む健康な森林づくり事業 (琵)農地漁場水源確保森林整備事業

陽光差し込む健康な森林づくり事業 (琵)森林吸収源確保対策事業

長寿の森奨励事業 (琵)長寿の森奨励事業

里山リニューアル事業 (琵)里山リニューアル事業①里山整備タイプ

里山リニューアル事業 (琵)里山リニューアル事業②緩衝帯整備タイプ

里山リニューアル事業 (琵)里山防災整備事業

巨樹・巨木の森整備事業 (琵)巨樹・巨木の森整備事業

巨樹・巨木の森保全検討事業 (琵)巨樹・巨木の森保全検討事業

補助造林事業 補助造林事業

単独造林事業 水源林分収造林事業

単独造林事業 受託造林事業資金貸付金

②森林資源の利活用
事業名 詳細事業名

森林を育む間伐材利用促進事業 (琵)（１）地球温暖化防止対策県産材供給支援事業

森林を育む間伐材利用促進事業 (琵)（２）間伐材搬出対策事業①間伐材搬出道

森林を育む間伐材利用促進事業 (琵)（２）間伐材搬出対策事業②機械化促進

未来へつなぐ木の良さ体感事業 (琵)木の香る淡海の家推進事業

未来へつなぐ木の良さ体感事業 (琵)木の学習机等木製品利用促進事業

未来へつなぐ木の良さ体感事業 (琵)びわ湖材利用促進事業

未来へつなぐ木の良さ体感事業 (琵)森の資源研究開発事業

未来へつなぐ木の良さ体感事業 (琵)びわ湖材産地証明事業

県産材生産ネットワーク構築支援事業 県産材生産ネットワーク構築支援事業

林業・木材産業流通コーディネーター設置事業 林業・木材産業流通コーディネーター設置事業

木材安定供給体制強化事業 木材安定供給体制強化事業

木の駅プロジェクト推奨事業 (琵)木の駅プロジェクト推奨事業

木質バイオマス利活用促進事業 (琵)木質バイオマス利活用促進事業

森林整備加速化基金事業 高性能林業機械整備事業

森林整備加速化基金事業 木材加工流通施設等整備事業

森林整備加速化基金事業 木造公共建築物等整備事業

補助造林事業 補助造林事業（再掲）

単独間伐事業 単独間伐事業

県産材販路確立支援事業 県産材販路確立支援事業

森林整備加速化交付金事業 高性能林業機械整備事業

森林整備加速化交付金事業 未利用間伐材促進対策事業

③県民協働による森林づくり
事業名 詳細事業名

里山リニューアル事業 (琵)里山リニューアル事業①里山整備タイプ（再掲）

協働の森づくり啓発事業 (琵)「琵琶湖森林づくり県民税」の使途説明

協働の森づくり啓発事業 (琵)森づくり交流会の開催

協働の森づくり啓発事業 (琵)地域普及啓発活動

協働の森づくり啓発事業 (琵)企業の森づくり支援事業

協働の森づくり啓発事業 (琵)琵琶湖森林づくりサポート事業委託

協働の森づくり啓発事業 (琵)「びわ湖水源のもりの日・月間」の普及啓発

みんなの森づくり活動支援事業 (琵)県民参加の里山づくり事業（里山協定林推進事業）

みんなの森づくり活動支援事業 (琵)流域の森林づくりを考える会推進事業

森林環境学習「やまのこ」事業 (琵)森林環境学習「やまのこ」事業

森林・山村多面的機能発揮対策事業 森林・山村多面的機能発揮対策事業

④森林防災対策・基盤整備
事業名 詳細事業名

陽光差し込む健康な森林づくり事業 (琵)水源林保全普及啓発事業

森林を育む間伐材利用促進事業 (琵)（２）間伐材搬出対策事業①間伐材搬出道（再掲）

里山リニューアル事業 (琵)里山防災整備事業（再掲）

森林整備加速化基金事業 路網整備事業

補助林道事業 補助林道事業

単独林道事業 単独林道事業

補助治山事業 補助治山事業

単独治山事業 単独治山事業

補助林道災害復旧事業 補助林道災害復旧事業

単独林道災害復旧事業 単独林道災害復旧事業

森林整備加速化交付金事業 路網整備事業

⑤病虫獣害対策
事業名 詳細事業名

陽光差し込む健康な森林づくり事業 (琵)森林環境の調査研究②ア)森林動物対策事業

陽光差し込む健康な森林づくり事業 (琵)森林動物対策事業①湖国の森林と自然を守るニホンジカ特別対策事業

陽光差し込む健康な森林づくり事業 (琵)森林動物対策事業②ニホンジカ広域管理捕獲実施事業

陽光差し込む健康な森林づくり事業 (琵)森林動物対策事業③地域ぐるみ捕獲推進事業

陽光差し込む健康な森林づくり事業 (琵)森林動物対策事業④指定管理鳥獣捕獲等事業

里山リニューアル事業 (琵)里山リニューアル事業②緩衝帯整備タイプ（再掲）

森林動物対策事業 森林動物対策事業①ニホンザル個体数調整推進事業

森林動物対策事業 森林動物対策事業②カワウ対策事業

森林動物対策事業 森林動物対策事業③鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業

森林動物対策事業 森林動物対策評価検討事業①ＰＤＣＡ徹底事業

森林動物対策事業 森林動物対策評価検討事業②地域連携推進事業

森林病害虫等防除事業 森林病害虫等防除事業

鈴鹿生態系維持回復事業 (琵)鈴鹿生態系維持回復事業

※　琵琶湖森林づくり県民税を充当している事業を(琵)ゴシック体で表記。

里山環境の整備

緩衝帯整備

里山防災機能の強化

協定締結による巨樹・巨木の保全

巨樹・巨木の保全対策の調査・検討

造林・間伐等の森林整備の支援

平成27年度実施予定事業の一覧

内容

放置人工林の密度管理

特定地域の緊急的な除間伐

間伐等を行った者への交付金

長伐期林への誘導

びわ湖材を用いた住宅新築等の支援

公共施設等への木製品の設置支援

公共施設等へのびわ湖材の利用支援

びわ湖材利活用の研究開発の支援

県産材の産地証明制度の運営支援

