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[午後 １時５９分 開会] 

１ 開 会 

２ 定足数の確認 

○司会：それでは、委員の皆様方ご出席でございますので、ただいまから第１０５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、定員数１５名、出席委員１２名、森林審議会運営要領第２条第４項

の規定に基づきまして会議は成立いたしておりますので、ご報告させていただきます。 

  それでは、議事に先立ちまして、中嶋技監からご挨拶させていただきたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。 

○中嶋技監：失礼します。森林政策課長の中嶋でございます。 

  第１０５回森林審議会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。 

  本日は委員の皆様方、公私とも何かとご多用の中ご出席を賜りまして、まことにあり

がとうございます。 

  本日はお手元の次第のとおり、議事につきましては３件、ご審議をお願いしたいとい

うふうに考えております。 

  １点目が水源林保全のための仕組みづくりでございます。本件に関しましては、昨年

の１２月２５日に当審議会に対しまして諮問を行わせていただきまして、本日が数えて

ちょうど５回目でございます。いよいよ本日が最終報告（案）に対するご意見を頂戴い

たしまして、答申をいただく前の、いわば仕上げの議論をいただくという位置づけでご

ざいます。この間、委員の皆様方からは、熱心かつ建設的なご意見を頂戴してまいりま

した。この仕組みづくりにつきましては、本県の今後の森林・林業の方向性を定める極

めて重要な意味を持つものだというふうに捉えております。この後に続きます琵琶湖森

林づくり条例の改正、それから琵琶湖森林づくり基本計画の改定に、よりよい形でつな

げていきたいというふうに思っております。どうか本日も忌憚のないご意見を頂戴した

いというふうに思います。 

  次に、２点目、平成２５年度におけます琵琶湖森林づくり基本計画の点検・評価につ

いてでございます。基本計画に掲げました施策につきましては、その達成度あるいは進

捗状況といったものにつきまして、毎年度、審議会のほうで点検・評価をいただいてい

るものでございます。県といたしましては、本日いただく評価に対するご意見を各種施

策の改善に反映させながら、森林・林業の施策の推進に努めてまいりたいというふうに
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考えております。 

  それから、最後の３点目でございますけれども、水源林保全の仕組みづくりにつきま

しては、この後、月内に答申をいただくという手はずになってございますけれども、そ

の後につきまして、その内容を具体的な個々の施策に落とし込めていく作業というのが

必要になってまいります。そういった具体的な施策につなげていくためにどのような方

策が望ましいかといったことにつきまして、審議会のご意見を頂戴したいというふうに

考えております。 

  以上、限られた時間の中で多岐にわたる内容につきましてご審議をいただくことにな

りますけれども、どうかよろしくお願いを申し上げまして、簡単ではございますけども、

ご挨拶とさせていただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。 

○司会：どうもありがとうございました。 

  それでは、ただいま技監のご挨拶にもありましたが、本日の議題は３件ございます。

１件目は第１０１回の森林審議会におきまして諮問いたしました水源林保全のための

仕組みづくりにつきまして、今回まで４回の審議会の経過を踏まえて、最終報告の審議

をお願いしたいと存じております。 

  ２件目でございます。琵琶湖森林づくり基本計画の平成２５年実績の点検・評価につ

いての審議をお願いしたいと存じます。 

  また、ご案内には申し上げておりませんでしたけれども、３件目といたしまして、琵

琶湖森林づくり基本計画改定の方向性の検討についての審議をお願いしたいと存じま

す。 

  なお、ご案内には、審議の時間を１４時から１７時にしておりましたけれども、会議

室の都合が遅くとも１６時半までということで連絡を受けておりますので、時間が短く

なりますけれども、よろしくご協力をお願いしたいと思います。 

  引き続きまして、議長は、運営要領第３条に基づきまして、会長にお願いして進めて

いただきたく思います。それでは栗山会長、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長：はい、了解しました。栗山です。 

  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。 

  まず、審議に先立ちまして、当森林審議会の公開の取り扱いですけども、これまでと

同様に、滋賀県森林審議会の公開の取扱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
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録の公表という形で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お願い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。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

４ 議 事 

○議長：それでは、早速議題に入りたいと思いますけども、先ほど司会から説明がありま

したように、会場の関係で午後４時半までとなっておりますので、できるだけ議事の円

滑な進行にご協力をよろしくお願いしたいと思います。 

  今回の審議事項は３件ございます。 

  先ほど説明がありましたように、１件目が、これまで議論してきた水源林保全のため

の仕組みづくりの最終報告になります。 

  ２件目が、琵琶湖森林づくり基本計画の平成２５年度実績の評価です。 

  ３件目は、琵琶湖森林づくり基本計画改定の方向性検討の実施についてということに

なっておりまして、これまで全体的な枠組みとして、この仕組みづくりの議論をしてき

たわけですけども、これが確定した段階で、今度は具体的な個々の施策を考えていく必

要があります。ですので、今後の具体的な中身に関しましては３番目の議題で検討いた

しますので、１番目の議題は、あくまでも今回提出する最終報告に関する議題で検討い

ただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、まず配付資料について事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局：それでは、配付させていただいております資料について、ご説明させていただ

きたいと思います。 

  お手元に配付しておりますので、ご確認をよろしくお願いしたいと思うのですけれど

も、まず、「第１０５回滋賀県森林審議会」次第に関する一枚物、それから２つ目が、「滋

賀県森林審議会 今後の予定について」という一枚物の資料がございます。 

  その次、１件目の審議をお願いしたいというものに関する資料でございます。「水源林

保全のための仕組みづくりについて最終報告（案）」という、ホチキス止めのレジュメ

があると存じます。 
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  その次に、「水源林保全のための仕組みづくりの中間報告と最終報告（案）」の対比と、

Ａ３のものの折り込みになっている表が、左肩ホチキス止めであろうかと思います。 

  続きまして、２件目の案件でご審議いただきたいものの資料でございます。右肩の上

にＡ３のもので資料１と書いております「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」、Ａ３一枚物でございます。 

  続きまして、２件目の関係でご審議いただく資料でございます。参考資料として別に

配付させていただいております資料が２つ。 

  それから、３件目の資料といたしまして、「滋賀県森林審議会運営要領」、参考資料と

いたしまして、「琵琶湖森林づくりガイド平成２６年版」、「琵琶湖森林づくり基本計画

２００５～２０２０（概要版）」、もう一つ、「滋賀プラスワン」（９月・１０月号）、こ

れも参考としてつけさせていただいているところでございます。 

ご確認のほう、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長：ただいま事務局から説明がありましたけども、何かご質問等ございませんでしょ

うか。 

  委員の皆様、大丈夫でしょうか。 

 

  ○水源林保全のための仕組みづくりについての最終報告（案）の検討 

○議長：そうしましたら、これから議題１のほうに入っていきたいと思います。 

  議題１のほうは、昨年１２月、第１０１回森林審議会で諮問されました水源林保全の

仕組みづくりの最終報告でございます。これまで委員の皆様に議論いただきましたけど

も、そういった議論を踏まえまして、事務局から仕組みづくりの最終報告について説明

していただきたいと思います。その内容について、その後、ご議論いただきたいという

ふうに思っております。 

  それでは、事務局のほうから説明をよろしくお願いいたします。 

  委員のほうの資料がどうもよくわからないみたいなので、すみません、事務局のほう

から資料の再確認をしていただけますでしょうか。 

○事務局：それでは、もう一度復唱させていただきます。すみません。 

  本日の次第関係のレジュメが１部、その次に、滋賀県森林審議会 今後の予定につい

てという一枚物、よろしゅうございますか。 

  その次に、水源林保全のための仕組みづくりについて最終報告（案）、よろしゅうござ
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いますか。 

  その次に、中間報告と本日提案させていただきます最終報告（案）というＡ３のもの

を折り込んだ資料、ございますでしょうか。 

  その次でございます。Ａ３のものですけれども、右肩の上に資料１と書いております

点検・評価シート、よろしゅうございますか。 

  その次に、「参考資料」と右肩の上に書いておりますレジュメ、１冊でございます。よ

ろしゅうございますか。 

  その次に、滋賀県森林審議会運営要領、これはＡ４一枚物の裏表の資料でございます。

 あと、関係資料といたしまして、琵琶湖森林づくりガイド平成２６年版、琵琶湖森林

づくり基本計画（概要版）、それから「滋賀プラスワン」（９月・１０月号）でございま

す。 

  足りない資料はございますか。 

○議長：委員の皆様で、足りない資料はございませんでしょうか。 

  それでは、早速議題に入っていきたいと思います。 

  それでは、第１の議題についての説明、事務局のほう、お願いいたします。 

○事務局：それでは、説明に入らせていただく前に、先ほど資料の関係で紹介させていた

だきました、今後のスケジュールをご覧いただきたいと思います。 

  今後のスケジュール関係について、ご説明させていただきたいと思います。 

  昨年１２月に水源林保全のための仕組みづくりについて諮問させていただいて、これ

まで３月、４月、７月の計４回の審議会でご検討いただいてきたところでございます。

本日は最終報告（案）について検討していただきますけれども、本日の検討内容をもと

に答申を作成していきたいと考えております。なお、答申につきましては、９月中旬に

審議会長から三日月知事宛てに答申書を手渡していただくことで、現在、調整させてい

ただいているところでございます。 

  答申をいただいた後は、ご検討いただいた水源林保全のために必要となる仕組みを、

琵琶湖森林づくり条例に反映させる作業に入りたいと考えております。また、審議会で

ご検討いただきましたものは、水源林保全のために必要となる仕組みについてですが、

これは具体的な施策を定めるものではございませんで、施策の方向性をお示しいただい

たものと考えております。答申内容をさらに具体的な施策としてつないでいくために、

琵琶湖森林づくり条例に基づいて策定している、琵琶湖森林づくり基本計画を改定する
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ことが必要となってまいります。 

  本来ならば、この水源林保全のための仕組みづくりの検討について、引き続いて、基

本計画について検討いただくのですけれども、事務の都合上、基本計画のもととなる琵

琶湖森林づくり条例の改定が３月となるという都合から、基本計画の改定を正式に諮問

し、本格的に検討いただくのは３月からになってしまいます。ただ、来年度の事業など

を検討するに当たっては、基本計画をどのように改定するか、その方向がある程度定ま

っていることが必要でございますので、方向性の検討ということで１０月に審議会を開

催させていただきたいと考えております。 

  本日、最後の議題での検討事項となりますけれども、委員の皆様方にはこの１０月の

審議会の開催の是非および開催をすることとした場合、その開催方法についてご検討い

ただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

事務局のほうからの、一応スケジュール的なご連絡等でございます。 

  それでは、事務局のほうから、議題１について説明させていただきたいと思いますの

で、引き続いて、よろしくお願いします。 

○事務局：森林政策課の○○でございます。 

  本日、「水源林保全のための仕組みづくりについて最終報告（案）」を、ご検討いただ

きたいと思います。 

  委員の皆様には事前に、最終報告（案）をお送りさせていただいてますが、一部修正

がございまして、本日改めて最終報告（案）Ａ４の１５ページをお配りさせていただい

ております。これにつきましては、右肩の部分に「２６０９０３第１０５回森林審議会

資料」と書いておりますものが本日お渡ししたものということで、そちらをごらんいた

だければと思います。 

  あと、Ａ３の二枚物、中間報告が左側にございまして、右側に最終報告（案）と書い

てあります、この２つの資料についてご説明させていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

  それでは、最終報告（案）の冊子でございます。めくっていただきまして、１ページ

でございます。事前送付の分は、「はじめに」の部分がまだ書けていなかったところで

ございますが、本日配付分は、栗山会長にご執筆いただいたものを差し込みさせていた

だいており、この「はじめに」の部分が追加になっております。 

  それから、中間報告から変更がございました点といたしまして、１０ページでござい
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ます。間伐の推進のところですけれども、一番下に「琵琶湖の森林づくりに関するアン

