
 

第１０７回滋賀県森林審議会 

 

                      日 時：平成２６年１２月２２日（月） 

１０：００～１２：００ 

                場 所：滋賀県庁北新館 ５－A会議室 

 

次  第 

 

  １ 開 会 

       

  ２ 定足数の確認 

    

  ３ 議事録署名人の指名 

   

  ４ 報告 

     「琵琶湖森林づくり条例」改正等の検討状況について 

 

５ 議事 

(1) 湖北地域森林計画の樹立および湖南地域森林計画の変更について 

(2) 「琵琶湖森林づくり基本計画（次期改定）」の改定について 

(3) 「水源林保全のための仕組みづくり」の検討状況について 

 

  ６ 閉会 
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〔午前 ９時５８分 開会〕 

１ 開 会 

○司会：それでは、皆様おそろいでございますので、ただいまから第１０７回滋賀県森林

審議会を開催させていただきたいと思います。 

 

２ 定足数の確認 

○司会：本日の審議会は委員数１５名、出席委員１３名で、森林審議会運営要領第２条４

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

  それでは、本日は、森林法第５条に基づく地域森林計画の樹立と変更についての議論

をいただくとともに、「水源林保全のための仕組みづくり」でご検討いただいた内容に

ついて、条例の改正案のご報告と議事をお願いしたいと考えております。 

  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、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。 

  皆様には年末のお忙しい時期にお集りいただき、どうもありがとうございます。 

  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

たします。 

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

 

３ 議事録署名人の指名 

○議長：次に、本日の議事録の署名人を指名したいと思いますけども、○○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。 

 

５ 議 事 

○議長：それでは、早速、議事に入りたいと思います。 

  本日、予定終了時刻は１２時となっておりまして、今回は、事務局からの説明がたく

さんあるということですので、なるべく時間内に終わるように効率よく進めたいと思い
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ますので、どうぞ皆様も議事の円滑な進行についてご協力をよろしくお願いいたします。 

  お手元の次第にありますように、本日の審議事項は報告１件と議事が３件となってお

ります。 

  それでは、配付資料を確認の後、最初の議題について事務局から説明していただきた

いと思います。 

  では、事務局のほうから説明を、どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局：それでは、本日お手元に配らせていただいております配付資料の確認を先にさ

せていただきたいと思います。 

  配付資料でございます。本日のレジュメ、それから湖南地域森林計画案、資料１－１、

それから資料１－２、湖北地域森林計画案、それから資料１－３、湖南地域森林計画変

更の概要、それから資料２－１、琵琶湖森林づくり基本計画の改定の方向性の検討、そ

れから水源林保全のための仕組みづくり 県民政策コメントの提出方法というパワー

ポイント刷りをしたもの、それから「水源林保全のための仕組みづくり」に係る「琵琶

湖森林づくり条例の一部を改正する条例要綱案」および「（仮称）滋賀県水源森林地域

保全条例要綱案」に対する意見・情報の募集について。 

  それから、参考といたしまして、「琵琶湖森林づくり基本計画」の改訂版の説明となっ

ております。 

  お手元にございますでしょうか。 

  それでは、配付資料の関係については以上でございます。よろしくお願いしたいと思

います。 

 

５ 議 事 

 （１）湖北地域森林計画の樹立および湖南地域森林計画の変更について 

○事務局：本日の議事の内容でございますけれども、次第の順番を変えさせていただきま

して、議事の１つ目の項目である「湖北地域森林計画の樹立および湖南地域森林計画の

変更について」から説明させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いし

たいと思います。 

○事務局：○○でございます。座って説明させていただきます。 

  お手元の資料１－１、湖南地域森林計画案という８０ページ物のＡ４の冊子、資料１

－２、湖北地域森林計画案、これも８０ページ物のＡ４の冊子でございます。それから、
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１－３、湖南地域森林計画変更の概要という２枚物のＡ４でございます。これで説明さ

せていただきたいと思います。前のほうにパワーポイントをご用意しておりますので、

あちらの画面を見ていただければと思います。 

  これにつきましては、森林法６条第３項に基づきまして、森林審議会のご意見をお聞

きするというものでございます。 

  それでは、お手元の資料１－５で、昨年と全く同じものになっています。おさらいで、

森林計画制度の体系図でございます。 

  これにつきましては、去年は少し時間をかけて説明しましたが、今回、昨年と同じと

いうことで少し説明を省略させていただきたいと思います。まず１番目にございます森

林・林業基本計画、これにつきましては、国が日本全体の森林・林業をどうしていこう

かという計画でございます。その下にございますのが全国森林計画で、これにつきまし

ても国で定めておられるのですけれども、これは流域ごとの伐採計画など、滋賀県にお

きましては淀川流域で、京都や大阪とまたがる区域の計画が、それぞれ個別に定めてお

られるところです。 

  それで、今回ご議論いただくのが、中ほどにございます地域森林計画でございます。

これは都道府県が定めることになっておりまして、森林関連施策の方向、伐採、造林、

林道、保安林整備の目標等、そして市町村森林整備計画等の規範となるものと位置づけ

られております。それに基づきまして、市町村で市町村森林整備計画を立てられますし、

個別の森林所有者さんは森林経営計画を立てておられます。これも昨年と同じですが、

森林法５条によりまして、都道府県知事は５年ごとに１０年を１期とする地域森林計画

を立てなければならないと定められております。 

  それで、次に掲げる事項ですが、どういった内容にするかにつきましても、法律で定

められております。 

  まず１点目が、対象とする森林の区域です。それから、森林の整備及び保全の目標、

伐採の材積、造林の面積、林道の計画、それから保安林や保安施設事業、これはいわゆ

る治山事業ですが、そういったものについての計画が定められております。 

  それで、湖北は５年に一度ですが、湖南も変更することができるとなっておりますの

で、毎年のように見直しています。 

  それから、地域森林計画樹立・変更の時期ですが、湖南につきましては任意の変更で、

平成２４年度に樹立しましたが、今年も変更させていただきたいということでございま
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す。 

  それから、湖北につきましては、今年は５年に一度の樹立の年で、今年から始まる１

０年の計画を定めるということになっております。 

  それから、お手元の資料１－２ですが、湖北の冊子の３ページを開いていただきたい

のですけれども、今年は湖北が樹立でございまして、前５年間の計画量に対して実行量

はどうであったかについて点検・評価することになっております。 

  それで、３ページの下のほうに（２）評価と書いてあるのですけれども、伐採量につ

きましては計画量を上回っておるということでございます。間伐につきましては、材積

では大きく上回っておりますし、面積では少し至っていないということになるのですけ

れども、この５年間で利用間伐にシフトしたことで、材積の大きいところを間伐するよ

うになってきたことのあらわれと評価しております。 

  それから、林道、保安林等について公共事業等の縮減で進捗が上がっていない部分も

ございますが、治山等につきましてはおおむね適当ですが、被災箇所を優先したことで、

９４％になっております。 

  それから、これも昨年とほぼ同じような内容ですが、樹立・変更の概要にございます

上半分が湖北でございます。南半分が湖南という形で、滋賀県では湖北と湖南と２つの

計画になっております。 

  この概要の数値を並べたのがＡ４の２枚物でございます資料１－３、湖南地域森林計

画の変更の概要でございます。裏を見ていただきますと、湖北地域森林計画樹立の概要

で、１－４となっております。 

  面積につきましては、森林の転用等林地開発等が行われましたことにつきまして、湖

南のほうで２５ヘクタール減となっております。湖北につきましても３ヘクタールの減

となっておるということです。 

  それから、蓄積量につきましては、森林が成長しておる量がございますので、湖南、

湖北ともに増加しております。 

  それから、伐採計画の量ですが、湖南は任意の変更ということで、ことしは変更がな

いのですけれども、湖北につきましては樹立ということで、新しく現在の材積に対して

どれぐらいの間伐をしなければならないか計算をし直しまして、増加しております。 

  林道につきましては、大きな変更はございません。 

  治山につきましては、湖南のほうで１０箇所の減となっておるのですが、これは台風
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１８号の影響で、昨年度４０箇所追加したので、今年改めてできそうなところ等、もう

一回精査して、１０箇所の減になっております。この数値は１０年の計画ということで、

１０年の合計数値になっております。 

  それで、転用されたところですが、これは昨年も同じような写真を見ていただいたと

思うのですが、今年も太陽光発電等による転用が多くございました。あと、こういった

携帯基地局等の伐採届もあったということです。 

  あとは、湖北ですが、こういった県道がございまして、県道の整備で転用されておる

ところがございます。 

  これは、竜王のアウトレットパークの駐車場の増設で、林地開発で転用されたところ

でございます。 

  これは、昨年見ていただいた写真と同じで、台風１８号ですが、こういった治山施設

等が整備されまして、少しずつですが復旧工事がされてきておるところでございます。 

  これも昨年見ていただいたものですが、こういったところもやっていくことになって

おります。 

  それから、伐採計画ですが、湖南につきましては、繰り返しですが、変更はございま

せん。湖北につきましては、先ほど申し上げましたように、蓄積量等が増えておること

で、主伐の材積、間伐の材積等が増えております。それに基づきまして、造林の面積も

増えておるところでございます。 

  林道の計画につきましては、大きな変更がないということでございます。 

  それから、森林整備に関する事項ですが、これにつきましても、市町村森林整備計画

等の関係もございまして、大きく変えていないところであります。例えば標準伐期齢な

どは、スギは４０年、ヒノキは４５年で、こういったものを定めておるところでござい

ます。 

  以上でございます。 

○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ありましたけども、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、ご質問、ご意見等よろしいですか。 

  地域森林計画については、今ご提案があったような形になります。どうもありがとう

ございました。 
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４ 報告 

「琵琶湖森林づくり条例」改正等の検討状況について 

○議長：それでは、次の議事のほうに移りたいと思います。 

  事務局から、説明をよろしくお願いいたします。 

○事務局：○○です。よろしくお願いします。 

  「琵琶湖森林づくり条例」改正等の検討状況について、ご報告させていただきます。 

  資料は、今日配付しました「水源林保全のための仕組みづくり」に係る「琵琶湖森林

づくり条例の一部を改正する条例要綱案」および「（仮称）滋賀県水源森林地域保全条

例要綱案」に対する意見・情報の募集について、です。 

  これまで、「水源林保全のための仕組みづくり」について、審議会で議論いただき、９

月に答申をいただきました。この答申を踏まえまして、「琵琶湖森林づくり条例の一部

を改正する条例要綱案」と、新たに制定する「（仮称）滋賀県水源森林地域保全条例要

綱案」を作成して、資料の３の募集期間にあるとおり、平成２６年１２月２２日から平

成２７年１月２１日までという１カ月間、県民政策コメントという制度をもとに公表さ

せていただいて、皆様の意見をいただくという手続に入っていきます。 

  内容についてご説明します。 

  １「琵琶湖森林づくり条例の一部を改正する条例要綱案」ですが、この中に改正の概

要が入っていますが、それを説明しているのが次のページ、左上（３）条例改正案のポ

イントというところでございます。 

  今回の「琵琶湖森林づくり条例」という条例の改正について、大きく６つの改正点が

ございます。答申を受けての改正ですので、それぞれの項目について簡単にご説明した

いと思います。 

  まず、（ア）森林の境界の明確化のための必要な措置ということでして、林地境界明確

化という形で答申をいただきました。このことに対応するため、現行の第１０条に、項

の追加という形で規定したいと考えております。なお、この四角の囲みの中が条例改正

の内容となっています。 

  次に、（イ）共同施業等による適切な森林施業を行うための措置ということでございま

して、多様な主体による水源林の管理という形での答申をいただきましたので、それに

対応する形での項の追加という形になっております。 

  次に、（ウ）鳥獣対策の推進ということでございまして、これもニホンジカ対策という
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形で答申をいただきましたけれども、それに対応する形での項の追加をしたいと考えて

