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〔午後 ２時００分 開会〕 

○司会：ただいまから第１０６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。 

本日の審議会は、委員数１５名、出席委員９名、◯◯委員が１０分ほどおくれるとい

うご連絡をいただいております。定足数は８名以上ということで、滋賀県森林審議会の

運営要領第２条第４項の規定により、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、前回の審議会においてお諮りしたように、本日は、琵琶湖森林づくり基本

計画改定の方向性２題と、報告が１件についてということでご審議をお願いしたいと思

います。 

  議長は、運営要領第３条に従いまして、会長にお願いしたいと思いますので、栗山会

長よろしくお願いします。 

○議長：はい、了解いたしました。 

  それでは、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ですけれども、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、公開の方法につきましては、会議の傍聴と議事録の公

表により行います。 

次に、本日の議事録署名人ですけども、◯◯委員と◯◯委員にお願いしたいと思って

います。それぞれ、よろしくお願いいたします。 

○両委員：（うなずく） 

  

（１）「琵琶湖森林づくり基本計画（次期改定）」における基本施策の柱立てについて 

○議長：それでは、議事に入りたいと思いますけども、予定終了時刻は午後４時になって

おります。議事の円滑な進行について、ご協力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、議事が２件、それから報告が１

件となっております。それでは、まず、配付資料の確認の後、最初の議題について事務

局のほうから説明をいただいて、進めていただきたいと思っております。では、事務局、

よろしくお願いいたします。 

○司会：それでは、配付資料の確認させていただきたいと思います。 

  事前に配付させていただきました資料から説明させていただきます。 
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  事前配付資料として、次第、資料１、資料２、資料３です。 

  本日、配布した資料として資料４があります。また、水源林保全のための仕組みづく

りについて（答申）の〔概要版〕と、「水源林保全のための仕組みづくりについて 答

申」、座席表、琵琶湖森林づくり基本計画（改訂）の冊子を配付させていただきました。 

  資料の中に、９月２２日に滋賀県森林審議会からいただきました答申をつけさせてい

ただいております。このような形で会長の了解を得た後、答申させていただきました。

改めて、これまでの皆様方の熱心なご議論にお礼を申し上げます。ありがとうございま

した。 

  それでは、１つ目の審議について説明させていただきます。 

○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、本日は、答申の内容を基本計画にどう落とし込むかというところから議論

していただきたいと思います。 

  最初に、答申と基本計画の関係、あと、基本計画の概要について説明させていただき

ます。 

  まず、Ａ４一枚物の資料４をご覧ください。 

  左のほうですけれども、琵琶湖森林づくり条例、これは平成１６年に施行しました。

条例の理念を実現するために、平成１７年、琵琶湖森林づくり基本計画策定、その計画

に基づきまして、従来施策の着実な取組をやっております。 

  この従来施策につきましては、国の補助金をもらってやっている事業、県単独の予算

でやっているもの、あと、平成１８年より環境重視、県民協働という新たな視点に基づ

いて取り組んでおります琵琶湖森林づくり事業も入っております。 

  囲みの中の事業以外にも、さまざまな事業を展開しており、今回、これらの事業をや

っていくのに基本計画を改定する作業が必要になってきました。 

  今度は、右上のほうですが、条例を制定し、約１０年たちまして、新たな課題として、

目的不明な土地取得、鹿の被害、巨樹・巨木等が出てきております。また、従来の事業

につきましても、さらなる取り組みが必要になってきたため、間伐の推進、県産材利用

の推進、多様な主体による森林づくりなどが出てきております。 

  この新たな課題、さらなる取り組みが必要なものにつきまして、水源林保全のための

仕組みづくりということで審議会で議論していただきまして、９月２２日に答申をいた

だいたところです。 
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  今回は、この答申を受けました内容につきまして、基本計画にどのように落とし込ん

でいくのか。また、仕組みづくりの具体的な施策等にどう結びつけていくかというとこ

ろでご意見をいただきたいと思っています。 

  この後、条例の改正と基本計画の改定、あと右のほうにありますが、別の条例の制定

も考えているところであります。 

  続いて、基本計画の説明をさせていただきます。お手元に薄い緑色の冊子があると思

うのですけれども、それを見ていただきたいと思います。 

  前回のときに、２５年の実績、進行の管理等で説明させていただきましたが、その時

は概要版でしたので、実際の計画はどのようなことが書いてあるかを、ごく簡単に説明

させていただきます。この計画書は、平成２１年に見直しの作業を行って、平成２２年

２月改訂になっています。 

  ページを１つめくっていただきまして、「はじめに」のところで、前の知事の挨拶文が

書かれております。 

  続いて、１ページ、第１ 基本計画策定の趣旨では、条例に基づいて多面的機能が持

続的に発揮できるような施策を総合的かつ計画的な推進を図るということで、この計画

を立てております。これにつきましては、前回、見直しのときには、ここは全くさわっ

てないことになっておりますが、今回、後半の部分、条例等ございますので、少し変え

る必要があるかなと思っております。 

  続いて、２ページから４ページまでは、基本計画（戦略プロジェクト）見直しについ

て、見直しの背景、そのときの社会経済情勢の変化、取り組みの成果と課題について書

いています。これは５年間でどうなったかを書いておりますので、今回も、５年間の内

容について書いていく必要があるかと考えております。 

  続いて、５ページ、第２ 基本計画が目指す森林づくりの方向ということで、基本方

向と基本方針を書いております。あと、下のほうに、基本理念の目指す姿で５つ書いて

あります。これについても前回には改定はしておりません。 

  続いて、６ページ、第３ 基本計画の位置づけで、性格と役割、計画期間です。これ

についても前回には内容を変えていなくて、今回、一番下の中期的な目標については、

最後の６年間の計画ということで、若干修正を加える必要があるかと思っております。 

  続いて、計画の中心の部分になりますが、７ページから、第４ 基本施策として、４

本の柱でやっています。１つ目の環境に配慮した森林づくりの推進、２つ目の県民の協
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働による森林づくりの推進、３つ目の森林資源の循環利用の促進、４つ目の次代の森林

を支える人づくりの推進の４つの柱で受けるということです。 

  １つ目の、環境に配慮した森林づくりの推進です。これについては３つの取り組みを

書いております。 

 （１）多面的機能を発揮させる森林管理の推進で、下に４つほど、取り組みを書かせて

いただいています。 

 （２）人工林の特性に配慮した森林整備の推進で、次のページを含めて５つの取り組み

を書かせていただいております。 

 （３）天然林の保全管理の推進で、４つの取り組みを書かせていただいています。 

  あと、基本指標で、３つの指標があります。 

  ２つ目の、県民の協働による森林づくりの推進です。 

（１）県民の主体的な参画の促進で、４つの取り組みを書かせていただいています。 

 （２）里山の整備・利活用の推進で、１つの取り組みを書かせていただいています。 

  次のページ、（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で、

２つの取り組みを書かせていただいています。 

  基本指標としまして、３つの指標があります。 

  ３つ目の、森林資源の循環利用の促進です。大きく２つ書かせていただいています。

（１）県産材の利用促進で、３つの取り組みを書かせていただいています。 

 （２）森林資源の有効な利用の促進で、これについても３つの取り組みを書かせていた

だいています。 

  基本指標につきましては、県産材の素材生産量、１つだけ書かせていただいています。 

  最後、４つ目の、次代の森林を支える人づくりの推進です。３つの取り組みを書かせ

ていただいています。 

 （１）森林所有者等の意欲の高揚で、２つの取り組みを書かせていただいています。 

 （２）森林組合の活性化で、これについても２つの取り組みを書かせていただいていま

す。 

  最後、（３）森林環境学習の推進で、これについても２つの取り組みを書かせていただ

いています。 

  基本指標につきましても、２つの指標があります。 

  続いて、１４ページから位置付け・目標で、５カ年間の目標、課題は戦略プロジェク
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トで、平成２２年度から平成２６年度までの５年間は、「急がれる県産材の安定供給体

制の整備と地球温暖化防止森林吸収源対策による森林の保全整備の推進」をテーマに取

り組んでおり、先ほどの４つの柱、基本施策に基づいて戦略のプロジェクトがあります。 

  また、それに５年間の取り組みの指標もついている形になっております。これは１４

ページから２１ページまで書いております。 

  最後の２２ページを見ていただきたいのですけども、第６ 推進体制で、財源の確保、

進行管理と点検評価、実施状況の公表で、これについては基本的に変わりませんので、

今回も変える必要はないと思っております。 

  あとは、参考資料です。 

  基本計画の中身につきましては、一応こういうようになっております。 

  今回、答申の内容につきまして、現在の基本施策、７ページの第４ 基本施策にどの

ように盛り込んでいったらいいかというところで議論をしていただきたいと思います。 

  資料につきましては、Ａ３の資料１を見ていただきたいと思います。 

  まず、一番左側に、現行の基本施策と書かせていただきました。これについては先ほ

ど説明させていただきました４つの柱、それと括弧書きの部分、あと文章が書いてある

のですけれども、その中のキーワード的なものをちょっと挙げさせていただいておりま

す。 

  真ん中のところですが、今回の答申の内容は４つの「仕組み」になっております。括

弧書きで言いますと、全部で９つ。また、１つの仕組みにつきまして、少ないもので１

つ、多いもので４つほどあります。それにつきましては、①から④という形で書かせて

いただきました。中身については要約ということになっております。 

  今回の答申の内容は、現在の基本施策の４本柱を変えないという中で、これについて

は議論があるのですが、どの位置に落とし込んでいくと一番据わりがよいかなというよ

うなことで、右側に見直し案をつくらせていただきました。 

  それでは、順番に説明させていただきます。 

  まず、答申の内容を見ていただきたいのですけれども、Ⅰの適正な保全・管理を進め

る仕組み。 

 （１）水源林の土地取引の把握です。これについては、事前届出制度の導入というご提

言いただきました。冊子の７ページを見ていただきたいのですけども、（１）の最初の

丸で、「森林の多面的機能を高度に発揮させる云々」というところ、そこに入れるのが
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ふさわしいかなと考えております。 