ケート調査」ということで、「あなたは、今後所有山林の間伐材をご自分で搬出してい

きたいと思いますか。」と、森林所有者さんに向けてアンケートをとらせていただいた

結果を追加させていただいております。これは中間報告に向けてアンケートをとってお

ったのですけれども、少しアンケートの回収がおくれてしまいまして、最終報告になっ

てしまいました。これにつきましては約４割の方が、自身の所有山林の間伐材をご自分

で搬出したい、もしくは条件が整えばしたいということで、自伐林家等、そういったこ

とをやりたいと思っておられる林家さんがおられるというアンケート結果になってお

ります。 

  仕組み以外のものにつきましての変更につきましては、以上でございます。 

  それでは、Ａ３のほうの左手に中間報告、右手に最終報告（案）とございます二枚物

の資料をごらんいただければと思います。これにつきましては、点線の四角の枠組みで

書かせていただきました仕組みの部分につきまして、対比をさせていただいております。 

  まず、最初に、中間報告では、「仕組みの提案」と書かせていただいておりました枠組

みの部分ですが、今回は「必要となる仕組み」という形に改めました。前回審議会でご

指摘いただきまして、「仕組みの提案」という話になりますと、具体的な施策というよ

うなイメージが出てきて、具体的な事業とか、数値目標みたいなものに思われるという

ようなお話がございましたので、先ほどの説明のとおり、今回は具体的な施策というよ

りは、大きな枠組みをご議論いただいておるということですので、「必要となる仕組み」

という形に表現を改めました。 

  それでは、中身について説明いたします。 

  Ⅰ.適正な保全・管理を進める仕組みの（１）水源林の土地取引の把握でございます。 

  ２段落目でございます。これにつきまして、中間報告では、「滋賀県の森林のほとんど

が琵琶湖の水源林であることを考慮して設定する必要がある」と表現しておったわけで

すが、これにつきましては、委員から、総論では「滋賀県の森林のすべてが重要な水源

林である」と書いてあり、総論と各論で少し表現が違うのではないかというご指摘があ

りましたので、総論にトーンを合わせて、最終報告案では「滋賀県の森林のすべてが重

要な水源林であることを考慮して設定する必要がある」という形で書いております。 

  それから、中間報告では「水源林として届出を必要とする区域を設定する際には、」と

表現しておったのですけれども、これを「届出を必要とする区域を設定する際には、」
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という表現で足りるということで、最終報告案では「水源林として」という部分を削除

しました。 

  それから、中間報告の３段落目です。「また」の部分ですが、「規制的な取決めや罰則

等の導入は慎重に検討されるべきである。」となっておったわけですが、これにつきま

しては、同じようなことを言っておるということで、「規制的な取決めは慎重に検討さ

れるべきである。」と、少しシンプルな表現にしました。 

  （２）林地境界明確化につきましては、前回、大きなご意見はいただかなかったので、

「仕組みの提案」を「必要となる仕組み」と改めたということでございます。 

  （３）水源林の巡視等による状況の把握でございます。これにつきましては、前回、

委員から、そこそこ具体的にイメージできるものを示すようにというようなご指摘をい

ただいておりましたので、まず１段落目の中ほど、「様々な森林保全上の問題を一元的

に把握して、その解決策を提案できる能力をもった「（仮称）水源林保全巡視員」を配

置することにより巡視の強化を検討すべきである。」という部分ですが、少し具体的な

形で、「防災や獣害をはじめとする様々な森林保全上の問題を一元的に把握して、対応

することを目的とした「（仮称）水源林保全巡視員」を配置することにより巡視の強化

を検討すべきである。」と、記述したところでございます。 

  それから、（４）多様な主体による水源林の管理ですが、これにつきましては、「多様

な主体による管理」ということのみを記載しておったわけですけれども、主体によって、

例えば森林組合さんですと、人工林の間伐が必要なところの手入れ、コモンズなど地域

でありますと、地域の集落近くの里山といったところで、主体によってそれぞれ持ち場

が違ってくるのではないかというようなご指摘がありましたので、中ほど以降、「多様

な主体による管理や公的管理などそれぞれの特性を活かして管理できるよう支援する

ことが求められる。」ということで、「それぞれの特性を活かす」という部分を追加しま

した。 

  それから、Ⅱ.豊かな生態系を育む仕組みの（１）ニホンジカ対策でございます。これ

につきましては、特に大きなご意見はいただかなかったのですが、３段落目、「また、

生息密度の低減は効果が現れるまでに時間を要するため、」と中間報告では書いてまし

たが、「時間を要する」という部分につきまして、鹿が減ることにより、食害が減るな

どすぐに効果が現れるものもあるのではないかとの話があり、誤解のないように、「生

息密度の低減による森林植生の回復などの効果が現れるまでに時間を要するため、希少
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種の保護等の森林保全対策を実施することが必要である。」と、具体的な例を明示し、「森

林植生の回復など効果に時間がかかる」と書かせていただいております。 

  ２枚目でございます。 

  （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につきましては、仕組

み自体に、大きな意見というのはございませんでしたので、そのままにさせていただい

ておるところです。 

  次のⅢ.林業活動を活性化する仕組みの（１）間伐の推進ですが、これにつきましては、

中間報告の２段落目ですが、「間伐材生産につなげるため、間伐材の生産等の状況につ

いて」、「間伐材を生産する」というような表現だったわけですけれども、間伐材の場合

につきましては、生産というよりは利活用するというほうが自然な表現であり、「間伐

材利用につなげるため、間伐材の利用等の状況について」と、表現を改めました。 

  それから、３段落目ですが、多様な主体な例といたしまして、「地域ぐるみやＮＰО団

体等」と中間報告で書いてましたが、主体の例としては、「地域やＮＰО団体等、多様

な主体の」とつなげたほうが、表現としてはよいということで、修正させていただきま

した。 

  それから、「自伐林家等を育成するため、」という表現がありましたが、自伐林家とし

ますと、専業の林家の方のみが対象というようなイメージを持たれるのではないかと内

部協議の中でそういった意見がございましたので、「自伐型林業を支援するため、」と、

専業林家というようなイメージではなく、幅広く自伐型林業という形に改めました。 

  最後の、４ページ目でございます。（２）県産材の生産・利用・流通につきましては、

前回の審議会で皆さんのご意見を十分反映しているというような評価もいただきまし

たので、今回は修正していないということでございます。 

  それから、Ⅳ.価値を評価し情報発信する仕組みの（１）琵琶湖の水源林の価値の評価

でございますが、委員の皆様から、こういった取り組みが必要であるというご意見をい

ただいておりましたので、今回は修正しないということで、今後、具体的な検討を進め

てまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長：はい、説明、どうもありがとうございました。 

  という形で、前回の中間報告から最終報告にどのように変わったのかということが、

この一覧表でわかるような形になっております。 
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  これにつきまして、委員の皆様からご意見をいただきたいと思いますけども、先ほど

申しましたように、第１の議題はあくまでも最終報告（案）の文章そのものに関するご

意見をいただきたいということになります。この後、この最終報告（案）を受けて、今

後どうするかという議論は、３番目のほうの議題で検討いたしますので、そちらのほう

は後ほど議論する形でお願いしたいと思います。 

そうしましたら、委員の皆様からご意見などありましたら、ぜひお願いしたいと思い

ます。 

  はい、どうぞ。 

○委員：林業活動を活性化する仕組みの間伐の推進のところですけれど、前回、私からで

はないのですが、別の委員の方から皆伐についても考えていったほうがいいんじゃない

か、何らかの文言を入れたほうがいいんじゃないかというような話があったように思い

ます。そして私も、そのときは発言しませんでしたが、同様の感想を持っておりました。 

  それで、この文章のままですと、どうしても間伐だけの文章になってしまいますので、

最新の「林業白書」なんかにも皆伐関係のことが入っておりまして、例えば、「同時に

高齢級、中齢級以上の人工林も増えており、木材と生産機能と地球温暖化防止の観点か

らは、これらの成熟した森林資源を伐採し、利用した上で、跡地に再造林を行う若返り

を図ることが求められている。」というような文章がございまして、全国と比べて滋賀

県のほうがまだまだ林齢が若いというのであれば、そこまで必要ないのかもしれません

が、全国と同様の状況であれば、そのような文言もそろそろ入ってもいいのではないか

なと。 

  それで、具体的には、この文章全体の構成がございますので、間伐の推進の中の４段

目、間伐は、保育のための切捨て間伐から、こういうふうに求められているというふう

に書いてある。そのあたり、同時にということで、先ほど申した若返りを図ることが求

められているというような、皆伐に関するような文言も、そのものの文章でなくて構わ

ないのですが、少しでも入れたほうがいいのではないかなという気がしております。 

  大きなところは以上です。若干それに合わせて、言葉を合わせるところが出てくるか

もしれません。 

○議長：はい、ご提案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、今のことに対しまして。 

○事務局：この若返りという部分ですけれども、各論につきましては、間伐を中心にやっ
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ていきたいという滋賀県の状況がございまして、間伐を中心にご議論をいただいておっ

たところですが、２ページの総論の部分ですけれども、３段落目、「このことからも」

の部分ですが、「琵琶湖の水源である森林を保全していくためには、生物多様性の視点

に立ち、多様な樹種や齢級構成、多様な動植物が存在する豊かな森づくりに配慮すべき

である。」というような形で、多様な齢級構成ということで、これにつきましては、「林

業白書」ですとか、全国森林計画等の文言等を参考にしまして、若返りから高齢級まで

多様な齢級構成に配慮するということで、思いを込めておるというところです。 

  あと、皆伐等につきましては、滋賀県自体が個人所有の森林が全国的に見ても多いと

ころでして、今の状況で改めて皆伐をどんどんして若返りさせるのは、個人所有の森林

については、大きな課題であると認識しております。 

  あと、鹿、それから滋賀県は積雪地も多くございますので、適正な更新をするために

は、鹿対策とか、その防護関係は、雪の部分ですと、柵等がうまくいかない部分や、い

ろんなリスクがございますので、そういった課題を考えながら、更新等も検討していか

なければならないと思います。 

○議長：はい。 

いかがでしょうか、今の返答。各論の中では基本的には間伐で、皆伐に関しては議論

していないけども、その中で、ある程度年齢構成とかを考えてというところに少し入っ

ているだろうという意味ですけども、いかがでしょうか。 

○委員：委員の皆さん全体の反応で決めれば、いいのかなと思います。ただ、一言そうい

う皆伐等に対する取り組みが必要になっているということを、改めてこの場で申し上げ

させてもらえれば、そして委員のほうから特段なければ、それ以上は申しません。 

○議長：はい。 

という意見ですけど、ほかの委員の方々いかがでしょうか。こうした皆伐の必要性も

高まっているという意見もございますけども、これを改めて追加で入れるべきかどうか

ですけども。 

  事務局のほうから、どうぞ。 

○事務局：森林保全課の○○と申します。 

  委員のご指摘があったような主伐・再造林というのは、当然滋賀県でもやがて本格的

に抱える課題と認識はしております。この仕組みづくりの中であえて間伐に特化してい

るというのは１２齢級までの人工林の約８割がまだ６０年に満たない、まだまだ間伐が
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必要な齢級になっておりますので、ここの中では間伐のところに主眼を置いているとこ

ろです。主伐についても、この１０年間でまた１万 ha 近くが６０年生を超えてくるこ

とにもなりますので、主伐についても当然考えていかなければならないことが課題かと

思っています。 

  その中で、先ほどこちらの事務局のほうでも申しましたとおり、やはり個人所有の方

の若返りをどうしていくかが非常に大きな問題と思っていますので、そのあたりの対策

については、これから検討していきたいと考えております。 

○議長：はい。 

という意見ですけども、いかがでしょうか。 

○委員：１点だけちょっと確認ですが、私個人的には、個人が持っている山のほうが、か

えって皆伐とかしたいと言われれば、やらざるを得ない状況にあるのではないですか、

そんなことはないですか。 

○事務局：すみません。非常に答えづらいというか、個人の方の意見を全て集約したとい

うわけではないので、これが大事なのかどうかわからないのですけども、自分でしたい

という方、資料のアンケートにもございますとおり、間伐材を搬出したいですかという

と、４割の方はしたいですと。逆に言うと、６割の方はできないとか、そういうふうな

ことでできなくなってくる。 

今度、主伐をしたら、必ず次に再造林というのがついてきて、再造林をしてから保育、

これはまた一から下刈りも必要になりますし、枝打ち等、除間伐が必要になってきます。

そこに若干抵抗があるのではないかなと危惧しておるところです。これは林業白書の中

でも同じようなことを、やっぱり世代が代わったら、そういう課題がありますというよ

うなことが言われておるとおり、その辺は滋賀県においてもかなり危惧しているところ

です。 

個人の方だから、やりやすいのかと言われると、個人の負担を求めていくということ

になるので、なかなか難しいことになると考えております。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

この問題はこれから恐らく本格的に議論しなきゃいけないと思いますけども、ほかの

地域では既にかなり主伐を行った地域もありまして、そういったところでは確かに皆伐

をしないとコスト的に割が合わないということで、皆伐をされている地域も結構ござい

ます。 
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  今後、滋賀県もこれからだんだんと主伐を迎える時期になってくると思いますけども、

