
 

第１０４回滋賀県森林審議会 

 

                      日 時：平成２６年７月２日（水） 

１４：００～１６：００ 

                場 所：滋賀県大津合同庁舎 ７階 ７－Ａ会議室 

 

次  第 

 

【議 題】 

  テーマ：水源林保全のための仕組みづくりの中間報告の検討 

       

   ～生物多様性に富んだ水源林を目指して～ 

   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 

（２）林地境界明確化 

（３）水源林の巡視等による状況の把握 

（４）多様な主体による水源林の管理 

 

    Ⅱ．豊かな生態系を育む仕組み 

（１） ニホンジカ対策 

（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 

 

Ⅲ．林業活動を活性化する仕組み 

（１） 間伐の推進 

（２） 県産材の生産・利用・流通 

 

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 
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[午後 ２時００分 開会] 

○司会：定刻になりましたので、ただいまから第１０４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１２名で、滋賀県森林審議会運営要領第２

条第４項の規定により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、第１０１回の審議会におきまして諮問させていただきました案件につきま

して、１０２回・１０３回の審議会の結果を踏まえて、審議をお願いしたいと存じます。 

  議長は運営要領第３条に従いまして会長にお願いし、進めていただきたいと思います。 

  それでは、栗山会長、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

○議長：了解しました。 

それでは、私、栗山が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、滋賀県の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たいと思いますので、ご了承をお願いしたいと思います。また、公

開の方法については、会議の傍聴と議事録の公表により行います。 

  続きまして、本日の議事録の署名人ですけれども、○○委員、それから○○委員にお

願いしたいと思っていますが、よろしいでしょうか。 

○両委員：（うなずく） 

○議長：はい。そうしましたら、両委員、よろしくお願いしたいと思います。 

  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

ますので、議事の円滑な進行につきまして、よろしくお願いしたいと思っております。 

  お手元の資料にございますように、本日の審議事項は、昨年１２月の第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中間報告になっております。実は、

先ほど嘉田知事とご挨拶の機会がございまして少しお話をしたのですけども、知事も、

この水源林保全の中間報告に関して大変関心を持っていると話をしておられました。特

に巨樹・巨木に関する話であるとか、あとは木育の話に関して非常に関心を持っておる

と言っておられまして、森林審議会の議論に対して、ぜひやってくださいということを

言っておられましたので、ここでまた皆さんと一緒に議論をして、よりよい中間報告を

つくっていきたいと思っていますので、どうぞご協力、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

  それでは、まずは今までの議論を踏まえまして、事務局のほうから、この仕組みづく
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りに対する中間報告について説明をしていただきまして、その内容について皆さんから

ご議論をいただきたいと思っております。なお、かなり資料のボリュームが多いことも

ありまして、幾つかの項目ごとにそれぞれ説明をしていただいて、それから議論してい

く形にしたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

  それでは、事務局のほうから説明をよろしくお願いします。 

○事務局：それでは、今、会長のほうからご提示いただきました関係もございまして、配

付資料の確認をさせていただきたいと思っております。配付資料につきましては、会議

次第、中間報告（案）、Ａ３の用紙になっております骨子と中間報告の対比表、Ａ４の「木

育」、それから、委員様それぞれの名簿でございます。 

  不足している委員の方々、お見えになりませんでしょうか。 

  よろしゅうございますか。 

  それでは、ご提示いただきましたとおり、中間報告（案）の１ページの「基本的な視

点（総論）」より説明させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしたい

と思います。 

○事務局：滋賀県庁・森林政策課の○○でございます。 

  そうしましたら、１ページのところを説明させていただきたいと思います。今回の中

間報告ですが、前回ご議論いただきました骨子を発展させまして、それぞれ丁寧に説明

するような形でまとめております。今回のご議論の内容を追加・修正いたしまして、最

終報告も、このような形でまとめていきたいと考えておりますので、ご議論をよろしく

お願いいたします。 

また、より具体的な施策や事業につきましては、今後琵琶湖森林づくり基本計画の改

正を諮問させていただく予定もございますし、新規事業等、また提案させていただく機

会もあろうかと思いますので、その際にまたご議論をお願いしたいと思います。今回の

仕組みづくりにつきましては、大きな枠組みというような形で捉えていただければと思

います。 

それでは、中ほどにございます基本的な視点（総論）でございます。前回の審議会の

意見によりまして、総論で水源林の定義をすべきではないかというお話をいただきまし

た。それで、総論の一番初めの部分です。 

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している。このことから、滋賀県の森林
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のすべてを重要な水源として位置付け、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。 