 （２）林地境界明確化です。これについては、３つほど提言をいただきました。地域の

体制を強化する仕組み、行政、森林組合などが連携してバックアップ、境界が確定でき

ない場合、４月に見ていただきました事例がありますので、そういう手法を紹介してい

くということです。これも７ページの（１）多面的機能を発揮させる森林管理、この一

番上のところに持っていったらいいかなというように思います。 

  林地境界明確化の推進、それと林地境界化を伴わない森林整備というような感じの内

容で文章を書いていったらいいかなというふうに考えております。 

  （３）水源林の巡視等による状況の把握です。これについては、２つ提言をいただき

ました。１つ目は、巡視員を設置するということ。２つ目は、危険地等のデータの収集

に努めるということです。 

  まず、巡視員のところにつきましては、同じく多面的機能の発揮のところの県営（有）

林や造林公社営林地と書いてある、それの次です。そのあたりに「水源林の巡視員の設

置」という内容の文章で書かせていただくのがいいかなというように考えております。 

  続いて、危険地等のデータ収集につきましては、それの下ですけれども、「調査、研究」

とありますので、そこに「水源林の危険地データの収集」という感じで入れさせていた

だくのがいいかなと思います。 

 （４）多様な主体による水源林の管理です。これについては、所有者自らが管理できな

い森林について、コモンズ、企業やＮＰОによる多様な主体による管理、公的管理も考

えたらどうかということです。これは１０ページ、県民の協働による森林づくりの推進

というところで、一番上にびわ湖水源のもりのことが書いているかと思うのですけれど

も、この中に入るのですが、どこもふさわしくないので、新たに（４）を起こしまして、

多様な主体による水源林の管理ということで、企業やＮＰО等の森林管理への参加の促

進。もう一つ、公的管理による森林保全というような内容で書かせていただければいい

かなと思っております。 

  続いて、Ⅱ．豊かな生態系を育む仕組みということで、（１）ニホンジカ対策です。 

① 多様な主体による捕獲、既存の手法にとらわれない施策で効率的な捕獲を目指す。 

② 広域的な連携で担い手育成、先進的な捕獲手法の研究・活用を検討する。 

③ 森林土壌被害の対策工法の体系化の整理、希少種保護等の森林保全対策を実施す

る。 
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ニホンジカ対策につきましては、７ページの「多面的機能の発揮」の最初のところで

すけれども、今までは森林病虫獣害の削減という文章になっていますが、そこに鹿も入

っておりました。でも、これだけではなかなか伝わり切れませんので、それの下のほう

に新たに起こしまして、「野生鳥獣や森林病害虫による森林被害対策の推進」というよ

うな感じで入れさせていただければいいかなと思っております。 

 （２）巨樹・巨木の森をはじめとする多様な森林生態系の保全です。これは２つ提言い

ただきました。恒久的な保全を進めていくということと、環境学習やエコツーリズム等

を活かして、継続的な継承の意識を醸成するということです。 

  これにつきましては、環境に配慮した森林づくりの推進の（３）天然林の保全管理と

推進というのがあります。８ページになりますけども、これの指標の上のあたりですね。

そこのところに新たに１つ起こしたいということで、「巨樹・巨木等の多様な森林生態

系のための持続的保全と継承の意識醸成」という様な対応の文章を書かせていただけれ

ばいいかなと思っております。 

  Ⅲ．林業活動を活性化する仕組み。（１）間伐の推進です。これについては３つ提言い

ただきました。 

① 森林所有者に森林管理の責任と木材供給者としての自覚を持つということ。 

② 間伐の実施状況、間伐材の利用状況について情報発信するということ。 

③ 自伐型林業を支援していこうということです。 

  まず①の部分ですけれども、４番の次代の森林を支える人づくりの推進です。１２ペ

ージであります。森林所有者の意欲の高揚ということで、丸の最初のところに新たに追

加して、「森林所有者の意識の向上」という形で入れさせてもらえればいいかなと考え

ております。 

  続いて、間伐材の利用状況の発信につきましては、３番の森林資源の循環利用の促進

です。これの（１）県産材の利用の促進というところです。１１ページの（１）の丸の

２つ目のところにあります。ここで、需要情報の提供とあります。この中に「間伐等の

情報発信」という形で入れさせていただければいいかなと思っております。 

  自伐型林業の支援につきましては、先ほどと同じ４番の次代の森林を支える人づくり

の推進です。１２ページです。先ほど入れましたところの下あたりに、「自伐型林業へ

の支援」という形で新たに起こさせていただければいいかなと思っております。 

 （２）県産材の生産・利用・流通です。４つのご提言をいただきました。 
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  ①県産材を安定的に流通させるために、木材流通センターが需要情報の発信機能や素

材生産事業体の調整窓口として一層活用が求められるということ。 

  ②県自らが庁内連携等によりまして、公共施設の木造化・木質化に努める。それと市

町等に対して木材調達、技術面の助言等により普及するということです。 

③ウッドスタートから段階的に「木育」を推進していこうというものです。 

  ④バイオマス利用の推進ということで、県が市町や地域と連携して進めていこうとい

うものです。 

  まず、①につきましては、森林資源の循環利用の促進ということです。１１ページに

なります。 

  （１）の最初のところ、情報発信、研修等を掲げているところですけれども、ここに

「県産材の需要情報の発信、出荷量の調整」というような感じで書かせていただければ

いいかなと思っております。 

  続いて、公共施設の木造化云々の話につきましては、それの２つ下のところですけれ

ども、公共施設の木造化・木質化というところがありますので、そのあたりにまた追加

させていただければいいかなと思っております。 

  続いて、「木育」の関係につきましては、４の次代の森林を支える人づくりの推進とい

うことで、１３ページですけれども、（３）森林環境学習の推進とあります。それの上

のほうです。そこのところに、森林環境学習という言葉があります。そこに「木育」の

推進という内容を追加させていただければいいかなと思っております。 

  続いて、バイオマス利用の関係につきましては、３の森林資源の循環利用の促進です。

１１ページです。指標の上のあたり、そこに新たに「バイオマス利用の推進」というこ

とです。３つ目にバイオマスの言葉が入っていますが、これは施設整備の推進のことを

書いておりまして、バイオマス利用そのものの推進ということではありませんので、新

たに起こすほうがいいかなということです。 

  最後、Ⅳですけれども、価値を評価し情報発信する仕組みということです。森林の生

態系サービスの価値を評価して、政策に活かすという提言をいただきました。これにつ

きましては、最初のほうの環境に配慮した森林づくり、これの多面的機能を発揮させる

森林づくりのところ、７ページ、（１）の最後のところに、調査、研究というのがあり

ますので、そこのところに「森林の価値を評価し、情報発信」というような感じで書か

せていただければいいかなと思っております。 
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  以上、これあくまでも現在の基本計画、この基本施策４本の柱の中に今回いただきま

した答申の内容、それをどのように盛り込んだらいいかという視点でつくっております。      

一番据わりのいい場所が、どこかというような観点で入れさせていただきました。 

  すみません。もう一つ、今日欠席の◯◯委員のほうから、先にご意見をいただいてお

ります。今回の基本施策のところに関しての意見ですけれども、◯◯委員のほうからは、

答申の内容に基づいて、この基本施策というものを考えてみるのもひとつどうでしょう

かねというような感じのご意見をいただいております。 

これにつきましては、先ほど言いましたけれども、この基本施策の並びにつきまして

は、ほかのさまざまな施策もありますので、この答申の内容の並びで全ての計画が収ま

るかというと、ちょっと難しいことがあると思います。今の基本施策の４本柱、これを

どう考えるかということを議論していく必要があるのですけれども、ただ、答申の内容

だけに全部押し込むというのは逆に難しいということで、それだけでは難しいかなとい

う感じです。 

  以上です。ちょっと長くなりまして、すみません。 

○議長：はい、説明、どうもありがとうございました。 

  最初に司会のほうから説明がありましたように、こちらの審議会のほうで、これまで

検討してもらいました水源林保全のための仕組みづくりに対しての答申ですけども、９

月２２日に新しい知事のほうに手渡してまいりました。これまで前知事、嘉田知事のと

きから、この森林に関して滋賀県は一生懸命頑張って支援していただいたわけですけど

も、知事がかわりましても、引き続き同様に、県として、この滋賀県の森林・水源林保

全に対して積極的に支援してほしいというふうに私のほうから依頼をしておきました。 

  まず、この答申の作成に関しましては、皆様にご協力どうもありがとうございました。 

  これからの作業ですけども、これまで議論してまいりましたこの答申は、あくまでも

全体的な枠組みだけでしたので、これを具体的な施策に落とし込む必要があるわけです。

それで、今回は、この現行の森林施策の中に、これまで考えてきた答申をどのように入

れていくのかというのが事務局のほうから説明があった内容になっております。 

  先ほど説明がありましたように、現行の基本施策と、それから答申の枠組みというの

は大分形が違っております。ですので、そのまま入れるのが非常に難しくて、一番ぴっ

たり合うような場所にうまく、この現行の森林施策の中にこの答申の内容を入れるとい

う作業が実は必要になっているのですね。 
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  それで、いろんな場所に散らばる形になっておりますけども、こんな形で入れてみた