県産材の生産情報のネットワーク化支援

森林総合研究所等と連携した水源林整備

造林事業の資金の貸付

内容

山土場での仕分け等の支援

作業道開設の支援

林業機械のレンタル費用の助成

高性能林業機械等の導入支援

木材加工施設整備支援

木造公共施設の建築の支援

造林・間伐等の森林整備の支援

間伐材の有効活用の支援

県産材流通コーディネーターの設置助成

県産材の安定供給取引協定締結工場への運搬支援

林地残材の搬出・流通等の取組支援

薪ストーブ等の購入経費の支援

県民税の使途の広報、冊子等作成

森づくり交流会の開催

市町等の森づくり活動への助成

企業の森づくり活動の推進

「山門水源の森」の協働の森づくりのサポート

協働の森づくりの普及啓発

販路拡大に向けた県産材の確保の支援

高性能林業機械等の導入支援

未利用間伐材の伐倒・集材の支援

内容

里山環境の整備

作業道開設の支援

里山防災機能の強化

林業専用道等の整備

林道の整備

国庫補助対象外の林道の整備

治山施設の整備

里山保全活動の支援

流域の森林づくりの検討活動への支援

森林環境学習の実施

里山保全や山村活性化の取組支援

内容

水源森林地域保全条例の制度の普及啓発

ニホンジカ捕獲に対する助成

高標高域等でのニホンジカの広域捕獲の実施

地域ぐるみのニホンジカ捕獲の取組支援

捕獲のための事業実施計画の作成

緩衝帯整備

ニホンザルの個体数調整の実施に対する助成

国庫補助対象外の治山施設の整備

被災林道の復旧

国庫補助対象外の被災林道の整備

林業専用道等の整備

内容

森林動物の生息密度や行動圏の調査等

カワウの個体数削減、営巣、繁殖の抑制

市町の野生鳥獣捕獲活動の助成

保護管理計画の効果の検証等の検討会開催

研修会の開催

森林病害虫獣の被害防除

ニホンジカ捕獲と希少植物の保護対策等



⑥林地境界の明確化
事業名 詳細事業名

森林整備地域活動支援事業 森林整備地域活動支援事業

陽光差し込む健康な森林づくり事業 (琵)放置林防止対策境界明確化事業

陽光差し込む健康な森林づくり事業 (琵)森林境界情報強化事業

⑦担い手等人材育成
事業名 詳細事業名

協働の森づくり啓発事業 (琵)森づくり交流会の開催（再掲）

森林環境学習「やまのこ」事業 (琵)森林環境学習「やまのこ」事業（再掲）

林業労働力対策事業 林業労働力対策事業

森林組合人材育成事業 森林組合人材育成事業

ウッドスタート支援事業 (琵)ウッドスタート支援事業

ウッド・ジョブ体感事業 (琵)ウッド・ジョブ体感事業

緑化普及・啓発事業 緑化普及・啓発事業

森のしごとびと育成事業 人材募集事業

森のしごとびと育成事業 森林整備作業を通した人材育成事業

森の地域資源利活用推進事業 森の地域資源利活用推進事業

⑧森林組合等支援
事業名 詳細事業名

森林を育む間伐材利用促進事業 (琵)（２）間伐材搬出対策事業②機械化促進（再掲）

林業関係団体人権問題普及啓発推進事業 林業関係団体人権問題普及啓発推進事業

森林組合経営支援事業 森林組合経営支援事業

森林組合人材育成事業 森林組合人材育成事業（再掲）

県産材生産ネットワーク構築支援事業 県産材生産ネットワーク構築支援事業（再掲）

⑨森林の調査・研究
事業名 詳細事業名

陽光差し込む健康な森林づくり事業 (琵)森林環境の調査研究②イ）花粉の少ない森林づくり対策

陽光差し込む健康な森林づくり事業 (琵)森林環境の調査研究②ウ）有用樹遺伝子保存対策

陽光差し込む健康な森林づくり事業 （琵）森林動物対策事業④指定管理鳥獣捕獲等事業（再掲）

陽光差し込む健康な森林づくり事業 (琵)森林環境の調査研究①森林現況調査

陽光差し込む健康な森林づくり事業 (琵)森林環境の調査研究②ア)森林動物対策事業（再掲）

陽光差し込む健康な森林づくり事業 (琵)水源林保全巡視員の配置（再掲）

陽光差し込む健康な森林づくり事業 (琵)水源林公的機能評価事業

巨樹・巨木の森保全検討事業 (琵)巨樹・巨木の森保全検討事業（再掲）

森林動物対策事業 森林動物対策評価検討事業①ＰＤＣＡ徹底事業（再掲）

単独造林事業 優良苗木確保事業

Ⅰ．生物多様性への対応
事業名 詳細事業名

巨樹・巨木の森整備事業 (琵)巨樹・巨木の森整備事業 （再掲）

巨樹・巨木の森保全検討事業 (琵)巨樹・巨木の森保全検討事業 （再掲）

鈴鹿生態系維持回復事業 (琵)鈴鹿生態系維持回復事業 （再掲）

森林動物対策事業 森林動物対策事業②カワウ対策事業

陽光差し込む健康な森林づくり事業 (琵)森林環境の調査研究②ウ）有用樹遺伝子保存対策 （再掲）

Ⅱ．人口減少社会への対応
事業名 詳細事業名

陽光差し込む健康な森林づくり事業 (琵)放置林防止対策境界明確化事業（再掲）

陽光差し込む健康な森林づくり事業 (琵)森林環境の調査研究①森林現況調査（再掲）

森林を育む間伐材利用促進事業 (琵)（２）間伐材搬出対策事業②機械化促進（再掲）

森林組合人材育成事業 森林組合人材育成事業（再掲）

県産材生産ネットワーク構築支援事業 県産材生産ネットワーク構築支援事業（再掲）

林業・木材産業コーディネーター設置事業 林業・木材産業流通コーディネーター設置事業（再掲）

木材安定供給体制強化事業 木材安定供給体制強化事業（再掲）

木の駅プロジェクト推奨事業 (琵)木の駅プロジェクト推奨事業  （再掲）

木質バイオマス利活用促進事業 (琵)木質バイオマス利活用促進事業（再掲）

ウッド・スタート支援事業 (琵)ウッド・スタート支援事業（再掲）