と書かせていただきました。ここで、「滋賀県の森林のすべてを重要な水源林と位置付

け」という形で記載させていただいております。 

引き続いて、森林・林業の部分ですが、これにつきましては、骨子のとおりとさせて

いただいております。 

１ページの下のほうに、生物多様性について記載させていただいております。前回審

議会で、生物多様性という雰囲気だけではなくて、具体的に、より学術的に記載するほ

うがよいというようなご意見をいただきましたので、少し丁寧に説明するような形で修

正させていただいております。 

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、我々に水や木材、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。 

というような形で記述させていただきました。 

また、各論につきましても、多様性を保全する上で必要な施策をしていくものである

というようなことも記載させていただいております。そこから下の部分につきましては、

骨子のとおりとさせていただいております。 

総論につきましては、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す。 

  ただいま説明にありましたように、まず今回の中間報告の位置付けとしましては、今

後具体的な施策の内容が入ってくるわけですが、今回中間報告はそこまでは踏み込まな

いで、全体的な枠組みとか方向性を示すものでありますので、そういった視点でご議論

いただきたいと思うのです。 

最初に、基本的な視点（総論）に関しまして、１つには水源林の位置付けとして、滋
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賀県の森林すべてを重要な水源林として位置付けるということが今回の中に追加されて

おります。あとは、生物多様性に関してかなり詳しい説明がされて、生物多様性を視点

に置いた上で、今後も森林をどのように保全をし、どのように利用していくのかという

位置付けになっているというところが、少し変わったところになっております。 

  この点に関しましてご議論したいと思いますけども、委員の皆様のご意見、ご質問等、

いかがでしょうか。 

  この部分に関しましては、この形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。 

  そうしましたら、続けてまた説明をお願いしたいと思います。 

○事務局：そうしたら、各論について説明させていただきたいと思います。前回の骨子案

で４つの柱に整理して課題をご検討いただいておりました。 

それで、前段の部分につきまして、４つの柱、『適正な保全・管理を進める仕組み』、

『豊かな生態系を育む仕組み』、『林業活動を活性化する仕組み』、『価値を評価し情報発

信する仕組み』という４点につきまして検討することになった経過を、説明するような

形とさせていただいております。 

 

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 

それでは、１点目の適正な保全・管理を進める仕組み、水源林の土地取引の把握でご

ざいます。前段の現状と課題の部分につきましては、少しわかりやすく修正している部

分がございますが、基本的には骨子で説明させていただいたものとなっております。 

それから、３月の審議会で課題シートというのがございましたが、そこからデータや

写真なんかを抜粋して、添付させていただいておるということになっております。 

土地取引の把握の部分につきましては、先日５月２４日に琵琶湖森林づくり県民フォ

ーラムを開催させていただきまして、その中で、事前届出制度に関するアンケートをと

らせていただきましたので、その結果を間に入れさせていただいております。真ん中の

四角囲みですけれども、問いといたしましては、「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引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。」というアンケートをとらせていただきました。 

このグラフにありますとおり、８２％の方が必要であるとご回答いただいたというこ
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とですので、これは前回の骨子から今回追加させていただいている部分でございます。 