いというのが、今回、事務局からの提案になっておりますけども、これに関しましてご

質問、ご意見等、委員の皆様いかがでしょうか。 

  答申の内容は、近年、非常に重要な案件になっている分について抜き出してつくった

ものでして、一方で、現在のこの基本計画における施策のほうは、森林の政策の全般を

こういう形で統一的に扱ったものになっておりまして、その関係で少しこの構成が変わ

ってしまっているわけですけども、やはり全体的なさまざまな問題も扱わなければいけ

ませんので、答申の形に完全に落とし込むというのはちょっと難しいだろうというのが

先ほどの説明でした。 

  いかがでしょうか。特にご意見ございませんでしょうか。ご質問でもよろしいですけ

ども。 

○委員：直接的なことではないのですけども、これ、ずっと読んでまいりますと、基本計

画の１番、２番、３番、４番は分かるのですけど、１番の「環境に配慮した森林づくり

の推進」という言葉ですけど、この「環境」というのが、具体的にはプロジェクトの中

で見ますと、温暖化防止とか地球環境、生物多様性とかいうことを言っているわけです

けども、この基本政策で書かれている「環境に配慮した」という言い方は、普通に聞い

ておくと、なるほどと思うのですけど、これは地球環境のことを言っているのか、生活

環境のことを言っているのか。 

もしくは、森林自然環境のことを言っているのかというところがちょっと理解できな

くて、「環境に配慮した」の「環境」というのは何なのかというのをちょっとご説明い

ただけたら助かるのですけども、中身に入る前段で申しわけないですけど。 

○議長：はい。 

ここの「環境に配慮した森林づくり」の「環境」という言葉の位置づけですけども、

これに関して事務局のほうでは、ご返答いかがでしょうか。 

○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。 

  環境に配慮したということですが、琵琶湖森林づくり条例が平成１６年４月１日から

施行しました。それまでの森林は、どちらかと言えば林業に重きを置いたというか、そ

ういった形で森林の政策というのがあったわけですけれども、それまでの考え方を少し

変えまして、森林の多面的機能というのがございますので、こういったことをもう少し

重視してやっていこうとつくったのが森林づくり条例です。 



 - 11 - 

環境に配慮したというところですが、まさにそういった森林の多面的機能に配慮する

形での森林づくり、森林を林業の側面だけで見るのではなく、林業も含めて入っている

のですが、それ以外の多面的機能に配慮するというのが、環境に配慮したという形で森

林づくりをしているところです。 

○議長：はい。 

ということですが、いかがでしょうか。よろしいですか。 

○委員：いいのですけど、多面的機能を有する森林づくりということで、この「環境」は

地球環境でも別にいい。この「環境」は何の環境なんですか。ということだけがちょっ

とね。何でかというと、生物多様性とかいうことをテーマとして取り上げようという答

申なんかもあったのですけど、そういう意味でいくと、地球環境のことかなと一般的に

は思われるのではないか。その割には、書いてあるのは多面的機能ばっかり書いてある

なというのがちょっと気になったので、その辺のすり合わせだけ、申しわけないのです、

中身に入る前ですけど。 

○事務局：すみません。少し説明が足りませんでしたが、琵琶湖森林づくり条例の第２条

に（定義）がございまして、第２条の２号、森林の多面的機能という形で、この内容に

ついて書いてあるのですけども、水源のかん養であるとか、県土の保全、自然環境の保

全、今おっしゃいました地球温暖化の防止というのも、この中に含まれているというこ

とでして、まさにそういった総合的な部分での環境に配慮したという形になっています。 

○議長：はい。 

という形で、条例の中でこのような形で定義がされている形になっております。 

  よろしいでしょうか。ほか。はい、どうぞ。 

○委員：今、環境に配慮した森林づくりの推進ということで、環境とは何かということを

言われたのですけども、◯◯委員の事前のやつも、ちょっと見ていたのですけども、基

本施策のこの４つの柱を、以前から県民の立場、条例ができる前から意見書とか出させ

てもらっているのですけれども、環境に配慮した森林づくりの推進というのは当初のと

ころから始まっていますよね。 

なので、もうここから切りかえたらどうかと思うのは、多面的機能を発揮させる森づ

くりの推進というものに変えてしまってはどうかと思うのです。森林の多面的機能とい

うものをしっかりと生物多様性の面からも、これからどんどん前に出していって、多面

的機能の保全というか、回復というものを掲げて、それを全体的に動いていかないとい
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けないと思いますので、こういう「環境に配慮した」という言い方よりは、「多面的機

能」というものを一般に広めていく、認識していただくという意味でも、このことを前

に出したほうがいいのではないかと思います。 

あと、この環境に配慮した森づくりという、２、３、４で挙げられている県民の協働

による森林づくりの推進、森林資源の循環利用の促進、次代の森林を支える人づくりの

推進というものは、もう全てこの柱というよりも、多面的機能を発揮させる森づくりを

推進していくための、いわば一つの手法、手段であるものが全部柱になってしまってい

るのですけども、結局、これは全部多面的機能、今の書き方で言うと、環境に配慮した

森づくりである。そのやり方をここに書いてあるだけであって、別々の一つの柱にそれ

ぞれ表に出すものかどうかというのは、ちょっと違和感を当初から持っていたのですね。 

◯◯委員もちょっと言われていたのですけども、県民協働による森づくりというもの

は、琵琶湖条例ができたそもそもの目的が、県民協働でやるということを掲げているも

のですので、わざわざここを柱にというよりは、森づくり条例そのものがその仕組みづ

くりの体制をつくるためにできた計画であることですので、この部分だけを取り上げて

しまうと、県民協働による森づくりというのは、次代の森林を支える人づくりにももち

ろんかかわっていますし、このことで多面的機能を発揮させるために協働でするという

形になっていると思いますので、この組み方自体がどうかというふうに私は思っている

のですけど、皆さん、いかがですか。 

○議長：はい、ご提案どうもありがとうございます。 

  環境に配慮した森林づくりという表現ですと、どうしても環境というのはかなり受け

身的な立場になるだろうと。要するに、ただ、木材生産を中心とするのだけども、環境

にできるだけ影響が出ないような範囲内でするという、そんな感じのイメージにどうし

てもとられかねないだろうと。 

そうではなくて、むしろ環境保全自体が目的になっているわけですから、もう一回、

そこら辺の表現について見直したほうがいいんじゃなかろうかということだと思われ

ます。 

  この点に関しまして、事務局のほうではいかがでしょうか。これは大幅な枠組みの全

体の変更となりますけども。 

事務局、いかがでしょうか。 

○事務局：ご提言、ありがとうございます。 
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  さまざまにご議論いただいた中ではありますが、もう少し委員の皆様方で基本的な方

向をもんでいただけるとありがたいなという気が、率直な気持ちとして事務局側は持っ

ております。委員の皆様方で、この構成的なもの、それと◯◯委員さんからのメッセー

ジもお預かりしている中でご提案等もございますので、委員様それぞれにお答えしてい

くよりも、もんでいただいた中で一定の方向性が出たということで対応も可能かなとも

思いますので、もう少しもんでいただければなと事務局側は思うのですが。 

○議長：はい。 

そうしましたら、もう少し委員の皆様で、この件に関しましてちょっと検討したほう

がいいかなと思いますけども、いかがでしょうか。 

  今回の提案というのは、事務局側からはこれまでの施策の枠組みを基本的にそのまま

利用して、そこに今回の答申も入れ込むと、そういった作業ですけども、そうではなく

て、もっと全体をつくり直して、もう少しこの答申に近い形で組み直したほうがいいん

じゃなかろうという意見が、今、委員からも出てきているということですけど、ほかの

委員からはいかがでしょうか。 

○委員：「環境」ということ、強くこの２文字を意識しますと、捉まえ方も見方も、その時々

によって変わると思うのですね、環境という言葉。ただ、私が思いますには、日本には

主管官庁が農林水産省、林野庁と、いわゆる森林・林業の根幹を握っている省庁と、そ

れからもう一つ、環境省。もともとのあれは地球環境サミット、９２年ですか、この辺

から環境という言葉が森林とくっついたように私は個人的に思っているのですが、言葉

の根幹は、やっぱり森林と林業と、これが日本本来の姿であり、今日まで営々として続

いているものです。 

  そういう意味からいきますと、これをつくられた平成１６年ごろに、環境ということ

を前面に捉えて当時ご検討されたものはもちろん、林野庁の使ってきている当時の言葉、

将来見通し、そういうところも十分吟味されたでありましょうし、それからこの森林づ

くり条例は、環境税、森林税を導入した高知県を皮切りに、いろんな条例が４７都道府

県のうちの先鞭をつけたところから数が増えてきておりますが、スタートのところで一

番使う言葉として、それも吟味されたであろうと思います。 

それで滋賀県として、これはこういうことであると、第２条のご説明もございました

けど、そういうところでは絶対的な、今日的な環境という２文字を使うことに不具合が

あるということであれば、ご検討いただいたらいいと思います。 



 - 14 - 

最近見ていますと、やっぱり林野庁の「森林・林業白書」等々も、外国の地球環境サ

ミットも含めて、いろんな言葉が出てきたり、科学的な動向があります。これをここで

今すぐ見直して、「環境」という言葉よりも、もっと別なものがあるということであれ

ば、十分ご論議いただいていいチャンスかと思うのですけど、その辺はいかがでしょう

か。 

○議長：はい。 

この基本計画自体がつくられたのが大分過去の話ということもございまして、その間、

いろいろと研究の世界でも、それから行政のほうでも、あるいは海外のほうでも、いろ

んな用語の使い方が大分変わってきているというのは事実かなというふうに思います。 

  ですので、例えばここで、「環境に配慮した森林づくり」であるとか、「多面的機能」

という表現は、確かにかつてから林野庁がよく使っていた表現ではありますけども、最

近はそういった表現よりは、例えば、「生物多様性」に関する話であるとか、あるいは、

「生態系サービス」という表現がかなり使われるようになってきているというところも

ありまして、言葉的に少し古めかしい印象があるというのは間違いないかなというふう

に思います。ただ、それは例えば言葉の表現の置きかえで対応できる範囲の話になって

きて、枠組み全体を変えるという話ではないのかなという気がいたしますね。 

  その他、ご意見等、いかがでしょうか。 

○委員：この基本計画が、２００５年から２０２０年までの基本計画があって、私、今回

の答申内容は、今までの内容と比べると、かなり前を向いた、これからの森林への取り

組みの重要性が、皆さんの議論の中で出てきた内容だと思うのです。その内容を今まで

の計画の中に入れ込むことによって、がらっと、今まで森林の取り組みを進めている県

の職員さんが、この計画のもとに実行しなければならないというところまでの意気込み

のあるような内容やと思うのです。 

その内容を付加することで、今までとかなり違う計画になるものと思っておりますの

で、あえて枠組み全体を変える必要はないかと。新たな付加するべき取り組みをちゃん

とこの基本計画に入れ込んで、そして実行してもらう。そのことで十分これからの森林

への新たな取り組みが進めていけるのではないかなと思っています。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  答申のほうでは、これまでにない新しいことを我々のほうとしては提案させてもらお