ウッド・ジョブ体感事業 (琵)ウッド・ジョブ体感事業（再掲）

森林整備加速化基金事業 高性能林業機械整備事業（再掲）

森林整備加速化交付金事業 高性能林業機械整備事業（再掲）

森の地域資源利活用推進事業 森の地域資源利活用推進事業

Ⅲ．地方創生
事業名 詳細事業名

未来へつなぐ木の良さ体感事業 (琵)木の香る淡海の家推進事業（再掲）

未来へつなぐ木の良さ体感事業 (琵)木の学習机等木製品利用促進事業（再掲）

未来へつなぐ木の良さ体感事業 (琵)びわ湖材利用促進事業（再掲）

未来へつなぐ木の良さ体感事業 (琵)森の資源研究開発事業（再掲）

未来へつなぐ木の良さ体感事業 (琵)びわ湖材産地証明事業（再掲）

県産材生産ネットワーク構築支援事業 県産材生産ネットワーク構築支援事業（再掲）

木の駅プロジェクト推奨事業 (琵)木の駅プロジェクト推奨事業（再掲）

森林・山村多面的機能発揮対策事業 森林・山村多面的機能発揮対策事業（再掲）

森林整備加速化基金事業 木造公共建築物等整備事業（再掲）

森のしごとびと育成事業 森林整備作業を通した人材育成事業（再掲）

森林整備加速化交付金事業 木造公共建築物等整備事業（再掲）

森林整備加速化交付金事業 未利用間伐材促進対策事業（再掲）

Ⅳ．木質バイオマス利用
事業名 詳細事業名

森林を育む間伐材利用促進事業 (琵)（１）地球温暖化防止対策県産材供給支援事業（再掲）

未来へつなぐ木の良さ体感事業 (琵)森の資源研究開発事業（再掲）

木の駅プロジェクト推奨事業 (琵)木の駅プロジェクト推奨事業（再掲）

木質バイオマス利活用促進事業 (琵)木質バイオマス利活用促進事業（再掲）

森林・山村多面的機能発揮対策事業 森林・山村多面的機能発揮対策事業（再掲）

森林整備加速化交付金事業 未利用間伐材促進対策事業（再掲）
※　琵琶湖森林づくり県民税を充当している事業を(琵)ゴシック体で表記。

平成27年度実施予定事業の一覧

内容

集約化施業に向けた取り組み支援

境界明確化の取組支援

森林境界情報の収集・整理等の支援

内容

新生児や乳幼児に木製の食器や玩具をプレゼントする取り組みを支援

林業の職業体験の取組支援

緑化功労者の表彰等

人材募集説明会等の開催

森林整備の作業体験による人材育成

森づくり交流会の開催

森林環境学習の実施

林業労働力の確保、担い手育成の支援

森林組合の人材育成の支援

県産材の生産情報のネットワーク化支援

内容

少花粉スギ・ヒノキの採種園の整備

重要樹種の母樹林の造成

ニホンジカの森林被害の調査・捕獲方法の検証

地域資源の発掘のための雇用創出

内容

林業機械のレンタル費用の助成

人権研修会の開催経費の助成

素材生産のための短期資金の貸付

森林組合の人材育成の支援

保護管理計画の効果の検証等の検討会開催

林業種苗法に基づく優良苗木の供給

内容

境界明確化の取組支援

間伐促進マップの作成

間伐促進マップの作成

森林動物の生息密度や行動圏の調査等

水源林を保全するための巡視員の配置

森林の持つ多様な価値の評価

巨樹・巨木の保全対策の調査・検討

内容

協定締結による巨樹・巨木の保全

重要樹種の母樹林の造成

巨樹・巨木の保全対策の調査・検討

ニホンジカ捕獲と希少植物の保護対策等

カワウの個体数削減、営巣、繁殖の抑制

びわ湖材を用いた住宅新築等の支援

公共施設等への木製品や学習机の設置支援

公共施設等へのびわ湖材の利用支援

県産材の産地証明制度の運営支援

県産材の情報ネットワークの構築支援

林地残材の搬出・流通等の取組支援

林業機械のレンタル費用の助成

森林組合の人材育成の支援

林業の職業体験の取組支援

高性能林業機械等の導入支援

地域資源の発掘のための雇用創出

内容

県産材の生産情報のネットワーク化支援

県産材流通コーディネーターの設置助成

薪ストーブ等の導入経費の支援

高性能林業機械等の導入支援

県産材の安定供給取引協定締結工場への運搬支援

林地残材の搬出・流通等の取組支援

新生児や乳幼児に木製の食器や玩具をプレゼントする取り組みを支援

びわ湖材利活用の研究開発の支援

未利用間伐材の伐倒・集材の支援

山土場での仕分け等の支援

びわ湖材利活用の研究開発の支援

林地残材の搬出・流通等の取組支援

薪ストーブ等の購入経費の支援

里山保全や山村活性化の取組支援

里山保全や山村活性化の取組支援

木造公共施設の建築等の支援

森林整備の作業体験による人材育成

木造公共施設の建築等の支援

未利用間伐材の伐倒・集材の支援

内容



  

            森林・林業を取り巻く社会経済情勢の変化等について  

 

 

  ■森林・林業を巡る国の動き  

    

 ○平成２１年度    

   ・平成 21（ 2009）年 12 月に、我が国の森林・林業を再生する指針となる「森   

    林・林業再生プラン」を策定。「森林・林業再生プラン」では、「 10 年後の 

    木材自給率 50 ％以上」を目指すべき姿として掲げている。  

      ・森林整備加速化・林業再生基金事業がＨ２１補正予算として創設される。以 

    降、基金造成がＨ２５補正予算まで行われ、事業は平成２７年度まで継続さ   

    れる。  

 

  ○平成２２年度  

・平成 22（2010）年 5 月に、「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、同年 10 月に施行。同法は、国が率先して公共建築物におけ