それから、４ページの仕組みの提案ですけれども、これにつきましては、前回の骨子

で仕組みの方向性を示させていただいておりまして、Ａ３横の表で、左手側に骨子が書

いてあるもの、右側に今回の中間報告のものというような形で、並べて書かせていただ

いております。水源林土地取引の把握の部分の仕組みの提案を読ませていただきたいと

思います。 

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

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

的な取り決めや罰則等の導入は慎重に検討されるべきである。 

ということで、骨子を少し発展させて丁寧に説明するような形にさせていただいてお

ります。 

それで、本日欠席されているのですけれども、○○委員のほうから、事前に国の土地

の制度の見直し等を求めていくべきではないかというご意見がございました。これにつ

きましては、昨年、我々事務局が先行他府県の状況調査をするため、福井県や富山県に

お話をお伺いすることができました。そこで、実効ある法整備や制度設計は国に求めて

いきたいと思いますということで、中部の知事会ですとか政府提案等の機会を通じて、

国に働きかけていくということをお聞きいたしましたので、滋賀県でも国に何か求めて

いけないかということで、参考にさせていただきたいと考えております。 

 

 （２）林地境界明確化 

引き続きまして、「林地境界明確化」でございます。これにつきましても、仕組みの提

案の部分を読ませていただきたいと思います。 

境界の明確化は、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
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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り組みが必要である。 

なお、境界が確定できてい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。 

ということで、最後の段落につきましては、前回審議会の際に、現地で見ていただき

ました東近江の事例を念頭に置いておるところでございます。 

 

（３）水源林の巡視等による状況の把握 

Ａ３の横長を、まためくっていただきたいと思います。３番の水源林の巡視等による

状況の把握でございます。これにつきましても、読ませていただきたいと思います。 

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持った「（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。 

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。 

これにつきましては、前回審議会で、既存の森林保全巡視指導員等ではなく、権限を

持った制度として位置付けるべきではないかということと、ネーミングは仮称のままで

変わっていないけれども、もう少しネーミングを考えてみてはどうかというご意見をい

ただいております。また、データ収集も、より丁寧な情報収集ができないかということ

で、「データの収集に努める必要がある」という部分を追加させていただきました。 

 

（４）多様な主体による水源林の管理 

  ４番の多様な主体による水源林の管理でございます。 

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。 

Ⅰ．適正な保全・管理を進める仕組みにつきまして、ご説明させていただきました。 
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事務局から以上です。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  ただいま説明がありましたように、この適正な保全・管理を進める仕組みとしまして、

課題として４つありまして、１つ目は水源林の土地取引の把握、２つ目は林地境界の明

確化、３つ目は水源林巡視の強化、そして、４つ目は多様な主体による水源林の管理に

なっております。いずれも前回の骨子と、それから今回の中間報告の違いに関しまして

は、この大きい横長の資料のところに書いてあります。 

これを見比べながら、これについて、ぜひ皆さんのほうからご意見、ご質問等いただ

きたいと思いますけども、この点に関しまして、いかがでしょうか。 

はい、どうぞ。 

○委員：４ページの仕組みの提案の真ん中辺ですけども、「水源林として届出を必要とする

区域を設定する際には、」というふうに書いているのですけれども、１ページの基本的な

視点（総論）のところの「滋賀県の森林のすべてを重要な水源林として位置付け」とな

っていますので、全部だという思いですけれども、４ページのほうは、「区域を設定する

際には」というふうに入っていますので、これはどういうことでしょうかと思います。

いかがでしょうか。 

○議長：はい。 

  それでは、事務局のほうからご返答をお願いいたします。 

○事務局：森林政策課の○○と申します。 

  基本的な視点ということで、森林のすべてを重要な水源林として位置付けるというこ

とは、森林としては当然水源林としての機能を持っていますので、こういった形での位

置付けをするという一方で、今回仕組みの提案ということで、仕組みとして成立させる

ためには、すべての森林というよりも、一定の範囲の設定も必要になるかもしれないと

いうこともありますので、こういった形の書き方をさせていただいております。 

○議長：はい、どうぞ。 

○委員：設定するには基準とか、基本的なことをいろいろ分類分けしていかなければと思

うのですけれども、私たち申請に慣れている人間は「すべて」のほうが楽で、分けて区

域別となると、その違いがすごく明確でないと難しい部分がありますので、特に地域と

いう中ですと、反対に混乱するんじゃないかと思います。 

○議長：いかがでしょうか。 
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○事務局：森林法という法律で、届出の制度がございまして、所有権の移転等がございま