そうした段階では恐らく、そういったことも含めて環境にもきちんと配慮し、同時に生

産性向上等も考えなきゃいけないという、そういうところに直面していくようになって

いると思います。また、主伐をした後に、いかに再造林をしていくのかということも考

えなきゃいけないという、そういった大きな課題が今後見えてくると思います。とりあ

えず現時点では、どちらかというと、今後の課題という方向に位置づけたほうがいいか

なと思っていまして、総論でやはり議論すべきかと思っています。個々の議論の中では、

あくまでも先ほどの場所は間伐の場所ですので、今後の主伐に関する議論はむしろ、総

論の中で書いたほうがいいのかなと。 

  私からの提案としましては、例えば総論の２ページ目のところで、先ほど事務局から

説明がありましたように、２ページ目の３段落目、「このことからも琵琶湖の水源であ

る森林を保全していくためには、」というところで、今後のことが少し書かれているわ

けですけども、ここに、「今後、滋賀県の森林も主伐をする期を迎えるに当たって」と

か、一言入れておいていただければ、そういったことも含めて、今後の課題として入っ

ているのだという形で位置づけられるかと思いますので、そういったところで、今後の

主伐期を迎えてどうするかということが、将来的な課題になっているという位置づけを

したらいいんじゃないかというふうに思っております。 

  いかがでしょうか。 

  よろしいでしょうか。はい。 

では、そういう形にし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。 

  その他、何かご意見ございませんでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：すみません。県産材の生産・利用・流通のところで、供給の安定ということでい

ろいろ考えられていますが、利用と供給のミスマッチの解消ということがあるのです。

ずっと見ますと、問題ないといえば問題はないのですけども、例えば、「滋賀の風土に

あったびわ湖材の積極的な利用について、普及・啓発する取り組みが必要である。」と、

これはそのとおりですけども、需要の創造、新しく木を使うという消費者側の立場から、

新しい需要を掘り起こすという部分を今後考えていくということになれば、普及の中に

入っているといえば入っているのかもわかりません。 

公共施設の木質化といいますか、椅子の問題とか机の問題というだけではなくて、新
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しい需要、木の使い方、こういうものを創造していくという部分が必要なのではないか

と思っています。そういった「需要の創造」という部分をどこかに、「新しい需要を掘

り起こす」でもいいですけども、そういう形の部分がありますと、安定供給に対するマ

ッチングした需要という形になるのではないかと、そういうような思いがちょっとあり

ます。もっとどんどん言えばよかったのですけど、こういう形で見たときに、従来の形

の需要だけではいかんので、そういう部分を言葉として入れておくと、次は、やりやす

いのかなというふうに思います。 

  以上です。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  「新たな需要の創造」という言葉をどこかへ入れたらいいんじゃなかろうかという提

案だと思いますけども、この点に関しまして、事務局のほう、いかがでしょうか。 

○事務局：県産材流通推進室の○○でございます。 

確かに、需要と供給のミスマッチの解消という部分では、需要面を大きくしていくと

いうのが最大の課題というふうには認識しております。ただ、今おっしゃいましたよう

に、「新たな需要の創出」でございますね。例えば公共施設につきましては、数年前に

国のほうで法律をつくっていただきまして、既に滋賀県においても、ここ一、二年、公

共施設の木造化というのがかなり進んできているという部分、あと木質バイオマスにつ

きましても、発電等の関係で、燃料としての需要もかなり出てきている。それ以外にも

いろいろ課題があります。 

例えば、先ほどのお話とちょっと関連するのですけども、今後、大径材が多くなって

くる中で、従来の柱だけの利用じゃなくて、例えば今、国のほうで盛んに進められてい

るＣＬＴといいまして、高層建築物に対応できる新たな建築資材の開発でありますとか、

そういったもろもろの技術開発も進んでくる中で、恐らく県としてそこまで関わってい

けるかということで、かなりのジレンマもございます。 

そういった需要創出部分では、既に世の中は先に進んでいまして、それに対していか

にうまく様子を見ながら流通させていくかという部分が、現状では課題じゃないかなと

考えております。あえてミスマッチの解消のための需要創出という部分については、「新

たな需要創出」という言葉はあるのですけど、そうしたら具体的に、県の施策として何

をしていくのかという部分につきましては、なかなかここで表現しにくいなという部分

がございまして、あえてそういった部分については踏み込んでは表現していないという
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ところでございますが、いかがでしょうか。 

○議長：はい。 

いかがでしょうか、今の返答で。 

○委員：おっしゃるとおりで、それはよくわかるのですけども、長期的に安定した供給を

していこうという部分では、従来の需要とプラス「創出」という言い方にするのか、「創

造」という形にするのかわかりませんが、県民としての使い方、もしくは企業等も含め

た木の使い方みたいなものが検討されて出てきたほうがうまくいくのではないか。今の

話を聞きますと、余り需要が出てきたら大変やというような感じに聞こえるようなとこ

ろもあるのですけども、需要がどんどん出てくれば、それに越したことはないので、従

来の普及・啓発という部分だけではなくて、やっぱり「需要創造」のシステムみたいな

ものも含めて、これから考えていかないといけないと思うのです。 

  ですから、需要と供給とを考えるときには、もちろん供給は一生懸命やっていること

はよくわかりますけども、需要についてもこれは県か市町かわかりませんが、それも合

わせて、僕はここに、「需要の創造」という部分を入れておいたほうが、次の手は打ち

やすいなと、こう思っているのです。打ちやすいなというのは、新しく創造をした需要

ができてくるという部分がいろいろ考えられるような気はしますね。それはＮＰОさん

なり、一般の環境団体なんかからすると、県民として木をしっかり使う仕組みみたいな

ものをつくっていけるのではないかなと思います。 

ただ、この普及という部分で、そこのところは十分だと言うのなら、それにしておい

て、次のステップで検討してもいいのかなと思いますけど、「需要の創造」ということ

が大事なことかなと思いまして、あえて申し上げただけです。 

○議長：はい。 

ということですが、いかかでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○事務局：まさにおっしゃるとおりだと思うのですが、もう１点、ここの３段目で「木育」

の話を出させていただいています。普及という部分の中で、木材を使うこと、自ら使う

という意思を持って、使っていく人づくりをしていきましょうという部分に今後、力を

入れていきたいというふうな趣旨でございますので、需要創造とか、具体的にこういう

ふうに木材利用を増やしていくというふうには触れておりません。 

今おっしゃいました普及という部分では、こういうふうに使いましょうというだけじ
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ゃなくて、使うという部分で、みずから行動できる県民を育てていこうという雰囲気を

つくっていこうという部分も、今後、力を入れて考えておりますので、現段階ではそう

いった取り組みという部分で、やっていきたいなというふうに考えているところです。 

○議長：はい。 

という形で事務局の説明がありましたけども、ここの部分、どういう表現にすればい

いのかということをもう少し議論しなければいけないかもしれませんけども、私のほう

で少し文案を考えてみたいと思います。それで、また事務局と相談をいたしまして、今

ご指摘のあったような「新たな需要」というものをどういうところに、どういう形で入

れたいのかということを少し事務局と相談した上で、何らかの形で反映していきたいと

いうふうに思っております。 

  今の場面では、どういう表現にすればいいのか、私もこれで大丈夫かなと不安に思う

ところもありますので、ちょっと事務局と相談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。 

  その他、ほかの場所で何かご質問、ご意見等ございませんでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：１４ページの上のところで、点線枠の中ですけれども、バイオマス利用について

言及されていまして、これ、前回から見落としていたのかわかりませんが、「採算性や

効率の点で、できるだけ近い範囲で生産、利用する必要がある。県が市町や地域と連携

して、地産地消の取り組みを推進することが求められる。」とありますけども、これは、

木質バイオマス発電を県内でやるぞという含みなんでしょうか。 

○議長：はい、どうぞお願いいたします。 

○事務局：ここに書いておりますのは、バイオマス発電という規模じゃなくて、例えば薪

でありますとか、ペレットストーブでありますとか、熱供給でありますとか、そういっ

たローカルエネルギーとしての利用という意味で書かせていただいております。 

  １点、発電のことを触れられましたけども、実は発電につきましては慎重になってお

りまして、一般的な５,０００キロワットクラスのプラントをやるに当たっては、１０

万㎥の木材を安定的に供給する必要があるということで、果たして滋賀県でそれができ

るかどうかという議論がありますので、その辺についてはちょっと慎重になっていると

いうのが現状でございます。 

○委員：はい、わかりました。 
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その前の取り組みのところには、バイオマス発電等と書いてあるので、まさかやるの

かとちょっと思いましたので、よくわかりました。ありがとうございます。 

○議長：はい。 

ということですが、ここは特にバイオマス発電には特化していないという形になって

おります。 

  その他、ご質問、ご意見等はございませんでしょうか。 

  よろしいでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：すみません、意見ではないです。１ページの「はじめに」の最終行ですけど、多

分、文章を校正していく中で気づかれるとは思うのですけど、残ったら嫌なので、「議

論が進みことを」となっているので、これは「進む」とか、「進み、ほにゃらら、こと

を期待している」とか、何か修正をお願いします。 

○議長：そこは私のミスですね。１ページ目の「はじめに」の最後の段落のところの、一

番最後の文章です。これは、「具体的な取り組みに向けて議論が進むことを」です。大

変失礼いたしました。 

  この部分は私のほうで文章を作成して、今回新たにつけたものですけども、特に今回

の報告書というのは、あくまでも全体的な枠組みだけを示したものであって、これをも

とに、具体的にまた個々の施策について検討していただきたいという思いを込めて、こ

こに書いた形になっております。 

  はい、その他、ご意見ございませんでしょうか。 

  特になければ、そうしましたら、一応この最終報告書はこういった形で進めていきた

いというふうに思っております。 

  あと、幾つかまだ議論があったかと思いますけども、本案件、最終報告書に関しまし

ては、答申書を今後どういうふうに作成するか。それから、答申時期をどうするかとい

うことに関しましては、一応事務局と相談しながら、私のほうで決めていきたいと思い

ますので、今後に関しましては、私に一任いただきたいと思いますけども、ご異議ござ

いませんでしょうか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  それでは、議題１の案件に関しては、これで審議は終了したいというふうに思います。
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どうもご協力ありがとうございました。 

   

  ○「琵琶湖森林づくり基本計画の平成２５年度実績の評価」について 

○議長：続いて、２番目の議題のほうに移りたいと思います。 

  ２番目の議題に関しましては、琵琶湖森林づくり基本計画の平成２５年度実績の点

検・評価になっております。 

  それでは、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：森林政策課の○○でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、お手元の資料で、右上に「資料１」と書いたものと、琵琶湖森林づくり基

本計画のパンフレット、これを中心に説明させていただきます。 

  参考資料につきましては、必要に応じて見ていただきたいと思います。この参考資料

の中は具体的な施策の内容、指標の推移、昨年の評価シートなどを入れております。 

  この中で一部誤りがありましたので、修正をお願いします。 

  参考資料の４ページ、「環境に配慮した森林づくりの推進」のところで具体的な施策の

ことが書いてあるのですが、その真ん中あたりに、「環境林整備面積」というのがあり

ます。それの右のほうに、「環境林整備事業については云々」というところがありまし

て、その中で、「湖国の森林と自然を守るニホンジカ特別対策事業云々」というのがあ

りまして、それの括弧書き、（本事業による捕獲頭数云々）とあるのですけれども、こ

れについては全体の捕獲頭数を書いているということで、事業でやったものだけではな

いということですので、「本事業による」というところを削除していただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

  それでは、基本計画の点検・評価につきまして説明します。 

  今回初めての委員の方が約半数ほどおられますので、基本計画等点検・評価の目的に

ついて簡単に説明させていただきます。 

  琵琶湖森林づくり基本計画（概要版）のパンフレットを見ていただきたいと思います。

一つ開けていただき、左側のほうをご覧いただきたいと思います。森林の多面的機能の

持続的発揮により、琵琶湖の保全および県民の健全で文化的な生活の確保に寄与するた

め、平成１６年４月に、琵琶湖森林づくり条例を施行しました。さらに条例の理念を実

現するために、平成１７年４月に、琵琶湖森林づくり基本計画を策定しております。  

この計画は、平成１７年度から平成３２年度までの１６年間の長期計画です。これにつ
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きましては、部内の上位の計画の終期に合わせて１６年という形になっております。 

  この中に４つの基本施策があります。 

  まず１つが、環境に配慮した森林づくりの推進。 

  ２つ目が、県民の協働による森林づくりの推進。 

  ３つ目が、森林資源の循環利用の促進。 

  ４つ目が、次代の森林を支える人づくりの推進。 

  この４つの基本施策を柱として進めています。 

  この基本施策をより具体的、かつ計画的に進めるために、中期目標をつくっていまし

て、５カ年の戦略プロジェクトを定めております。今現在のテーマは、「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」ということをテーマにしまして、森林づくりの着実な取り組みを進めているという

