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１．はじめに 

平成 25 年 12 月 24 日、滋賀県知事から滋賀県森林審議会会長に対し、「水源林保全のための仕組

みづくりについて」諮問がなされた。 
 
諮問の趣旨は、滋賀県では平成 16 年に琵琶湖森林づくり条例を制定して、森林の多面的機能の持 

続的発揮に重点をおいた森林づくりを推進してきたが、深刻化する鳥獣被害や他道県で判明した目

的不明な水源林の取得など、条例制定後の新たな課題に直面していることから、琵琶湖の水源林を

健全な姿で未来に引き継ぐための仕組みづくりについて、幅広い見地から総合的に検討してもらい

たい、というものである。 
 
森林審議会では、この諮問を受けて、過去４回の審議会において、県事務局から水源林を巡る現

状や課題を聴取するとともに、現地調査などにより取組み状況を調査してきた。滋賀県の森林は琵

琶湖・淀川水系にとって貴重な水源林であり、生物多様性保全の観点からも重要な役割を持ってい

るが、今日の林業経営をめぐる厳しい状況下においては水源林保全に対してあらたな政策的な支援

を検討することが不可欠である。 
 
森林審議会では、各委員からは水源林保全にかける熱き思いをお聞かせいただいた。限られた時

間の中での議論であったが、各委員のご意見を踏まえて最終報告(案)を作成した。本報告は水源林保

全のための仕組みづくりに向けた全体的な枠組みを示したものである。今後は、本報告書で示した

枠組みに基づき、具体的な取り組みに向けて議論が進みことを期待している。 
 
２．基本的な視点（総論） 

 滋賀県の森林は県土面積の 2 分の 1 を占め、琵琶湖の重要な水源であり、淀川流域をはじめ県域

を越えた水源として重要な役割を果たしている。 

 

このことから、滋賀県の森林のすべてを重要な水源林として位置付け、健全な姿で次代に引き継

ぐための保全の仕組みが必要である。 

 

水源林保全のための仕組みづくりについて議論を進めていると、水源林をとりまく新たな課題と

いうのは、つまるところ、滋賀県だけの問題ではなく、我が国の森林・林業がこれまでから抱えて

きた様々な未解決な課題、その延長線上に生じてきていることが浮かび上がってくる。 

 

 すなわち、木材生産などの林業活動が盛んであれば、人びとは山に、森林にもっと価値を見いだ

すであろうし、実際、山にも人が入り込むことだろう。 そうすれば、ニホンジカの爆発的増加にも

っと早く気づくことができただろうし、素早い対応もできたはずである。また、大切な森林を手放

すことなどなかったことだろう。 

 

 しかしながら、現在では森林・林業が活性化すれば水源林を守れるという、いわゆる予定調和論

では不十分であり、これらを包含するもっとスケールの大きい概念が必要である。その概念こそが

生物多様性であると考える。 
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森林は、原生的な天然林から戦後植林された人工林まで多様な構成となっており、それぞれの林

種や林相に応じた固有の多種多様な動植物や土壌生物が生育・生息していることから、生物多様性

を保全する場として、特に重要な役割を果たしている。 

 

また、森林は生物多様性が保全された健全な状態であれば、我々に木材やバイオマスなど多様な

資源を供給してくれるだけではなく、水源涵養機能をはじめとする公益的機能を発揮するなど様々

な生態系サービスを提供してくれている。 

 

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、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。 

 

水源林を健全な形で未来に引き継いでいくためには、ひとつの取組みだけで目的を達成すること

は不可能であり、様々な仕組みを階層的、複合的に組み合わせ、総合的な取組を行うことで、その

効果を最大限に発揮できるものと考える。 

 

 また、その仕組みは県民の意見をしっかりと反映させることが求められることから、県民意見の

把握に努めることとし、また、できあがった仕組みが県民から見て、なるほどと思えるものであり、

思い切ったものであると評価いただけるものを示していかなければならないと考えている。 

 

３．新たな仕組みについて（各論） 

～生物多様性に富んだ水源林を目指して～ 

 水源林を保全するためには生物多様性の視点に立ち、様々な仕組みを階層的、複合的に組み合わ

せる必要があるため、４つの柱を建てて、それぞれ課題の解決に向けた仕組みの検討を行った。 

 

 まず、１つ目は全国的に利用目的が定かでない森林買収事例が増加し、水源林の無秩序な伐採や

乱開発による森林荒廃などが懸念されていることや森林の境界が不明確で適正な森林管理が実施で

きず多面的機能の低下が懸念されていることなどから『適正な保全・管理を進める仕組み』につい

て検討を行うこととした。 

 

次に２つ目として、ニホンジカの生息数の急激な増加による分布域の拡大により、農林水産業の

被害だけでなく森林生態系への影響が顕著となっていることなどから『豊かな生態系を育む仕組み』

を検討し、３つ目として、間伐等の森林整備が十分に行き届かず水源涵養等の多面的機能の低下が

危惧されていることなどから『林業活動を活性化する仕組み』を検討することとした。 

 