した場合に、届出をしていただくということがございます。あと、それをさらに加える

形で、今回は事前の届出という形で検討しているところですけども、森林法とどういっ

た違いがあるのかとか、そういったことを検討するに当たって、こういった書き方をし

ているところです。 

  それで、「すべて」というところから後退しているんじゃないかというような形でご意

見いただいたのですけれども、考え方としてはすべてそうだろうということですけれど

も、この仕組みの部分も含めまして、再度検討して適切な考え方を整理したいと思いま

す。 

○議長：これに関しましては、前にもこの審議会で議論されたと思いますけども、全国い

ろんな場所で、幾つかこういった事前届出制度がありますけども、自治体によっては全

部の森林を届出制度で扱うところもありますし、特定の森林だけ必要な場所もあったり

します。それはさまざまな、そのとき、その自治体によるいろんな事情があると思うの

です。 

その点で、これから滋賀県において全ての森林を対象とするのか、それとも特定地域

だけに限定するのかということが、まず中間報告を受けた後、これから具体化していく

中で議論する形になるかと思うのです。その際に、もしかしたら滋賀県の場合、個別地

域のほうがいいかもしれないということが出てくる可能性をかんがみて、恐らくここで

はあえてこういった表現になっているのかなというふうに思っております。 

  ですけど、この表現だから、必ずしも全部を対象にしないというわけではないという

ふうに思っていますので、議論した中で、全部の森林が対象となった場合には、当然そ

れを対象にしたらいいかと思っております。 

  よろしいでしょうか。 

  ほか、これに関しても、もしくはほかでも構いませんが、このセクションに関しまし

て、ご質問、ご意見等、いかがでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：３番の水源林の巡視等による状況の把握というのは、大分きっちり書かれておる

のですけども、（仮称）水源林保全巡視員と書いていますね。この責任と権限とかやるこ

とについては書いてあるのですけども、ちょっと気になるのが、次のステップになるか

もわかりませんけども、例えば彼らの権限と責任という部分と、行政といいますか、そ
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れらがまとまって具体的に滋賀県の中で、どういう活動をしていくのかというシステム

の部分ですね。だから、行政と連携をして、この巡視員というものがきちっと位置付け

られているのかどうか。 

  ここに書いてあるのは、多分そうだろうとは思うのですけども、森林を熟知しておら

れる方に巡視員になっていただいて、いろいろ提案してもらおうということについては

いいですけど、じゃ、それをどこが、どういう形でということをきっちり書いておかな

いと、単なる人の配置だけ、人の育成だけで終わってしまったら、それがうまく上へ上

がったり、横へ広がったりということができないのではないかと思いますので、この辺

はきっと考えてはると思うのですけど、どういう位置付けにしていこうとされるのか、

わかったらお聞かせいただきたい。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  事務局、いかがでしょうか。 

○事務局：森林保全課の○○と申します。よろしくお願いします。 

  今、申された行政との中での位置付けと、具体的な権限の問題とか、さまざま検討す

べき課題があろうかと思うのですが、この巡視員制度は、水源林の保全というものにつ

いて、どういうものを課題として整理するのかというところから始めていって、それに

対応した形で、どういう人材を、どういう制度の中でまとめていくかを具体化していく

べきじゃないかと思います。 

  ですので、そのあたりが、今おっしゃったとおり、次に検討すべきことであるかなと

いうふうに認識しているところで、はっきりしたことはまだイメージをつくっていない

というところです。 

ただ、今おっしゃったように行政の情報とか、従来の巡視員制度の中で、課題として

認識されていた内容というものについては今後改善すべき、つまり行政の最新の情報と

か、法律的な、あるいは技術的な専門性とか、そういったものを兼ね備えた人が当たる

べきであって、またそれを補完するような権限とか、そういったことについても何らか

の形で必要になってくるのかなということについては、考えております。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  今ご返答がありましたように、具体的な制度設計に関しましては、この中間報告が終

わった後、議論が再開されるかと思いますけども、今回の段階ではともあれ水源林の現

状を適切に把握し、それをもとにきちんと管理を行っていく上で、巡視員というものが
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極めて重要であり、そういったものを位置付けていこうといった仕組みになっているの