おります。 

  次のページのイ、樹齢が特に高い樹木のある森林の保全ということですが、これは巨

樹・巨木の森の保全のための規定を追加するということです。 

  次にウ、水源の涵養機能の維持ということでございますが、これについては県の考え

方を述べさせていただきます。森林づくり条例では、森林の有する多面的機能を持続的

に発揮させることにより、琵琶湖の保全および県民の健康で文化的な生活の確保に寄与

することを目的としていますが、特に、水源の涵養機能が琵琶湖等の下流域への安定的

な水の供給について欠くことができないものであることから、森林の有する水源の涵養

機能の維持および増進を図るために必要な措置を講ずることとし、新たに第１２条とし

て追加することとしたいと考えております。 

  なお、この条に基づく必要な措置として、森林の土地取引等について事前に届出いた

だく手続等を定める「（仮称）滋賀県水源森林地域保全条例」を新たに制定するという

形にしたいと考えております。 

  この新条例につきましては、後で説明させていただきます。次に、エ、県産材の利用

の促進ということでございまして、（ア）利用の促進です。今までは公共事業への利用

の推進という形で書いていたものを、住宅、公共建築物等における利用の推進という形

に改正をしたいと考えております。 

  次のページ、（イ）供給確保のための必要な措置ということでございまして、県産材の

利用促進のためには、需要ニーズに即した品質、量の県産材を適時・適切に供給する必

要があることから、必要な規定を追加するという形で考えています。 

  次のページからは、森林づくり条例の新旧対照表（案）でございまして、現在２２条

まであるものを、２４条に改正するということでございます。ページが打ってなくて申

しわけないのですが、新旧対照表の次に付けています、２「（仮称）滋賀県水源森林地

域保全条例要綱案」についてをご覧いただけますでしょうか。 

  こちらのほうですが、先ほども申し上げましたように、「琵琶湖森林づくり条例」に新

たに規定する条に基づく必要な措置として、森林に存する水源森林地域を保全するため

に土地の所有権等の移転等について事前届出をしていただくことを定める条例を制定

したいと考えております。 

  この内容について細かく説明することは省略いたしますけれども、滋賀県森林審議会
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のほうにご意見等をいただく機会を設けさせていただきたいということで規定を考え

ておりまして、まず第５、基本方針について定めることとして、例えば適正な土地利用

ということを目標に条例はしているのですけれども、それはどういったものになるかと

いうことですとか、（ｂ）、水源森林地域はどういった場所であるかというような基本的

な方針、そういったものを決めたいというふうに考えております。 

次のページをめくっていただきますと、事務局のほうで案をつくりまして、（３）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

なければならないこととします。ということで、こちらの森林審議会のほうに意見をお

伺いしたいというふうに考えておるところでございます。 

  続きまして、ページ番号がなくて申しわけないのですが、第１６の裏側にフロー図が

書いてあります。（仮称）滋賀県水源森林地域保全条例の主な手続等の概要というとこ

ろですが、まず、「指定等の手続」という形で書いています。 

  指定案を作成いたしまして、市町長への意見照会と、森林審議会の意見聴取をしまし

て、指定案の修正を必要に応じてしたところで、公告・縦覧、それに意見書の提出とか

をいただいた上で、最終的に意見陳述の機会の付与等も行いながら、指定等の告示をし

たいと考えているところです。 

  次に、「届出等の流れ」というところでございますけども、水源森林地域の指定をしま

して、この土地の所有権等の移転等の契約をされます場合は、①契約の３０日前までに

県に届出をして、②県と市町は連携しまして、必要に応じて報告徴収・立入調査等をし

ながら、③助言、指導を行う。その助言、指導の内容については伝達していただくとい

うような形になっています。 

  また、届出をしていただいて、適正な土地利用に誘導するというか、お願いするので

すけれども、例えば勧告・公表制度を設けて、届出をしていただくための措置として、     

違反行為の過料、こういったものについて規定をしたいというふうに考えているところ

でございます。 

  条例案の説明については以上でございますけれども、あと１点だけ、ご意見をいただ

くために、こちらの横書きのもの「水源林保全の仕組みづくり 県民政策コメントの提

出方法」というパワーポイントの資料をつくりました。 

  まず、これを出していただくのは面倒だと思われますので、できるだけホームページ

の中から簡単に意見を提出いただきたいと考えています。 
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まず①滋賀県のＨＰを開いていただいて、意見募集（県民政策コメント）がございま

す。こちらをクリックしていただくと、②意見募集（県民政策コメント）のページに行

きます。この条例のグループのところに、今申し上げました『「水源林保全のための仕

組みづくり」に係る「琵琶湖森林づくり条例の一部を改正する条例要綱案」および「（仮

称）滋賀県水源森林地域保全条例要綱案」に対する意見・情報の募集について』が表示

されますので、この案件名を押していただきますと、③「県政 e しんぶん」という、い

わゆる広報資料のほうに行きます。 

  その中身ですが、「しがネット受付サービス」というのがありまして、そちらのほうを

クリックしていただきますと、裏面の④しがネット受付サービスのページに行きまして、

真ん中の「利用者登録をせずに申し込む」を、そのまま押していただきますと、注意事

項とか利用規約のページに行きます。そのページをずっと下に行きまして、「同意する」

を押していただきますと、右上⑥入力画面ですけれども、氏名とか住所とか、そういっ

たものをご入力いただくページがありますので、そちらに入れていただいた後に、「ご

意見」という欄があって、「２０００字以内」と書いてあるところに入力できますので、

いろんなご意見等をこちらのほうに入力した後、⑦確認画面で「申込む」という形にな

れば、これでご意見の受け付けができるということになっています。 

できる限り、ご意見等をたくさんいただきたいと思っておりますので、皆さんの例え

ばお知り合いの方であるとか、そういった方にお知らせいただけるとありがたいなと考

えております。 

  私のほうからは、以上です。 

○議長：はい、説明どうもありがとうございます。 

  これまで森林審議会のほうでは、「水源林保全のための仕組みづくり」について検討し

てまいりましたけども、それに合わせて条例のほうも改定および新たに新設するという

ことが必要になってきているということで、今回それに対する提案があるということに

なっております。 

  これに関しまして、ご質問、ご意見等いかがでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：今回の新たな「滋賀県水源森林地域保全条例」の森林所有者の関係ですけれど、

これまでに少し聞いていたこと、それから新聞とかの情報から見まして、もとの条例の

「森林所有者は、国および市町を除く」と書いてあったのですが、それが実質的に引き
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継がれるというような理解でよろしいのでしょうか。それは、もちろん国の場合でした

ら、水源涵養を目的として森林の管理をしていますし、間違っても、そういうようなと

ころに売り払いとかするような考えは全くございませんし、ただ事務が増えるだけでは

ないかなという認識も持っているもので、それは新聞情報その他と同じ考えで行くとい

うのか、ちょっと確認したかったのです。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  ただいまの質問は、「琵琶湖森林づくり条例」の定義の場所ですね。第２条の（３） 「森

林所有者 県内に所在する森林の所有者（国および市町を除く。）をいう」という と

ころが、このままで、今後も継続されたということですね。 

返答をお願いします。 

○事務局：まず、国および市町を除くというところですけども、その説明に入る前に、「水

源森林地域保全条例要綱案」を見ていただきまして、第７の（２）の（ａ）、移転等の

届出はいただかないという適用除外規定ですけれども、この中には、「土地売買等の契

約の当事者の一方または双方が国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体である

場合」とございますので、まず国であるとか、県内の市町の方についてはいただく予定

がないという、そういう規定になっているところです。 

もう１点、国有林につきましては、特に管理につきましても、処分につきましても、

事務手続がかなり詳細に決められているということでございますし、処分に当たりまし

ては、例えば市町村さんの意見照会をされるというような、そういった手続も定められ

るということを聞いておりますので、基本的に地域指定の範囲の中身は入らないのかな

というふうには考えているのですけども、そういった部分につきましては、基本方針の

中でまた改めて、こちらの事務局案としてつくっていきたいと考えているところです。 

○議長：はい。 

いかがでしょうか。 

○委員：ありがとうございます。 

○議長：はい。 

ということでございます。 

  そうしましたら、続いて、ご質問、ご意見等いかがでしょうか。 

  いかがでしょうか。結構長い文章で、すぐにコメントをいただくのは大変かなとは思

うのですけども。 
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  いかがでしょうか。基本的に、「琵琶湖森林づくり条例」のほうに関しましては、既存

のものに対して、今回、我々のほうで検討してまいりました「水源林保全のための仕組

みづくり」に合うように表現等を変えているという感じでして、大幅な修正というわけ

ではないのかなというふうに思っております。 

  一方で、今回「滋賀県水源森林地域保全条例要綱」をつくるということで、こちらは

新たにつくるものという形になっております。 

  特にこの中では、どの地域を水源林地域として指定するのかというところ等について

は、要するに、この森林審議会の中でそれを検討するという形になっているのかなとい

うことで、県が勝手に決めるわけではなく、我々が一応チェックし、意見を言う機会が

設けられているというところがポイントかと思われます。 

  はい、どうぞ。 

○委員：今の山林の売買の件でございますが、売買じゃなしに、相続等の移転についても、

これは届出になるのですか。 

○議長：はい。 

それに関しては、いかがでしょうか。 

○事務局：こちらのほう、契約の３０日前までに届出をいただくという形になりますので、

相続というのは契約行為ではありませんので、対象ではありません。 

○委員：わかりました。 

○議長：ということでございます。 

  ほか、いかがでしょうか、ご質問、ご意見等特にございませんでしょうか。 

  この要綱というのは、水源地域というのは非常に重要な地域であって、そういうとこ

ろで森林がきちんと管理されるのであればいいわけですけども、目的の不明な土地所有

が行われたりすると、非常に問題になる可能性があるだろうということで、適切に届出

をしてもらうという、そういった仕組みで、これまで国内でもいろんな地域が行ってい

るものではありますけども、こういったものを滋賀県も取り入れていこうと、そういっ

た目的になっていたものであります。 

  要するに、基本的にこれまでのような森林所有という形で森林所有者が森林管理を行

うことに関しては何ら問題にはならないわけです。そうではなくて、何かほかの目的の

ために森林を買い取ろうとか、そういったことが出てくると、ここでチェックをしてい

くと、そういった形になるのかなというふうに思われます。 
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そういう点で、厳しい規制をかけるわけではないけども、ここで適正にきちんと森林