そして、４つ目は、森林の価値を正しく評価し、情報発信することで、森林所有者や県民、広く

下流域の人々に水源である森林からの恩恵について認識してもらい、健全な姿で次代に引き継ぐ意

識を醸成することが重要であることから『価値を評価し情報発信する仕組み』について検討するこ

ととした。 

 

これらについて、関連する水源林を巡る課題の解決に向けた新たな仕組みを提案したい。 
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I.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 

全国的に利用目的が定かでない森林買収事例が増加し、水源林の無秩序な伐採や乱開発による森

林荒廃、そのことによって生じる水資源の減少、枯渇、汚濁などが懸念されている。 

 

こういった状況の中、平成25年度末までに15道県で水源地等を保全するための条例が制定され、

水源地域の土地取引の把握を目的とする事前届出制度が導入されている。 

 

琵琶湖森林づくり県民フォーラム（平成 26 年 5 月 24 日開催）参加者に対して実施したアンケー

トによると、水源地などの重要な森林を守るために土地取得に関する事前届出を定めた条例が必要

と８割以上が回答している。 

 

【琵琶湖森林づくり県民フォーラム参加者アンケート】       平成 26 年 5月 24 日開催 

（問）水源地などの重要な森林を守るため、北海道などでは土地取得に関する事前届出を定めた条

例を制定しています。このような行政の動きをどう考えますか。 

１．必要だと思う。５８名  ２．不要である。２名  ３．わからない。８名  ４．その他 ３名 

 
 

【現在の対策】 

 森林法による規制（保安林制度・林地開発制度・伐採届出制度等による規制） 

 森林法による新たに森林の土地の所有者となった旨の届出制度（事後届出制度） 

 国土利用計画法に基づく届出制度（事後届出制度） 

 市町や森林組合等との連携による情報収集 

 

【国の動き】 

〇水循環基本法が成立 

 水循環に関する施策を集中的かつ総合的に推進するため、水循環政策本部を設置（H26.7.1） 

 政府は水循環に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため水循環基本計画を定める 
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 国および地方公共団体は水の貯留・涵養機能の維持および向上を図るため、森林、河川、農地、

都市施設等の整備その他必要な施策を講ずる。 

 
必要となる仕組み 

水源林を保全するためには、森林の土地の取引やこれに付随する権利の異動を事前に把握するこ

とが望ましい。このため、他道県で実施されている事前届出制度を導入し、土地取引等の情報を事

前に把握することで、不適切な土地利用を監視し、琵琶湖の水源林として適正な管理につなげてい

く仕組みが必要である。 
 
届出を必要とする区域を設定する際には、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が、県民や事業者が届出するに当たって、過度な負担が生じないよう十

分配慮する必要がある。 
 
また、土地の取引等は、森林所有者の自由意思で行われることを考慮して、規制的な取決めは慎

重に検討されるべきである。 
 
 

（２）林地境界明確化 

水源林を保全するためには、間伐などの森林整備を適期に実施する必要があるが、境界が不明確

であることにより森林整備に着手できず森林の持つ多面的機能が低下することが懸念されている。 
 

 滋賀県の民有林面積18万4千㏊のうちＧＰＳ等を活用して位置情報を計測した境界測量ができて

いるのは造林公社、生産森林組合などが管理している森林や県営林の約 3 万 4 千㏊程度であり、境

界の位置情報のデータが整備されていない森林は約 8割を占めている。 

 

  森林所有者の森林づくりへの関心と意欲が、所有森林の区域を知ることにより、高まることが期

待できる。 
 
さらに、境界が明確になることで森林施業を集約化する環境が整い、作業道の開設や高性能林業

機械の導入などにより低コスト施業が可能になる。 
 
しかし、林地境界の明確化は、不在村地主を含む所有者の特定や、隣接所有者の立ち会いによる

境界確認などが必要であることから、非常に手間と時間を要するものであり、関係者の参画がなけ

れば作業がはかどらない。 

 

【現在の対策】 

〇放置林防止対策境界明確化事業（琵琶湖森林づくり事業） 

 市町等が実施する境界明確化事業に要する経費について助成する。 
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〇森づくり実践講座（林業研究グループ等への支援）（琵琶湖森林づくり事業） 

 林業研究グループ等が実施する研修会に要する経費について助成する。 

ＧＰＳとデジタルコンパスを使った山の境界明確化等の実践活動 

〇森林整備地域活動支援交付金事業 

（林野庁による境界明確化への支援） 

 市町との協定に基づき地域活動を行った交付対象者に対 

し交付金を交付する。 

〔施業集約化の促進〕 

集約化施業による利用間伐を実施するために必要な活動 

 を支援（森林調査(立木調査･路網調査等）、境界の確認、  

合意形成活動）                     

〇国土調査法による地籍調査               林業研究グループによる境界測量研修 

滋賀県の地籍調査の進捗率は 13.1％（全国平均 50％）であり、特に林地は 1.3％（全国平均 43％） 

で低い水準にある。（H24 末時点） 

 
必要となる仕組み 

境界明確化は、関係地権者が立ち会い、地域が一体となって実施する必要があることから、集落

会議等を通じて関係地権者の参画を促し、取りまとめて合意形成できるよう地域の体制を強化する

仕組みが必要である。 
 
また、このような地域による境界明確化の活動に対して、行政、森林組合などが連携しバックア

ップする取組みが必要である。 
 
なお、境界が確定できない場合であっても、地域の森林として一体的に自治会等で管理すること

として、森林整備に着手している事例も県下にはあることから、こういった手法も紹介していく必

要がある。 
 

 