うと思うのですけども、そういったものがきちんと実行されることが一番何よりも必要
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なことだと思っております。 

ですので、事務局から提案されているような、こういった形の枠組みの中で、我々が

考えている答申の内容がきちんと実行できるのであれば、それは多分問題ないのかなと

思います。逆に、無理やりこれまでの施策の体系の中に入れ込もうとすると、答申の提

案が全てかすんでしまうということであれば、その場合はまずかろうということで、む

しろやはり答申に合わせた形で組み直したほうがいいだろうという、そういったような      

形に整理ができるかと思われます。 

  その他ご質問、ご意見等、いかがでしょうか。 

  よろしいでしょうか。 

  そうしましたら、これに関しましては、急にこの枠組み全体を変えることができるか

どうかというと、多分恐らく事務局のほうでも、相当きちんと検討しないとかなり難し

いのかなというふうに思います。ちょっとこの場ですぐに、じゃ、そういう方向でいき

ますよというのは、多分返答できないのかなというふうに思います。 

  ですので、まずは今回事務局が提案された内容につきまして、この答申の内容がきち

んと反映できているかどうかということをもう一度検討していただいて、今のやり方で

きちんと答申の内容が反映できるのであれば、今の方向で考えると。かなり答申の内容

と違ってきてしまっているなというようでしたら、少し時間をかけて、枠組み全体の見

直しということも考えてもらうということを、もう一回事務局のほうで検討してもらう

という形にしようかというふうに思います。 

  それに関しましては、また事務局と私のほうで少し議論をして、よりよいものをつく

っていきたいというふうに思っておりますけど、そんな形で進めてよろしいでしょうか。 

  はい、どうもありがとうございます。 

  そうしましたら、そういう方向で、これに関しましてはもうちょっと時間をかけて、

再度検討させ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した。 

  では、この議題に関しましては、これでよろしいでしょうか。 

  ほか何か追加で、ご指摘事項はございませんでしょうか。 

 

 （２）「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、今度は２個目の議題に移りたいというふうに思います。 

  議題２番目は、「水源林保全のための仕組みづくり」の検討状況についてです。 
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  事務局から説明を、よろしくお願いいたします。 

○事務局：はい、それでは説明させていただきます。 

  いただきました答申の内容ですが、これを具体的な施策等につないでいくという作業

をやっております。現在、必要となる仕組みをいただきましたので、それを具体的な仕

組みに落とし込む検討を進めております。それについて説明させていただきまして、委

員の皆さんからご意見をいただきたいと思います。 

  資料はＡ３一枚物、右上に資料２と書いたものを見ていただきたいと思います。 

  まず、左側のところに答申で、課題と、必要となる仕組みを書かせていただきました。

これについても先ほどと同様で、本当はもっと長い文章ですけれども、要約したものに

なります。 

  真ん中のところにつきましては、今、具体的な仕組みにしようということで検討をや

っております。それの状況について書かせていただいています。 

  右のほうですが、取組事例です。これにつきましては滋賀県で既に行われているもの、

他府県で行われている参考になるものをちょっと書かせていただきました。 

  それでは、上から順番に簡単に説明させていただきます。 

  Ⅰの（１）土地取引の把握です。先ほど事前届出制度を導入するということの提言を

いただきました。これは、現在、琵琶湖森林づくり条例の中に追加するということでや

っております。それとあわせて、事前届出制度の仕組み自体を検討しています。これに

つきましては後で説明しますが、新たに別の条例もつくっていくというような作業を進

めています。 

  取組事例としましては、１５の道県で条例なり、また制度をつくって、やられている

ということです。 

 （２）林地境界の明確化です。地域の体制の強化、行政、森林組合などの連携によるバ

ックアップ、境界が確定できない場合の手法紹介ということです。これにつきましても、

琵琶湖森林づくり条例に追加するという方向で検討しております。現在、集約化施業を

中心に森林組合が境界明確化をやっているのですけれども、地域の基盤強化としまして、

それだけじゃなく、市町との連携を高めていく仕組みを今検討しております。 

  この事例としまして、甲賀市では県補助金に上乗せ、長浜市では市単独の事業をやっ

ておられます。米原では必要な情報を提供されているということです。 

  ３つ目の部分につきましては、４月に現場のほうを見ていただきました。その手法を
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全県的に普及していけないかというところを検討していきたいと考えております。 

  現在では、見ていただいたところは池之脇というところだったのですけれども、あれ

より西側、布引丘陵、順番に整備されているという状況になっております。 

  （３）水源林の巡視の強化です。巡視員の配置、あと危険地のデータ収集の提言です。

これにつきましては、地域情報に詳しい方、水源林保全に専門知識を有する方、それと

かＮＰＯに対しまして、巡視員としまして委嘱することを検討しております。 

  もう１つの、データ収集等につきましては、他府県の状況を調査することを考えてお

ります。この分につきましては、佐賀県のほうでレーザー測量をやられているというこ

とです。 

  あと、森林衰退度調査で、鹿被害対策ですが、これについては近畿府県でやっている

ということで、滋賀県も昨年からやっております。 

  （４）多様な主体による水源林の管理です。これにつきましては、条例にこれも追記

しようということです。県が森林所有者や企業、ＮＰＯの間に入りまして調整を行いま

して、多様な主体が森林整備とかを進められるようにしていきたいと検討しております。 

  事例としましては、琵琶湖森林づくりパートナー協定が既にありまして、それについ

ては２１の協定が結ばれております。 

  続いて、Ⅱの（１）ニホンジカ対策です。これについては、既存の手法にとらわれな

い施策、効率的な捕獲を目指すということ。それにつきましては、狩猟免許を持つ者、

持たない者がそれぞれの役割を負って、地域ぐるみで捕獲を進めていくと、そういう取

り組みを県内で普及していこうということ。あと、国のほうで鳥獣保護法が改正されま

した。それを受けまして、知事が認定する新たな制度の導入、それに関しまして情報の

収集に努めていくということです。 

  地域ぐるみの捕獲事業につきましては、既に本県では米原市で実施しているというこ

とです。 

  広域的な連携での担い手育成、先進的な捕獲手法の研究につきましては、関西広域連

合の事務局を滋賀県がやっておりますので、重要な事例の収集、あと、技術者、関係機

関等をコーディネイトしながら、人材育成を進めていこうということです。 

  ３つ目の、森林土壌被害の対策工法を体系化整理、それと希少種保護等の森林保全対

策です。これにつきましては、今年度、森林保全課のほうで対策工法の体系化と森林土

壌保全体対策指針策定の作業をしております。今後はそれに基づいて対策を実施してい
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こうということです。 

  あと、国定公園内の鹿被害対策につきましては、保護対策等、捕獲と一体的な取り組

みを行っていこうということです。 

  （２）巨樹・巨木の森をはじめとする多様な森林生態系の保全です。これについては、

森林生態系の恒久的な保全、あと永続的な継承の意識の醸成ということです。これにつ

いても条例に追記していくことを考えております。巨樹・巨木の森は地域が主体となっ

て持続的に保全活用されるという、仕組みを検討していこうということです。これにつ

きましては、既に高島市と長浜市のほうで協定の締結、保全協定がされています。 

  裏面のほうを見ていただきたいと思います。 

  Ⅲの（１）間伐の推進です。①森林所有者の管理責任、それと木材供給者としての自

覚の意識を高めるということです。これにつきましては、森林組合等からの森林整備の

提案、地域全体での森林整備の活動など、重要性を認識してもらえる機会を設けること

を検討しているということです。 

  ②間伐の実施状況、間伐材の利用状況の情報発信です。これにつきましては、県、市

町、森林組合から間伐の対象となる森林の情報、間伐の結果、利用の状況、そういうの

をホームページとか広報で発信していくことを考えています。 

 ③自伐型林業の支援です。これにつきましては、県下で始まっております「木の駅プ

ロジェクト」の取り組みについて支援をしていくことで考えております。これにつきま

しては、甲賀市、高島市で既に開始されましたし、１０月から長浜市、それと年度内中

に米原市でも行われるというように話を聞いております。 

  続いて、（２）の県産材の生産・利用・流通です。①の県産材を安定的に流通させてい

くために、木材流通センターが需要情報の発信機能や、調整窓口としての一層の活用が

求められるということです。これにつきましても全部条例のほうに追記するということ

になっております。現在、コーディネーターが配置されておりますが、新たに素材生産

ネットワークの中核としての機能強化に向けた支援をしていこうと考えております。 

  ②県自らが県産材の情報を発信しまして、公共施設の木造化・木質化に努めていくと

いうことです。それと市町等に対しまして、木材調達や技術面の助言によって普及して

いこうということです。これにつきましては、林業・木材産業関連団体と連携をとりま

して、県産材の調達手段、それとか木造建築技術の普及啓発を行っております。 

あわせて庁内関係課、あと市町に対しまして、より木造化・木質化を働きかけていく
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ことを考えているということです。既存のほうで言いますと、研修会等を既にやってお