管理ができるのかということを検証していくという、そのための制度じゃないかなとい

うふうに思っております。 

  特によろしいでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：すみません、まだ細かいところまで読み込んで見られていないのですけど、今は

多分準備中じゃないかと思うのですけど、生物多様性地域戦略が県でつくられていると

思うのですけど、結構中身的にはかぶる部分があると思うのですね。調和というか、そ

ちらのほうとの整合性がとれるように気をつけていただきたいなと、多分大丈夫だと思

うのですけど、思いました。 

  鳥獣対策の推進のところで、ふるさと滋賀の共生条例のことが出ているのですけど、

ここに県の考え方として、地域戦略を入れておいたほうが忘れなくていいのかみたいな

ことを思いました。というのが１点。 

もう１つ、今、鳥獣法が改正されて、多分ことしの２月ぐらいに国のほうから政令案

が出て、それが出た時点で県のほうもいろいろ対応を迫られてくると思うのですけど、

そのことも、やはりこれとすごくリンクしてくると思うので、進めていく中で、いろい

ろ困ったことが起こらないように気をつけてやっていただけたらなと思います。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  これに関しまして、事務局から何かご返答ありますでしょうか。 

○事務局：２点いただきましたけども、１つ目については、また関係部局と協議しながら

対応したいと思います。 

  ２点目の、いわゆる鳥獣保護法の関係ですけども、これにつきましても同様に鳥獣保

護法の改正についても鳥獣対策室としっかりと協議をしながら進めていきたいと思い

ます。 

  それで、規定の中身については、パブリックコメントをやっておりますので、そうい

った中で、どういったご意見をいただくかによって、また考えていきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

  あと、補足ですが、先ほども言いましたけれども、パブリックコメントをできるだけ

たくさん出していただきたいと考えておりますので、可能であれば、委員さんにメール

で、こういったことをやっていますというのを送らせていただいて、それを配信してい
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ただくような形でもさせていただきたいのですが、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。 

  ただいまご返答がありましたように、基本的に今回の提案内容というのは、ほかの関

係部局の部分の対策とか条例と、かなり重複する部分があるかと思われますので、そこ

で齟齬がありますといけませんので、きちんとそこら辺は事務局のほうで対応していた

だくということ。 

それから、鳥獣害に関しましては、今ちょうど環境省、国のほうでもかなり動いてい

るところですので、これからまた大きく変化することが予想されております。それに対

して、県のほうとしても適切に対応していただきたいということだと思います。 

  あと、パブリックコメントの件ですけども、今回こういった形でウェブからパブリッ

クコメントができるような仕組みになっておりますので、できるだけ多くの方々にコメ

ントをいただきたいというふうに考えております。 

できれば、皆様のほうからも関係する方々等に、今回の情報についてご提供いただい

て、多くの方々にコメントをしていただけるようにしていただきたいということですね。

できれば、事務局のほうから皆さんに紹介するに当たって、何か文案みたいなのをつく

っていただいて、そのままメールを転送すれば、すぐにほかの方にも伝えることができ

る、その仕組みをつくっていただけると、かなり助かるかなというふうに思っておりま

す。 

  何かこれに関しましてご質問、ご意見等よろしいでしょうか。 

  そうしましたら、この件に関しましては、今の委員の皆様の意見等を踏まえて、適宜

修正をしていただきたいと思っております。よろしいでしょうか。 

  では、ほかにご意見等ございませんでしたら、次の議題のほうに移りたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

  

 （２）「琵琶湖森林づくり基本計画（次期改定）」の改定について 

○議長：それでは、事務局のほうから、次の議題の説明をよろしくお願いいたします。 

○事務局：○○でございます。よろしくお願いします。 

  それでは、次の議題、「琵琶湖森林づくり基本計画（次期改定）」の改定につきまして、

方向性の検討ということで前回も議論していただきました。方向性の検討の２回目をや
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らせていただきたいと思います。 

  前回は水源林保全のための仕組みづくりについての答申を９月２２日にいただきまし

て、その中にあります提案、それを現計画の中にどう取り込むかということで審議いた

だきました。具体的に言いますと、現計画の第４のところに基本施策というのがありま

す。４本柱です。その中に、提案いただいたものがどの位置に収まるのかというような

視点でご議論をいただきました。 

  その時に、委員の方々からいただいた意見を、ちょっと紹介させていただきます。 

  基本施策の枠組みを答申の構成に並べかえることはできないかということです。これ

につきましては、この答申の内容は全ての施策を網羅していないので、ちょっと難しい

ということでお聞かせいただきました。答申の内容を加えるだけで、今までとかなり違

う計画になるというので、あえて大きく変える必要はないという意見をいただきました。

また、枠組みの中で答申の内容が実行できるのであれば問題はない。ただ、提案が全く

かすんでしまうというのは問題ですということで、答申の内容がきちんと計画に反映で

きるか、もう一度事務局で検討してくださいということでした。 

  今回につきましては、前回やりました基本施策の部分については、より深く議論して

いただきたいと思っておりますけれども、もう一つ、計画全体を見ていただきまして、

答申の内容等、ほかに盛り込むものがあるのか、目立つように反映できるところがある

かというところで、全体的に計画全部を広く見ていただきたいと考えておりますので、

よろしくお願いします。 

  使います資料は、資料２－１と書いたものと、計画の冊子、これを使いながら説明さ

せていただきます。 

  まず、資料２－１を見ていただきたいのですけれども、前回、計画の冊子に基づきま

して、どういうことが書いているかというのを簡単に説明させていただきました。再度

確認です。 

  この計画期間ですけれども、平成１７年から３２年の１６年間ということで、これは

部内の上位の計画の終期に合わせており、１６年になっております。この計画の中心に

なっているのが、基本施策で、長期の計画、目標を持ったものになります。 

  それと、中期の計画である戦略プロジェクトがあります。これにつきましては、最初

５年間、今現在次の５年間を終えようとしており、最後６年間という形で、５・５・６

という形になっています。基本的には計画の中心になってくるのが基本施策、それに続
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いて、この中期計画の戦略プロジェクトということになっております。 

  前回、平成２１年のときに一度見直しをしております。２２年からの改正ですけれど

も、このときは社会情勢の変化等に伴う戦略プロジェクトだけを変更させていただき、

基本的にはほかの部分は大きくはさわっておりません。 

  今回ですけれども、計画をつくりまして１０年がたちました。１０年間でいろいろな

課題が出てきたということで、水源林保全のための仕組みづくりで、審議会でもいろい

ろとご議論いただきました。これの対応としまして、答申でいただきました内容とか、

条例の改正等を行っていく必要があると考えております。 

  今回につきましては、基本施策の分についても追加等をやっていく必要があると思っ

ておりますし、またそれに合わせて、戦略プロジェクトも変えていく必要があるという

ふうに考えております。 

  続きまして、１枚めくっていただきまして、２－２を見ていただきたいと思います。

これからの改定のスケジュールとして、左側に審議会の予定、真ん中に計画をどういう

ように見ていくか、右に検討内容を書かせていただきました。 

  見直しの方向性の検討でやらせていただきたいということで、前回につきましては、

第４の基本施策の中に答申の内容をどう入れていくかということで議論していただき

ました。 

  今回は計画全体の見直しの方向の検討ということで、計画全体を広く見ていただき、

それで意見をいただこうと思っています。また、特に第４につきましては、柱立ての検

討をしていきたいと思っております。 

  あと、３月の下旬ごろになると思うのですが、この基本計画の見直しの諮問をさせて

いただきたいと思っています。そのときに、第４の基本施策、第５の戦略プロジェクト

の内容を検討していただき、それ以外のところの見直しも検討をするということです。 

  次の１０９回のときですけれども、素案のほうの内容を検討していただく。 

  最後に、１１０回ですけれども、案の内容を検討していただきまして、答申をいただ

きたいと、このようなスケジュールでやっていきたいと考えております。 

  続いて、資料２－３を見ていただきたいと思います。ここから議論のほうにいきたい

と思っております。 

  左側が計画の章立てで、第１の基本計画策定の趣旨から、第６の推進体制まで６つに

分かれております。たくさんありますので、今回、１から３、あと４、そのあと５、６
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と３つに分けてご意見をいただきたいと思っております。 

  まず第１、基本計画策定の趣旨です。計画の冊子の１ページに、計画策定の趣旨と書

いてあります。これにつきまして、内容の見直しが必要かというところを委員の皆さん

からご意見をいただきたいと思っております。 

  ただ、事務局としましては、基本的には内容はこれでいいかなと思っております。あ

えて入れるのであれば、今回、条例も変えますので、そこら辺を後半の部分に入れるの

かなというような感じで思っております。 

  続いて、２ページから４ページは計画を見直した理由という部分に当たりまして、こ

れにつきましては何らかの理由を入れるような形を考えております。社会情勢の変化や、

今までやった成果とか課題とか、そういう部分を入れておく必要があるかなと思ってお

ります。この辺についてご意見をいただきたいと思います。 

  第２、基本計画が目指す森林づくりの方向です。冊子のほうでは５ページを見ていた

だきたいのですけれども、これが計画の象徴、顔の部分になると思います。一番上のと

ころに基本方向、基本方針、そして基本理念の目指す姿と書かせていただいております。 

  まず、基本方向につきましては、事務局としましては基本的に大きく変わらないとい

うことで、これについては変更する必要はないかと思っております。 

  基本方針につきましては、平成１６年、この計画をつくったときに、林業の調子が余

りよくなかったという事情もありまして、本来の林業の話が余り書かれておりませんの

で、今回につきましては林業活動の活性化による森林づくりとか、そういうような林業

の部分をもうちょっと出していくほうがいいのかなと思っております。それから、今回

答申いただきました生物多様性の視点、そういう言葉を入れていくほうがいいかなとい

うような感じで思っております。 

  基本理念の目指す姿につきましては、１から５まで数字が書いております。この数字

の横に書いてある文章は、条例の中の理念、それについて簡略した形で書いております。

これにつきましては、冊子の２２ページの次に参考資料がついてあるのですけれども、

参－１、条例の下のほう、第３条で基本理念ということで、ここに５つの文章を書いて

おります。これを要約した形のものが数字の横に書いてある文章になっていますので、

基本理念は基本的に変えませんので、この文章も変えないということになっております。 

  （５ページの数字）その下の囲みの部分ですけれども、これについては目指す姿とい

うことで１０年間がたちました。目指す姿は当然変わってきますので、この部分につい
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ては変えていく必要があるかなと考えております。 