（３）水源林の巡視等による状況の把握 

水源林を生物多様性に富んだ健全な姿で次代に引き継ぐためには、森林所有者などの森林を管理

する者が森林の状態を把握するとともに、状況に応じて必要な対策を講じることが求められる。 
 
しかし、森林所有者など地域住民が山に入る機会は減ってきており、継続的に地域の森林の状況

を把握するための新たな取り組みが求められている。 
 

現在、森林では森林災害等の予防や早期発見など森林の保全を図るための森林保全巡視員や鳥獣

の保護や狩猟の適正化のための鳥獣保護員など様々な役割をもった人が活躍しているが、それぞれ

が独立して個別の役割を担っており、森林保全上の問題を一元的に把握できていない状況である。 
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必要となる仕組み 

水源林を永続的に保全していくためには、的確に現状を把握し、状況に応じた対策を講じていく

必要があることから、地域の森林の事情に精通しており、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るべきである。 

 

また、森林の状態に応じたさまざまな対策を講じるためには、崩壊地や危険地の地形や植生被害

の状況等を的確に把握できるデータの収集に努める必要がある。 
 

 

（４）多様な主体による水源林の管理 

 林業の収益性の悪化等の経済的な事情や山村の過疎化・高齢化など社会的な要因によって、森林

所有者が森づくりへの関心を失い、手入れが行き届かなくなる事態が発生している。 

 

 手入れ不足の森林をこのまま放置すれば、水源涵養機能をはじめとする多面的機能の維持が困難

になることが懸念される。 
 
【現在の対策】 

〇琵琶湖森林づくりパートナー協定制度（琵琶湖森林づくり事業） 

 企業と森林所有者がパートナー協定を結ぶことを県がコーディネートし、企業が協定に基づき

提供した資金を活用して所有者が森林整備を実施 

〇県民参加の里山づくり事業（里山協定林推進事業）（琵琶湖森林づくり事業） 

 市町と里山保全グループが森林所有者と協定を結び行う里山保全活動を支援 

〇森林・山村多面的機能発揮対策交付金 

 地域住民が森林所有者、ＮＰＯ法人、民間団体などと一緒に活動組織を作って行う里山林の保

全管理や資源利用、森林環境学習等の活動を支援 

 

必要となる仕組み 

森林所有者自らが手入れできない森林については、地域の状況に応じて、森林組合による管理や

コモンズなど地域による管理、企業やＮＰＯの参画など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。 
 

※コモンズ…森林などの資源の共同利用地のこと。従来からある入会林制度もコモンズの一種であるが、           

各地で現代的な共同利用の取組が始まっている。 

 

Ⅱ．豊かな生態系を育む仕組み 

（１） ニホンジカ対策 

滋賀県では、特定鳥獣保護管理計画策定に伴い生息数の推定を行った結果、平成 22年度推定生息

数は47,000頭から67,000頭と見込まれている。ニホンジカの生息数の増加と分布域の拡大により、

農林水産業の被害だけでなく下層植生が食害により衰退し土砂流出の危険性も増大している状況に
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ある。 

 

ニホンジカの増加は、森林植生への食害により森林の更新が阻害されたり、ニホンジカが食べな

い植物（忌避植物）しか残らず植物種の多様度が低下したりするなど、生物多様性の面でも大きな

影響がある。 

 

こうした森林の持つ公益的機能は一度失われると再生には非常に長い時間が必要となることから、

より豊かで、多様な野生生物が生育・生息する生物多様性を保全するためには、ニホンジカの生息

数を減少させる必要があるが、現状のニホンジカ対策は、個体数の増加を抑えているにとどまって

いる。 
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・計画期間内での生息数の半減を目指し、年間16,000

頭（メスは少なくとも9,600頭以上）の捕獲を目指し

つつ、当面は捕獲能力最大限での捕獲を実施する。 

個体数管理目標 

 
個体数管理 

被害防除対策 生息環境管理 

野生動物対策の視点 

H22 推定生息数 67,000 頭 

H22 推定生息数 47,000 頭 

滋賀県ニホンジカ特定鳥獣保護管理計画（第 2 次） H24.4.1～H29.3.31 
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【現在の対策】 

１）個体数管理対策 

 捕獲能力最大限での捕獲を実施（平成 26 年度捕獲目標＝15,000 頭） 

〇湖国の森林と自然を守るニホンジカ特別対策事業（琵琶湖森林づくり事業） 

捕獲目標を早期に達成するため、捕獲頭数に応じた助成 

〇ニホンジカ防除対策モデル事業（琵琶湖森林づくり事業） 

奥山・高標高域での植生保全および効率的捕獲手法の検証 

〇ニホンジカ広域管理捕獲実施事業（琵琶湖森林づくり事業） 

湖北・湖東地域の鳥獣保護区等の限定した地域に猟友会会 
員からチームを編成し捕獲を実施 

２）被害防除対策 
 造林木被害対策：防護柵設置、防護ネット、 

テープ巻きの実施 
 森林植生被害：小面積防護柵設置 

３）生息環境管理対策 
 生息地の適正な管理、シカの増加を促進しな 
い施業の実施    

 森林と集落の棲み分けを図る緩衝帯整備 
 
 