ですね。 

  ですので、これからまたこの森林審議会の中で、巡視員をどういう形で、誰が、どう

いうふうに担っていくのかということに関して、恐らく議論されると思います。 

  はい、どうぞ。 

○委員：○○委員が今質問されたけど、ちょっと納得をしておられないのかなと。今この

場で、どういうふうなイメージかを私たちに伝える必要があるのかなと。審議会で巡視

員を配置するということを載せて、そこそこ具体的に私たちがイメージできるものを、

やはり言うてもらわないとあかんと思いますわ、私は。 

○議長：はい。 

  そうしましたら、いかがでしょうか、事務局のほうで。今現在、どんなことを考えて

いるのかという、その辺の考えの状況でも構いませんけども、例えばこういったような

イメージを考えているというのを、ぜひご返事いただきたいと思いますけども。 

○事務局：森林政策課長の○○でございます。 

  ただいまのご質問でございますけれども、こういった巡視員制度は森林以外でもたく

さんございます。例えば、廃棄物の監視であるとか、それから鳥獣の関係とか、いろい

ろあるのですけども、そういった中で、今求められております水源林の保全巡視員とい

う位置付けを、権限あるいは責任を持たすために、既存の他のいろんな分野への巡視監

視員制度等を参考にしながら、検討していきたいと思っています。 

例えば、準公務員的な扱いで、そういう方を雇ったところもありますし、あるいはボ

ランティア的なところもありますので、その辺の制度を見ながら検討していきたいとい

うふうに思っております。 

○議長：というわけで、いろんな巡視のあり方があるわけで、今の段階ではまだそこまで

具体化できていないということです。 

○委員：今、具体化できていないというのはよくわかりましたけど、ただ、ここへ書かれ

るときには、仕組みの提案ですから、その巡視員と、できればそれに対応した行政なり、

そのサポートという形というか、組織の仕組みを提案してもらえたらわかりやすかった

のですけど、これはこの次という形でいいですね。 

○議長：そうですね。今後、議論していく態勢になるかと思います。やはりこれから巡視

員という制度をつくるといっても、単に制度をつくるだけでは実効性がありませんので、
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これに対して、行政からどういった形でサポートしていくのかとか、財政的にどんなふ

うに負担をしていくのかとか、あるいはボランティアとして行うのかとか、そういうこ

とはこれからきちんとした議論をしないと、なかなか問題が解決しないこともあります

ので、これに関しては、これの中間報告を受けた後、ぜひ議論していきたいというふう

に思っております。 

  どうもありがとうございます。 

  その他、いかがでしょうか。この制度に関しましてはよろしいでしょうか。 

  そうしましたら、次の課題のほうに移りたいと思います。 

  事務局のほうから、説明をお願いします。 

 

Ⅱ．豊かな生態系を育む仕組み 

 （１）ニホンジカ対策 

○事務局：それでは、２番の豊かな生態系を育む仕組みについて、説明いたします。 

  まず、（１）のニホンジカ対策でございますけれども、１段落目については骨子の部分

と同様になっておりまして、２段落目以降については、ニホンジカの食害が生物多様性

の面からも影響は大きいということから、２段落追加させていただいております。 

  読みますと、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すぎない。 

という形の説明となっております。 

  「現在の対策」を飛ばしまして、８ページでございますけども、真ん中のほうに追加

しましたのは、国の動きということでございまして、鳥獣保護法の改正というのを入れ

ております。平成２６年５月３０日に公布された法律でございますけれども、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」に「管理」というのを入れまして「鳥

獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改正されたということでござい

まして、この具体的な内容の例としましては、夜間銃猟の規制緩和であるとか、認定鳥
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獣捕獲事業者、いわゆる認定された法人みたいな形で捕獲をしていただく。あと、わな

免許とかの取得年齢の引き下げなどを行っているということでございまして、こういう

形で国のほうも推進しているというところでございます。 

  仕組みの提案の１段落目ですけれども、前回骨子の１番目と３番目のところを合併し

て書いておりまして、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。 

  ２段落目はちょっと表現を修正いたしまして、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り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。 