る木材利用の促進に取り組むとともに、地方公共団体や民間企業等に対して

も、国の方針に即した取組を促すことにより、住宅をはじめ、幅広い分野での

木材需要を拡大することをねらいとしている。  

     ・「森林・林業再生プラン」は、平成 22（ 2010）年 6 月に閣議決定された「新 

    成長戦略」で、「21 の国家戦略プロジェクト」の一つに位置付けられる。  

 

森林・林業再生プラン実現に向けた取り組み  

 ①森林計画制度の見直し  

 ②適切な森林施業が確実に行われる仕組みの構築  

  ③低コスト化に向けた路網整備等の加速化  

  ④フォレスター等の人材の育成  

 

    ・平成 22（2010）年 10 月 18 日から 29 日にかけて、愛知県名古屋市において、  

   「生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）」が開催。  

 

   「戦略計画 2011-2020（愛知目標）」の概要  

                  森林関係  

   （主な目標）  

  2020 年度までに、  

・森林を含む自然生息地の損失速度を少なくとも半減。  

・生物多様性の保全を確保するよう、農林水産業が行われる地域を持続

的に管理。  

・少なくとも陸域・内陸水域の 17％、沿岸域・海域の 10％を保護地域

等により保全。  

・劣化した生態系の 15％以上の回復等により、気候変動の緩和・適応と

砂漠化対処に貢献。  

 

 

 

○平成２３年度  

  ・「森林・林業再生元年」として森林・林業政策の抜本的見直しが実施  

  ・平成 23(2011)年 4 月に森林法が改正。「森林経営計画」等が導入  

資料４ 



  

  ・間伐等の森林施業とこれと一体となった森林作業道の開設を支援する「森林管理

環境保全直接支払制度」を導入  

  ・平成 23(2011)年 7 月に「森林・林業基本計画」と「全国森林計画」が見直しされ

た。基本計画では、 10 年後の木材自給率 50%を目標に設定。  

    

 

   ○平成２４年度   

・木材自給率が２７．９％に回復（Ｈ 14 年度  18.2%が底）  

   ･「再生可能エネルギーの固定買取制度」で木質バイオマス利用に追い風     

      

 ○平成２５年度  

     ・農林水産業・地域の活力創造本部を設置し、農林水産業・地域の活力創造プ   

   ランを取りまとめる  

 

   農林水産業・地域の活力創造プラン（抜粋）  

７．林業の成長産業化  

  人工林が本格的な利用期を迎える中で、豊富な森林資源を循環利用

することが重要である。  

  新たな木材需要の創出、国産材の安定的・効率的な供給体制の構築

により、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。  

  また、森林の整備・保全等を通じた森林吸収源対策を推進するとと

もに、多面的機能の維持・向上により、美しく伝統ある山村を次世代

に継承する。  

 

＜目標＞  

○2020 年までに国産材の供給量を 3,900 万㎥に増加（2009 年：1,800

万㎥）  

○ 2013 年度から 2020 年度までの間に、毎年 52 万㏊の間伐等を実施  

        ＜展開する施策＞  

① ＣＬＴ（直交集成板）等の新たな製品・技術の開発・普及のスピー

ドアップに向けた環境整備、公共建築物の木造化、木質バイオマスの

利用促進等による新たな木材需要の創出  

② 需要者ニーズに対応した国産材の安定供給体制の構築  

③ 適切な森林の整備・保全等を通じた国土保全、地球温暖化防止など

森林の多面的機能の維持・向上  

 

 

     ○平成２６年度  

・林業の成長産業化  

（まち・ひと・しごと創生総合戦略  平成２６年１２月閣議決定）  

「林業は、森林資源の循環利用を図りつつ、成長産業化を実現することが必要」 

・２７年度事業において、花粉発生源対策とし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  

   ・ニホンジカ、イノシシ等による自然生態系への影響及び農林水産業被害が深刻

化し、狩猟者の減少高齢化等により鳥獣捕獲の担い手が減少している現状を踏

まえ、鳥獣の捕獲等の一層の促進と捕獲等の担い手の育成が必要であることか

ら、国では「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（鳥獣保護法）」の一

部改正が行われた。  

   ・国の政策の方向が「地方創生」へ  



  

  ■本県の動き 

       

〇平成２１年度 

 ・琵琶湖森林づくり基本計画の見直し 

 

 

〇平成２２年度 

 ・琵琶湖森林づくり基本計画の２期がスタート 

  「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」が戦略プロジェクトの重点テーマ 

 ・特定調停の成立により両造林公社の債務整理がされた。 

 

〇平成２３年度 

・「公共建築物における滋賀県産木材の利用指針」の策定 

・国の准フォレスター育成研修に県職員受講（H23～26 年で約 40 名） 

・准フォレスター育成研修の県内研修として県営林での利用間伐をスタート 

 ・森林作業道作設オベレーター研修を本格実施。森林作業道の開設が加速 

 

 

〇平成２４年度 

 ・森林政策課内に「県産材流通推進室」「鳥獣対策室」を設置 

 ・滋賀県森林組合連合の「木材流通センター」が開設 

 ・約５０年ぶりに県立高校(彦根東高校)の木造校舎の建設 

 ・８月の集中豪雨により、大津市南部地域で大規模な山地災害が発生し、甚大な被害

を被った。 

 ・県内で森林施業プランナー育成研修を開始、集約化施業を加速 

  

  

〇平成２５年度 

 ・９月に台風１８号が本県を直撃し、大規模な山地災害や林道災害が多数発生するな

ど、甚大な被害を被った。 

  

 

〇平成２６年度（動きと課題など） 

         ・水源林保全のための仕組みづくりについて答申を得る (４項目、九つの仕組み） 

         ・答申に基づき、「琵琶湖森林づくり条例」を改正し、「滋賀県水源森林地域

保全条例」を制定  

        ・答申では、皆伐について今後の課題として触れられている  

        ・県内で初めて木質バイオマス発電所が稼働（建築廃材を利用）  

     ・成熟しつつある人工林資源に対して搬出間伐等森林施業の低コスト化を図る

ため、集約化や路網整備を推進  

        ・木の駅プロジェクトなどの自伐型林業の動きが出てきた。（県内３ヶ所）  

     ・「滋賀県基本構想」と「滋賀県環境総合計画」の見直し  

        ・「～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」

が制定  

・平成２７年度から、造林公社が本格的な伐採を開始予定  

・森林施業プランナーとして⒋名が認定、登録。  

・森林総合監理士 (日本型フォレスター )として県職員１３名が登録。継続して

育成研修を進める。  

・自然環境保全課内に「生物多様性戦略室」を設置 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      他の県計画の概要 