ニホンジカ食害により下層植生が消滅した森林 

 

【国の動き】 

〇鳥獣保護法の改正 

法律の名称を「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」から「鳥獣の保護及び管理並びに狩

猟の適正化に関する法律」に改正 

・一定条件下での夜間銃猟の規制緩和 

・認定鳥獣捕獲事業者制度の創設 

・網猟およびわな猟免許の取得年齢の引き下げ など 

 
必要となる仕組み 

ニホンジカの生息密度を低減するためには、地域の実情に応じて、多様な主体による捕獲を推進

するなど既存の手法にとらわれない施策により捕獲数の拡大を図るとともに、効率的な捕獲を目指

す仕組みが必要である。 
 
さらに、関西広域連合など広域的な連携により鳥獣の捕獲等に専門性を有する担い手を育成する

取組みや先進的な捕獲手法について研究を進め、活用することを検討していく必要がある。 
 
また、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、捕獲
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の推進と併せて森林土壌の被害の緊急度に応じた対策工法を体系化して整理することや、専門家か

らの意見を聞きながら森林の状況に応じた希少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。 
 
 

（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 

滋賀県の森林は、日本海側と太平洋側の両方の植物が分布しており、複雑な植物相を呈している。 

 

また、湖北地域や湖西地域にあるトチノキ巨木林や、やや標高の高い山地に見られるブナ林など

のほか、古くから人が関わることによって育まれてきた里山林も存在するなど多様性に富んでおり、

その生態系は非常に重要な価値を持つ。 

 

このように多様性に富んだ森林は、野生動植物の生育・生息の場となるなど様々な価値を有して

いることから次世代に引き継ぐための保全策が必要である。 

 

【現在の対策】 

〇巨樹・巨木の森整備事業（琵琶湖森林づくり事業） 

次世代に残すべき巨樹・巨木林の保全のために、県、市町、 

森林所有者等との間で締結する 5 年間の協定に基づいて実施 

する周辺環境整備や保全活動に対して支援を行う。 

〔対象となった巨樹・巨木〕 261 本 

〇その他法令による対策 

既存の法令で、地域指定等により開発行為等を制限してい 

るもの 

１）自然公園法            

２）滋賀県自然環境保全条例 

３）文化財保護条例                    

４）ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例 

                             高島市朽木平良 トチノキ巨木      

 

必要となる仕組み 

水源の森に残された貴重な巨樹・巨木の森をはじめとする多様な森林生態系の恒久的な保全が重

要であることから、県民に親しんでいただくことによって、地域の人々の文化や暮らしとともに持

続的に保全される仕組みが必要である。 
 
生物多様性に富んだ森林は、自然的価値や文化的価値の高い地域資源であり、環境学習やエコツ

ーリズム等への活用を通じて、地域集落の活力を取り戻す取組が重要である。このような取組によ

り、その価値を広く発信して、県民に保全の必要性について理解を深めてもらい、永続的に継承し

ようとする意識の醸成を図ることが求められる。 
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Ⅲ．林業活動を活性化する仕組み 

（１）間伐の推進 

間伐は林分の適正な密度管理を行って将来の収穫量を最大にするとともに、林床に適度に光を入

れることによって下層植生が繁茂し、健全な森林環境を育むなど、人工林が水源林としての機能を

発揮する上で欠くことのできない森林施業である。 

 

しかし、間伐等の森林整備が十分に行き届かない森林が数多く存在していることから、水源涵養

機能等の森林の多面的機能が低下することが危惧されている。 

 

一方で、伐採された間伐材は搬出しても採算が合わないということで、そのほとんどが林内に放

置されてきたが、近年、国において間伐材の搬出を支援する補助制度が創設されたことなどにより、

県内の森林組合系統による間伐材生産量は平成 20年度の約 4,000 ㎥から平成 25 年度には約 30,000

㎥へと飛躍的に増加してきている。 

 

間伐は、保育のための切捨て間伐から森林資源を有効利用する搬出間伐へと質的転換期にあり、

人工林資源が成熟しつつある中で、需要に見合った県産材の供給が求められている。 

 

手入れが行き届いていない森林の整備が進み、利用可能な木材が有効活用されることで、林業従

事者の雇用創出と森林所有者の所得向上といった山村地域の活性化へとつながることが期待される。 

 

また、間伐による林地残材等を森林所有者自らが搬出・集積し、薪などに加工して販売する流通

システム「木の駅プロジェクト」が始動するなど県内で森林への関心を高める取組が行われている。 

 
県内在住の森林所有者に対して実施したアンケート（平成 26年 5月実施）によると、約４割が今

後所有山林の間伐材を自分で搬出したい、もしくは、条件が整えばしたいと回答している。 

 