  続いて６ページ、基本計画の位置づけです。「１性格と役割」は、基本的には変わりま

せんので、このままでいいかと思っております。「２計画期間」は、中期的な目標とい

うところで、現在のものは戦略プロジェクトの目標年次、平成２６年度（２０１４年度）

となっていますので、その部分は変えていく必要あるかと思っておりますけれども、基

本的には大きく変える必要はないかなと思っております。 

  以上、第１から第３につきまして、委員の皆さんからいろいろご意見をいただきたい

と思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長：はい、説明どうもありがとうございます。 

  ただいま説明がありましたように、森づくり基本計画について今後の改定の方向性に

ついて提案があったわけですけども、まずはこのうち、第１から第３までについて、こ

こでご意見をいただきたいという形になります。 

  第１、基本計画策定の趣旨、第２、基本計画の目指す森林づくりの方向、第３、基本

計画の位置づけになります。 

これに関しまして、ご質問、ご意見等いかがでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：第１の基本計画策定の趣旨のところ、そんなに大きく変えなくていいんじゃない

かというご説明だったのですけど、先ほどご説明の中にも出てきましたけど、今回の答

申の目玉といいますか、やっぱり新しい文言として、生物多様性保全ということが出て

きますので、私の個人的な意見としては、最初の趣旨のところにその文言はぜひ入れて

ほしいなと、それもできれば目立つような感じで。 

生物多様性保全ということを軸に据えた計画というのは、多分全国でもそんなにはな

いので、そこを滋賀県の特色として、ここにばんと出すことによって、「あっ、何か変

わったのかな」という、県民もそういう感じ受けると思いますし、ぜひそんなふうに書

きぶりをちょっと変えてもらえないかなと思います。 

  生物多様性保全というのは特殊なことじゃなくて、今でも地球環境問題とかで最重要

課題として、国のほうもそういうふうに想定していろんな取り組みがなされてくるので、

いろいろある中の一つという書きぶりではなく、地球環境を考える上で、私たちの生活

を考える上で最重要課題ですよというようなことが分かるような、そんな書き方をして

いただけたらなというふうに思います。お願いします。 
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○議長：はい、ご提案どうもありがとうございます。 

  これまでこの審議会でも議論してまいりましたように、水源林保全をしていく上で、

生物多様性という視点は欠かせないということが出てきておりますので、その点に関し

まして、やはり新たな視点として生物多様性を軸として森林を保全していくという、そ

れが一番ベースとなるような考え方であるという形で位置づけていただけるというこ

とがいいのかなというふうに思っております。 

その点はやはり全国で見ても、多分そこまで踏み込んだものはなかなかほかの地域は

ないと思いますし、特にこの環境保全に対して非常に先見的な、これまで行ってきた滋

賀県が先行して、こうした森林計画の中にきちんと生物多様性を中心軸として置くとい

うことが大きな目玉なのではないかなというふうに私も思っております。 

  はい、どうぞ、お願いします。 

○委員：今の意見に大賛同ですけど、皆さんは知っておられるかと思うのですけど、生物

多様性条約の第１０回締約国会議で採択された、「ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ」

というのがありますけれども、「ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ」の推進ネットワー

クの参加団体として、行政は滋賀県が入っておりますので、そういう意味でもぜひ生物

多様性の部分というのをしっかりと出してもらって、「ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティ

ブ」というものも、森づくりのほうも当然ながら入ってくるので、そこら辺を強調して

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。 

  例のＣＯＰ１０の第１０回締約国会議の中で、「ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ」が

出てきたわけで、そういったことも踏まえるというのが一つですね。 

  同時に、そのときには「愛知ターゲット」というのも提案されておりまして、その中

には国とか自治体が定めるような、こうしたさまざまな政策に対して生物多様性を考慮

したものに変えていくことということを求められておりますので、実はそういった観点

も入ってくるのかなというふうに思っております。 

  いずれにしても、そういった社会情勢を踏まえて、今回こういう形で改定するのだと

いうことを、最初の１ページ目でもいいですし、「社会情勢の変化」という２ページ目

以降とかに書いていくこともできるかと思いますので、そこら辺は事務局のほうで少し

検討していただいて、そういった最近の新しい生物多様性をめぐるさまざまな動向につ

いて、きちんと言及していただくということがいいのかなというふうに思います。 
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  はい、どうぞ。 

○委員：全く同じような気持ちですけども、あえて言わせていただきますと、生物多様性

という言い方をすると、なかなか一般の方には分かりにくいし、「それ、何」という形

になりかねないこともありますので、基本計画策定で言ったほうがいいのか、後のとこ

ろで言ったほうがいいのか分からないですけども、やはり森の持つ生態系ですよね。 

一つはこれを保全するということ、生物多様性というのは。もう１つは、種の保全で

すよね。植物にしても動物にしてもいろんな種というのがあって、それを保全していく

ということがメーンにあって、それらを踏まえた上で、多面的機能も含めて考えていく

森づくりをするということで、まさに生物多様性という部分は、森林の持つ生態系を守

るということと、種を守るという部分をベースに置いて進めていくということが大事で

はないかというのを、あえて補足させてもらいます。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  確かにご指摘のように、生物多様性という言葉に対する認知度はまだ全国的に見ても

そんなに高くはないのが現状でして、最初にいきなり説明もなく生物多様性のという話

が出てくると、もしかしたら、多くの方々はちょっと分かりにくいのかもしれません。

そういったとこら辺を考慮していただいて、少し分かりやすい表現に修正していただく

という形にするのも、確かにいいのかもしれませんね。 

  ご指摘、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：４ページの（３）森林資源の循環利用の促進というところで、考え方はあると思

うのですが、まず県産材の学習机というような形の流れより、私の川下のほうから考え

ますと、木の香る淡海の家の推進事業というか、住宅というものに対しての材料とか、

構造材なんかも含めての推進もしているよというような形で、最初にその文が入って、

その後、県産材の学習机というような形で持っていっていただいたほうがよいと。 

林業とか私たちの川下で大工さんなんかが見る冊子にしたら、県もやっぱり住宅づく

りを推進してくれて、今後もそのような素材をうまく植えて、育てていってくれるよと

いうように考えてくれるのだな、というような形で思っていただけるのだったら、その

ような形が先に来たほうがいいのではないかと思ったところです。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 
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  この点に関しまして、事務局のほうはいかがでしょうか、順番を変えるという話にな

りますけども。 

○事務局：４ページの成果という形、これは先ほど言いましたけれども、何らかの形で挙

げるというように思っております。今、委員がおっしゃいました２つ、住宅施策とか、

大きなものから挙げていくというような、そういうのもちょっと検討させていただきた

いと思います。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  ここら辺は、恐らくかなり古い情報になっておりますので、全体的に新しい最近の情

報に改定していく必要があるかなというふうに思っておりますので、表現とか、それか

ら取り上げる事例とかは大分変わってくる可能性があるのかなというふうに思ってお

ります。 

  はい、どうもありがとうございます。 

  その他、これに関しまして。 

  はい、どうぞ、お願いします。 

○委員：４ページの森林資源の循環利用ですけども、今、委員さんがおっしゃったように、

私も同意見ですけども、ちょっと数字が古いのと、それから滋賀県でかなりの森林が成

長している。その成長している割合に比べて、伐採、利用が少ないように思いますので、

それをもう少し大きく取り上げてもらって、皆さんに使っていただきたいという循環と

いうのを表向きに出してもらって、その計画の中に入れてもらったほうがいいと思うの

です。 

○議長：はい、ご提案どうもありがとうございます。 

確かに滋賀県の森林もだんだんと成熟してきておりますので、これからそれをどんど

んと循環利用していく必要があるかと思われますので、その点について、ぜひここに反

映していただきたいということですね。 

こちらのほうも、ぜひ事務局のほうでご検討いただきたいというふうに思います。 

  よろしいでしょうか。その他、いかがでしょうか。 

  よろしいでしょうか。 

  一番基本となる理念はこれまでどおり続けるとして、特に細かいところに関しまして、

できるだけ新しいものに情報を置きかえていってという話になっております。 

  特にご質問等なければ、続いて、森づくり基本計画の第４について、事務局のほうか



 - 21 - 

ら説明していただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

  では、お願いします。 

○事務局：はい、ご説明します。 

  資料２－３の第４、基本施策というところをご覧いただきたいのですが、右側ですが、

答申（９月２２日）の提案を現基本施策に盛り込むには？ というところにつきまして

は、前回の森林審議会で検討いただいたということでございます。 

  次に、基本施策の柱立てと見直しをどうするのかということで、今回改めてもう一度

ご議論いただきたいと考えておりますのは、横長の資料２－４でございます。この一番

左側に森林づくり条例（改正概要案）がございまして、先ほど説明いたしました森林づ

くり条例の改正、このような形の立て方になりますというものを示しております。 

  土地境界の明確化とか鳥獣対策、あと巨樹・巨木、水源涵養機能の維持というのは、

一番上の枠「環境に配慮した森林づくりの推進」に入るのかなと。それから、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のところについては、先ほども

あったように、生産、加工、流通等の合理化の推進というのがあって、一番下で「次代

の森林を支える人づくりの推進」という形になっています。森林づくり条例の改正は、

こういうふうにしたいと提案しているところでございます。 

  次に、真ん中で、琵琶湖森林づくり基本計画ということでございまして、前回の森林

審議会での議論を踏まえた内容としまして、このような形で取りまとめをさせていただ

きました。対応関係をもう一度確認するという形で、緑色の冊子の７ページをご覧いた

だけますでしょうか。第４の基本施策という形になっているのですけども、この下に、

「基本施策は、琵琶湖森林づくり基本計画の森林づくりの基本となる平成３２年度まで

の施策として、次の４つの柱を立てました。」ということで、今申し上げましたような

４本の柱になっているところです。 

  この柱立てについて、どうしたらいいでしょうかというような議論をいただきたいと

いうふうに考えているところでございまして、資料と比べながら見ていただきますと、

１の環境に配慮した森林づくりの推進として、（１）多面的機能を発揮させる森林管理

の推進となっていまして、横長の資料２－４の（１）も同様に、多面的機能を発揮させ

る森林管理の推進となっていまして、以下、（２）、（３）は、それぞれ緑色の冊子をそ

のまま落としてきたような形でつくり上げているところでございます。 

  このあたり、四角の枠で囲んでいる部分については条例に規定しているもので、下線
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の入っているものについては水源林保全のための仕組みづくりで答申いただいた内容