資料５ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

将来への不安を安心に変え、 

安全・安心に暮らせる滋賀 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

〇 地方分権改革の進展 
〇 増大する財政需要への対応 

 
 

新 た な 滋 賀 県 基 本 構 想 の 概 要 

重
点
政
策
の
着
実
な
推
進 

  

   
  〇 県民に対する基本的なサービスとして継続的に実施する施策 
   〇 基本構想の実現に向けて、各部門別計画に基づいて施策を展開 
   〇 毎年度の施策を構築する中で、県民ニーズを踏まえながら効果的・ 
     弾力的に展開  

 

 
 

 
 
 

具

体
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な

実

施

計

画 

の

展

開 

〇 平成30年度の目標とする39指標を設定  

基
本
的
な
施
策
 

夢や希望に満ちた  豊かさ実感・滋賀  
～みんなでつくろう！  新しい豊かさ～  

(1) 高齢者や障害者をはじめ、誰もが働き、活躍できる社会づくり  
(2) 健康寿命を伸ばすための予防を重視した健康づくりの推進  
(3) 地域を支える医療福祉・在宅看取りの推進 

(1) 東京オリンピック・パラリンピックで元気な滋賀づくり 

(2) 地域を元気にする文化振興と「美の滋賀」づくり 
(3) 県民が元気になるスポーツ振興と県民総参加による国体・全国障害 
   者スポーツ大会の開催 

(1) 滋賀の強みを活かした農林水産業振興と魅力ある農山漁村づくり 
(2) 滋賀のブランド力向上と地産地消の推進  
(3) 「滋賀ならでは」の特色を活かした、魅力あふれる観光の創造 

(1) 交通ネットワークの充実と社会インフラの戦略的維持管理 
(2) 災害に強い県土づくりと自助・共助による地域防災力の向上 
(3) 犯罪の起きにくい社会づくりと事故のない交通環境の構築 

〇 開かれた県政の推進と多様な主体との協働・連携 
〇 地方分権のさらなる推進 
〇 質の高い行政サービスの提供 
   

第２ 滋賀の強み 

第１ 時代の潮流と課題 第３ 基本理念と５つの目指す姿 

１ 基本理念   本格的な人口減少社会の到来と少子高齢化の進行、東日本大震災等を契機と
した大規模な地震災害とエネルギー政策などへの不安の高まり、これまでに経
験したことのない異常気象による水害・土砂災害の恐れ、経済・社会のグロー
バル化の進行など、時代の大きな転換期を迎えています。 

〇 本格的な人口減少社会の到来  
〇 少子化による生産年齢人口の大幅な減少 
〇 高齢化による医療・介護需要の増大   

１ 本格的な人口減少社会の到来と少子高齢化の進行  

〇 全員参加型社会の必要性の高まり 
〇 心身の健康に対する不安の高まり 
〇 子どもを取り巻く課題と教育への期待の高まり 
〇 文化芸術・スポーツによる地域活性化の期待 

〇 経済のグローバル化 
〇 本県の産業の動向と振興を図るべき産業 
〇 様々な役割を担う農林水産業 

〇 地球温暖化の進行 
〇 琵琶湖の環境の変化 
〇 生物多様性の損失 
〇 廃棄物の減量化・資源循環の推進 

〇 自然災害の多発と安全・安心に対する不安の高まり 
〇 社会資本の老朽化 
〇 身近な犯罪や事故、感染症等の発生 

１ ともに地域を支え合う多彩な人 
   住民自治の精神、福祉など支え合いの実践、地域コミュニティ 
   の結びつき等 
２ 未来を創造する技術やノウハウ 
   内陸工業県として産業集積、中小企業による独自技術やノウ 
   ハウの蓄積等 
３ 誇りを高める歴史・文化 
   豊かな歴史資源と文化・芸術環境、「三方よし」の思想等 
４ 滋賀の発展を支える地の利 
   古くから交通の要衝、高速道路や鉄道ネットワーク等 
５ 恵みをもたらす豊かな自然 
   琵琶湖をはじめ豊かな自然環境、自然と人との特有の関わり等 

○ 本格的な人口減少社会の到来など時代の大きな転換期を迎え、経済・社 
 会が成熟し、今後、かつてのような経済成長が望めなくなる中、様々な課 
 題への対応が十分できていないため、将来に対する不安感や閉塞感が広が 
 っています。このため、将来に対する不安を安心に変え、夢や希望を抱 
 くことができる豊かな社会を築くことが求められています。 
〇 滋賀には、これまでから時代とともに変化する様々な課題に向き合いな 
 がら、次世代のために美しい琵琶湖を守り続けてきた先人たちの歴史と伝 
 統があります。この歴史と伝統に学びながら、滋賀の強みを活かし、次世 
 代のことも考えた、新しい豊かさを追求します。 
〇 現在の豊かさだけでなく、将来の豊かさを実現するために今なすべきこ 
 とを、県民一人ひとりが考え、行動することで、夢や希望を抱き、幸せや 
 豊かさを実感できる滋賀の実現を目指します。 

２ ５つの目指す姿 
 基本理念の実現に向けて、ほぼ一世代後となる平成52年(2040年)頃にも「こ
のように豊かでありたい」と願う望ましい姿を、県民からの提案等を参考にし
ながら、５つの目指す姿として描いています。 
 人口減少・超高齢社会やエネルギーの制約をはじめ時代の潮流と課題を踏ま
えつつ、滋賀の強みを活かしながら、豊かさの実現に向けて、みんなで一緒に
取り組むことが必要です。 

（５）安全・安心 

第４ 行政経営方針 

(1) 子どもを安心して生み育てるための切れ目のない支援 
(2) 子どもの「たくましく生きる力」を育む教育の推進  
(3) 若者や女性が働き、活躍できる社会づくり  