【琵琶湖の森林づくりに関するアンケート調査】               平成 26 年 5月実施 

（問）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。 

  １. したい 9 名 ２. 条件が整えばしたい 39 名 ３. したくない、できない 75 名 
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・森林の民有林面積約 184,000ha のうち人工林(ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ)は約 78,000ha 

・うち、間伐の対象となる 3～12 齢級の人工林は約 64,000ha 

・平成 15～24 年度（10年間）における間伐実施面積は約 25,000ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
必要となる仕組み 

間伐を推進するために森林所有者は森林を管理する責任があることを十分に認識するとともに、

木材供給者としての自覚を持ち、森林管理や木材生産に対する意識を高める必要がある。 
 
また、間伐等森林整備の重要性について、県民等の理解を深め、更なる間伐促進、間伐材利用に

つなげるため、間伐事業に係わる者は間伐の実施状況や間伐材の利用等の状況について、積極的に

情報発信する必要がある。 
 
さらに、地域全体の森林への関心を高め、地域やＮＰＯ団体等、多様な主体の間伐への参画を促

進し、特に意欲のある森林所有者やいわゆる自伐型林業を支援するため、林内に放置されている間

伐の未利用材等を活用する地域の取組みを推進することが求められる。 
    

特定間伐等の実施の促進に関する基本方針（平成25～32年度の8年間に24,800haの間伐を実施） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

間伐が遅れた森林 間伐された森林 

間伐の現状 

間伐の目標 

【間伐実施面積、利用間伐面積の推移】 
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（２）県産材の生産・利用・流通 

滋賀県の森林を社会全体で支え、保全していくため 

には、森林の価値を環境面だけ論じるのではなく、経 

済面において具体的に見える化し、県民の目（関心） 

を森林に向けることが不可欠である。 

 

そのためには、多くが利用期に到達しているスギや 

ヒノキの人工林を資源として利用することで、県内の 

林業、木材産業を活性化し、森林所有者から事業者、 

利用者すべてがその利益を享受できるよう、県産材の    滋賀県森林組合連合会木材流通センター 

サプライチェーンの構築を図っていかなければならない。     

 

しかし、県産材のサプライチェーンが未熟で、需給 

動向とは関係なく素材が供給されているのが現状であ 

る。需給調整機関として森林組合連合会の木材流通セ 

ンターが整備されたが、機能が最大限に発揮されるよ 

う関係者にその役割を十分に理解してもらう必要があ 

る。 

 

また、県産材の利用を促進するためバイオマス利用 

への対応や「公共建築物等における木材の利用の促進      多賀中学校 ランチルーム 

に関する法律」に基づく、公共建築物等の木造化、木質化の促進が求められる。 

※ サプライチェーン…原木の状態から消費者に至までの全ての過程のつながり。供給網。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 滋賀県のスギ・ヒノキなどの人工林約 8万 ha の内、柱などの建築用材として利用可能
な 8 齢級（36年生）以上が約 7割に達している。 

 滋賀県の平成 24 年の素材生産量は 5万 9千㎥で、昭和 56 年（19万 9千㎥）の約 3 割
であるが、最近は増加傾向にある。（素材生産量には人工林以外も含む） 

人工林の齢級（林齢）構成 素材生産量の推移 

199 千ｍ３ 

59 千ｍ３ 

利用可能 

平成 32 年の素材生産量の目標：１２万 m3 

素材生産の現状と取り組み 
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必要となる仕組み 

県産材を安定的に流通させていくためには、需要と供給のミスマッチの解消が課題であることか

ら、木材流通センターが、販路拡大など安定した供給先の確保や需要やニーズに即した原木供給、

一時ストックや運送手配など市況に対して弾力的かつ効率的な集配を行うなど需要情報の発信機能

や出荷量の調整機能を発揮し、素材生産事業体の調整窓口として一層活用されることが求められる。 
 

また、公共施設の木造化・木質化への取組を全県に広げ、県自らが県産材に関する情報を提供す

るなど、庁内の連携体制を密にすることで、公共建築 
物等の木造化、木質化に努めることが必要である。併 
せて、市町等に対し木材調達および技術面の助言を積 
極的に行うことで、公共建築物の木造化、木質化を普 
及することが重要である。 

       

さらに、県産材を使った公共建築物や木造住宅およ 
び木製品利用により、様々な世代を対象に、ウッドス 
タートから段階的に『木育』を推進することで、木材 
の特性やその利用の促進の意義について県民の理解の   長浜市新庄中町 長岡保育園長浜学舎 
醸成を効果的に図り、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。 

 住宅着工戸数は経済情勢に敏感に反応して増減するが、滋賀県では木造住宅の着工戸
数は安定的に推移している。 

 「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行(H22)されて以降、
学校・幼稚園・福祉施設等の公共建築物の木造化が進展 

 住宅や公共建築物の木造化、内装の木質化の推進（琵琶湖森林づくり事業） 
木の香る淡海の家推進事業、びわ湖材利用促進事業、木造公共施設整備事業 

 木質バイオマス発電等の木質バイオマス利用の推進 

木材利用の現状と取り組み 

住宅着工戸数の推移 彦根東高校音楽室 
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県産材の県内消費を促進するには、県内の林業、木材産業の関係者の理解が不可欠であるが、特