ことです。 

  今年度、平成２６年度につきましては計画を開始しまして１０年目ということで、中

期計画で言いますと、第２期の５年目、最終年ということになります。 

  続いて、下のほうを見ていただきますと、この基本計画を進めるための事業としまし

ては、木材生産を中心とする林業の振興や治山事業などの従来事業と、「環境重視」と

「県民協働」という新たな視点に立った琵琶湖森林づくり事業の２つを両輪として展開

しまして、滋賀の森林づくりに取り組んでいるということです。 

  続いて、このパンフレットの後ろのほう、基本計画の推進体制です。 

  まず、財源の確保は、新たな視点に立った琵琶湖森林づくり事業につきましては、県

民の皆様に琵琶湖森林づくり県民税を新たなご負担をいただいております。 

  次に、進行管理と点検評価ですが、毎年、基本計画の事業の進行状況を点検し、森林

審議会において、事業の効果、施行の方向性などを評価していくことを定めております。

具体的には、資料１の点検シートで基本計画の進行を取りまとめ、その後、評価してい

ただきまして、その意見を今後の施策に反映していこうと考えております。 

  本日は、平成２５年度の実績、中期計画で言いますと、第２期の４年目の実績に基づ

く点検・評価シート、それに対する評価として審議していただくことになります。 

  また、実施状況の公表ということで、審議会のご意見などを取りまとめまして、点検・

評価シートは県のホームページなどで広く公表していくことになります。 

  ここで、今年度より評価の仕方など４点ほど変更しておりますので、これについて説
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明させていただきます。 

  まず資料１の点検・評価シートの様式ですけれども、これについては参考資料の１１

ページから１４ページに昨年度のものをつけておりますが、ちょっと見づらいというご

意見もありましたので、今回、見やすい形に変更させていただきました。 

  続いて、２つ目は、自己評価の仕方につきまして、昨年度までは４つの基本施策のみ

自己評価をしておりましたが、今年度からは基本施策の基本指標、それと戦略プロジェ

クトの取り組みごとに進捗管理と評価することに変えさせていただきました。 

  ３つ目は、達成率の算出方法を変更しています。前回までは現状値と目標値との伸び

率を達成率としておりましたが、資料 1 の左下にちょっと例を書いておきましたけれど

も、実績が単年のものにつきましては、目標値と実績値との比で、実績が累計のものに

ついては、従来どおり伸び率で算出して、より実態に合った達成率の算出に改正させて

いただきました。 

  ４つ目は、昨年度までは事前に各委員さんから書面で評価をいただきまして、森林審

議会の当日に内容確認と追加の意見をいただくという形をとっておりました。これにつ

きましては、委員さんの負担が大きいというようなお話もありましたので、今回より、

資料は事前にお送りしておりますけれども、評価、意見につきましては、当日にしてい

ただくというやり方に変えさせていただいております。 

  それでは、点検・評価のほうで、お手元の資料１のＡ３一枚物を見ていただきたいと

思います。 

  先ほどのパンフレットも広げていただきますと、写真とかがありましてイメージしや

すいので、それを下に置いて、Ａ４のものを見ていただきたいと思います。 

  まず基本施策、１つ目の環境に配慮した森林づくりの推進です。 

  これにつきましては、多面的機能を持続的に発揮させる森林管理の推進とか、人工林

の特性に配慮した森林整備の推進などに取り組んでおります。具体的な施策で言います

と、治山事業、環境林整備事業、間伐対策、作業道整備などを実施しています。 

  この基本施策には指標が３つございます。 

  １つは、民有林に占める保安林面積の割合です。これにつきましては、平成１５年度

に割合が３３％だったものを、平成３２年に３８％まで伸ばそうという指標でございま

す。これは、２５年度に新たに４８７ha が保安林に指定されまして、民有林に占める保

安林面積の割合は３５％で、達成率は４０％ということになります。それで、自己評価
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は、Ｄ評価とさせていただきました。 

この評価のやり方は、表の下を見ていただきたいのですけれども、達成率のパーセン

トによりＡからＥの５段階評価とさせていただいています。今回は４０％ですので、Ｄ

の評価とさせていただきました。 

  続いて２つ目ですが、治山事業による保安施設整備の割合ということです。これにつ

きましては、２５年度、１４２カ所で４２９ha の整備を行って、割合が５８％、達成率

は５７％ということです。これは、平成２２年から２５年まで全て５８％という数字が

並んでいるのですが、達成率の数字が微妙に違います。これについては毎年少しずつ面

積が増えており、小数点以下の数字を入れて計算しますと、上のほうの数字は変わらず

に、下の達成率が変わっているという状況になっています。これについてはＣの評価を

させていただきました。 

  ３つ目の評価ですが、除間伐を必要とする人工林に対する整備割合ということで、平

成３１年、３,１００ha に対しての割合です。これにつきましては、昨年２,２９４ha

の整備をしました。それで整備率は７４％で達成率は８２％で、これについてはＢの評

価をさせていただきました。 

  この３つの指標を均等に評価しまして、星３つの評価をさせていただきました。これ

も下のほうを見ていただきたいのですが、基本施策と戦略プロジェクトにつきましては、

５段階評価の星の数で評価させていただきました。 

  続いて、下のほうの戦略プロジェクトを見ていただきたいと思います。 

  まず、環境に配慮した森林づくり推進プロジェクト。 

  １つは環境林整備面積です。これにつきましては、平成２０年、４２２ha だったとこ

ろを、累積で平成２６年には１,６００ha にするという計画です。２５年には４６４ha

の事業が行われまして、累計は１,５３９ha ということで、９５％の達成率、Ａの評価

をさせていただきました。 

  ２つ目は、年間間伐実施面積です。これにつきましては、毎年３,１００ha を目標に

やっており、昨年につきましては２,０４２ha ということで、６６％の達成率、Ｃの評

価をさせていただきました。 

  続いて３つ目は、年間作業道等開設延長です。これにつきましては、平成２６年は３

万６,２００ｍを目標にやっております。それで、平成２５年度には１０万ｍ弱の実施

ができ、達成率は２７４％です。これの評価につきましては、間伐が目標に達していま
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せんけれども、２項目が達成、もう一つがほぼ達成ということで、星４つの評価とさせ

ていただきました。 

  ここまで基本計画の概要説明、それから、基本施策１番、環境に配慮した森林づくり

の推進のところまで説明させていただきました。 

○議長：はい。 

ということで、ただいまご説明いただきましたけども、今回こういう新しい評価シー

トに、昨年と少し変わったという話を伺っております。 

  見方ですけども、大きく分けて、上から半分がⅠ番の基本施策で基本指標、下側のⅡ

番目のほうが、戦略プロジェクトで５年間の取り組みとなっておりますけども、注意し

ていただきたいのは、基本指標のほうに関しましては、平成３２年の長期目標に対して

どれだけ現時点で達成しているかという、長期目標に対する達成度で見ているという形

になります。したがって、平成２６年の中期目標に対して十分到達するかもしれないけ

ども、それでも評価結果としては割と悪くなったりすることがあるのは、そういう点だ

ということについてご注意いただきたいと思います。要するに、平成３２年というまだ

大分先の長期目標に対して、現時点でどこまで達成しているかという点から、かなり厳

し目に評価が下されているというふうになります。 

  一方、下側の戦略プロジェクトに関しては、５年間の取り組みということですので、

これはあくまでも中期目標に対して、どこまで実際に到達できたかという観点から評価

されていますので、その違いについてご注意をお願いしたいというふうに思います。 

  そうしましたら、ここまでに関しまして何かご質問、ご意見等はございませんでしょ

うか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：達成率の数字は、例えば多面的機能の部分で平成２５年が３５％というのは、平

成３２年の３８％に対して３５％、これは累計ですよね。その下の達成率４０％という

のは、平成３２年の３８％に対して３５％いっているから、４０％という意味がもうひ

とつわからないのですけども、ごめんなさい。 

○議長：はい。 

○委員：今のご説明だったら、３８％に対する比率。 

○議長：ちょっとすみませんが、事務局の説明をお願いできますでしょうか。 

○事務局：一番上の保安林の面積の話ですけれども、これの計算の方法は、左一番下の②
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のほうを見ていただきたいのですが、これで計算しております。 

  見方をちょっと説明させていただきますと、まず分母になるほうを先に見ていただき

たいのですけれども、３８％から３３％を引いております。これにつきましては、平成

１５年の数字が３３％でした。それを平成３２年には３８％にしたいということで、そ

の３８％は３２年の目標ということです。全体は、５％伸ばしたいという目標になって

おります。それに対しまして、平成２５年で言いますと３５％まで来ていますが、実際

には２％しか伸びてないということで、その伸び率の割合で４０％という計算をさせて

いただいています。 

○議長：はい。 

よろしいでしょうか。 

  ここは伸び率で計算しておりますので、長期目標３８％に対して、平成２５年段階で

３５％。結構到達しているように見えるかもしれませんけども、伸び率で見ると４０％

しか達成していないと、そういった表現になると思います。 

  よろしいでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：すみません、２つ目の間伐を必要とする人工林に対する整備割合のパーセンテー

ジは平成２５年が７４％でいいのですね。何が言いたいかというと、長期目標で見たら

９５％になっているのですね、この表で見たら。この見方はどうなのかなと思いまして、

間伐を必要する人工林に対する整備割合が、平成２５年度は９５％になっていますので、

この見方がちょっと、数字だけのことです。 

○議長：はい。 

すみません。事務局のほうからちょっとご返答いただけますでしょうか。 

  何ページ目の表になりますでしょうか。 

○委員：２ページ目の裏ですから、３ページですね。 

○議長：３ページ目、はい。 

○委員：基本計画の進捗状況の表で、折れ線グラフの長期目標の一番右の分ですね。この

１枚目で見ますと、７４％ですよね。ということで、３２年の長期目標の９０％には達

成してないのですけども、これ、折れ線グラフで見たら、９５％になっているのですよ

ね。 

○議長：はい。 
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今、見ていただいているのは、参考資料のほうの３ページ目の上半分、環境に配慮し

た森林づくりの推進の、長期目標、除間伐を必要とする人工林に対する整備割合という

グラフですね。長期目標が９０％に対して、折れ線グラフのほうが、平成２５年の段階

で９５％になっているということですね。 

○事務局：わかりました。今のグラフですね。９５％と書いていますけれども、上のほう

の表を見ていただきますと、ここについては７４％というふうに書いていると思います。

グラフと数字、それがちょっと合ってないというような感じで、誤りになっています。

すみません。 

○議長：はい。 

ということみたいですね。図と表が一致しておりませんでしたので、ここは確認して

いただいて、ご修正をお願いしたいというふうに思います。ご指摘、どうもありがとう

ございました。 

  その他、お気づきの点はございますでしょうか。 

  今、検討しておりますのは、Ⅰ番目の基本施策に関する基本指標の話と、それからⅡ

番目の戦略プロジェクトに関しましては、１番目の環境に配慮した森林づくり推進プロ

ジェクトだけを説明いただいております。 

  その後の、県民の協働による森林づくり推進プロジェクト以下に関しましては、後ほ

ど一個一個検討していきますので、現在、説明していただいたところまでに関しまして、

何かお気づきの点、ほかにありますでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：評価の感覚というか、そういうのを確認したいのですけども、保安林のほうの面

積を当然伸ばそうと思って活動されているわけですけども、ここでは伸びているという

こと、範囲が広がって割合を増やして、それを評価されているのはわかるのですけども、

現在、保安林の面積がどんどん増えていくということは、多面的機能を発揮できている

森を、どんどん増やしていって管理をしていかないといけなくなるのか。もちろん保安

林としての機能発揮がいけているかどうかという調査をされていると思うのですけれ

ども、その調査自体は順調に進んでいるのでしょうか。 

（滋賀）県では余りされないと思うのですけど、他府県では保安林に指定されている

ところの森が公益的機能を発揮するには難しいんじゃないかというような状態のもの

をよく見かけるのですね。なので、滋賀県でも保安林に指定されているのですけども、
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保安林に託しているような公益的機能が本当に発揮されているのが、どんどん増えてい

っているのか、そこらがちょっと気になりましたので、質問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。 