りますし、それとか公共建築物に対しましては、木造化・木質化の事業もやっておりま

す。 

③様々な世代に対しましてウッドスタートから段階的に「木育」を推進していくとい

うことです。これにつきましては、世代ごとに森林環境学習を実施しております。さら

に今回は、幼児を対象にやっていこうということを検討しております。現在やっており

ますのは、小学校４年生を対象に「やまのこ」事業をやっているのがメーンになってお

ります。 

④バイオマス利用の関係です。県が市町、地域と連携して地産地消の取り組みを進め

ていくことです。これにつきましては、地産地消が望ましいという観点から、地域エネ

ルギーとしての利用の観点から、市町と連携して取り組んでいくことを検討しておりま

す。これにつきましては、既存では資源研究開発のものがありまして、また琵琶湖環境

科学研究センターのほうでも研究をしていただいております。 

   最後、Ⅳの（１）琵琶湖の水源林の価値の評価です。森林の生態系サービスの価値を

評価して、政策に活かす検討が必要という提言があります。これにつきましては、評

価手法を検討していくことを考えていきたいと思っております。これにつきましては、

神奈川県が今年度から検討を行っておられるというように聞いております。 

   以上です。 

○議長：はい、どうもありがとうございました。 

ただいま事務局の説明がありましたように、この答申の内容に対して、具体的に、ど

ういうふうに検討していくのかということに関して、事務局のほうで、このような形で

既に具体的な検討内容がかなり進められているということ、また、ほかの地域ではどう

いうふうな取り組みがされているかということもあわせて比較されていて、これから具

体的にどういう方向に進めていくのかというのが、一応こういう形で表としてまとめら

れております。 

これに関しまして、委員の皆様のほうからご質問、ご意見等、お伺いしたいと思いま

すけども、いかがでしょうか。 

はい、どうぞ。 

○委員：県産材の生産・利用・流通の欄で、森林環境学習のことですけども、年間大体１

０回されています。それで、だんだんと学校単位が増えてきています。多いので大体８
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０人余り来られます。間伐を主体に、毎年、毎年、学校が増えてきます。そういうこと

で、今、４年生だけが対象ですけども、もう少し学年を幅広くやってもらったら、もっ

と関心のある子どもがあると思いますので、これから林業の担い手として、その学習を

することによって興味が出てくる子があるんじゃないかなと思います。 

○議長：はい。ご提案、どうもありがとうございます。 

  できるだけ幅広い学年層から教育をしたらいいのではないかということだと思います

けど、事務局のほうから、いかがでしょうか。 

○事務局：森林政策課の◯◯です。よろしくお願いします。 

  ◯◯委員からの、小学校での対象学年を幅広くというご提案でございますが、滋賀県

で環境学習ということで、森林については４年生でやる。５年生で「うみのこ」、そこへ、

「たんぼのこ」あるいは「ホールの子」とか、小学校でもいろんな学習が入っておりま

す。現実的には、小学校については４年生でやらせていただいて、次のステップは今後

の課題かと思っておりますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

  今後の課題としまして、審議会等のご意見ということで、前回に◯◯委員からは、小

学校の環境学習については、これでいいのかなというようなご意見もありましたので、

次の段階は検討していかなければならないと内部で考えているところですが、今は検討

中でございますので、その辺でご理解願いたいと思います。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  それに関しましては、確かに今は学校教育の関係で、全ての学年で森林について教育

するというのは時間的にもかなり難しいのが実態かと思われますけども、現在その環境

学習で森林を行ったり、湖を行ったり、農業学習とか、いろんなことをやっているわけ

ですけども、実際には全てが流域という観点につながっているわけですね。例えば、湖

の学習をしたり、あるいは農業実習をやったりするときに、実は上流に森林があって、

森林と全部つながっているんだよという、そういった位置づけがきちんと学校教育で行

われているということが最も必要だと思うのですね。 

  現在は、多分そこになっていなくて、湖は湖、それから農業は農業、山は山というふ

うに分かれて、完全に別々のものとして扱われてしまっているがために、なかなか幅広

く森林というのは理解されていないというのが実態かというふうに思っています。今後

の課題としましては、できれば、これまで個別にやられている学校教育における環境学

習というものを体系的に整理していただいて、その場で森林がいかに重要な役割を果し
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ているのかということをきちんと全学年に対して伝えられるような、そういった教育プ

ランも考えていくと。一つの流域環境を、全体としての森林の位置づけみたいな形で環

境教育をしていただけることができるといいのかなというふうに思います。 

これは私の個人的意見でございます。 

  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：これは、今までの審議経過の中でも見ておったのですが、ちょっと確認させてく

ださい。今ご説明いただきました資料２で、Ⅰ（３）水源林の巡視の強化ということで、

これが森づくり条例とは別に、仮称ではありますが、滋賀県水源涵養地域保全条例をお

つくりになるという考え方が、従来の論議経過の中の終盤で大きな方向として示された

ものと理解しております。 

これは仮称のままで来ておりますが、水源林保全巡視員という言葉、これはインパク

トのある、しかも滋賀県が日本のてっぺんに位置する大水源林を擁して、それに琵琶湖

があるという考え方であれば、多分日本で一番水源の森を考えると、それを保全すると

いう取り組みを大々的に全住民挙げて打ち出すんだ、県主導でやるんだと、私はこうい

うぐあいに非常に力強い日本の数ある水源林の中でも、非常にインパクトのあるもの、

関西・近畿地方、この滋賀県の琵琶湖・淀川水系の上流で水源林として、それを保全す

るという非常に大きな、日本全体に及ぼすようなインパクトのある考え方と理解してい

ます。 

ひいては、全県民が高い関心度を示し、それを保全するのだという旺盛な意識が、大

人も全部含めて、芽生えるならば、今まで論議してきましたように、外国の方が何らか

の目的で買おう、手を出そう、あるいは個人で、この際、売ってしまおうというものに

非常に大きな抑止力として働くんじゃないかと。私個人的にはそれぐらい、この大方針

を打ち出されたと高く評価しております。 

それで、この名前はその後検討されまして、最後はこの名前でいくのやというものが

別にあるのか、ほぼこれで決まりなのか。その辺のことがなければいいのです。これか

ら考えますということであれば、非常に期待しております。それは、その資料の取組事

例のところが空欄になっております。日本で水源林保全の条例は何県かありますね。し

かし、この水源林保全巡視員なる名称をもって、その目的と意識、能力を持った者を配

置するという取り組みは日本で最初でしょうか。それ、ちょっとお聞きしたいのです。 
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○議長：はい。 

  いかがでしょうか。この名称と、それから他地域での取り組みの状況について、事務

局のほうでご返答をお願いいたします。 

○事務局：森林保全課の◯◯です。 

  まず、取組事例のほうからですが、いろいろと調べてみたのですけども、県が水源林

を保全するという形で巡視員を配置するというのは、見つからなかったのです。ただ、

従来、森林の巡視というテーマだけでいきますと、森林保全巡視指導員というのが各県

に配置されておられますし、森林保全推進員というのが市町さんのほうに配置されてい

るというような格好ではあるわけです。取組事例として、あるというならば、これが挙

げられるのですけども、今、県のほうで検討しているのは、ここからもう一歩も二歩も

踏み込んだ形というものを想定しておりますので、私の知る限りの範囲では、ないとい

うふうな形になるかと思います。 

  あと、ネーミングのほうですが、今のところ、この形に変更はなさそうな感じという

ようなところです。 

○委員：大変期待しております。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  ただいま返答がありましたが、恐らく全国的に見ても、この巡視員の制度というのは

滋賀県が先駆けて行うものでありますので、今後、全国のモデルケースになるという、

そういったことが期待されるかなと思っておりますので、これから具体的にどういった

形でこの巡視員の制度をつくっていくのかという議論、これから詳細に詰められるとは

思うのですけども、ぜひ実効性の高い、効果の高いような制度というのを検討していた

だきたいというふうに思っております。 

  ほか、ご質問、ご意見等、いかがでしょうか。 

  はい、お願いします。 

○委員：県産材の生産・利用・流通で、建造物の木造化を市町全体に働きかけていこうと、

そのあたりに進めていこうというふうな文言を入れていただいたのですけど、その方向

に向けて頑張っていただきたいと思うのです。 

それプラス、民間住宅建設への県産材の利用、私らも多賀町自体も、まず公共物から

の受託をやっていこうと、それがあって初めて、民間住宅への利用が広まるという思い

を持っております。今の住宅建設は、県産材を利用する形ではまだまだ少ないと思いま
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すので、それを促すための取り組みをぜひともお願いをしたいと思います。県として主