にバイオマス利用については、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

あることなどから、県が市町や地域と連携して、地産地消の取組みを推進することが求められる。                 

 
※ウッドスタート…子どもが木に触れながら育つ環境整備を推進するために、誕生祝として赤ちゃんに国産材玩具  

等をプレゼン卜するなどの活動 

 
Ⅳ．価値を評価し情報発信する仕組み 

（１） 琵琶湖の水源林の価値の評価 

森林は、生命の源である清らかな水をたくわえ、県土を保全して洪水などから私たちの暮らしを

守るとともに、多様な動植物の生息または生育の場を提供するなど様々な役割を果たしている。 

 

特に滋賀の森林は、県民や下流府県の人々に安定的に水を供給する琵琶湖の水源としての価値が

非常に高い。 

 

また、北日本型と南日本型の植生の遷移地帯にあって、多様性に富んだ植生を有していることな

どから、自然的な価値が高く、森林と共に生活してきた木地師に象徴される滋賀らしい山村に伝わ

る伝統文化があることなどから、文化的な価値も高い。 

 

このように、滋賀の森林は、琵琶湖や人々の暮らしと切り離すことができない、何ものにも代え

がたい貴重な財産であり、広く県民や下流域の人々も琵琶湖の水源としての恩恵や様々な生態系サ

ービスの恩恵を受けている。 

 

琵琶湖の水源林を保全するためには、森林の価値を情報発信することにより、森林所有者や県民、

広く下流域の人々に水源である森林からの恩恵について認識してもらい、健全な姿で次代に引き継

ぐ意識を醸成することが重要であり、県民や下流域の受益者にも森林づくりに関する施策について

協力を得ることが重要となる。 

 

しかし、県民や下流域の人々が恩恵を受けている様々な生態系サービスの価値を算定する手法は、

森林の林業的価値の評価を除けば、国内では普及しておらず算定された事例もほとんどないのが現

状である。 

 

【現在の評価】 

〇森林の公益的機能の評価額の算出（林野庁） 全国 74 兆 9,900 億円（試算額）  

〔評価手法〕 

(1) 全国の森林を対象に、様々な機能を評価する観点から、基本的に代替法を用いて評価。 

(2) 代替法は、ある環境サービスを、それと同程度のサービスを提供する財の価格で代替して評価 

する手法である。 

〔評価した森林の公益的機能〕 
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水源涵養機能  土砂流出防止機能  土砂崩壊防止機能  保健休養機能  野生鳥獣保護機能 

大気保全機能 

〔その他〕 

林野庁の方法以外にも森林税等を導入している県の中にも、独自の評価手法を用いて評価を行っ

ているものがある。 

 

必要となる仕組み 

水源林を保全するために必要な費用負担や協力の妥当性について、説得力を持って説明するため

にも、森林の林業的価値だけではなく、生態系サービスの価値など森林の多様な価値を県民や下流

域の人々にも認識してもらう必要があることから、滋賀県の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である。 

 

 



260903 第 105 回森林審議会資料 

中間報告 最終報告（案） 
I.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 
仕組みの提案 

水源林を保全するためには、森林の土地の取引やこれに付随する権利の異動を事前に把握することが望

ましい。このため、他道県で実施されている事前届出制度を導入し、土地取引等の情報を事前に把握する

ことで、不適切な土地利用を監視し、琵琶湖の水源林として適正な管理につなげていく仕組みが必要であ

る。 
 
水源林として届出を必要とする区域を設定する際には、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が、県民や事業者が届出をするのにあたり、過度の負担が生じない

よう十分配慮する必要がある。 
 
また、土地の取引等は、森林所有者の自由意思で行われることなどを考慮すると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。 
 
 

（２）林地境界明確化 
仕組みの提案 

境界明確化は、関係地権者が立ち会い、地域が一体となって実施する必要があることから、集落会議等

を通じて関係地権者の参画を促し、取りまとめて合意形成できるよう地域の体制を強化する仕組みが必要

である。 
 
また、このような地域による境界明確化の活動に対して、行政、森林組合などが連携しバックアップす

る取組みが必要である。 
 
なお、境界が確定できない場合であっても、地域の森林として一体的に自治会等で管理することとして、

森林整備に着手している事例も県下にはあることから、こういった手法も紹介していく必要がある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

I.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 
必要となる仕組み 

水源林を保全するためには、森林の土地の取引やこれに付随する権利の異動を事前に把握することが望

ましい。このため、他道県で実施されている事前届出制度を導入し、土地取引等の情報を事前に把握する

ことで、不適切な土地利用を監視し、琵琶湖の水源林として適正な管理につなげていく仕組みが必要であ

る。 
 
届出を必要とする区域を設定する際には、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が、県民や事業者が届出するに当たって、過度な負担が生じないよう十分配慮する必

要がある。 
 
また、土地の取引等は、森林所有者の自由意思で行われることを考慮して、規制的な取決めは慎重に検

討されるべきである。 
 

 