を、この中に落とし込んだ形になっているところでございます。 

  資料の説明は以上でございます。 

  次に、右側の「今回の議論」ということで、【論点】としまして、①新しい基本施策（柱

立て）は、どのようにしたらよろしいでしょうか。②「水源林保全のための仕組みづく

り」で検討いただきましたけども、そういった項目以外で、新たに「森林づくり基本計

画」に追加すべき項目はないでしょうかということでございます。 

  前回の森林審議会の内容については、そこに書いてあるとおりですので省略させてい

ただきます。 

  一番下に、〔現在の考え方〕というのをご覧いただきたいのですけども、基本的な並び

方については「琵琶湖森林づくり条例」に沿っています。ただ、条例に書かれていない

項目についても、「琵琶湖森林づくり基本計画」にあげられているものもありますので、

こういったルールで今のところつくられているということを前提に、また論点のところ

についてご議論いただければありがたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長：ご説明、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、緑の冊子のほうの第４の基本施策として４本柱があるわ

けですけども、今回、このままこれを継続していくのか、それとも新しい柱立てをつく

っていくべきなのかということについて、少しご意見をいただきたいということです。 

あとは、我々が答申を出した水源林を守るための仕組みづくりで検討した項目以外で、

琵琶湖森林づくり基本計画に追加していく項目があるかどうかということについて、前

回でもいろいろと議論がありましたけど、それを踏まえた上で、もう一度ここできちん

と検討していきたいということになっております。 

  ご質問、ご意見等いかがでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：この基本施策の柱立てがありますね。で、前回もお話が出て同じことになると思

うのですが、環境に配慮した森林づくりの推進、県民協働による森林づくりの推進と、

ずっと並んでいますけども、１から４が同列にされていることにちょっと違和感がある

のです。 

これは、皆さんのご意見をお伺いしたいのですけども、環境に配慮した森林づくりを
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進めていくために２番、３番、４番があるのではないかなというふうに理解をしていて、

環境に配慮した森林づくりの推進の１つ目に、「多面的機能を発揮させる森林管理の推

進」というのがありますが、資料２－３のところに、「１．森林の多面的機能の持続的

発揮と地域の特性に応じた森林づくり」と、１から５まで書かれているのですけど、自

分の理解としては、森林の多面的機能の持続的発揮と地域の特性に応じた森林づくりを、

県民の主体的な参画と全ての県民の適切な役割分担と協働によって進めて、県内の森林

資源の有効利用を進めて、森林づくりを支える人材確保・育成を図りつつ森林づくりを

していくというような読み取り方が一番すっきりするかなというふうに思っています。 

どうしてもその目的と手段が同列のように見えて仕方がないのですけど、いかがでし

ょうか。 

○議長：ご指摘、どうもありがとうございます。 

  ただいまのご指摘は、今回ここに出ている４本柱というものが、いわゆるその目的と

手段が両方同列に扱われてしまっていると。ゴールとしては、環境に配慮した森林づく

りを推進していくわけだけども、その手段として県民の協働であるとか森林資源の循環

利用とか、次代の森林を支える人づくりとか、そういうものが必要になっていると。そ

ういう手続に本来はなるべきだけども、それが両方同一に扱われていることにちょっと

違和感があるということですね。 

  まず、事務局のほうから、これに関しまして少しご返答いただきたいと思いますけど、

いかがでしょうか。 

○事務局：県民の主体的な参画による森林づくりであるとか、森林の多面的機能の持続的

発揮のためにあるというのは、もちろんそのとおりでございますけども、例えば最初は

環境に配慮した森林づくりの推進となっているのですけども、これについては、県民の

主体的な参画であるとか森林資源の有効利用であるとか人材確保という以外で、基本的

な森林の管理というのが必要でございます。 

そういったものが一番大きな柱だろうということでございますので、１番目に環境に

配慮した森林づくりという、前回ちょっと分かりにくいというご指摘もあったのですけ

れども、こういった形での書き方をしているところでございますので、目的と手段が同

居しているとは事務局では考えていないです。 

○議長：はい。 

  というご返答ですけど、いかがでしょうか。 
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  じゃ、まずどうぞ。 

○委員：私も、ちょっとここを見ていて、これでもいいかなと半分思いながら、ただ、生

物多様性という、自然を守ろうというような森づくりを県民と一緒にやろうとしたとき

に、前も話になりましたけど、環境に配慮した森林づくりの推進というのは非常に分か

りにくいということと、最終目標はやっぱり環境という部分、県民が享受できる森林と

いう部分についての森づくりをしていくということを頭に（持って）きて、その後、生

物多様性なり何なりを持っていくとこがないなと、いつも思っているのです。 

管理の部分と森林整備の推進と、もう１つは生物多様性という部分を滋賀県はきっち

り念頭に置いてやっていますよという形になるなと思いながら、この部分だったら、ど

こへ入れていいのかなというのがちょっと分からんので、できたら目野さんがおっしゃ

っているように、「環境に配慮した森林づくり」、この文言がいいのか別ですけども、滋

賀県の基本計画のテーマか目的みたいなものがぽんとあって、あと具体的に基本的な計

画というのがあって、もう１つぐらい項目が増えてもいいのかなと思うような気持ちで

したね。すみません。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  今のご質問に関しまして、事務局のほうから、いかがでしょうか。 

○事務局：そういったことも含めて、次に基本計画というのがあり、基本施策の見直しも

ありますので、もうちょっと議論いただければと。 

○議長：はい、どうぞ。 

○事務局：関連いたしまして、私のほうからちょっと発言させていただきたいと思うので

すが、先ほど○○委員から話がありました。この４つの項目が同じレベルであるのかと

いうと、若干でこぼこがあって、確かに手段ではないかなという項目もあると思います。

木材産業の業の部分から言わせていただきますと、これができました１０年前というの

は利用面で底にあった時期でございまして、ある意味、環境に配慮した森林づくりを前

面に出して議論したという経緯がございます。 

ただ、今になってきますと、国のほうの方針も林業・木材産業を振興させることによ

って、こういった環境にも配慮した森林づくりをしていきましょうとなっておりますの

で、私としましては、その環境に配慮した森林づくりと、林業・木材産業の振興という

部分は同列じゃないかというように思います。 

経済と環境の両立を掲げておりまして、どちらがどちらを包括するかという議論もあ
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るのですけども、たちまち今の課題として、特に滋賀県の中で今後森林づくりをしてい

こうと思えば、やはり木材産業の部分、木材利用の部分をしっかりやっていかないと、

なかなか森林所有者の皆さんの理解が得られない。なんぼ環境に配慮した森林づくりを

しましょうとしましても、境界の問題でありますとか集約化の問題でありますとか、森

林所有者さんの理解をいただくというのが今のところ一番課題になってきています。 

環境という部分については、またご意見をいただきたいのですけども、私どもとして

は、環境の下に、例えばあとの３つを付けるという考え方は一概に言いにくい部分があ

るかなということで、もう少し議論を深めていただきたいなというようにお願いしたい

と考えているところでございます。 

○議長：はい。 

  この点に関して、いかがでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：すみません。同列で、上とか下とかというような位置づけに見てもらうと、ちょ

っと誤解を招くのかなと思うのは、私たちは条例が施行される前に、いろんな懇話会と

かタウンミーティングみたいのがあったときにも思ったのですけど、森が健全でいるた

めに林業が衰退してきたから、こんなになったというふうな認識をどんと受けているの

ですね。 

なので、おっしゃっている経済的にももちろんそうですけれども、林業をこれからも

っと活性化させていかないといけないということはすごく重要なんですね。重要だから

こそ、その林業が果たしてきた役割というのは、それまではほとんど、もしかしたら意

識されていなかったかもしれないですけど、この言い方はどうするかは別として、現時

点の言葉を使うと、環境に配慮した森林づくりを推進することの最も重要な、最もとい

うか、ずっと並んでいるのは全部重要ですけど、だからこそ、林業のほうも木材の生産

もしていかないといけないし、有効利用をもっと進めていかないといけない。 

環境に配慮した森林づくりを推進するための大事な役割だということを、環境に配慮

した森づくりの推進のあとの手段は、手段が下ではなくて、これを推進するための手段

がいかに大事かということを全面的に訴えてほしいと思うのですね。それを同列にして、

林業はというのを離してしまうと、林業をするから、これなんかじゃなくて、もともと

税金のときもそうですけど、そういう手が入らなくなったところに、県民の力をかりて

しないといけなくなった。その中に、当然林業の話も入ってくるわけです。 
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なので、もっともっと滋賀県の木材を有効利用していかなきゃいけないのだという機

運を盛り上げるためにも、これの推進にかかわる手段を一個ずつ、しっかりと情報発信

と説得できるようなものに、情報発信の仕方だと思うのです。だから、環境に配慮した

森林づくりも大事だけど、林業も大事とかじゃなくて、林業がいかに森づくりのために

重要な役割を果たしているかということを訴えるためにも、そういうふうな並べ方のほ

うが私はいいと思うのです。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  事務局のほう、いかがでしょうか、今のご意見に関しまして。 

○事務局：林業は、いわゆる森林の整備を担っていただいている方ですけども、そういっ

たものについては確かにおっしゃるとおり、余り書いていないというか、基本施策の中

に、そういった部分は少ないというようなところもございますので、そういったご意見

も含めて、今後基本計画のほうを考えていきたいというふうに思います。 

○議長：はい。 

  今ご指摘がありましたように、基本的に日本の森林というのは、やっぱり人手で管理

されなければ維持できない。そういった性質を持っている以上は、地域社会がきちんと

経済的に成り立つことが極めて、実は生物多様性の保全にも重要な役割を持っていると、

そういった位置づけはどうしても重視しなきゃいけないと思うのですね。地域社会が崩

壊すれば、結果として、生物多様性も失われてしまうということです。その点をきちん

とどこかに書いていただかないと、ここら辺はすごく違和感を持ってしまうのかなとい

う気がいたします。 

  その辺は、どっちかというと基本理念と重なりますので、第４の基本施策で書くより

は、もしかしたら前のほうで書いたほうがいいのかもしれません。いずれにしても、第

４の基本施策のところでも、単純にこうやって４つ並べるんじゃなくて、基本的なもの

として、環境と経済の両立をどうやっていくのかということを考えると、最終まで行っ

ていただいて、それから環境面と経済面と両方それぞれについて個別に行っていくとい

う、そういった表現にしていただくほうがいいのかもしれません。 

○委員：よろしいですか。 

○議長：はい、どうぞ。 

○委員：先ほど事務局が言われたように木材利用、住宅に利用する、公共施設に利用して

いくとなりますと、木材の需給バランス、需要が多くなっていくと供給をどのようにし
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ていくか。それをしていくと、間伐だけでは足らなくなる。こういうような利用を進め