導的に、市町をひっぱっていただきたいと思います。民間もひっぱっていただきたい。 

  もう１つ、木質バイオマスはどこら辺までの利用、私は、滋賀県ではこの県産材を発

電までする取り組みは難しいかなと、その前ぐらいの取り組みでストーブとかの利用、

空調関係の利用、それくらいの程度の木質バイオマス発電というものを想定しているの

ですけど、どれぐらい想定されているか、お聞かせいただきたいと思います。 

○議長：はい。 

  事務局、ご返答をお願いいたします。 

○事務局：森林政策課の◯◯です。 

  まず、住宅の木造化の件でございますけども、平成１６年から「木の香る淡海の家推

進事業」という形で、当初は柱の現物支給、２２年度から定額補助制度という形でやっ

てきまして、かなりそれが定着してきまして、昨年も１２３戸の住宅の支援をさせてい

ただいたところでございます。 

  そういった関係で、工務店とか設計関係の方にかなり浸透してきておりまして、昨年

の木造住宅の着工数を見ましても、７割近い、６８％ぐらいの木造住宅がございます。

ただ、大手のビルダーさんになってきますと、なかなか県産材というところまでいかな

い部分があるのですけども、長浜とか彦根とか多賀とかが中心に結構県産材住宅の建築

も進んできておりますので、そういったものを、もっともっと進めてまいりたいという

ふうに考えております。 

  木質バイオマスにつきましては、最近、太陽光発電の接続の関係で問題になっており

ますが、再生可能エネルギーは、もともと不安定さという問題があります。あと、バイ

オマスの場合は量を集める必要があるということで、大規模な発電というのは滋賀県で

今のところ無理だなと考えております。今後技術の進歩とかで、例えば１,０００キロワ

ットとか、そういった小規模なものが可能になれば、ひょっとしたら取り組めるかなと。

現在考えておりますのは、地域での熱供給でありますとか、そういうものを中心に考え

てまいりたいというふうに考えております。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  よろしいでしょうか。 

  その他、ご質問、ご意見等。はい、お願いいたします。 

○委員：同じように生産・利用・流通の、利用の部分です。これは、確かに関係者を含め
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て議論をして普及させていこうということはよく分かるのですけども、前から気になっ

ているのは、県民とか生活者の方々は、木の利用というような部分で結構新しいアイデ

アをお持ちのように私も聞いております。 

  それが、どうも市町に任せておく。で、公共施設の木質化という形だけになりますの

で、もっとほかの木の利用の仕方を、民間の方も含めて現場から聞くというような仕組

みづくりがここに入ってないので、今さら何を言うているのかと言われたらあかんので

すけど、そういう現場の声を聞いて、まず木を県民なり何なりでちゃんと使えるような

形にする、何が欲しいのかというようなこと、こういう部分をきちっと吸い上げられる

ようなシステムみたいなものも要るのではないかと。 

上からの啓発、啓蒙だけではなかなかうまく進まないといいますか、インパクトがな

くて、彼らは生活の中で、こういうことをしてほしい、こういうものをどこかに上げら

れる草の根と言うたらおかしいですけど、そういうような部分が必要ではないかと。 

 幾つか私が聞いていますのは、１つは、炭素エネルギーとして保管をしておくとい

う手法がある。だから、間伐材を炭素エネルギーでストックしておけるような形のもの

も使えるよと。もう１つは、まちづくり、公共交通という部分、もしくは地域と連携し

てやれば、例えばバスの停留所にちゃんとした木質のベンチですか、こういうものの大

きいところはＡパターン、中ぐらいはＢパターン、Ｃパターンみたいな形のものをつく

って、これを滋賀県下にずっと路線で引っ張っていければ、車ではなくて、バスで回遊

できると。 

滋賀県の琵琶湖一周バスで行けますよみたいな形にするには、今余りにもそのバス停

留所で待っている方、ちょっと貧弱な待ち方で、もたれかけたり、立ったりですので、

これなんかも、例えば木質の椅子があればいいのではないかと、これは結構長いこと続

くと思います。こういうような使い方をお話しいただけるようなこともありますので、

できたらそういうような声を聞くような仕組み、今までと全く違うような形の組織があ

ればいいなと。 

意見でございます。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  事務局は、何かご返答はありますでしょうか。 

○事務局：多賀町ではバス停の木造化をしていると言っておられますけども、バス停の話

でも熱心な市町さんであればそういうことをしていただいていますし、あとのメンテナ
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ンスのことを考えますと、どうしても草の根があればあるほど、地元の市町なり町内会

の方との連携というのが必要になってくると思いますので、そういった部分が必要かな

と思っています。 

実は、今おっしゃったいろんな利用についても、こういった形では行政が建築をやっ

ていますとは書いていませんけども、いろんな形でご意見を聞きながら実現に向けて検

討なんかをしておるのですけども、ご意見をいただきましたので、そういったものを進

めていきたいと思います。それで、組織としてどういうことが必要なのかなという部分

ですけど、それについてもいろんな林業関係の外郭団体もございます。なかなか十分に

機能してないところもあるのですけども、そういったところとも検討しながら、そうい

ったものを吸い上げられる、広められる、アイデアとして事業者さんにお伝えできる、

市町にお伝えできる、そういったこともまた考え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す。 

  よろしいでしょうか。 

  ほか。どうぞお願いします。 

○委員：ちょっと確認になるのですけども、今、説明いただいた意見とか言っているのは、

結局、この青い冊子の改定の中身をこれから決めていくということですけども、これは

２回改定、次は３回目の改定になるのですけど、基本計画というふうな形に書いてある

のですが、もう琵琶湖森林づくりの行動計画という形にしていいのではないかなという

ふうに思うのです。 

  基本計画という名前と行動計画という位置づけというのも、どういうふうに認識とい

うか、感覚をされているかによるのですけども、これは結局、県民として県民のもので

あるということで、自分たちもこれを見て、状況を理解して加わっていくという認識を

持っていくための手段だと思うのですね。これを見たときに、私たちがさっきの基本施

策のところから、具体的な取り組みとして、行動計画がどれだけあるかというふうな形

で見やすい形にしていく必要があると思うのですね。 

これはものすごくお金をかけて冊子とかつくっているのですけども、実際これを見て

いろいろ自分たちが、例えばさっき施策が４つあって、ちょっと違和感があると言って

いたのは、結局、県民協働の森づくりの推進のところだけ見るのではなくて、ほかのと

ころの指標に挙がっているもの、例えば除間伐を必要とする人工林に対する整備割合の

ところでも、私たちボランティアであるとか、県民がここの割合にちょっとでも足して
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いけるような活動をしているわけですね。 

  そうしたときには、私たちの活動がどの指標の協力になっているのか。一緒に向き合

っているのかというのが一目で分かるようにしていく必要があると思うのですけども、

これは一個一個ずっと何とかの推進、何とかの推進を進めていきますという形で書かれ

ていますけども、具体的な説明としてあっても、一覧とかいう形で基本施策の中にどれ

だけ行動計画の具体的な取り組みがあって、それぞれがどのような対象に呼びかけて参

加の機会があるのか。参加してほしい、一緒にやってほしいというものがあるかという

のが一覧表になっているように、他府県ではそういうリストがあるのですけども、そう

いうふうにされていると、県民の立場で、これは地域の人も一緒に、県民の人にもＮＰ

Оにも企業にも、ここは一緒にやっているんだな、ここはこういう対象に呼びかけてい

る具体的な行動になったなというふうな形がすごく分かりやすく載っているものもある

のですね。 

  結局、これの見直しで、この中身だけを変えるというよりは、この中身を県民が自分

たちのものとして常に手元に置いて、自分たちの活動がこれとどういうふうにリンクし

ていっているのかというふうな形で、啓発の資料としてしっかりとこれが機能していか

なければならない。私たちＮＰОの活動でも、こういうものを使って啓発している場合

もありますけれど、具体的なものと自分たちの活動とがどういうふうにリンクしていっ

ているのかというのが説明しにくい部分が結構あって、これとこれって重なっているの

と違うかというふうな形でも、いろいろと思っています。 

  なので、後々、県民が見直しされるまでに、これをずっと見続けて、自分たちの活動

と県の課題というものを照らし合わせて、活動していけるようにしていってほしいし、

そういうふうに思います。 

  もう一度確認ですけど、今までの施策の見えてきた課題とか、聞こえてきた課題とい

うものの具体的な取り組みの見直しというか、課題を抽出するという部分の意見とか提

案というのは、どの時点で出したらいいのですか。 

○議長：はい。 

  事務局のほう、ご質問に関して、ご返答はいかがでしょうか。 

○事務局：すみません。最後のご質問ですけども、もう一度お願いできないでしょうか。 

○委員：指標とか、いろいろこの前も説明していただきましたね。各指標に基づいて取り

組みをされていますけども、県民の側から見ていろいろ聞こえてくる、この施策のやり
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方がどうもおかしいんじゃないかとか、こういう懸念があるんじゃないかとか、いろい

ろ思っていたりするのですけども、具体的にこの施策、例えば「やまのこ」事業のとこ

ろで、こういう問題が出てきているけど、こういう見直しが必要ではないかという具体

的な取り組みへの意見、提案、懸念事項というのをいつの時点で出せばいいか。要は、

その同じ事業でも、次にするときは、こういうことを見直していかなあかんのと違うか。

こういうことが上がっているけど、県には届いているのかどうか。そういう確認は、こ

こではなく、個別にさせてもらっているのです。 

○議長：はい。 

  いかがですか。 

○事務局：今のことは、県民各個人さんからの意見のことをおっしゃっているのか、森林

審議会の委員としておっしゃっているのか、どちらの意味合いですか。 

○委員：私は一般公募ですから、県民の立場で審議委員になっているわけですね。皆さん

にお届けする、私に課せられているのは、公募委員として選んでいただいているのは県

民の中から選んでいただいているということですね。 

○事務局：すみません。そういう意味ではなくて、県民の方々は１４０万人ほどいるので

すけど、その他の方々からの意見はどういうふうに言えばいいとかいう質問ですか。 

○委員：審議委員の中で、県民のところで基本計画についてお話を聞いて、意見を出すと

いうことをさせてもらっているときに、当然ながら自分たちが活動している中で、ある

いは生活している中で聞こえてきた、見えてきた課題であるとか認識というものを、こ

こで出していかないといけないというふうに思っているので、それでこの見直しに活か

していただくというふうな形に、それが役割と認識しているのですね、意見・提案する

ということは。 

なので、そこの場で、たくさんある項目をずっと具体的な検討の、さらに具体的取り

組みについて話をしていくと絶対時間が足りないと思うのですね。なので、そういう中

身については、どういう形で意見・提案していったらいいかという。 

○議長：はい、どうぞ。 

○事務局：まず、この計画に関するご意見等につきましては、前年度の活動の状況を逐一

審議会に諮らせていただいて、これだけの成果が上がりましたよということでご意見を

伺った上で、次年度の事業に反映させていくシステムを現条例の中で決めさせていただ

いております。そのＰＤＣＡサイクルを毎年達成するために、過日も評価をいただいた。
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そのような一環ということで、ご意見があるようであれば、委員としてその場で出して