ただいまの指摘、保安林の面積自体は増えてきているけども、実際にちゃんと多面的

機能が発揮できるような状態になっているかどうか。そこら辺のモニタリングについて

現状どうなっているかということですけど、ご返答をお願いいたします。 

○事務局：森林保全課の○○と申します。よろしくお願いいたします。 

  今、委員のご質問があった内容は、保安林として指定されているが、現状が保安林と

してふさわしい機能を発揮しているのかどうかということでございますね。 

これは非常に大事な問題で、これについては県としても積極的に、森林の状態がどう

いうふうになっているのか、まさにこれが水源涵養保安林あるいは土砂流出防備保安林

として機能しているのか、発揮できるような状態であるのかというのはチェックしなけ

ればならないというふうに考えております。 

ただ、現実的には非常に広大な面積でありますので、それを一朝一夕に把握するとい

うのは困難ですが、これについては今後大きな課題というふうに考えておりますので、

前向きに進めていかなければならないというふうに思っているところでございます。た

だ、実際の問題としては、シカの食害とか、そういった面から機能が低下している森林

が確かに増えているのではないかということについては、実感しているのも事実でござ

います。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  何か補足はありますか。 

○委員：面積が増えてくると、多分マンパワー的にもかなり必要になってくると思うので

すね。私たち県民としては、保安林が増えてくれたら、それで公益機能が発揮されてい

くよりか、増えていくということを安心にしたいと思っています。 

今そういう問題で、滋賀県だけじゃなく、全国的にそういう問題が多くなってきてい

るので、管理の仕方というのも、行政さんとか林業事業体の方だけではなくて、県民を

巻き込んだ形の保安林の管理とか整備というのをもうちょっと考えていかれたらどう

かと思うのは、他府県でも保安林の管理に専門的なボランティアを使うとか、県民のボ

ランティアを使って、整備とかも広げていこうと呼びかけられているところがあります

ので、保安林を増やしていったときも、県民全体で管理であるとか、教育というのを呼
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びかけていただきたい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した。 

  そうしましたら、今のご指摘いただいた部分に関しましては、特に保安林に関して、

単に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、適切にモニタリングをし、それをきちんと管理する体制とかを考えていく

必要があるだろうと、そういった意見として、できればこの空欄になっている審議会意

見という場所に追加する形で対応したいと思います。 

  何分、この評価に関しましては、いずれも数値目標を設定して、それに対する達成度

だけで見ております。そうすると、保安林の指定面積のように数値化しやすいものは当

然評価できるわけですけども、一方できちんと多面的機能が発揮できるように管理され

ているかどうかということに関しましては、かなり質的な要素がありまして、なかなか

こういった数量化が難しいものになってきますので、そういったものはこういった評価

シートの中からはちょっと抜け落ちてしまう面があるのですね。 

ですので、そういった部分に関しましては、この評価シートとは別途、きちんと行政

側で適宜モニタリングをしたり、管理をしたりして対応してもらう必要があると思われ

ますので、そういったところを特に審議会意見などのところで追加的に加えていくとい

う形で対応したいと思います。 

  とりあえず、今ご指摘いただきました環境に配慮した森づくりの推進の多面的機能を

発揮させる森林管理の部分に関しましては、そういった形で審議会意見として記入する

形で対応したいと思います。どうもありがとうございます。 

  それでは、何かお気づきの点とかございますでしょうか。 

  そうしましたら、とりあえず先に進みたいと思います。 

  続いて、２番目のほうの県民の協働による森林づくりの推進プロジェクトのほうに関

しまして、事務局のほうから説明をお願いしたいと思います。 

○事務局：そうしましたら、基本施策２つ目の、県民協働による森林づくりの推進です。 

  ここでは、県民の主体的な森づくりへの参画の促進、里山の整備・利活用の推進、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などの施策を実施してい

ます。具体的な施策としましては、みんなの森づくり活動支援事業や協働の森づくり啓

発事業などを実施しております。 

  こちらについても、基本施策の基本指標としましては３つあります。 



 - 27 - 

  まず１つ目が、森林づくり活動を実践している市民団体等の数です。これは累計にな

っております。これにつきましては、平成２５年に新たに１２団体増えたということで、

現在、１３９の団体があります。平成３２年に１５０団体目標ということで、達成率は

９１％で、Ａの評価をさせていただきました。 

  ２つ目が、里山整備協定林の数です。これも累計になりますけれども、２５年度１カ

所増えまして、累計で１４カ所の協定林になりました。目標が４０カ所ということで、

達成率は３５％で、Ｄの評価をさせていただきました。 

  ３つ目が、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ということです。

これについては、目標人数が１万３,０００人ということで、参加者人数が１万２９０

人で前年よりも若干減ったということです。それで７９％の達成率ということで、Ｂの

評価をさせていただきました。 

  ３つの指標を総合的に判断しまして、星３つにさせていただきました。 

  続いて、下のほうの戦略プロジェクトです。これにつきましては、２つの取り組みが

あります。 

  １つは、琵琶湖森林づくりパートナー協定（企業の森づくり）です。これも累計の数

になっております。２５年度、新たに４件の協定が締結されました。それで２１件にな

りまして、目標の１５件を超えております。達成率は１５０％ということで、Ａの評価

をさせていただきました。 

  もう１つは、森林づくり活動市民団体年間延べ活動日数です。目標日数が７５０日、

それに対しまして実績が１,０３０日ということで、１３７％となりました。これにつ

いても目標を超えておりますので、Ａ評価ということです。 

  こちらのプロジェクトにつきましては、２つの項目とも目標値を超えておりますので、

星５つの評価にさせていただきました。 

  以上です。 

○議長：はい。 

ということで、県民の協働による森林づくり推進プロジェクトについて、それぞれ基

本施策と戦略プロジェクトについて説明いただきましたけども、これに関しまして、何

かご質問、ご意見等はございますでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：すみません。ちょっと続きますけど、県民の主体的な参画の促進のところで、市
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民団体の数が累計でずっと伸びてきているわけですけども、全国的に問題になっている

森づくり団体が継続的に活動するときに、いろんな課題を抱えるようになってきている

と思うのですが、１３９団体まできているのですけども、実際、活発に継続して活動さ

れている数というか、そういうのは把握、ヒアリングとかはされているのですか。 

○議長：はい。 

いかがでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○事務局：森林経営・交流推進担当の○○です。 

  今の○○委員の質問ですが、一昨年に全ての対象団体にアンケートをさせていただき

ました。ここの数字についてはこれまでの累計ですので、やめているところもあると思

います。この１３９団体のうち、実際に活動をやめているのは１割もないかと思います。

そこの団体の意見としまして、リーダーがいなくなったという今まで活動しているリー

ダーがいなくなったため活動ができない、それと資金的な問題、そういうふうな形で継

続ができなかったというふうなお答えをいただいています。それは今後の課題かなと思

っています。以上です。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  これもあくまでも団体の数だけで評価しておりますので、実際にしっかりと活動して

いるところもあれば、やってないところもあったりする可能性があって、そういった質

的な面というのは、なかなかこの数だけでは把握できない部分があります。 

こういったところは行政側で適宜把握をし、きちんと活発に活動してもらうように、

さまざまな支援が必要であろうというふうに思っております。 

ご指摘どうもありがとうございます。 

  はい、どうぞ。 

○委員：里山の整備・利活用の推進で、今年度は２５カ所ですけど、これは９カ所から始

まって１４カ所までしかいっていませんよね、累計で、その協定の箇所。ですから、達

成率がＤになっていて、全体を合わせて星３つということになっているのです。 

毎年１つずつ増えているのですけども、２５カ所まで増やそうと思ったら大変ですけ

ど、何か問題みたいなことがあれば、ちょっとお聞かせいただけますか。 

○議長：はい。 

ご返答をお願いします。 
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○事務局： 

  この事業の評価ですが、県民参加の里山づくり事業というものの評価でやっておりま

す。その県民参加の里山づくり事業は市町が事業主体となって、市町が複数の里山づく

り団体と協定してやる事業、その協定数をカウントしておりまして、現実としまして、

滋賀県は市町が主体となって里山づくり団体と連携できるとか、そういうふうなところ

がまだまだ少ないので、伸び率が悪かったかなと思っています。 

  現実に、同じ里山の中でも、里山リニューアルというほかの事業があるのですが、そ

ちらにつきましては、身近な里山を地域の人とかの連携の中でやるという事業で、それ

も協定を進めているのですが、ここの指標としましては、先ほど言いましたような県民

参加の里山づくり事業という、市町が協定している団体と一緒にやるという事業を指標

としておりましたが、市町で１つ、２つ、３つと、そういうような形で伸びているよう

な状況です。市町の数も県内で２０程度ですので、若干そこが課題になるのかなと思っ

ております。 

○議長：はい。 

よろしいでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：ここのところは難しいという感じですね。 

○議長：はい。 

という状況みたいですね。 

  はい、どうぞ。 

○委員：すみません。今日いただいた資料とは違うのですけれど、それをちょっと確認し

たいのですが、この里山整備協定林の数というのは、県民参加の里山づくり事業実績の

数ということでいいのですね。 

  今日いただいた資料のとこには、第２期プロジェクトで、平成１８年の第１期のとき

から、５カ所、８カ所、９カ所、１１カ所、１１カ所、１２カ所、１３カ所、１４カ所

というふうに数が上がっているのですけども、県のホームページのほうで、２４年度ま

での実績が出ているグラフがあるのですけれども、そこには平成２２年が１１カ所で、

平成２３年が７カ所、平成２４年が５カ所とかいう累計の数になっているのですよ。 

今、私の手元に持っているのですけども、それをお伺いしたかったので、この協定と

いうのは５年間ですよね。それが継続されていないと累計に入らないのか、これが１８
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年から始まって、１８年、１９年、２０年、２１年、２２年なので、協定が終わってい

るところがあると思うのですよ。引き続き、協定林が結ばれていて累積されているのか、

この数の違いがちょっと気になっているのです。 

そこを確認させていただきたいなと思って、杉本さんに。 

○議長：はい。 

お願いします。 

○事務局：そこは、個別でよろしいですかね、今すぐそれを調べても。 

○委員：企業の協定が。 

○事務局：多分、いろいろホームページの入れ方のミスもあるかと思います。 

○委員：継続している協定分だけですか。 

○事務局：基本的には５年間の協定ですので、一定５年切れて協定としては終わっている。

現実的にはやられているところがありますが、協定自体は終わっているということで。 

○委員：累計されて。 

○事務局：累計されてない。 

○委員：累計されてないと。 

○事務局：そこは今、数字はわかりません。個別でお願いします。 

○議長：はい。 

そこは、再確認していただく形にしたいと思います。 

  はい、どうもありがとうございます。 

  ほか。どうぞ。 

○委員：企業の森という実績のご報告をいただきまして、県の働きかけ、あるいは企業さ

んの関心、いろんな狙いと目的というものの成果だろうと思います。 

  端的にお伺いするのですけど、中期の目標は１５件で、当初は３件ですか。現下を見

ていましたら、市民のボランティアでお考えになることと、それから企業さんがここの

県内で立地をして、琵琶湖、森林環境というあらゆることをお考えいただいて、また企

業で水を使うということもあるでしょうし、いろんな意味合いで考え方の差がかなりあ

るんじゃないかと思うのですね。 

  そういう意味で、この実態がどうなのか、成果としていいものになるのか私はわかり

ませんが、お隣の京都府では、カナダで生まれた「モデルフォレスト」という運動を推

進しています。多分、京都だけでしょうかね、都道府県で言えば。いろいろご検討され
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たと思いますが、要するに企業、大学を巻き込んで、地域の森林環境、森づくりという

ものを目指そうという運動が京都のほうではされていると思います。 

この１５件は、非常に苦労して積み上げられたものなのか、この森づくり条例ができ

てから、この仕組みをつくって、企業さんの見方が変わってきて、１つ、２つ、３つ、

それを聞いて、また４つ、５つと、こういう形で企業さんの参加が伸びてきたのか。お

取り組みをされていて、１５件というのが多いか少ないかは別としまして、今後、市民

のボランティアというのはなかなかご苦労もあります。 

私、大事なお気持ちを尊重しますが、やはり大変な取り組みがありますし、企業がこ

ういう形で参加いただくことは県にとってもありがたいことだと思うのですけど、数字

的にはこれがもう限界ということなのか、もっともっと伸びる可能性が出てきたとお考

えになっているのか、現状の数字以外の反応、評価といいますか、その辺をちょっとお

聞きしたいのですが。 

○議長：はい。 

企業の森に関しまして。 

○委員：さらに期待できるということなのか。これは財源もありますのでね、貴重な資金

をいただくわけですから。 

○議長：中期目標１５件に対して、既に２１件になっているわけですけども、ここら辺の

要因が何なのかということと、今後さらにもっともっと伸ばしていくのであれば、この

中期目標もまた変えていく必要があるわけですけど、そこら辺、事務局のほうではいか

がでしょうか。 

 はい、お願いいたします。 

○事務局： 

  今の評価といいますか、やはり最近は企業さんからの要望や、いろんなところから問

い合わせがあります。それも、この事業の取り組んだ結果なり、企業のＣＳＲ活動、あ

るいは地域との交流という中で、いろいろやっております。現実は公有林に近い生産森

林組合とか財産区、そういうようなところでやっております。今の状況では、企業さん

からの声かけが多くなっています。 

しかしながら、その地元のほうでやりたいというようなところが、なかなか探しづら

いというような現実になっております。滋賀県は１９カ所ですけれども、徳島県で百何

カ所であり、各県によってどんな形で協定をカウントしているか、いろいろございまし
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て、その辺もうまく参考にしながらやっていけば、いろいろ伸びてくる。 