ていく限りは、間伐とともに皆伐、植林、育林、そこら辺のとこを明確に打ち出すべき

ではないか。そのことによって健全な森づくりが可能になると。 

今の皆伐、植林、そこら辺のとこをこの１０年間ぐらい見落とすと、これから４０年、

５０年先には樹齢のアンバランスが出てくる。そこら辺のとこを明確に打ち出すべきで

あると思います。そして、今まで環境に配慮した森林から、産業としての森林を育成し

ていく、そういうようなところをもっと大きく考えてもらいたい。 

一番忘れられているのは山林の所有者、今ここで改革しようと思っても、多分誰も売

られないのではないかなと、売っても全然お買いにならない。そして、今度受けるにし

ても、その分のお金が必要やと。そういうことも配慮した中での森林施策、どのような

支援策があるか。やっぱり受けてもらわんと何にもなりませんし、環境にも悪い。そう

いうことも、この中には全然うたわれていませんので、そこら辺のとこを十分にうたっ

ていただきたい。 

そして、産業としての位置づけを明確に表していなかっても、方向性として入れてい

ただきたい。まだ環境だけの範疇に入っていますので、これからは産業として育ててい

くのだというようなところを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。 

  今のご指摘に関しまして、事務局のほうから何かご返答することはございますか。 

○事務局：ありがとうございます。まさにそういった部分について考えないといけないな

と思っていますので、今のご意見をもとに、また基本計画を考えていきたいと思います。 

  前々回に、○○委員からどういった場所が植林に適しているのかとか、そういった部

分については検討するべきじゃないかという話もございましたので、そういったものも

含めて、今後のあり方についてしっかりと考え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。 

  現在の基本計画は以前の状態を配慮したもので、当時、林業が低迷した時期でもござ

いますので、そういった林業とか木材生産に関してはそれほど深く書かれておりません

けども、これから先どうなるかは、また分からないわけですよね。特に現在買い取り価

格は上がっていて、滋賀県ではそれほど林業が盛んではありませんけども、例えば九

州・宮崎なんかでもすごい勢いで伐採が行われていて、大面積で皆伐も行われている状

態もあります。 
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  そうしたことが、もしかして今後、こちらの西日本全体に広がっていく可能性がない

わけではないだろうと思います。ですから、そういったことも想定した上で、今後木材

生産も活性化していく必要もありますし、一方で、それによって環境を失わない配慮を

しなければいけない。その点に関しても、この基本施策の中に適切に反映させていくと

いうことが求められているかなというふうに思います。 

  はい、どうぞ。 

○委員：すみません。私が前に言ったことを覚えていただいてありがとうございます。 

  私、生き物とかを見て、すごく生息数が減っている生き物の対策をしたり、増えすぎ

ている生き物を減らそうとしたりしているほうから言って、究極に、一体どうやったら

いいのや、日本ってというところにいくと、一次産業が活性化されている状態というの

が、日本の生物多様性保全、ひいては鳥獣害対策を解決するということに本当に向いて

いくのだなというふうに、今到達しているのですけど、恐らくこれができたころ、もし

くはそれよりも少し前では、先ほどから議論が出ているみたいに産業と環境と対極にあ

るような、そういう考え方があったかと思うのです。 

いろいろ熟成していく中で、環境があっての産業、特に一次産業というのは健全な環

境が保たれていないとうまく回っていかないし、業としてなっていかない。業としてな

っていかないところに、若い人は夢を持って仕事として捉えられない。そこがうまく回

ってこなかったことによって、鳥獣被害が出たり、絶滅が心配されるのに縛っていたり

ということに恐らくなっているんじゃないかな。 

  これからの新しい時代の中で、それこそ林業というものが夢のある本当に大切な産業

だということを次世代の若い人たちとかに訴えていくという意味でも、単純なことでは

ない。「一次産業というのは、この地球をどうするかみたいなことに大きく関与できる

すごい仕事なんですよ」みたいな、そういうふうに訴えるものとしても、次世代の人が

こういうことに取り組んでいく。そういう人たちを引っ張り入れるということにも使え

るのかなというふうに思います。 

  今の若い人たち、２０代ぐらいの人に聞くと、お金もうけをやりたくてどうのとかで

はなく、本当にシンプルに地球のことを考えている人は相当増えていますし、そういう

人たちが、自分たちのやっていることと、その環境というものを結びつけて考えられる

ような、一次産業としての夢の提案みたいな、そういうふうにやれるといいのかなと。 

  すみません。理想論かというふうに思います。 
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○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  順番に行きたいと思います。どうぞ、こちらから。 

○委員：先ほど来、環境とか生物多様性というお話を聞いておりまして、私どもの中でも、

いろいろ人様に森の大事なことをお伝えするときに、環境ということを重視される視点

で森の話を聞こうとする人、また、最近その生物多様性という言葉の意味を理解するの

は非常に難しいですよね。そういう観点から森を見ようとする人は確かにございます。 

  ただ、国の森林政策、林業政策、産業政策を司っておられる農水省、林野庁さんの、

国の根幹の考え方というものをどう表しているかというと、やっぱり森林・林業基本施

策と。これは地球サミット以来、名称とかいろいろ出てまいりましたけど、国の方針と

しての考え方は、やはり軸はあると。そこへもってきまして、一つの県を考えた場合、

滋賀県琵琶湖環境部でも森林政策課と森林保全課ということで、そこにはやっぱり森林

と林業ということ、産業、山村、それから地域振興と、そういうことを考えられたもの

を軸に諸所の指導業務、政策を遂行されていると、そういう整理を私自身はするのです

ね。 

  それで、今回この審議の経緯を見てみますと、目的不明の土地取得のことに対する一

つの警戒といいますか、対策をぼちぼち考えないといかんということに非常に大きな視

点があったように私は理解しておりまして、そこでもう一度言いますが、環境というこ

とを考えて、今後森づくり条例とかをもう一度見直すということに話が行っていると思

いますが、日本の森林環境にお金を払って買うという外国の方はないと思います。 

日本人には、とてつもなくありがたいと思っていない資源、日本人が本来再確認して

大事にすべき資源、水と多様な木材の性質・品質、この２つを多分買い求めようという

ことを狙っているんじゃないか。そう考えたときに、この大事な水源を育む琵琶湖の周

囲の森を保全するには、一つは水というものを、近畿一円１,０００万人の生命を維持

するための水というものを、もう一度しっかり考えようと。 

あわせて、優れた材や土地を所有されますと、そこに木材がどんどん建って、優れた

日本の技術を導入し、人も持ってきて、スギ、ヒノキ、多様な広葉樹をどんどんつくっ

て、それを産業、ビジネスに利用するという目的で買われるのであれば、この段階で非

常な仕事をして人生を終えるという我々も、本当に大事な日本の水と、そこで育まれて

きた結果、生まれてきている日本の国産材、これの本当の品質というものをどう理解す

るかと、こういうことが今、私は物すごく大事じゃないなと。 
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そういうところを考えたときに、それを担っていただくのは、我々で簡単にできない、

過酷な環境の厳しいところで仕事に従事され、それを維持されている林業の方々でない

かと、そういう視点を思いますので、根幹的な基本政策のところで、この狭い国土の中

で１億２,０００万人が生きている中で、本当に大事に全て、外国人がうらやましいと

思っている資源というものを理解する教育、活動、学習、そこの共同理解というものを

大切にするということを本当に考えていけば、おのずから環境とか、生物多様性という

ものをどう整理するかという視点も持てるのではないかと思います。 

非常に失礼なことを申しましたけど、単純に言いましたら、子供たちにも、これは世

界に誇る水やぞ、木材やぞ、働いている土地はこうだよということを町の人が理解する。

これが一番今回持っていただきたいと、そんなことを思いましたので、そういう視点も

ひとつ私は持ちたいなと思っております。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  日本が誇る非常に貴重な自然・資源というもの、その重要性を学習する機会というの

をきちんと位置づけていくべきだと、そういった意見かと思われます。 

  先ほど手を挙げられた方、どうぞ。 

○委員：滋賀県の面積、それから森林面積、それから山の保有の蓄積量、そういうのを全

国的に見てもらって、そして伐採して利用されている数字というのは非常にアンバラン

スで、滋賀県の伐採量は恐らく全国で下から３番目か４番目ぐらいだと思うのですね。

県土の２分の１が森林ですので、本当は森林県という言い方をしてもおかしくないと思

うのですけども、滋賀県の木材業の登録業者が年々減る一方で、業としてなかなか成り

立たないというところに来ていると思います。 

  それで、我々も日々非常に厳しい環境の中で業としてやっているのですけども、それ

で県のほうにどうこうということはないのですけども、林業と森林の基本施策としては、

この４つの項目というのは、私はこれでいいと思うのです。で、山に人が入らないとい

うことは、反対に、環境に配慮したことにならないということですので、どうしても循

環利用を促進して、次の方を育てて山に入っていただいて、環境も配備して森林をます

ます次代に引き継いでいくとか、つくっていくというのは非常に大事なことで、同系列

で私はいいと思うのです。 

意見です。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 
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  では、どうぞ。 

○委員：言うていることは皆、間違いはないと思っていますので、森林を守っておられる

方はほんまに大変やと思います。ただ、温暖化防止も含めて地球環境問題がこれから、

やい、やい言うてくる時期になってきていますし、自然体系という形の保全ということ

を考えたときに、私らも一般ですから県民の目線で見たら、森づくりの条例は森林関係

者のための条例やなくて、確かに安全や安心もありますけども、今この時期に一番ピン

と心に響くといいますか、そういう部分は森の生態系を従来どおり守っていこうとか、

絶滅危惧種を守っていこうとか、それのために非常に増えている部分もありますよね。 

この辺なんかを調整していこうとか、そういうような環境という部分、一言で言いま

すと、こういう部分に配慮した森づくりをテーマとして県民に訴えたほうが、県民とし

ては「なるほど」と思います。だから、それに携わられる方、間伐も含めて応援しよう

やないかと、理解しようやないかというふうになるのではないかと。私らがあちこちで

話をしたときに、そういう話の仕方をすると県民の方が非常に理解されます。 

従事者が少ないとか、技術的なことをいろいろ言うよりも、本当に今大事なのは、そ

の部分がぽんと心に響くというようなことをちょっと感じていましたので、どっちがど

っちやと言われたら、確かに両方ともやっているのですけど、森林に携わっている方か

ら見たら、「何を生っちょろいことを」と言われるかも分からんけども、森林のことに

ついてあまり理解されていない今まで他人事のような県民に対しては、そういう部分で

接したほうがいいのではないかというのが、ちょっと私は思います。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  いろいろと意見がございましたけども、事務局のほうから、今までの指摘に関しまし

て返答することはございますでしょうか。 

○事務局：今いただきましたご議論、これを含めて、次の基本施策の柱に考えていきたい

と思います。ありがとうございました。 

○議長：はい。 

  たくさん意見がございましたけども、いずれも非常に納得できる視点だったのではな

いかというふうに思われます。この中で少し違和感があるというのは、単に基本施策と

いう形で４つの柱がそのまま並列に並んでいるだけで、位置づけとか、そういったもの

が少し明確ではないということが、やはり大きな問題だったのかというふうに思われま

す。 
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  ですので、今後、事務局のほうで改定する作業の中でお願いしたいのは、１つには環