いただければ、翌年度には反映できるシステムが今までから確立されております。 

○委員：はい。要は、ここのところに具体的に載せていくときに、これのあり方そのもの

の意見・提案をこの場で当然させてもらうので、私が言っていることも、この場に適用

されるということでいいですわね。 

○議長：もちろんです。 

○委員：なので、先ほど話をしているこの中身のあり方そのものを、より県民、多様な主

体に見やすいものにしていく必要があると思いますので、いろんなことをされているの

に、ここに載っていないというか、具体的取組として挙がってなかったり、見えなかっ

たりすることは結構ありますので、それはもったいないと思っているのです。 

なので、これをより啓発しようとしても、活かせるような形と、自分たちがどういう

ふうに、そこにアプローチしていったらいいかというふうな見える形の基本計画という

ものを、それぞれの行動計画として位置づけるということが大事じゃないかなと思って

います。 

○議長：はい。 

  ご意見は確かにごもっともですけども、今回の議題というのはあくまでもこの基本計

画の話になっておりまして、それよりは細かいさまざまなことはもちろんあるわけです

けど、そこに関しては今回の議題ではないので、余りそれについて細かいところまでは

今回は議論ができないかなと思いますけども。 

○委員：先ほど出た、いつの時点で、そういうのを上げていったらいいかという。 

○議長：そうですね。そういう細かい施策について、この森林審議会で今後検討する予定

があるかどうかということに関しては、事務局でどういうふうにお考えなのか、ちょっ

とお聞きしたいと思うのですけども、いかがでしょうか。 

○事務局：今回の審議と、それから、あとでご報告させていただくのですけれども、１２

月の審議をもう一度予定をしております。それで大体、基本計画については決めさせて

いただいて、来年に入ってから肉づけ的なことを最終的に決めて、いろんな方向で今現

在検討しております。 

今回と、その次については、とりあえず議題にもありますように、方向性の検討とい

うことでお願いしたいと考えております。１２月下旬に予定している議題の中で、また

ご検討のほど、よろしくお願いしたいと思っております。 
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○議長：はい。 

  そういうことですので、基本的な方向性について、まずはここできちんと決めて、そ

の後、また個別の施策について、また必要に応じて検討していくという感じでお願いし

ようかと思います。 

  それから、はい。 

○事務局：委員ご指摘がございました基本計画の表記の内容ですけれども、先ほど来、い

ろいろ検討していただいております４本の柱のことについても、再度会長さんのほうと

もご検討させていただいた上で、見にくい部分については改めて県のサイドとしても可

能な限り、誰から見ても見やすいような形で、内容については検討させていただくこと

とさせていただきます。 

  ただ、行動計画という表記の仕方ですけれども、これについては今の条例の中では、

県の責務なり、森林所有者の責務なり、事業者の責務なり、森林組合の責務、それぞれ

の責務をうたっておりますので、それぞれがそれぞれの分野の中で、基本的なラインと

しては、行動に責任を持ってやっていってもらうということの趣旨でつくり上げており

ますので、条例自体は。そういう形で行動計画ではないのだと、それぞれの機関の目標

を示しているものだということをご理解いただきたいと思います。 

○議長：はい。 

  という形で、今回の基本計画というのは、あくまでも基本的な方向性と、それから目

標を定めて、そこにとどまっているという形になっています。行動計画というのは、恐

らく目標が決まった上で、この目標に向けて、じゃ、何をするべきなのかということに

ついて、具体的な行動内容を差し示すものと思うのですけども、今回はそこに関しては、

まだ踏み込んだ議論はしないということだと思います。 

  例えば、この設定した目標がなかなか達成できないという状況になったりすると、き

ちんとした行動計画を立てて、それぞれの主体が具体的にいつの時点で、どういったこ

とをするのかということについて、ある程度のタイムスケジュールみたいなものを考え

なきゃいけなくなると思うのですけども、その目標の達成が非常に困難な場合には、恐

らくそういったことが必要なのかなというふうに思われます。 

  少し前に、この審議会の中でこの評価を行いましたけども、そのときに、私の記憶し

ておる限りでは、極端にこのままでは目標が全く達成できなくて、何かしなきゃいけな

いねという状況のほどではなかったのかなと。一応着実にちゃんとこれまで行政として、
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いろんな方々と連携しながら目標を実行に向けてやっている部分が割と多かったのかな

というふうに思っておりますので、そこまであえて行動計画をつくる必要があるかどう

かというのは、ちょっとまだ今の段階では分からないかなというふうに思っております。 

○委員：誤解のないように言っておくと、できてないからじゃなくて、より加速させたり、

いろいろここに引っ張っていくための具体的なことなので、できてないから行動計画と

いう、基本的に施策があったら行動計画になっているはずだという、そのままだと思っ

ているので、ないわけじゃないと思っていますので。 

○議長：はい、了解しました。 

  ほか、ご質問、ご意見等はいかがでしょうか。 

  はい、お願いします。 

○委員：ちょっと具体的なことに入ってしまうのですけども、資料２のⅡ、ニホンジカ対

策のところの③です。「森林土壌被害の対策工法を体系化し」というところの、現在その

森林土壌保全対策指針を策定することに向けて実施中であるというご説明をいただいた

のですけれども、この土壌保全対策指針というのは、具体的に例えば里山利用であれば、

どういうふうに、どういうところに気をつけなきゃいけないのかとか、どういう内容の

ものなのかをちょっとお教えいただきたいのと、対象が人工林、里山樹林、広葉樹林の

両方なのかというのを教えていただきたいと思います。 

○議長：はい。 

  事務局、いかがでしょうか。ご返答をお願いいたします。 

○事務局：森林保全課の◯◯です。 

  近年、ニホンジカの食害によって下層植生が衰退しておりまして、標高の高いところ

でありますとか、風衝地、積雪地の被害が特に多いのですけども、裸地化しているとい

う状況が見られます。そういうところのみならず、人工林、天然林もディアラインとい

いまして、鹿の口が届くところについては植生が衰退して、後継樹種と下層植生がなく

なっている。そういうところで、土壌の流亡の危機があるということでございます。 

  対象としますのは、県下全域の森林でございます。そういったところは多々あるので

すけども、その緊急性に応じて、どのようなところを重点的に対策しなければならない

かとか、そういったことを指針として策定しようとしております。具体的には、例えば

森林整備でいいのか、鹿を近づけないという方法でいいのか、それとも簡易な土木工法

がいいのか、そういったことを組み合わせて、緊急度に応じて重点的に実施するところ
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を決定したいと、そういうものでございます。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  よろしいでしょうか。 

  はい。 

○委員：その中に、里山の整備ということも項目として入ってございますので、実際、里

山整備をするときに、根元から伐る場合と、鹿に萌芽を全部食べられてしまうのでとい

うことで、ちょっと高めに１.５メーターぐらいに伐ると比較的大丈夫であるというよう

な施業をされているところもあるというふうに伺っていますので、もしそういうのが有

効であるのであれば、そういうものもぜひとも入れていただいて、その一つの方法とし

て、保全するという意味では重要なのかなと思っています。 

○事務局：森林整備の方法ですけれども、例えば枝を落としたところを木の根元に敷き詰

めたりして鹿を遠ざけるとか、広葉樹を高いところで伐ったりするという方法もあると

思いますので、そういったものも含めて、指針の中の具体的な方法で取りまとめをした

いと思っております。 

○委員：ぜひお願いいたします。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した。 

  ほか、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の裏、間伐の推進の③で、「自伐型林業を支援するため、」とあるのですけ

ども、この自伐型林業というのを、申しわけないですが、県のほうが取っておられる説

明をいただきたいのです。 

○議長：はい。 

  ご返答をお願いいたします。 

○事務局：説明させていただきます。 

  普通、「自伐林家」という言葉がありますが、これは自分の山を自分で伐って、木を出

してということです。自伐型林業といいますのは、その地域の山をグループで管理する

というような形で、所有者でない方も含めて整備していこうとか、管理していこうとい

うのを含めてということです。必ずしも所有者だけがというものではないということで、

「自伐型林業」という言葉に書かせていただいています。 

○委員：はい、ありがとうございます。 
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  この自伐型林業というのは、例えば生産森林組合の方は山を所有して今日まで育てて