また、滋賀県でも、南のほうは多いですけれども、高島とか湖北につきましては、ま

だまだできていないところがありますので、その辺等含めていけば、まだ伸びる可能性

があるかと思っております。今まで生産森林組合の活動がうまくいかないところが多か

ったのですけれども、こういうふうなものをきっかけとして新たな活動として、森林づ

くりや地域との交流をやっている例もございますので、今後も続けていきたいと考えて

います。 

○議長：はい。 

  という形で、企業側のニーズはかなり高くなって、まだまだ伸びる可能性があるけど

も、それに対する地域方の受入態勢というのが課題になっているということですので、

ここら辺に関しましては、ぜひ他府県の取り組みとかも参考にしながら、どうやって受

入態勢をつくっていくのかということを、県のほうでも考えていく必要があるかと思い

ます。 

  どうもありがとうございます。 

  その他、何かこの部分に関しまして、ご質問、ご意見はございませんでしょうか。 

  特になければ、次の３番目の「森林資源の循環利用の促進」について、事務局から説

明をお願いしたいと思います。 

○事務局：基本施策３つ目の森林資源の循環利用の促進です。ここは、県産材の利用促進

と森林資源の有効利用の促進のための施策を実施しております。具体的な施策としまし

ては、木の香る淡海の家推進事業やびわ湖材利用促進事業、森の資源研究開発事業など

を実施しております。 

  まず、基本施策の基本指標を１つ挙げておりまして、県産材の素材生産量になってい

ます。平成２０年で３万２,０００㎥というところを、平成３２年に１２万㎥にしてい

くということです。２５年におきましては６万２,０００㎥ということで、目標達成率

は５２％、また中間目標の５万９,０００㎥に比べると、目標を達成していますが、３

２年の長期目標の数値と評価をしまして、Ｃ評価ということです。これについては、そ

のまま評価をしまして、星３つの評価にさせていただきました。 

  次いで、下の戦略プロジェクトですけれども、これについては取り組みが２つありま

す。１つは、高性能林業機械の導入台数の累計であります。これにつきましては、２６

年に１８台ということですけども、２５年に２台新たに入りまして、現在のところ１７
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台の数が挙がっております。ということで、達成率は９２％です。Ａ評価をさせていた

だきました。もう１つの指標ですが、びわ湖材認証を行った年間木材量ということです。

これにつきましては、平成２６年に１万８,０００㎥にしていくということですけれど

も、２５年は２万１,４３８㎥で、１１９％ということです。これについては、かなり

成績が上がっています。これについてもＡ評価とさせていただきました。 

  ２つの指標ですが、機械の台数は一台不足していますけれども、ほぼ目標達成、もう

１つは目標を達成しておりますので、星５つの評価にさせていただきました。 

  以上です。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  ただいまのご説明いただきました森林資源の循環利用の促進について、何かご質問、

ご意見とかございますでしょうか。 

  よろしいでしょうか。ここは、特に戦略プロジェクトに関しましては、どちらもＡ判

定という形で目標は達成されているという状況にありますね。 

  特になければ、次のほうに移りたいと思います。次は４番目、「次代の森林を支える人

づくりの推進」です。事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局：基本施策の最後の指標です。４つ目、次代の森林を支える人づくりの推進です。

ここでは、森林所有者等の意欲の高揚、森林組合の活性化、森林環境学習の推進などの

施策に取り組んでいます。具体的な施策としましては、林業技術研修、森林組合の労働

力対策、それから森林環境学習は、主に「やまのこ」事業に取り組んでおります。 

  基本施策の基本指標ですが、指標が２つございます。まず１つが、地域の森林づくり

を推進する集落数で、これにつきましては目標数が１００集落ですけれども、２５年に

つきましては８２集落、達成率が８２％でＢの評価をさせていただきました。もう１つ

の評価は、森林組合の低コスト施業実施面積です。集約化施業をやるための区域の面積

のことを言っておりますけれども、目標数字が１,４００ha ですから、２５年の実績に

つきましては、台風とか災害とかいろいろ影響がありまして、３４１ha、達成率は２４％

で、余り伸びていない状況です。これにつきましてはＥの評価をさせていただきました。

ＢとＥということで、トータルすると星３つぐらいになるのですが、低コスト集約化施

業のほうにちょっと重みを置きまして、低めの、星２つの評価にさせていただきました。 

  続いて、戦略プロジェクトのほうです。これにつきましても２つの取り組みがありま

す。１つは、森林組合の木材生産に専門的に従事する作業員の数で、目標数が５０人、
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これにつきましては森林組合の雇用関係を明確にするという作業とかもありまして、実

質の数自体は大きく変わっていないのですが、直営班から請負班になったということも

ありまして、森林組合の作業員の数が９名ほど減ったことから、実績は２２名、達成率

は４４％でＤの評価をさせていただきました。 

  もう１つは、森林環境学習の年間受講者数です。これについては目標数字が２万人、

２５年度の実績が２万１,２００人で、１０６％の達成率です。中期目標の２万人を超

えたことで、Ａの評価をさせていただきました。この２つの指標ですけれども、これに

ついても同等の評価をしますと星４つになるのですが、ちょっと森林組合のほうの内容

に重みを置きまして、星３つにさせていただきました。 

  以上です。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  ただいまご説明がありました４番目、次代の森林を支える人づくりの推進に関しまし

て、ご質問、ご意見等、いかがでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：「やまのこ」事業ですけど、達成度として数値的にはＡの評価が出ているのですけ

ど、この「やまのこ」事業というのは、こういうものをするという県の指針とか、ガイ

ドライン的なものがあってやっているのか、それともばらばらなのか、その「やまのこ」

事業の中身の評価はどういうふうにされているのか。 

何でこんなことを聞くかというと、私、地元の伊吹小学校など、言うたら県内では「や

まのこ」事業とかをしないでよいような子どもたちに、「やまのこ」事業の感想を聞く

機会があったのですけど、全般に非常に悪かったのです。１つは、わざわざ「やまのこ」

事業なのに、学校の教室に座っているのと同じおじさんが出てきて、ずっとしゃべって

いたというのが多かったということ。あと、山の木を伐ったりはするのだけど、森だか

ら子どもたちは何に期待しているかというと、生き物関係の体験ができるかと思って行

ったら、動物の話は何にもなかったという。 

その２点、４年生の複数の子どもたちから聞いて、場所によって違うのか、それとも

ガイドラインみたいなものに従ってやっているのか、どうなんかなと思って、ちょっと

お聞きします。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  いかがでしょうか。どうぞ。 
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○事務局： 

  「やまのこ」につきましては、教育の目標が４つあります。事業の大きな目標は、次

代を担う子どもたちが森林への理解と関心を深める。また、人と豊かに関わる時間を育

むということを大きな目標としていまして、そういうような中で、学習内容として森に

入り木や草花に触れ、森林への興味や親しみを持つ。それと、森林での体験を通して森

の働きや重要性について理解を深める。森林の中の危険性に気づき、回避する力を身に

つける。ルールを守り楽しく体験することで、優しさや思いやり、話し合う力を育む。

そういうふうなことをもとにして、「森に親しむ学習」、「森づくり体験学習」、あるいは

「森の恵みを利用する学習」、「森のレクチャー」、そういうようなものを８つの施設で

やっています。 

  今、委員さんから、いろいろあるというのは聞きました。うちのほうでも、参加され

た子ども達にアンケート、子どもらには難しいのと違うかという意見があったのですけ

れども、楽しかったとか不可とか、簡単に書けるアンケートを実施しておりまして、そ

れの結果でいきますと、今、委員が言われた逆の、９８％ぐらいが楽しかったという結

果が出ています。 

場所的なものがあるとか、例えば伊吹でしたら、伊吹なのに浅井町まで行くとか、い

ろいろな状況があるかと思うのですけれども、そういうような中で、一定いいものを評

価しているのですが、個別でいきますと施設の内容とか、いろいろ課題はあるかと思い

ます。その辺は県のほうと、実施をやっている市町と連携しながら精度を高めていくと

か、学習プログラムを上げていくとか、そういうのは毎年、毎年継続的にやっていかな

ければならないかと思っています。 

そういう中で、一定評価はしておりますけれども、そこの専任指導員さんがどこに興

味があるかとかもありますし、受入施設だけでの学習ではなくて、学校で事前学習、事

後学習というのもあります。例えば山に近い伊吹の小学校でしたら、身近なところでそ

ういう生き物の事前学習あるいは事後学習でやっていただくと、そこは学校の先生とか

の工夫の中でできるかと思うので、その辺については、うまくいけるように学校側と連

携をとりながらやっていきたいと思います。 

良いご意見、ありがとうございました。 

○委員：わかりました。 

  それで、おおむねの目標を立てて、これをしましょうというのはある程度決まってい
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るけども、細かなガイドライン的なものはあるわけではない。それぞれの多様性もある

ということですね。了解です。 

○事務局：８つの施設におのおの専任指導員というのがおりまして、そこで個別のガイド

ラインというのはつくってやっていますので、専任指導員さんも何年かで代わられると

か、そういうこともございますので徹底できていない部分があるかと思いますが、その

辺は、また今のご意見とかを踏まえて対応させていただきたいと思います。 

○委員：ありがとうございました。よくわかりました。 

○議長：はい、ご指摘、どうもありがとうございました。 

  その他、ご質問、ご意見等。 

じゃ、まず○○委員のほうから、どうぞ。 

○委員：私は滋賀県の森林組合の代表なんですが、この次代の森を支える人づくり推進事

業、上の段も下の段もよい成績をもらいまして、星２つというのは大変お粗末な点数を

いただいたのですが、率直に申しますけども、次代を支える子どもたちは、おりません。

もう保育園はなくなりましたし、それから学校ももうじき閉鎖されると思います。今は

生徒の数より先生の数が多いという状況でありまして、間もなくいなくなります。 

  ですから、次代を支えると、そんなことは論外です。それが今の状況でございますの

で、ひとつそういう認識をして、山村というものはそういうことやから、「まちのこ」

が「やまのこ」である。「まちのこ」は楽しく遊びに来た。そして、楽しく帰った。ア

ンケートは、「楽しかった」、それで終わりということになりました。 

  それが、実際、山で働いてくれる人がどれだけいるかというと、山村の子どもはいま

せん。子どもは全くゼロです。いたら、どこかで挫折して帰ってきた子どもが中途採用

と、こういうことです。一応、ここにおられる委員の皆さん方は、山の状況を知ってお

いていただきたいと思っております。 

  ちなみにですけれども、この「プラスワン」という冊子をいただきました。この冊子

の１０ページに、大きな写真で女性が二人写っております。この二人は、我々の出身の

森林組合の滋賀中央森林組合というところの女性なんですが、一人は熊本大学の４年生

を出ておりますし、一人は岩手大学の修士課程を出ております。こういう奇特な子ども

たちもいてくれますけれども、悲しいことには年がら年中作業服を着ています。作業服

を着て働いてくれているこの二人、本当にご苦労だと思っています。 

二人ともプランナーです。遠いところから来てくれて、そして夜は集約化のために集
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落へ出ております。ですから、森林組合の寮に入って、そして昼も夜も働いておるとい