（２）林地境界明確化 
必要となる仕組み 

境界明確化は、関係地権者が立ち会い、地域が一体となって実施する必要があることから、集落会議等

を通じて関係地権者の参画を促し、取りまとめて合意形成できるよう地域の体制を強化する仕組みが必要

である。 
 
また、このような地域による境界明確化の活動に対して、行政、森林組合などが連携しバックアップす

る取組みが必要である。 
 
なお、境界が確定できない場合であっても、地域の森林として一体的に自治会等で管理することとして、

森林整備に着手している事例も県下にはあることから、こういった手法も紹介していく必要がある。 
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中間報告 最終報告（案） 
（３）水源林の巡視等による状況の把握 

仕組みの提案 

水源林を永続的に保全していくためには、的確に現状を把握し、状況に応じた対策を講じていく必要が

あることから、地域の森林の事情に精通しており、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る

べきである。 
 
また、森林の状態に応じたさまざまな対策を講じるためには、崩壊地や危険地の地形や植生被害の状況

等を的確に把握できるデータの収集に努める必要がある。 
 

 

（４）多様な主体による水源林の管理 

仕組みの提案 

森林所有者自らが手入れできない森林については、地域の状況に応じて、森林組合による管理やコモン

ズなど地域による管理、企業やＮＰＯの参画など多様な主体による管理や公的管理が行われるよう支援す

ることが求められる。 
 

 

Ⅱ．豊かな生態系を育む仕組み 

（１）ニホンジカ対策 
仕組みの提案 

ニホンジカの生息密度を低減するためには、地域の実情に応じて、多様な主体による捕獲を推進するな

ど既存の手法にとらわれない施策により捕獲数の拡大を図るとともに、効率的な捕獲を目指す仕組みが必

要である。 
 
さらに、関西広域連合など広域的な連携により鳥獣の捕獲等に専門性を有する担い手を育成する取組み

や先進的な捕獲手法について研究を進め、活用することを検討していく必要がある。 
 
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、捕獲の推進と併せて森林土壌の被害の

緊急度に応じた対策工法を体系化して整理することや、専門家からの意見を聞きながら森林の状況に応じ

た希少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。 
 

（３）水源林の巡視等による状況の把握 

必要となる仕組み 

水源林を永続的に保全していくためには、的確に現状を把握し、状況に応じた対策を講じていく必要が

あることから、地域の森林の事情に精通しており、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

強化を検討するべきである。 
 
また、森林の状態に応じたさまざまな対策を講じるためには、崩壊地や危険地の地形や植生被害の状況

等を的確に把握できるデータの収集に努める必要がある。 
 

 

（４）多様な主体による水源林の管理 

必要となる仕組み 

森林所有者自らが手入れできない森林については、地域の状況に応じて、森林組合による管理やコモン

ズなど地域による管理、企業やＮＰＯの参画など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。 
 

 

Ⅱ．豊かな生態系を育む仕組み 

（１）ニホンジカ対策 
必要となる仕組み 

ニホンジカの生息密度を低減するためには、地域の実情に応じて、多様な主体による捕獲を推進するな

ど既存の手法にとらわれない施策により捕獲数の拡大を図るとともに、効率的な捕獲を目指す仕組みが必

要である。 
 
さらに、関西広域連合など広域的な連携により鳥獣の捕獲等に専門性を有する担い手を育成する取組み

や先進的な捕獲手法について研究を進め、活用することを検討していく必要がある。 
 
また、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、捕獲の推進

と併せて森林土壌の被害の緊急度に応じた対策工法を体系化して整理することや、専門家からの意見を聞

きながら森林の状況に応じた希少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。 
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中間報告 最終報告（案） 
（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 

仕組みの提案 

水源の森に残された貴重な巨樹・巨木の森をはじめとする多様な森林生態系の恒久的な保全が重要であ

ることから、県民に親しんでいただくことによって、地域の人々の文化や暮らしとともに持続的に保全さ

れる仕組みが必要である。 

 

生物多様性に富んだ森林は、自然的価値や文化的価値の高い地域資源であり、環境学習やエコツーリズ

ム等への活用を通じて、地域集落の活力を取り戻す取組が重要である。このような取組により、その価値

を広く発信して、県民に保全の必要性について理解を深めてもらい、永続的に継承しようとする意識の醸

成を図ることが求められる。 

 

 

Ⅲ．林業活動を活性化する仕組み 

（１）間伐の推進 
仕組みの提案 

間伐を推進するために森林所有者は森林を管理する責任があることを十分に認識するとともに、木材供

給者としての自覚を持ち、森林管理や木材生産に対する意識を高める必要がある。 
 
また、間伐等森林整備の重要性について、県民等の理解を深め、更なる間伐促進、間伐材生産につなげ

るため、間伐事業に係わる者は間伐の実施状況や間伐材の生産等の状況について、積極的に情報発信する

必要がある。 
 
さらに、地域全体の森林への関心を高め、地域ぐるみやＮＰＯ団体等、多様な主体の間伐への参画を促

進し、特に意欲のある森林所有者やいわゆる自伐林家等を育成するため、林内に放置されている間伐の未

利用材等を活用する地域の取組みを推進することが求められる。  
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（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 