こられたのですけども、そういう方が山を生産される場合は自伐型林業というのに入る

のですか、入らないのですか。 

○議長：はい。 

いかがでしょうか。 

○事務局：生産森林組合の方の取り扱いですけども、イメージ的に言いますと、規模的に

大きいという部分もありますし、もうちょっと狭い範囲で、地域での取り組みでやられ

ている方とか、今まで自分で山を手入れされてない方が、何かのきっかけで手入れをし

ていこうというような感じで、生産森林組合はイメージ的には入らないかなという感じ

で思っております。 

○委員：はい、ありがとうございます。 

  ここに「自伐型林業を支援するため、間伐材の未利用材を活用する地域の取り組みを

推進」ということがあるのですけども、もうぼちぼち主伐に入ってくる山がかなりたく

さん出てくると思うのですね。 

今、甲賀市で「木の駅プロジェクト」でやられているのですけども、高島でやられる

のは、具体的には私は中身を知らないのですけども、その間伐材の山に残ったやつだけ

を木の駅プロジェクトにというのが、甲賀市では多いらしいです。 

その自伐型というのは範囲が非常に広くなるかも分かりませんけども、間伐材だけに

支援するということやなしに、具体的な取り組みの検討状況として、いずれ主伐も入っ

てきますし、個人の方が森林組合さん以外で山を伐られるということは、この先かなり

多くなってくるように思います。どのぐらい支援ができるか、できないかというのは今

後の検討になると思うのですけども、できれば、そういうような方面での自伐型の推進

も検討の材料に入れていただいたらありがたいと思うのです。 

お願いを込めてなんですけども。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  事務局として、いかがでしょうか。 

○事務局：今のご意見は、ちょっと検討させていただきます。イメージとしましては、林

内に放置されている木をもっと利用できるところで、この自伐型林業の取り組みをされ

ている方々を支援していきたいと思っています。 

どちらかというと、木の材質からいいますと、余りよくない木、林内に放置されてい
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る木のところを重点的に支援していくような感じで考えさせていただきます。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  確かに、これから主伐期を迎えるような森林がだんだん増えていることは間違いあり

ませんので、それに対するきちんとした対策、施策というのが必要であることは間違い

ないと思います。ただ、ここの部分の課題としては、間伐の推進の場所になっておりま

すので、どうしても表現としても間伐が中心になるのかというふうに思っております。 

  ほか、どうぞ。そろそろ時間がないので、最後にしようかなと思います。 

○委員：すみません。 

  今のことと関連して、方向性の検討に加えていただきたいなと思うのは、自伐林業の

捉え方というのは、今言われた話ではなくて、自伐林業は自分でしっかり道づくりも含

めて、間伐、主伐も含めてされるという認識では自分たちはいるのですけども、全国的

な認識と、今滋賀県のほうで支援しようとしている形と若干違ってくるのかなと思った

りするのですが、これは次世代の森づくりの支援、担い手づくりにも絡んでくるかと思

うのですけれども、自伐林業の養成講座というのを地域でもやっていたりするのです。 

 この前、森林組合の方も言われていましたけど、担い手が欲しいけど、不足している

ということもございますので、その森林組合の活性化というところにもあるのですが、

県内でどこまで、話を聞かないと分からないのですけど、森林組合さんとＮＰОとで、

言わば、市民林業士の認定をして、森づくりを徹底的にできるようにする、あるいはＮ

ＰОが都道府県から委託を受けて、そういう人たちを育成するというところに、道づく

りも含めた形の体系的な人づくりをされているというのがあるのです。 

今回その自伐林家さん、自伐林業の支援というところと、森づくりを支える人づくり

というところを含めて、そして森林組合の活性化も含めて、森林組合さんで必要とされ

ているところは有料で当然講座をされていますので、そういうふうな取り組みをぜひ今

回の見直しの中の具体的な取り組みとして、検討いただけたらというふうに思います。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  何か事務局のほうで、ご返答することはありますでしょうか。 

○事務局：ご意見として聞かせていただきます。本日は方向性ということで、具体的な指

標の中はちょっと入りにくいので、今はこういう回答で失礼させていただきます。 

○議長：もちろん、それで結構だと思います。 

  いろいろと皆さんのほうでご意見、ご提案いただいた内容をもとに、また改めて事務
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局のほうで検討して、具体化していただく形でいいかと思いますね。 

  じゃ、短めにお願いいたします。はい。 

○委員：すみません、短く。 

  我々審議してきた中で、新しく出たというか、大きな問題と課題という形でいくと、

林地境界明確化、これ、いろんなことを施策や対策をとるときに必ず壁になってなかな

か進まないということが非常にあったように思います。ですから、この林地境界明確化

ということで、我々本当にこの辺の部分をしっかりすることが森林づくりの一歩といい

ますか、原点というふうに思っていますので、この辺につきましては仕組みを検討とい

ろいろ書いてもらっていますけど、ここのところは今までにない形で、県民なんかが森

林づくりとかいうところには直接関係ないですけども、森林には原点ということで、す

みませんが、かなり声を大にして申し上げておきたいと思います。 

意見でございます。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  確かに、ご指摘のとおり非常に重要な課題になっておりますので、これに関しまして

はもうちょっと踏み込んだ形で、より具体的な方向性を示していただきたいというふう

に思いますので、ぜひ事務局のほうで、もう少し具体化する作業をお願いしたいと思い

ます。 

  どうもありがとうございました。時間の関係で、次の話に行きたいと思いますけど、

よろしいでしょうか。 

  そうしましたら、議題は以上２点で、今度は報告事項になります。 

 

５ 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：報告は、琵琶湖森林づくり条例改正等の検討状況についてです。 

  事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局：はい。資料３に基づいて説明させていただきます。 

  「琵琶湖森林づくり条例」改正等の検討状況についてということですが、答申を受け

まして、基本計画について現在審議していただきましたが、条例改正についても検討し

ているところです。検討中ということですが、現在の検討の状況について報告させてい

ただきます。 
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  まず、「現状」ということで左側にありますが、森林づくり条例の立て方として、１条

に目的、２条に定義、３条に基本理念、４条から８条が責務、９条から１９条が森林づ

くりに関する基本的施策という形になっておりまして、雑則が２０条から２２条になっ

ています。 

  ９条から１９条の基本的施策については、大きく５つの項目がございまして、まず９

条は基本計画の策定です。今、議論をいただいていたのは、この９条に基づいた基本計

画の内容についてご議論をいただいたところです。１０条に、環境に配慮した森林づく

りの推進、１１条から１４条が、県民の協働による森林づくりの推進、１５条と１６条

で、森林資源の利用の促進、１７条から１９条で、森林づくりを支える人材の確保・育

成ということで、この４つが先ほどの４本柱に対応しているということです。 

  右側の「改正検討内容」を見ていただきたいのですが、９条から１９条の囲みがある

ところですけれども、森林づくりに関する基本的施策に、次の事項について規定を検討

ということでございまして、具体的には林地境界の明確化、鳥獣対策、貴重な森林生態

系の保全の推進、水源涵養地域の保全の推進、多様な主体による水源林の管理、それか

ら県産材の利用の促進等という形で考えているところでございます。 

  また、下に点線で囲っていますが、水源涵養地域の保全の推進については、仮称でご

ざいますけれども、滋賀県水源涵養地域保全条例の制定という形で考えております。 

  具体的な内容につきましては、２ページから３ページに書いておりますが、説明につ

いては省略させていただきまして、最後の６ページを見ていただけますでしょうか。 

「届出制度のイメージ」ということで簡単なイメージ図をつけております。森林所有

者等（売主）の方から、案としては３０日前ですけれども、届出をいただいて、市町と

連携しまして、助言、指導等ということで、森林所有者等にさせていただく。その内容

について買主のほうに伝えていただくと、こういった制度を新しい条例、手続条例とい

う形でつくろうと考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長：はい、説明、どうもありがとうございます。 

  ただいまの説明に関しまして、何かご質問等、ございますでしょうか。 

  ご質問はいかがでしょうか。今ご説明がありましたように、主に９条から１９条の基

本的施策の部分に、今回我々のつくった答申の内容を条例に反映していくということが

考えられているということです。 



 - 36 - 

  それから、別途、水源涵養地域の保全条例というのを設けて、私たちのほうでもあわ

せてきちんと条例という形でつくっていくということが、今、検討中という形になって

おります。 

  ご質問は、特にございませんでしょうか。 

  特にないようでしたら、そうしましたら、この方向でまた引き続き事務局のほうで、

条例の改正についても進めていただいて、その内容につきましては、今後この森林審議

会の中で適宜ご報告いただいて、状況を説明していただくという形で進めたいと思いま

す。どうもありがとうございました。 

  用意されているのは、以上ですかね。 

  特にございませんのでしたら、本日の議事及び報告は全て終了しましたけども、次回

以降の審議会の日程につきまして、事務局から説明をお願いしたいと思います。 

○事務局：どうもご審議、ありがとうございました。 

  それでは、次回の森林審議会について、ご提案させていただきたいと思います。 

  次回、第１０７回の森林審議会は、１２月の中旬から下旬に実施したいと考えており

ます。本日ご議論いただきました琵琶湖森林づくり基本計画の改定について、引き続き、

ご議論いただくとともに、それとあわせて、地域森林計画の実施と変更ということにつ

いてもご審議いただく予定をさせていただいております。 

年末の慌ただしい時期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、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  それでは、今回審議会で結構意見がたくさん出まして、割と宿題が残されたかなとい

うふうに思っておりますので、事務局のほうで、委員皆様の意見の内容を踏まえて、さ

らにもう少し具体化した作業を詰めていただきたいなと思っております。今後、事務局

と、それから私のほうで、もうちょっと議論いたしまして、委員の皆様の意見が反映で

きるように最大限頑張っていきたいと思いますので、委員の皆様も、どうぞ今後もご協

力をよろしくお願いしたいというふうに思っております。 

  それでは、本日の審議は、以上で終了したいと思います。 

  事務局のほうにお返しいたします。 

○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す。 
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  以上をもちまして、第１０６回森林審議会を終了させていただきます。 

  どうも本日は、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 ３時５４分 閉会〕 
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