１ 子どもの生きる力を育み、若者や女性が輝く社会の実現 

２ すべての人に居場所と出番があり、最期まで充実した人生を送れる 
  社会の実現  

(1) 滋賀の潜在資源を活かした地域産業の育成と海外展開支援 
(2) これからの時代を切り拓くイノベーションの創出 
(3) 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 

５ 豊かに実る美しい地域づくりと滋賀・びわ湖ブランドの発信  

(1) 琵琶湖環境の再生・継承 
(2) 低炭素化など環境への負荷が少ない安全で快適な社会の実現 
(3) 環境の未来を拓く「人」・「地域」の創造  

６ 「文化とスポーツの力」を活かした元気な滋賀の創造 

７ 人やものが行き交う活力ある県土づくりと安全・安心社会の実現 

〇 県政の総合的な推進のための指針であり、各分野の部門別計画等の 
 基本となるもの 
〇 県民や各種団体、企業などと理念を共有し、ともに取り組むための 
 将来ビジョン 

１ 基本構想の性格 ２ 構成 
〇【長期ビジョン編】 時代の潮流と課題を踏まえ、これからの滋賀を築いていくため 
   の基本理念を掲げ、平成52年(2040年)頃を展望した滋賀の目指す姿を描く。 
〇【 重 点 政 策 編 】 今後４年間に先駆的・重点的に取り組むべき政策を掲げる。 

３ 計画期間 
〇「重点政策編」の計画期間とし、平成27年度(2015年度)から平成30年度 

 (2018年度)までの４年間 

滋賀からみんなでつくる新しい豊かさ 

 「自分」の豊かさ 
 「今」の豊かさ 

 「もの」の豊かさ 

みんなが 将来も持続的に 実感できる 
 「心」の豊かさ 

県民一人ひとりが考え、行動することで 
つながりや調和のある 豊かさ実感・滋賀を実現

 本県においても、いよいよ人口が減少に転じ、本格的な人口減少社会を迎える
中で、｢夢や希望に満ちた豊かさ実感・滋賀｣の基本理念のもと、人口減少を見据
えた豊かな滋賀づくりを進め、｢長期ビジョン編｣で描く平成52年(2040年)頃の｢５
つの目指す姿｣を実現していくために、これからの４年間で先駆的・重点的に取
り組む政策をまとめたものです。 

４
年
間
で
先
駆
的
・
重
点
的
に
取
り
組
む
施
策
 

第１章 長期ビジョン編 第２章 重点政策編 

 ２ 価値観の多様化とつながりの希薄化 

 ３ 暮らしを取り巻く状況の変化 

 ４ 経済のグローバル化と本県の産業の動向  

５ エネルギーをめぐる社会情勢の変化  

６ 複雑化・多様化する環境問題 

７ 新たな広域ネットワークの形成による人やものの流れの変化  

８ 災害などへの不安を取り除く安全・安心な県土づくり 

９ 地方自治を取り巻く状況の変化  

美しい琵琶湖を大切にする、 
豊かな自然と共生する滋賀 

暮らしと産業を支える基盤が整い、 

人やものが行き交う元気な滋賀 

互いに支え合い、誰もが 
自らの能力を発揮し活躍する、 

夢や希望に満ちた滋賀 

滋賀の力を伸ばし、活かす、 
誇りと活力に満ちた滋賀 

（４）県土 （３）自然・環境 

（２）地域の活力 （１）ひと 

３ 基本構想の推進 

３ 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 

４ 琵琶湖をはじめとするめぐみ豊かな環境といのちへの共感を育む 
  社会の実現 

各分野の部門別計画等の展開  

目標とする指標 〇 県民の参画と多様な主体との対話・共感・協働、市町との連携等により効果的に 
  施策を展開 
    情勢の変化や人口動態の違いなど地域の実情に応じて弾力的に施策を展開 
〇 重点政策の推進のための実施計画の策定 
〇 各分野の部門別計画等の展開 
〇 毎年度の進行管理の実施とその後の施策展開への反映 
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◆第３章 基本目標 ◆第４章 環境施策の展開

１ 主体性をもった人育ち・人育てにより、その先の社会づくりを進めます

・ 環境問題や持続可能社会の実現を「自分ごと」として捉え、実践・行動できる人材育成と地域づくり

２ 環境保全の視点が社会・経済活動に織り込まれた地域社会づくりを進めます

・ 環境に配慮したライフスタイルやビジネススタイルへの転換を進め、「湖国の文化」へ

・ 滋賀県の環境関連技術の研究成果が活用され、環境保全と経済発展が両立できる社会の構築

１ 活力ある営みの中で、琵琶湖の健全性を確保し、琵琶湖と人が共生する社会を次世代に継承します
・ 「湖内」「湖辺域」「集水域」および「つながり」に配慮した琵琶湖流域生態系の保全・再生
・ 「個人・家庭」「生業（なりわい）」「地域」および「つながり」に配慮した暮らしと湖の関わりの再生

２ 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
・ 多種多様な在来の野生動植物と人間とが良好な関係を保つことによる、ふるさと滋賀の生物多様性の保全・再生
・ 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

Ⅰ 環境の未来を拓く「人」・「地域」 の創造

Ⅱ 琵琶湖環境の再生と継承

１ 低炭素社会・省エネルギー型の社会への転換を進めます
・ 地球温暖化により生じている世界的な問題を「自分ごと」として捉え、県民､事業者､行政などが連携した取組による低炭素社会づくり

２ 環境リスクの低減による安全・安心な社会づくりを進めます
・ 環境汚染物質などの排出抑制と適正管理による環境リスクの低減と県民、事業者、行政相互の環境リスクコミュニケーションによる
安全・安心な生活環境の実現

３ 廃棄物の排出抑制や再使用に重点をおく３Ｒ取組のステップアップを進めます
・ 廃棄物の排出の抑制（リデュース）や、再使用（リユース）、廃棄物を資源として活用（リサイクル）する資源循環の取組の定着