う子どもたちですので、我々は経済的にもう少しこの二人などに感謝がしたいなと思う

のですけれども、森林組合の経営上、経済的に感謝を表現することができない。本当に

厳しい状況でありますので、そういう中で、人材を探さなきゃいかんという状況がある

ということだけ知っていただきまして、ここにある２つ星、この２つ星については貴重

な２つ星だというふうにご認識を願えたらありがたいと、かように思っております。 

  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。 

  関連するご意見ですか。では、続けて、お願いいたします。 

○委員：すみません。○○さんのお話とも絡んでくると思うのですけども、次代の森林を

支える人づくりの推進という、その「次代」の年齢層というか、どういうターゲットに

なっているのかというのはずっと疑問に思っていまして、結局、その子どもさんたち、

「やまのこ」のほうが前面に出ていますよね。 

専門的に従事する作業員さんの数という、ここら辺も聞いてみたいのですけども、ま

ず○○さんにお聞きしたほうがいいのかもしれないのですが、これから水源の森を守っ

ていくためにいろんな施策をとられていくのですけども、現時点で、将来的なこともも

ちろんですけど、森を整備される方の数は足りているのでしょうか。 

○委員：限度はありません。たくさん欲しいと思えば幾らでも来る。しかし、それだけも

らったら採算が合いません。 

○委員：要は経営のことを考えるとだけども、結局、人手としては足りていないというの

が現状ですね。 

○委員：人手といいましても、単に頭数だけあってはいけない。この女性のようにプラン

ナーの資格を持って、そして山の持ち主を説得できる能力のあるような人たちが要ると

いうこと。それと、大きな機械を扱う人ですから、機械が故障しないように、傷めない

ように大切に使いながら、立派に仕事ができるというテクニックを持った人、まさにテ

クニシャン、これが今、森林組合には求められております。 

○委員：そこでちょっと確認ですけれども、人が足りないということでプロフェッショナ

ルをつくっていかないといけないということもあるのですけども、もちろん採算が合わ

ないので、求人もほとんどない状態ですね。森林の就業支援をしようということで、全

国都道府県の支援センターのほうで就業支援講習というのをされていますけども、残念
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ながら滋賀県ではされていません。 

ということは、就業の支援をしているのか、いないのかというところの方向性、これ

からどうしていくのかということと、これは全体の話になると思うのですけど、この点

検・評価シートの「推進」のところは書いてあるのですけど、私たち県民のほうに配ら

れていますガイドがありますね。この後ろに説明されるのかどうかわからないのですが、

評価になっている数というのは、ガイドの中のそれぞれの事業の成果がここに出ている

と思いますので、同じページは難しいかもしれないですけど、この事業の成果であると

いう形で、事業とリンクして見えるようになっているといいなと思うのです。 

結局、森づくりのところでも、さっき「やまのこ」がありましたけども、次代を支え

るというところを、どう見ておられるかというのが気になっています。先ほどボランテ

ィアというか、市民団体の数がすごく増えているような形がありましたけども、他府県

では、そのボランティアの中からプロを育てようというようなサポートの教育体制をと

っていかれるところが結構ありますし、森林ボランティアもレベル分けをしていこうと

いうふうな形でされているところがあります。 

だから、数があっても、結局、セミプロといえるような団体が育ってきているのかど

うかというのが目に見える形になっているのか。そこから、希望者として就業できるよ

うな支援になっているのかどうかというところにつなげるのか、つなげないのかという、

そういうふうな方針をぜひ今後打ち出していただきたいなと思うのです。 

それと、この地域の森林づくりを推進する集落数というのは、どの事業の結果の数で

しょうか。 

○議長：はい。 

  今ご質問の点に関しまして、事務局のほうからご返答をお願いします。 

  はい、どうぞ。 

○事務局： 

  これは、県が地元へ説明に行った、集約化とか、そういうような中でやった集落の数

です。 

○委員：事業の数ですか。 

○事務局：全てです。森林税の話もしています。 

○委員：ということは、数字をどこで推移を見るかというのはわからなくてということで

すか。何か表になっているとかというのは、どこかにあるのですか。どの事業の数字を
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拾ってきた数になるかということだと。 

○事務局：ちょっとすみません。 

この基本指標と戦略プロジェクトの関係ですが、こちらのガイドの事業の成果がこの

指標と必ずしもぴったり合うというものじゃなくて、複数事業の中で一つの評価という

ものもございます。今の集落の数で言いますと、例えば集落のほうに説明に行ったとか、

いろいろ関わったことがありますので、こちらの基本指標なり取組みとか、そういうの

はきれいには合わない状況です。 

○議長：はい。 

  という形で、必ずしも事業にはぴったり合わないということですので、なかなかこの

ガイドと見比べるのが難しい形になっているということです。 

  はい、どうぞ。 

○委員：すみません。どうしても２２人が気になりますので、５０名の中期目標の作業員

数が２２名ということで、一応２６年になったと。直雇いではなくて、請負になったか

ら人数が減ったみたいなことがちょっと書いてあるのですけど、この２２人という数字、

もちろんＤをつけてはりますから評価としては高くないということは理解して、この部

分はつけていますけど、この２２人という数字は、今年度５０人に対して２２人と、今

後のことを含めていろいろ書いてあるのですけど、率直にこの辺のＤの評価をどうして

はるのかと思いまして、お聞かせいただけますか。 

○議長：はい。 

  お願いします。 

○事務局：○○です。何回も申しわけないです。 

  この２２名につきましては、森林組合のほうへ、高性能林業機械オペレーターを扱え

るか、路網を使えるか。あるいは伐出の作業ができるかということで聞いたデータでご

ざいまして、それが２２名です。先ほど○○さんのほうから説明がありましたが、今ま

で森林組合労務作業員は雇用関係が曖昧なところであります。あるときは直営、あると

きは請負と、それを明確な労働条件とかをきっちりして、いろんな人も入ってきて働き

やすい職場をというふうな形が大切ですので、常例検査の中できっちり調べさせていた

だいたところ雇用関係が曖昧で、いわゆる請負の部類についても、直営というふうにや

っている森林組合等がありましたので、その辺の関係で請負のほうに回っている。 

ちなみに、同じ条件で請負の人を調べましたところ、７３名の、そういう技能を持っ
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ている方がいらっしゃいます。やはり森林組合の経営について、直雇用でいくのか請負

でいくのか、そこは大きな経営の問題かと思います。直雇用がいいですけども、経営を

圧迫する可能性がある。その辺のところを見極めた上で、森林組合のほうで判断されて、

どういう形でいくのがいいのかなというところもありますので、ここを伸ばせるのか。

そこら辺につきましては森林組合のほうと連携をとりながら進めていって、きっちりと

した作業員が今後森林組合のほう、あるいは森林施業に関わる人が育っていくことを期

待していきたいと思っております。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  この４番目の次代の森林を支える人づくり推進に関しましては、全体的に評価も悪い

ということ、あとは、人づくりですので、必ずしもこういった人数とか数値的に表れな

いものが当然あるわけですよね。やっぱり専門知識を持ったような人がどうしても必要

になってくるわけで、そういったことをこの評価だけではなかなか把握できない部分も

ありますので、今後はそういったことを含めて、きちんと検討していただきたいという

ことなどを、この審議会の意見としてここに反映させる形にしたいと思いますけど、 

よろしいでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：先ほどの話と関連するかもわかりませんが、地域の森林づくりを推進する集落数

というのが出て、評価としてはＢということで、集落数が８２という形で出ているので

す。これをずっと見てみますと、平成１７年から１８年にかけて３１集落が５９集落、

平成２３年から２４年が６２集落から８０集落と、１年間でぐっと伸びているときの階

段が２つほどあるのですよね。 

そのほかは、大体平準化した形の６０集落前後で来ていたのですけども、去年は８０

集落になって、現在８２集落ぐらいで推移していますけど、この辺の読み取り方みたい

なものは、現在の数字としては８２集落でいいのですけども、何か対策を立てられて、

そういう集落数が増えたのか。今後のために、ちょっとありましたら、２回ほど、そう

いう切迫したところがありましたね。 

○議長：はい。 

ご返答、お願いします。 

○事務局：この６０から８０集落ぐらいに伸びているのは、プランナー制度など国のほう

の制度、森林・林業再生プランができた中で、そういうふうなプランナーとか、集約化
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施業を集中的にやっていると。そういうふうなところで、県のほうなりも市町、森林組

合と連携した中で、回数が増えていったものと思っております。 

○議長：はい。 

  ということです。よろしいでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：すみません。人づくりの話に戻っちゃうのですけど、森林づくり基本計画の枠を

はみ出しているかもしれない話なので、どうしようかと思ったのですけど、「やまのこ」

にしても、「うみのこ」にしても、県内のいろんな環境学習が一つのシステムに沿って、

幼稚園、小中高ぐらいまで一貫して、こういう人をつくるというのを決めて学校教育と

タイアップしてやっていく中に、この森林を支える人づくりプロジェクトも入ってくる

と、単発に終わらない。この「やまのこ」のことが思い出になって、森づくりに何か貢

献する人になろうと思う子もいるかもしれないですけど、多分、それはかなり少なくて、

戦略的にこういう次世代の人をつくるということを決めて、環境教育全体の中にこれを

位置づけて、環境教育の分野との連携になってくるかと思うのですけど、その中にこの

森林に携わっていく人たちをどう組み入れていくのか。 

小学校では「やまのこ」体験、中高では、こんな教育というのを学校教育と連動して

やっていく一つのシステム的なもの、これは基本計画から大分逸脱した大きな話になる

のですけど、その中に組み入れていって、森林だけじゃなくて、環境全体の分野の中で

の位置づけとして、森林を支える人をこんなふうにしてつくっていく、漁業を支える人

をこんなふうにしてつくっていくという中の、体系化したものにできるような取り組み

に将来的につながっていってくれたら、非常にうれしいなと思います。 

○議長：はい。 

  今回の点検・評価の話からちょっとずれるのですけど、何か返答がありますか。 

  はい、お願いします。 

○事務局：今の点でございますけど、私はちょっと木育という部分で関わっているので、

実は森林だけでなく、県の基本構想の見直し作業がされておりまして、まさにおっしゃ

った大きな環境教育の中で人づくり、琵琶湖環境部が所管になっておるのですけども、

その基本構想の中で、どういう人づくりをしていこうかという検討が始まっております。 

そういった中で、今ご指摘がありました森林の小さな部分だけじゃなくて、乳幼児か

らお年寄りまで全ての方が何らかの形で環境というものを考えて理解していただいて、
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みずから行動できる人づくりをしていこうという部分の整理を関係先のほうでもされ

ておりますので、そういった中で、しっかりこの森林環境教育についても位置づけてい

くべきだという議論を始めておりますので、今後、そういった形での頭出しがされてい

くべきだというふうには考えておりますので、私どものほうも、何らかの形では関わっ

ていきたいなというふうに考えているところです。 

○委員：ありがとうございます。 

○議長：はい。 

  ということですので、ぜひその方向でご検討いただきたいと思います。 

  はい。 

○委員：それに関して一言ですけども、人にかける事業費がもう少しあってもいいのでは

ないかと、こういうふうに思います。「やまのこ」でも９,５００万円ぐらいだったかな、

等々ありましたので、森林資源の循環利用、及び森林を支える人づくりの推進という部

分の予算につきましても、今おっしゃったような人づくりという部分でいくと、地域で

活動する人に対してもう少しあってもいいのかなと。 

前のほうは非常に大事な部分で、何十億円という予算がついているような部分もある

のですけど、バランス的にはもう少し人づくり、循環という部分にウエートがかかって

も、予算的に事業としてかかってもいいのかなと、２５年を見たときの。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  特に、この人づくりに関しては達成度が低いということもありますので、予算を使う

かどうかは別としても、今後積極的に行政側としても、この部分に関してさまざまな施

策を打っていく必要があるだろうという、そういったご意見かと思われます。 

  時間も残り少なくなってきました。そろそろ取りまとめをしなきゃいけないと思うの

ですけども、皆様からかなりいろんなご意見をいただきましたので、そういったものを

事務局のほうで整理していただいて、そこら辺の意見を、資料の「審議会意見」にうま

く取りまとめを行って、反映させていただきたいというふうに思っております。 

  今後のまとめに関しましては、私のほうにお任せいただきたいと思いますけど、それ

でよろしいでしょうか。 

  はい、どうもありがとうございます。 

  では、事務局のほうで各委員の意見を整理していただきまして、それをもとに、こち

らのほうでまとめていただきたいと思います。 
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  そうしましたら、議題２に関しましては、以上で審議を終了いたしまして、３番目の

案件のほうに移りたいと思います。 

  