境と経済の関係ですよね。要するに、地域社会がきちんと活性化をして初めて、生物多

様性や環境保全が実現できるのだという位置づけの中で、こうした４本柱を考えていく

という、そういった位置づけを書いていただくということ。 

もう１つは、この基本計画というのは、あくまでも森林所有者、林業、林産業関係者

だけではなくて、県民のためにつくっていくものだと、そういった位置づけで、県民の

目線から考えたような森林計画のあり方、そういったものを考えていただくという形で、

最初に少しそういった位置づけを書いていただいた上で、これらの４本柱をどういうふ

うに考えるのかというのも書いていくという、そういったスタイルにしていただいたら

いいんじゃないかというふうに思われます。 

ぜひそういった視点から、改定作業を行っていただきたいと思います。 

  この点に関して、よろしいでしょうか。 

  じゃ、お願いします。 

○委員：すみません。森林資源の循環利用の促進のところでは、県産材のことがどんと出

ているのですけども、先ほども生物多様性というところがちょっと難しいという話もあ

ったので、少し紹介も兼ねて、その森林資源のことで追加いただきたいことがあるので

す。 

まず、生物多様性というと、何か難しい感じがあるというふうにおっしゃいましたけ

ど、環境省のホームページにも書かれています。「生物多様性とは、生きものたちの豊

かな個性とつながりのこと。」ということで、「地球上には森、里、川、海などさまざま

なタイプの自然の中に、それぞれの環境に適応して進化し、３,０００万種ともいわれ

る多様な個性を持つ生きものがいて、お互いにつながり合い、支え合って生きています。

私たち人間も、地球という大きな生態系の一員であり、地球によって生かされているの

です。」ということで紹介されています。 

こういう「生物多様性とは」というものの紹介も兼ねて、国がどういうふうに見てい

て、みんながどういうふうに見るかというような啓発も含めて、生物多様性というだけ

の文言ではなくて、生物多様性とはというものも含めて当然載せられてはあるのですけ

ども、この中に、お互いにつながり合い、支え合って生きていますということで、先ほ

ど○○委員もおっしゃいましたように、県民の目線でいくと、もちろん県産材の利用と

いうことももっと身近に感じたいと、県民として思います。 
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ここでちょっとお聞きしたいのは、材だけではなくて、森の資源の利用という意味で

は林産物がありますね。しいたけとか、そういうものですけども、いただいた森林・林

業の統計要覧のところで、２４年度までというのは、しいたけ栽培とかというのもちょ

っと減少しているのか、今後どういう目標を持たれるのかですけれども、その林産物の

ことに対しても、県民からすると森の恵みなので、そういう部分も含めて、材だけでは

なくて、森から得られる恵みというものを、もう少し見えるような形で含めてやってい

ただくのもいいんじゃないかなと思うのですけど、そこら辺の目標とか、もちろん竹の

需要もそうですけど、そういうところはどう考えておられるのですか。 

○議長：はい。 

  しいたけなど特用林産物に関しまして、どういう戦略を持っているのかということで

すけども、その辺は何かありますでしょうか。 

○事務局：森からの恵みという部分を含めて、どういった書き方をするのか、また考えた

いと思います。すみません。 

○議長：はい。 

  ちょっと時間が押していますので、そろそろ次の項目について議論したいというふう

に思います。今、第４について議論しましたけど、第５と第６の項目について、森林づ

くり基本計画について、事務局から説明をお願いします。 

○事務局：では、時間が少ないので簡単に説明します。 

  緑色の本の１４ページですけども、戦略プロジェクトというものがあります。基本施

策で４本柱がありましたけども、それぞれの柱に即した形で戦略プロジェクトというこ

とで５年もしくは６年、今回は６年ですけども、短期目標、中期目標を定めまして、そ

れぞれ５年間での目標をつくっているところでございます。 

  その中の議論までは、今は入れませんが、この戦略プロジェクトの一番上に、「急がれ

る県産材の安定供給体制の整備と地球温暖化防止森林吸収源対策による森林の保全整

備の推進」ということで、５年間、６年間のテーマが定められています。今、水源林の

保全であるとか林業の活性化とか、そういった話をいただきましたけども、どういった

ものがふさわしいのかなという簡単なご指摘等がいただければ、また次に、それを機会

に考えていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

  すみません。同じく２２ページですけれども、６番に推進体制というのが載っていま

して、琵琶湖森林づくり基本計画をどのように推進していくかということを書いている
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のですけれども、これについては基本的には、そんなに修正する部分がないのかなと考

えておりますけども、この部分について、あわせてご意見をいただければと思っており

ます。 

  以上です。 

○議長：はい。 

  ただいま説明いただきました第５、戦略プロジェクト、第６、推進体制につきまして、

ご質問、ご意見等はございますでしょうか。 

○委員：この中身全部ですか。 

○議長：テーマです。個々のプロジェクトの具体的中身に関しましては、当然新しくなれ

ば変わってきますし、そういう意味では、各テーマについて、こういったテーマで戦略

というのをつくっていくということに関して、これでいいでしょうかということだと思

います。 

○委員：その前に、１つだけ戻らせてもらってよろしいでしょうか。 

○議長：はいどうぞ。 

○委員：すみません。 

  最初のところでありました、森林資源の循環利用の促進のことですけど、それを現場

へ行っていろいろ話をすると、シカの問題が出るのですよ、獣害問題。県は８,０００

頭が適当だと言うのに、現状は４万７,０００頭から６万７,０００頭と書いていますか

ら、６万頭ぐらいいるのですね。これは駆除ということで一生懸命やっているのですけ

ど、最近ジビエ料理と言うて、そういう料理のうまいところを知っていましたけど、そ

ういう部分について資源としての視点でやるのは、この森林のセクションでは難しいの

かなと。資源として、例えば食肉関係のところと一緒に何か、ここがだめなら、どこか

ほかでもいいですよ。 

ということをやらないと、現場からは大分ブーイングが出るんですよ、どうしている

のやということについて。それは１万６,０００頭と言っても、１万ぐらいしか獲れて

いませんので、これは生物多様性から見ても増えすぎると問題ですから、その川下のや

り方を考えたら資源としてやっていけるのではないかと、勝手なことを言いますけど、

これだけ言っておきます。すみません。 

○議長：はい。 

  ということですけども、事務局のほうは、何か返答はありますでしょうか。 
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○事務局：４月の審議会でも同様のご意見をいただきましたけども、基本的に１万６,００

０頭を獲りたいと。それに今、捕獲数が１万頭余りというご指摘がありましたけれども、

ジビエで利用することによって例えば１万頭が１万６,０００頭になるということでは

ないという説明があったと思います。どんどん捕獲はしていくのですけれども、そうい

った中で考えるということで、まずは捕獲ありきということでございますので、ジビエ

について今お答えできませんので、それでご了解いただきたいと思います。 

○委員：いや、ここで検討してではなく、例えば違う部局で検討する内容なら、そこへ放

り投げたっていいのかなと思っていますし、ちょっと無理があるのかなと思いながら、

資源として捉えたほうがうまく循環するんじゃないかと思いましたので、検討をよろし

く。 

○事務局：担当部局もまだ決まっていませんので、ちょっとそれについては、お答えでき

ません。 

○議長：そうですね。資源として有効活用を目指していくというべきであるといったこと

は、ここから提言していってもいいのかなと思います。事務局で扱わないにしても、そ

ういったことが重要な課題であるということもきっちり認識してほしいというメッセ

ージを出すことはもちろんできると思うのですね。そういったできる範囲内で出してい

ただければいいかと思います。 

○委員：ある町では、シカを年間８００頭ぐらい捕獲しており、そのうちの２割程度を食

肉利用、そういうのをしているところがありますので、そういうのが進んでいくとよい

と思うのです。うちの山のほうですけど、以前ならばシカが車に当たってきたけど、そ

れが激減しています。それは成果が上がっていると思います。 

○議長：いえいえ。どうも、ありがとうございました。 

  そうしましたら、もう一度戻りまして、第５、第６ですけども、いかがでしょうか。 

  第５の戦略プロジェクトは、基本的に第４のほうの施策の柱にちょうど対応する関係

になりますので、第４のほうが確定しないと、こちらのほうのまとめ方も、ディテール

のほうも実は決まってこないと、そういった問題があり、なかなか意見が出にくいのか

なと思われますけども、これはまた今後事務局のほうで第４の施策の柱をもう一回改定

作業をしていただいた上で、再検討することができるかと思われます。 

  それから、第６の推進体制に関しましては、特に大きな変更はないんじゃなかろうか

という事務局の意見でございましたけど、こちらのほうはいかがでしょうか。 
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  特にないようでしたら、今後事務局のほうから具体的な改定案が出た段階で、もう一

度見直しをする作業をしたいというふうに思いますけど、よろしいでしょうか。 

 

 （３）「水源林保全のための仕組みづくり」の検討状況について 

○議長：そうしましたら、次の議題のほうに移りたいと思います。 

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：最後の議題になりますが、「水源林保全のための仕組みづくり」の検討状況につ

いて、ご意見をいただきたいと思います。資料につきましては、先ほど説明がありまし

た２－４に続いて、資料３の２ページをつけておりますので、それを見ていただきたい

と思います。 

  まず、左側ですけれども、これは前回の審議会のときに、答申の内容、それから具体

的な仕組みの検討状況、その時点での検討状況、それと、取組事例として、よその府県

でやられていること、あと、県内の市町で行われていることなどを説明させていただき

ました。そして、右側に今回の検討内容を付けております。この部分につきましては、

主に２７年度にどういうことをやっていくかということで、現在予算要求中ということ

もありますので、まだ確定ではありません。今どういう状況かを説明させていただきま

す。 

  まず１つ目、水源林の土地取引の把握です。これにつきましては最初に説明がありま

したが、届出制度に関する部分についてまとめていくということで、あわせて新たな条

例と、今の条例を改定していくことで、これについては今パブリックコメントをしてい

る状況です。あわせて、来年度は、その届出制度について普及啓発をしていく必要があ

るので、それに対する事業を創設していくということで検討をしております。 

  ２つ目、林地境界明確化です。これにつきましては、行政、森林組合が連携してバッ

クアップする仕組みが要るというお話でした。これは２７年度ですけれども、市町と連

携強化を行いまして、境界情報の収集・整理などを推進する事業を創設したいというこ

とで検討をしております。 

  ３つ目、水源林の巡視の強化です。これにつきましては、来年度に水源林保全巡視員

設置を進めていきたいということで検討しております。 

  続いて、ニホンジカ対策です。まず、地域ぐるみの取り組みで、今モデル的に米原市

で行われております事業ですが、それにつきましてもうちょっと広く取り組む、地域ぐ
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るみで捕獲を推進する事業の創設を検討しております。あわせて、国のほうで法が変わ