第５章 環境課題に対応する横断的仕組みづくり

環境問題は時間・空間を超える＋複雑化・多様化

第６章 計画の円滑な推進 １ ４つの行動視点 ２ 関係諸計画への確実な位置づけ ３ 各主体の役割 ４ 計画の進行管理について

1つの視点だけでの原因解析、対策では不十分

Ⅲ 低炭素化など環境への負荷が少ない安全で快適な社会の実現

第四次滋賀県環境総合計画 （概要図）

◆第２章 目指すべき将来像
「めぐみ豊かな環境といのちへの共感を育む社会」の実現～子や孫の世代まで幸せや豊かさを実感できる安全で安心な環境の創造

【人育ち・人育ての仕組み】
○ つながりを意識しながら、自ら課題を発見し、環境保全行動を実践できる
人を育てる仕組みを構築し、その先にある社会づくりへ
【環境課題解決の仕組み】
○ 総合的な観点から問題を捉え、研究機関の英知を集めた分野横断的な
統合的手法で解決へ向けた対策を進める仕組みづくり

◆はじめに 計画改定の根拠、性格と役割 ◆第１章 環境問題を取り巻く現状 近年の環境をめぐる動き、滋賀県における現状と課題

人育ち・人育ての仕組み 環境課題解決の仕組み

仕組みづくり

琵琶湖環境研究推進機構の概要

課題のキャッチ

課題の関係整理
全体像の共有
調査・解明

・県庁各課、市町や県民のみなさんのご意見を収集

・複雑化・多様化した環境課題に対し、全体像を俯瞰し、共有して、県の行政部局と試験研究機関が
一堂に会して、課題の把握から、調査研究の実施、研究成果を踏まえた施策の検討を進める。

◇目的：琵琶湖環境に係る複雑な課題に対し、

行政部局と試験研究機関の連携による

研究と施策の反映を推進

◇組織：①本部会議、②幹事会議、

③調査員会議

◇役割：・連携による研究方策の策定

・現状分析と課題の整理

・研究の調整と進行管理

・研究成果の政策反映
施策検討

対策実施

◇事業趣旨

行政施策への展開

琵琶湖環境研究推進機構

研究推進
顧問 在来魚介類

のにぎわい
復活

イメージ

テーマ

議長

部長

ｾﾝﾀｰ
長

場長

部長

環境学習等推進協議会

各課

連携

学びをつなぎ、
学校と地域をつなぐ

展開４

滋賀をまるごとつなぐ

展開５一人ひとりの
暮らしを見直す

展開１

実践を支える、
広げる、高めあう

展開２

世代を超えて地域から
学びあう・課題を解決する

展開３

県民一人ひとりの実践を
支援する普及啓発

中間支援機関の連携強化、
各主体への連携の働きかけ

連携

学びのつながりや地域との
つながりを重視した

環境学習支援

琵琶湖博物館

環境学習リーダー、
コーディネータ養成・支援
および交流機会づくり

環境学習推進会議

世代のつながりを意識した
プログラム開発、普及

環境学習センター

協調
県

学校教育

関係者

社会教育
関係者

県民 学識
経験者

民間
団体

中間支援機関
環境学習
拠点

教育
委員会

行政
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１ 生物多様性とは 

○いろいろな場所にさまざまな生物が生息・生育している状態のこと。 
  
 
 
 
 
２ 生物多様性の価値 

○私たちの暮らしは、多様な生物のさまざまな働きによる「自然の恵み（生態系サービス）」に
支えられている。 
 
 
 
 

 

３ 生物多様性の危機 
 
 
 
 
 
 
 
４ 戦略策定の背景 

 
 
 
 
 

             滋賀県らしい生物多様性地域戦略の策定 

５ 戦略の位置づけ 

○「生物多様性基本法」第13条に基づく法定計画 
○「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」第8条に基づく基本計画 
○「滋賀県環境総合計画」に基づく、本県の社会的・自然的条件に応じた生物多様性の保
全および持続可能な利用に関する総合的かつ基本的な計画 
○県が策定した各種の計画と整合・連携 

～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＞ 
第1章 戦略の策定にあたって 第3章 目標、計画期間および対象区域 

第2章 理念と基本的な姿勢 

第4章 行動計画 

第5章 戦略の着実な推進 
１ 理念 
 
 

○「守り」という言葉を、自然を人が管理するという考え方ではなく、自然の状態をよく見ながら、
自然本来の力にゆだね、人間は必要な手を加えるという考え方として提案。 
○自然を、預かったものととらえ、責任をもって次の世代に引き継ぐことが重要。 

２ 基本的な姿勢 
（１）暮らしと自然とのかかわりに着目する 

 自然に対するまなざしや自然とのかかわり方の作法を学び、自然との関係の再構築が必要。 
（２）滋賀の地域特性を活かし、近隣府県も含めた広域的な視点をもつ 

 地域ごとに独自性のある生態系、暮らしや文化の特性を活かすと同時に、行政界を越えた
広域的な視点で取り組みを展開することが重要。 
（３）多様な主体の参加により、生物多様性の理解を拡げ、保全のための行動を促す 

 生物多様性の保全の取組には、幅広い視点が必要なことから、多様な主体の参加とそれら
の有機的な連携が必要。 

１ 目標 
（１）長期目標 平成62年（2050年） 
 
 
 
（２）短期目標 平成32年（2020年） 
 
 
 
 
 
 
 