 ○「琵琶湖森林づくり基本計画改定の方向性検討の実施について」 

○議長：３番目の議題は、「琵琶湖森林づくり基本計画改定の方向性検討の実施について」、

事務局から説明をお願いします。 

○事務局：失礼いたします。森林政策課の林政企画担当の○○でございます。座って説明

させていただきます。 

  本日、最初の「今後の予定について」の中でも説明させていただきましたけれども、

本日の１件目の議題でありました水源林保全のための仕組みづくりの最終報告を受け、

９月の中旬に答申を行っていただくことになります。その後、琵琶湖森林づくり条例の

改定と、琵琶湖森林づくり基本計画の改正作業を行っていただくことになりますけれど

も、事務の手続上、条例改正については２月県議会で議決をいただいた後に、琵琶湖森

林づくり基本計画改定の諮問について、３月中旬ごろに行うことになります。 

  このことから、今回までご熱心にご議論いただいておりました仕組みづくりから基本

計画の具体的な施策、事業につなげるためには、引き続き、審議会での議論が必要と考

えております。事務手続上、諮問はできませんけれども、計画改定の方向性の検討とし

て議論いただきたいということで考えておりますので、提案させていただきたいと思い

ます。 

○議長：はい。 

  ということで、ただいま説明がありましたように、条例改定に関しましては大分先の

話になりますので、いわゆる答申という形でやるものではないのですけども、やはりこ

れまで議論してきた大きな枠組みだけでは具体的な施策にはつながりませんので、これ

から、具体的な施策の内容に踏み込んで議論していく必要があるかと思っております。 

  ですので、そういった観点から、ぜひこの審議会で引き続き議論していきたいなとい

うふうに思っておりますけども、それに関しまして皆様のご意見をいただきたいと思い

ます。つまり、これまで議論してきた大きな枠組みを経て、今後具体的な内容に関して、

どういった方向が必要かということに関しまして、ぜひ皆様のほうからご意見をいただ

きたいと思いますけど、いかがでしょうか。 

  どうぞ。 



 - 44 - 

○委員：私がこんなことを申し上げると、日陰者の小言ということになるのですが、星２

つの立場からお願いしたいのですけれども、次の計画では、せめてここにある星が３つ

になるような計画をつくってもらえるようにお願いしたいと、このように思っています。 

○議長：はい。 

  先ほども出てきましたように、この人づくり関係に関してなかなか達成度が低いとい

うこともありまして、これに対しては追加的な施策が必要であろうという、先ほどの意

見もございました。ですので、今後具体的な議論をしていく上では、次代の森林を支え

る人づくり関係の推進に関して、できれば具体的なものを事務局のほうから提案いただ

きたいと、そういった要望だと思われます。 

  これに関して、何か事務局のほうから返答とかはございませんでしょうか。 

  特によろしいですか。はい。 

  その他、これと同じような形で具体的な施策を考える際に、これまでの議論を踏まえ

て、こういったことをぜひ議論したいというのがありましたら、いろいろとご提案いた

だきたいのですけど、ほかはございませんでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：環境に配慮した森林づくりに関連することになると思うのですけど、針広混交林

とか、間伐とかのキーワードが出てきてはおったのですけど、現状の森を最終的にどう

いうふうに導いていくのかというのは、その環境に応じて全部適するものが違うと思う

のです。最終的に人工林としてずっとやっていかないといけない林分もあれば、現状、

林分としては人工林になっているけど、全然適していなくて、広葉樹に戻していったほ

うがいいとか、出ていました針広混交林がいいとか、そういった管理パターンというも

のはいろいろあると思うのですね。 

  只木先生とか、日置先生なんかが幾つか論文を出されていたかと思うのですけど、現

状の森林をどのように管理していったらいいのかというふうな研究がなされていたり

するので、今、協働で森を管理したりするのは市民団体と役所というふうにやっておら

れるのですけど、滋賀県はどうも大学の参画がちょっと弱いのかなという感じがしてい

ます。県内には県立大とか、龍谷大には里山研究センターとかもありますし、そういっ

たところともう少し連携を強めて、科学的な視点でどうしていくのかという、そういう

視点をもう少し強く盛り込んでいけたらどうかというふうに思っています。 

  もう１点、気になるのは里山ということですけど、里山って一体何なんやという定義
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もまだ議論の途中ではありますし、実際に里山に関する事業をやっていたら、関わって

いる主体の人がみんな違うイメージの里山を持っていたとか、そういうのもあると思い

ますので、もう少し科学的な視点を今後入れていった中で、どうしていくべきなのか。

どうしていくべきなのか以外も、こうせざるを得ないとか、いろいろあると思うのです

けど、若干その科学的な視点を、生物多様性保全ということを重きに出すので、入れて

いかれたらどうかというふうに思います。 

○議長：はい。 

  ご意見、どうもありがとうございます。 

  ３点ほどご意見があったかと思います。１つは、人工林にあるところを、今後もずっ

と人工林をやるのは、かなり限界がある場所も恐らく地域によってはあるだろうと。そ

ういった場所に関しては、例えば天然に戻すとか、今後どういうふうに森林を変えてい

くのかということについて、この審議会の中でも議論したほうがいいんじゃないかとい

うご意見ですね。 

  ところが、例えば造林公社等では、かなり今後の経営を考えていて、全てが全てずっ

と管理するのは難しいような奥地の森林とかに関しては、経営方針を見直すということ

が既に行われたりしておりますので、それ以外のさまざまな滋賀県の森林についても、

今後は考えていく必要があるかもしれません。 

  あと、科学的な観点から大学等、研究機関と一緒に連携をするというところが、ちょ

っとおくれているんじゃなかろうかというご意見もありました。それは、私も全く同じ

意見でございます。ほかの自治体ではもっと研究者を巻き込んで、今後の森林の方向性

とかを検討するということをやっている地域もあります。例えば神奈川県がそうですね。

神奈川県は、いろんな大学から研究者を集めてきて、きちんとした研究者による審議会

をつくって、そこで神奈川県の森林を今後どうするのかということについて具体的な議

論が行われておりますので、今後そういった自然科学的あるいは社会科学的な研究の視

点からも、こういったものを検討していくような場というものがあってもいいのかなと

いうふうに思いますね。 

  また、里山に関しても、非常に議論すべきことが多いかと思いますので、こういった

ことも含めて、今後の具体的な施策を考える際に、ぜひご検討いただきたいと思います。 

  これに関しまして、事務局から何か返答することはございますか。 

○事務局：失礼します。 
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  まず、事務局の方針ですけれども、先ほど会長のほうから理論的なご回答をいただい

たのですけど、会長さんのご支援等々を受けながら、今後の検討課題として、事務局と

しても認識を持って活動してまいりたいと考えておりますので、よろしくご協力をお願

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。 

  そういう形で、これに関しましても、ぜひ検討する材料の中に入れていきたいなとい

うふうに思いますね。 

  その他、何か皆様のほうから、ぜひこういったことも今後議論していただきたいとい

うのはございますでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：重複するかもわかりませんが、「やまのこ」の学習もそうですけども、特に生物多

様性というところを、できるだけはっきり打ち出して、森を守る、森を体験する、それ

は生物多様性というバックグラウンドがあって、生態系をきちっとした形で守っていく

というふうな形へつなげると。 

今やっているのは森に親しむ、森づくり体験、森の恵み利用、森のレクチャーという

形ですけども、やっぱり滋賀の自然ですから、生態系、生物多様性という部分を柱にす

ると、子どもたちは今後その森を守るというところなんかにも活かせるのではないかと

いうことで、生物多様性のための水源の森とか、そういうようなことも含めて、言わず

もがなですけども、意見として言っておきます。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  今回の最終報告案の中でも、この生物多様性をかなり重視して書かれているわけです

けども、それに関しまして、具体的な施策の枠組みの中に、この生物多様性をどのよう

に保全するとか、どのように人々に伝えていくのかとか、そういったことをやはり考え

る必要があるだろうということですよね。そういったことも含めて、ぜひ具体施策の中

で検討していただきたいと思います。 

  事務局から、何か返答はありますでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○技監：今おっしゃったご意見はごもっともだというふうに思っておりまして、生物多様

性は、今回割と大きな配慮をさせてもらっているというふうに思っております。 

  先日ですけれども、中間報告をいただいた後に、滋賀県議会の中では環境・農水常任
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委員会というのがございまして、そちらのほうでこの水源林保全のための仕組みづくり

の中間報告の説明をさせていただきました。議会の先生方から幾つか質問をいただきま

した中に、生物多様性に関するご質問がございました。その趣旨は何かといいますと、

この最終報告案の２ページのほうに、今日の冒頭にも議論があったことですけど、生物

多様性の表現が３段落ほどございます。一番上で言うと、森林は、生物多様性を保全す

る場として、特に重要な役割を果している。というのが最初のパラグラフ。 

その下に、「また」ということで、森林は生物多様性が保全された健全な状態であれ

ば、機能を発揮する。というような表現があります。これにつきまして、ある先生は、

確かにそうだろうけれども、これは逆の言い方をすると、人工林を否定されることにつ

ながらないのかと。つまり、一度生物多様性を攪乱して造林をしてしまったところとい

うのは、どう考えてもその部分だけ見ると多様性は一般の広葉樹林よりは劣るだろうと。

そういうことであれば、生物多様性を説明するときに、人工林が否定されないような形

の説明が大事なのではないか。 

つまり、その先生は、森林・林業を応援する立場から少し心配されまして、そこのと

ころを丁寧に説明していくべきではないかというようなご意見をいただいたものです。

まさに今おっしゃったことと同じようなことでございまして、生物多様性という新しい

概念でこれからの水源林を保全していくのですが、それが人工林に対して、生物多様性

の中における人工林の役割というのか、人工林の位置づけみたいなものをはっきりと打

ち出していく必要が、また一方ではあるのだろうなというふうに思っているところでご

ざいます。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  ただいまのご返答にありましたように、こういった生物の多様性というものが、この

報告書にもかなり書いてありますけども、これに関して今後さらに議論を深めていって、

具体的な政策へと落とし込んでいくと、そういった作業が不可欠であろうというふうに

思われます。 

  はい、どうぞ。 

○委員：すみません。 

  今後進めていく中に、今、生物多様性のことを言われたのですけども、「愛知ターゲッ 

ト」の動きというのを巻き込みながら、ぜひ森づくりもやっていただきたいなと思うの

は、生物多様性の中で、生物多様性と「木づかい運動」というのは絡んできていますの
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で、人工林が否定されるということはないとは思っているのですけども、どちらにして

も、これは森づくりの活動、改定してからの実際の取り組みについても、情報発信とい

うのが強調されて書かれて、何回か出てくると思うのですけども、情報発信の仕方とい

うのにすごくこだわっていただきたいなと思うのですね。 

  情報発信をしていくということは、結局はどういうネットワークをつくるか。言うた

ら部局の横断、言うたら窓口をどれだけ増やしていくかということがすごく重要になっ

てくるので、多様な部局と生物多様性もどんどん絡んでくるとは思うのですけれども、

そういう連携を広げた情報発信の仕方というのにちょっとこだわって、いろいろ取り組

んでいただきたい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。 

  愛知ターゲットもそうですけども、生物多様性条約の動きで、国際的にいろんな動き

が見られます。特に生物多様性とビジネスに関する議論などは、世界的に新しい動きが

見られるわけですけども、そういった最新の動向もきちんと今後施策に反映していく必

要性があると思います。ぜひ事務局のほうでも、そうした世界的な生物多様性と森林の

関係に関する議論等に関しまして情報収集していただきまして、それをもとにこちらの

施策に反映するとともに、できれば積極的に情報発信をしていただいて、滋賀県では世

界に先駆けて、こういった取り組みをとっているのだと、そういったことを説明できる

ようなものをぜひつくっていただきたいというふうに思っております。 

  残り時間が少なくなってしまいましたので、今後議論いただきたいと思うのですけど

も、とりあえず今回はこのぐらいにいたしまして、この審議会として仕組みづくりを具

体的な基本計画へと持っていけるように、今後も引き続き、議論していきたいというふ

うに思っております。 

  なお、この内容というのは、知事の諮問とはちょっと違いますけれども、皆さんのお

手元のほうに滋賀県森林審議会の運営要領があると思いますが、それの第２条第３項の

ところに、会長が必要と認めた場合においては会議を招集することができると書いてあ

りますので、その形を使いまして、私、会長が今後も引き続き、この内容について議論

する必要性があるという観点から、引き続き、議論したいと思います。 

  県におかれましては、森林審議会の意見を踏まえて、今後の具体的な施策の内容につ

いて検討していただいて、推進していただきたいというふうに思っております。 

  委員の皆様には、引き続き、こういった観点からご協力いただきたいと思っておりま
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す。よろしくお願いいたします。 

  そうしましたら、本日の審議は以上としたいと思います。 

  事務局のほうにお返しします。 

 

５ 閉 会 

○司会：ありがとうございました。 

  委員の皆様方には長時間にわたりましてご議論等を賜り、ありがとうございました。 

  以上をもちまして、第１０５回滋賀県森林審議会を終了させていただきたいと思いま

す。 

本日は、どうもありがとうございました。 

○会長：ありがとうございました。 

〔午後 ４時２４分 閉会〕 