必要となる仕組み 

水源の森に残された貴重な巨樹・巨木の森をはじめとする多様な森林生態系の恒久的な保全が重要であ

ることから、県民に親しんでいただくことによって、地域の人々の文化や暮らしとともに持続的に保全さ

れる仕組みが必要である。 

 

生物多様性に富んだ森林は、自然的価値や文化的価値の高い地域資源であり、環境学習やエコツーリズ

ム等への活用を通じて、地域集落の活力を取り戻す取組が重要である。このような取組により、その価値

を広く発信して、県民に保全の必要性について理解を深めてもらい、永続的に継承しようとする意識の醸

成を図ることが求められる。 

 

 

Ⅲ．林業活動を活性化する仕組み 

（１）間伐の推進 
必要となる仕組み 

間伐を推進するために森林所有者は森林を管理する責任があることを十分に認識するとともに、木材供

給者としての自覚を持ち、森林管理や木材生産に対する意識を高める必要がある。 
 
また、間伐等森林整備の重要性について、県民等の理解を深め、更なる間伐促進、間伐材利用につなげ

るため、間伐事業に係わる者は間伐の実施状況や間伐材の利用等の状況について、積極的に情報発信する

必要がある。 
 
さらに、地域全体の森林への関心を高め、地域やＮＰＯ団体等、多様な主体の間伐への参画を促進し、

特に意欲のある森林所有者やいわゆる自伐型林業を支援するため、林内に放置されている間伐の未利用材

等を活用する地域の取組みを推進することが求められる。 
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中間報告 最終報告（案） 
（２）県産材の生産・利用・流通 
仕組みの提案 

県産材を安定的に流通させていくためには、需要と供給のミスマッチの解消が課題であることから、木

材流通センターが、販路拡大など安定した供給先の確保や需要やニーズに即した原木供給、一時ストック

や運送手配など市況に対して弾力的かつ効率的な集配を行うなど需要情報の発信機能や出荷量の調整機能

を発揮し、素材生産事業体の調整窓口として一層活用されることが求められる。 
 
また、公共施設の木造化・木質化への取組を全県に広げ、県自らが県産材に関する情報を提供するなど、

庁内の連携体制を密にすることで、公共建築物等の木造化、木質化に努めることが必要である。併せて、

市町等に対し木材調達および技術面の助言を積極的に行うことで、公共建築物の木造化、木質化を普及す

ることが重要である。 
       
さらに、県産材を使った公共建築物や木造住宅および木製品利用により、様々な世代を対象に、ウッド

スタートから段階的に『木育』を推進することで、木材の特性やその利用の促進の意義について県民の理

解の醸成を効果的に図り、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。 
 
県産材の県内消費を促進するには、県内の林業、木材産業の関係者の理解が不可欠であるが、特にバイ

オマス利用については、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ことなど

から、県が市町や地域と連携して、地産地消の取組みを推進することが求められる。                 

         

 
Ⅳ．価値を評価し情報発信する仕組み 

（１）琵琶湖の水源林の価値の評価 

仕組みの提案 

水源林を保全するために必要な費用負担や協力の妥当性について、説得力を持って説明するためにも、

森林の林業的価値だけではなく、生態系サービスの価値など森林の多様な価値を県民や下流域の人々にも

認識してもらう必要があることから、滋賀県の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

が必要である。 

 

 

 
 

（２）県産材の生産・利用・流通 
必要となる仕組み 

県産材を安定的に流通させていくためには、需要と供給のミスマッチの解消が課題であることから、木

材流通センターが、販路拡大など安定した供給先の確保や需要やニーズに即した原木供給、一時ストック

や運送手配など市況に対して弾力的かつ効率的な集配を行うなど需要情報の発信機能や出荷量の調整機能

を発揮し、素材生産事業体の調整窓口として一層活用されることが求められる。 
 
また、公共施設の木造化・木質化への取組を全県に広げ、県自らが県産材に関する情報を提供するなど、

庁内の連携体制を密にすることで、公共建築物等の木造化、木質化に努めることが必要である。併せて、

市町等に対し木材調達および技術面の助言を積極的に行うことで、公共建築物の木造化、木質化を普及す

ることが重要である。 
       
さらに、県産材を使った公共建築物や木造住宅および木製品利用により、様々な世代を対象に、ウッド

スタートから段階的に『木育』を推進することで、木材の特性やその利用の促進の意義について県民の理

解の醸成を効果的に図り、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。 
 
県産材の県内消費を促進するには、県内の林業、木材産業の関係者の理解が不可欠であるが、特にバイ

オマス利用については、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ことなど

から、県が市町や地域と連携して、地産地消の取組みを推進することが求められる。                 

         

 
Ⅳ．価値を評価し情報発信する仕組み 

（１）琵琶湖の水源林の価値の評価 

必要となる仕組み 

水源林を保全するために必要な費用負担や協力の妥当性について、説得力を持って説明するためにも、

森林の林業的価値だけではなく、生態系サービスの価値など森林の多様な価値を県民や下流域の人々にも

認識してもらう必要があることから、滋賀県の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

が必要である。 

 

 

 

 