り、新設されました国の補助事業「指定管理鳥獣捕獲等事業」の実施を検討しておりま

す。あわせまして、国定公園内につきましても、シカの被害対策としまして、今言いま

した事業について実施するという方向で検討しております。 

  続いて、巨樹・巨木の関係です。これにつきましては、現在、巨樹・巨木の森を整備

するための事業をやっておりますが、それに加えまして、巨樹・巨木の森の恒久的に保

全対策を進める検討について来年に行いたいと検討しているという状況であります。 

  次のページを見ていただきまして、間伐の推進です。特に自伐型林業を支援すること

につきましては、県内でも動きがあります「木の駅プロジェクト」、この動きが余り活

発ではないという話も聞いておりますので、取り組みを支援できる事業を検討しており

ます。 

  続いて、県産材の生産・利用・流通です。 

これにつきましては、１つ目、県産材を安定的に流通させる必要があることから、県

産材の生産ネットワークの構築とか、新たな運搬経費支援の事業なんかを創設する方向

で検討しております。 

２つ目、県産材の利用につきまして、県自らが公共施設の木造化・木質化に努めると

いうことで、県警本部のほうで毎年、交番とか駐在所を建てられることを聞いています

が、今まで県産材が余り使われておりませんでしたので、来年から県産材を使っていた

だくということで、そういう方向で検討をしております。 

３つ目、木育につきましては、乳幼児の木育を支援する事業を創設する方向で検討し

ております。あわせて、小学校４年生を対象に、森林環境学習「やまのこ」をやってお

りますけれども、それのステップアップとしまして、中学生の林業体験等の事業「ウッ

ドジョブ」という感じで、その事業の創設を検討しております。 

４つ目、バイオマス利用の推進につきまして、これは先ほど述べさせていただきまし

たけども、木の駅プロジェクトを支援することで、地域エネルギーの利用という視点で

も推進していきたいと考えております。 

  最後に、琵琶湖の水源林の価値の評価です。これにつきましては、公的な評価をする

調査等の実施を、２７年度からやりたいという方向で検討しております。 

  以上です。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 
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  ただいまの説明に関しまして、ご質問、ご意見等いかがでしょうか。 

  はい、どうぞお願いします。 

○中本委員：間伐の推進事業の中で、木の駅プロジェクトをやっていますけども、道に近

いとことか、小面積の、今まであった間伐の補助金がなくなったので、所有者のところ

に推進に行ってもなかなか小面積の間伐が進まないので困っているので、何とかしても

らう必要があると思います。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  ただいまの意見に関しまして、何か事務局のほうから返答はありますでしょうか。 

○事務局：○○と申します。 

  滋賀県内は、ほとんど小規模の所有者もございます。その中での間伐ということで、

今委員がおっしゃったとおりのことがやっぱりあるかと承知はしております。ただ、国

の補助金とかをいただいてやっている手前上、森林経営計画という形で大きな計画、そ

れも集約化と合わせてということなので、地域ぐるみで進めていただくということも、

また一つの方法かなというふうに考えてございますので、その点、またご協力のほうお

願いしたいというふうに思います。 

○議長：はい。 

ということでございます。よろしいでしょうか。 

ほか、いかがでしょうか。はい、どうぞ。 

○委員：すみません。今、間伐推進のところに入られて、木の駅プロジェクトのことでお

話しされたので、それにあわせて、ここのところで言わせてもらいます。 

もともと木の駅プロジェクトというのは助成金ありきで始まっている動きではない

ので、県としても、こういうふうに掲げて支援する事業創設まで検討されているという

ことは、県主催で木の駅プロジェクトについてのフォーラムであるとかシンポジウムで

あるとか、そういうものを一回きっちりとされたほうがいいと思います。 

  高島のほうで始まったときに、講演もされたのですけれども、今は全国的に木の駅プ

ロジェクトが立ち上がっていろいろされていますが、本当にその木の駅プロジェクトの

趣旨であるとか目的というものを踏まえた形で、しっかりと運営されているというのは

どれぐらいありますかねと、個別に質問させてもらったのですけど、そのときには、約

半分ぐらいかなというふうにおっしゃっていたのです。 

で、木の駅プロジェクトに地域通貨を使われて、地域の活性化とかに持っていってお
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られるのですけれども、そういうところにある程度補助があったときは進んでいるけれ

ども、それがなくなった途端に継続できなくなる。ほかの助成事業でもよくあることで

すけれども、「お金になるから」から始まった志と違ったものではまずなくて、お金に

なるからというのが先頭に立つと、本来の目的と違う木の駅プロジェクトが広がってし

まうということがすごく懸念されるところでもあります。 

そのときにもおっしゃっていたのは、安全対策ですね。お金になるからと、森林所有

者の方々がしっかりとした安全対策を学ばれずに森に入られるということもあったり

しますので、そこら辺の安全対策とか、これからの継続性とか、しっかりした研修とい

うものを踏まえて推進されていくという形が一番いいと思います。 

それと、広報のことですけれども、高島のことにしても、また甲賀とかは新聞でも流

れましたが、長浜市もプレから２回目があって、１０月から始まったわけです。米原市

も検討されていますが、その地域の一部の人たちでの情報発信で、どうしても狭い範囲

になってしまいますので、これは県がサポートをして全県的に発信をしていただきたい

なと思います。 

上流・下流の連携というのがどこかに書かれていたと思うのですけども、県内の上流

とか下流の交流というものを含めて、木の駅プロジェクトというのは発展させていくも

のだと思いますので、自分たちが能動的にあちこちの市のホームページとか、この前は

高島のジビエのこともあったのですけど、そのときにも長浜の市役所のところか、滋賀

県の観光情報のところに入っていたのですけど、森林のところというのはないので、県

内で広く発信していくという意味でも、広報の面も支援をしっかりとしていただきたい

なと思います。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  木の駅プロジェクトに関するただいまのご意見等、今後の事業を創設される際には、

ぜひ反映していただきたいというふうに思います。どうもありがとうございます。 

  残り時間もほとんどなくなってしまったのですが、何かご質問、ご意見。 

○委員：ニホンジカ対策のところですけど、関西広域連合の検討状況のところに、管理監

督できる人材ということが文言として出てきていますが、一番右端の検討内容の部分が、

その欄と違うのですけど、「指定管理鳥獣捕獲事業」の実施を検討という中に、とても

大事な「管理監督できる人材を育成」というのが入っていると考えればいいのでしょう

か。このあたりがうまくできてないような感じがするのです。 
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結局、実施計画を作成したり、事業を実施したり、そしてそれを評価・検証していく

ということが、多分県として求められてくるとても大事な部分になると思うのですけど、

それは「実施を検討」の中に含まれて、できれば特出しして、求められているような専

門家の配置とかも書けることなら書いておいたほうがいいんじゃないかと思います。 

○議長：はい。 

  ただいまのご質問に関しまして、事務局はいかがでしょうか。 

○事務局：○○です。 

  関西広域連合のほうで、確かに管理監督できる人材の育成ということは、取り組みは

進めております。ただ、右側のところの今回の検討状況は、関西広域連合のことは除か

せていただいて、県のことを書かせていただいたので、ここの部分には書かせていただ

いてないという意味です。 

○委員：すみません。説明が下手くそでした。ここには書いてないのですけど、その１個

下りのとこに、県の対応として「指定鳥獣捕獲事業」の実施を検討となっていて、その

中に、広域連合だけでお任せしないで、県としても評価・検証をやるということがここ

に含まれているのかなという質問です。 

○事務局：指定管理鳥獣捕獲事業につきましては、今回、国のほうで新たに概算で要求さ

れています捕獲計画と捕獲の実施ということでございますので、その中に、管理監督者

の育成というのは含まれてはおりません。 

○委員：分かりました。重要な項目として、県として評価・検証の仕組みというのを準備

しておいたほうがいいとは思います。どこかで出てくるといかん。すみません。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

○委員：すみません。資料３の、水源林の巡視の強化の「必要となる仕組み」というとこ

ろで、崩壊地や危険地の地形や植生被害の状況等を的確に把握できるデータの収集に努

める。ということですけれども、これも御存じかもしれないのですが、イメージの確認

もあるのですけども、福島県でもって「ふくしま森まっぷ」というのがありまして、イ

ンターネットで情報提供されているものがあります。 

  これは、森林・林業に関する事項とか地理情報というもので、その森林計画区の森林

の情報とか、山地災害危険地区の位置とか、保安林の位置というものをウェブ上で見ら

れるようになっています。こういう形にされていくのか、こういう形もありますよとい

う情報提供のつもりで言っているのですけど、どこまで認識しておられるかなと。こう
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いうのがあったら、県民といろんな情報が共有できると思います。 

○議長：はい、貴重な情報提供、どうもありがとうございます。 

  ぜひ事務局のほうでも、ご検討いただきたいと思います。 

  それでは、時間になってしまいましたので、一応本日の議事、報告は以上にさせてい

ただきたいと思います。皆様、ご協力どうもありがとうございます。 

  それでは、事務局のほうに返したいと思います。 

○司会：どうも、いろいろご検討ありがとうございました。 

  それでは、次回の森林審議会の関係を説明させていただきます。 

次回第１０８回の森林審議会は、来年の３月中旬から下旬に実施させていただきたい

と考えております。本日、意見をいただきました琵琶湖森林づくり基本計画の策定につ

いて諮問させていただきまして、ご審議いただく予定をしております。 

また、年度末の開催となりますけれども、委員の皆様方にはご出席いただきますよう

に、よろしくお願いしたいと思います。 

以上でございます。 

○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、委員の皆様からいただきました先ほどのご意見

等を踏まえて、今後の作業を進めていただきたいと思います。 

  委員の皆様も、どうぞこれからもご協力をよろしくお願いしたいと思います。 

  はい、どうぞ。 

○委員：ただいま今後の予定を聞いたのですけれども、３月の中旬もしくは下旬とおっし

ゃいましたけど、極力、下旬は避けていただけませんか。今の会合も年の終りにあるの

ですけども、不思議とこの手の会議だけは、押し詰まって気ぜわしくなって日程が取れ

なくなってからあるのです。 

  ですから、一度思い切って、普通並みに一日から二日、ずっと３０日までありますの

で、余り末のほうでないようにしていただけませんか。どこもスケジュールをみんなそ

れで押してきますので、本当に申しわけないですけども、その辺、ちょっと事務局にお

願いしたいと思います。ありがとうございます。 

○議長：はい。 

そういうご意見です。できれば事務局のほうで、ただいまのご意見を十分反映するよ

うにお願いしたいと思います。 
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○司会：ありがとうございました。 

  委員の皆様にはご熱心に審議をいただきまして、ありがとうございます。 

  以上をもちまして、第１０７回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、ご協力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。 

〔午後 ０時０３分 閉会〕 
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