２ 計画期間および対象区域 

（１）計画期間：長期目標は、平成62年（2050年）頃の将来像を視野に入れ、短期目標は、平成32年度（2020年度）までの6年間
（２）対象区域：滋賀県全域 

滋賀らしい「自然と人とのかかわり」のあり方を発展させることにより、生きものと人とが共存し、自然の恵みから生み出
される多様な文化が展開する社会が実現されている。 

生物多様性の危機に対して、緊急の取組が実施されている。 

社会経済活動における生物多様性の保全・再生への配慮の組み込みと、生態系サービスの持続可能
な利用の取組が進んでいる。 

生物多様性に関する県民の理解が深まり、各主体による生物多様性に配慮した行動が広まっている。 

＜短期目標Ⅰ＞ 

＜短期目標Ⅱ＞ 

＜短期目標Ⅲ＞ 

短期目標 対応する行動計画 

＜短期目標Ⅰ＞ 

生物多様性の危機に対して、緊急の取組

が実施されている。 

１ 生物多様性の危機に対する取組 

(1)生物との適切な関係を構築します 

① 野生生物の保護（主として「減りすぎ」への対策）を進めます 

② 外来種を含む野生生物の管理（主として「増えすぎ」への対策）を進めます 

③ 飼養・栽培生物との適切な関係を構築します 

(2)生息・生育環境を改善します 

 ①生息・生育地を保全・復元し、連続性を回復します 

② 生息・生育環境に対する影響を低減します 

＜短期目標Ⅱ＞ 

社会経済活動における生物多様性の保
全・再生への配慮の組み込みと、生態系
サービスの持続可能な利用の取組が進ん
でいる。 

２ 生態系サービスの持続可能な利用 

(1)地域資源を活用し、地産地消を推進します 

(2)社会経済活動に生物多様性を組み込む取組を進めます 

＜短期目標Ⅲ＞ 

生物多様性に関する県民の理解が深まり、

各主体による生物多様性に配慮した行動

が広まっている。 

３ 生物多様性に対する理解と行動の促進 

(1)県民の理解を促すための取組を進めます 

(2)人材を育成し、ネットワークを構築します 

(3)情報・知識の収集・分析と統合を進めます 

１ 主体ごとの役割 
（１）県：施策の推進と多様な主体による活動の支援   
（３）県民：生物多様性に対する理解と行動         
（５）事業者：企業活動における環境負荷低減の促進  

２ 多様な主体の連携 

○生物多様性保全活動支援センターや琵琶湖博物館環境学習センターなどの拠点を活用し、多様な主体間の連携を支援。 
○生物多様性自治体ネットワークに参加する自治体や国との情報共有や連携・協力により、効果的な施策を展開。 

３ 戦略の推進と評価 

○県庁内関係部局で構成される連絡会議を設置。情報共有と横断的な連携・協力を図りながら施策を推進。 
○計画期間の中間点となる平成29年（2017年）に推進状況を点検し、数値目標を用いて評価を実施。 
○滋賀県環境審議会および本戦略策定時に協力いただいたワーキンググループの構成員や専門家会議の委員で構成される戦
略推進組織を設置。施策に関する助言や推進状況について評価。 
○本戦略は、20の愛知目標に対応するものとし、その達成に貢献するべく取組を実施。 

基盤サービス 

供給サービス 

調整サービス 

文化サービス 

第1の危機 

第2の危機 

第3の危機 

第4の危機 

（２）市町：戦略の策定や施策の展開、地域における活動の支援 
（４）ＮＰＯ等の団体：保全・調査活動、地域におけるアドバイザー 
（６）教育・研究機関：環境教育等により理解を促す取組、調査・技術開発等 

生命の生存基盤。食物連鎖を通じた物質循環や光合成による酸素供給等。 

食料や木材等の自然の恵み。琵琶湖の湖魚、郷土野菜等。 

山地災害防止、気候の緩和・調節、安全な飲み水の確保等。 

文化や芸術の対象。ニゴロブナの鮒ずし、近江八景等。 

生態系の多様性 

種の多様性 

遺伝子の多様性 

さまざまなタイプの生息・生育環境があること。 

多様な種の生物が生息・生育していること。 

同じ種の中でも地理的な変異や個体変異があること。 

野生生物の捕獲や開発等による生息・生育環境の消失・劣化・分断など、
直接的な人間活動による危機。 

利用されなくなった里山の荒廃や、竹林の拡大など、自然への働きかけの 
縮小により、二次的自然が維持されない危機。 

外来種や化学物質など、人間に持ち込まれたものによる危機。 

地球温暖化などの地球規模の環境変化による危機。 

本県の特徴 
・自然と人とが調和した暮らしや文化 
・水環境保全への積極的な取組 
しかし、近年、生物多様性の損失が進行 
 

国内外の情勢 
・生物多様性条約の採択 
・生物多様性基本法の制定 
・愛知目標の採択 
・生物多様性国家戦略2012-2020の閣議決定 

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」 
も 

も 

も 
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    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   琵琶湖森林づくり基本計画見直し等のスケジュール

◆基本計画の見直し作業 〇

3/20 とりまとめ

　森林審議会 ① ② ③ ④

諮問 答申

　県民政策コメント

　意見交換会(県民等）

　意見交換会(市町）

◆基本計画の見直し

・琵琶湖森林づくり条例の改定や上位の県計画の見直し等を受けて、基本計画の見直し検討を行う。

・基本計画第６の規定により、中期的目標（アクションプログラム）の見直し検討を行う。

〇森林審議会

　→琵琶湖森林づくり条例第９条第６項の規定に基づき、あらかじめ意見をお聴きする。

① 平成２７年３月２０日　　琵琶湖森林づくり基本計画の見直しの方向性　（森林審議会に諮問）

③ 平成２７年６月上旬　　答申素案の内容検討

④ 平成２７年７月上旬　　答申案の内容検討　　

〇意見交換会(県民等）

　→琵琶湖森林づくり条例第９条第６項の規定に基づき、あらかじめ県民、森林所有者等の意見を把握し、反映することを目的とする。

１回目　　５月中旬～５月下旬　　対象：林業関係者、森づくり団体、森林所有者、県民　　　内容：地域の課題の抽出

２回目　　８月下旬～９月上旬　　対象：林業関係者、森づくり団体、森林所有者、県民　　　内容：計画（案）に対する意見聴取

〇意見交換会(市町）

　→市町の意見を聞くために、意見交換会を開催する。

１回目　　５月中旬～５月下旬　　対象：市町の担当職員　　　内容：地域の行政課題の抽出

２回目　　８月下旬～９月上旬　　対象：市町の担当職員　　　内容：計画（案）に対する意見聴取

８月

② 平成２７年５月上旬　　課題の整理・計画に盛り込むべき事項の検討
　　　　　　　　　　　　　　　　（基本施策の見直しをするのか、戦略プロジェクトの内容はどうあるべきか）

９月 １０月 １１月 １２月３月 ４月 ５月 ６月 ７月
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