  ３番目の「また」以下ですけども、４番目と５番目を合併しまして、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、捕獲の推進とあわ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。 

という形の仕組みの提案とさせていただいております。 

   

 （２）巨樹・巨木の森をはじめとする多様な森林生態系保全 

次の（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ございます。最

初の部分も含めまして前回と少し変えておりますので、全て読ませていただきます。 

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。 

ということでございまして、現在の対策といたしましては、巨樹・巨木の森整備事業

というものをやっておりまして、５年間の協定に基づきまして、周辺の環境整備である

とか、保全活動に対して支援を行うとかというような活動をしているというところでご

ざいまして、現在までの対象となった巨樹・巨木については２６１本ある。 
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また、その他の法令による対策ということで、既存の法令で地域指定等によって開発

行為、伐採等も含むのですけども、制限しているものについては、例えばこういうもの

がありますよということで、４つご紹介させていただいております。 

最後の仕組みの提案ですけれども、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り組みが重要で

ある。このような取り組みにより、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。 

という形の提案にさせていただきました。 

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す。 

  ただいまの分に関しましては、課題が２つございまして、豊かな生態系を育む仕組み

のうち、１つ目はニホンジカ対策、もう１つは巨樹・巨木の森に関するものですね。 

この点に関しまして、いかがでしょうか、ご質問、ご意見等、委員の皆様からよろし

くお願いします。 

  はい、どうぞ。 

○委員：ご提案いただくことについて基本的には了と考えております。先ほどの話に関係

するのですけど、滋賀県は全部を水源にと。これは単純明快で、県民の認識統一もスパ

ッとすると思うのです。森林法の関係とか、県行政として法的にもチェックされると、

その両方の案を検討いただくということでいいのですけど。 

巨樹の問題につきましては、前の審議会でも、森づくりの税から手当てするという承

認をした記憶がございますが、ここに「水源の森に残された」ということを最初に書い

ておられます。私は、あのときに言うたんですけど、この森づくり条例ということで税

として集めております。そこで、巨樹・巨木、森林文化のことまでいきますと、水源に

かかるか、かからないか別として、貴重な樹木やから保存してほしいと。トチというの

はもともと、ご承知のように渓畔林のところにありますから、水源の森に残されたとい
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うのは、そういうことでおっしゃっておられると思う。 

ただ、巨樹だけで、皆さんがこれも残してほしい、あれも残してほしい。こういうこ

とになりますと、昔からの地域の拠り所としてきた巨樹・巨木、これはシイ、カシに限

らず、木がいっぱい出てまいりますので、先ほどの水源の森ということに限定したよう

な巨樹・巨木は、この税で保全していくというような意味合いにとっていくのか。 

そうでない巨樹・巨木もありますね。地域の要請があれば、全部ここに挙がってきて

公開審議するというのも大変ですので、水源に寄与しているような巨樹・巨木、もっと

言えば樹木帯・群、ブナも含めて、これからも要請があり、なるほどと思ったら、その

税財源で保全していくように持っていく考えとするのか、これは限定しないと。 

巨樹・巨木というのはいろんな意味合いがありますので、保全してほしいという県民

の声に対応していくのか。その辺の整理も今後ご検討いただくほうがいいんじゃないか

という気がします。尽きるところは、水源林とみなせば、そこにあるのがいいですので、

とりわけ水源の森に残されたという意味合いで県民の方に理解を求めるのか、いや、文

章的にもう少し工夫したほうがいいのかというところは、ご検討の余地があるかどうか

ということです。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  事務局は、いかがでしょうか。この巨樹・巨木が一体どこら辺を対象にするのか。要

するに、すべての森林が水源林であると位置付けているとするならば、この表現ですと、

すべての巨樹・巨木が対象にもなると考えられますし、そうじゃなくて、かなり河川に

近いところだけを考えるのか。そこら辺は、ちょっとご意見をお願いしたいと思います。 

○事務局：巨樹・巨木という定義ですけども、それについては、今のところかっちりと固

まったものはないと。それで、先ほど委員がおっしゃったのは、いろんな場所に巨樹・

巨木というのがあるだろうと。例えば、里に近い鎮守の森みたいなところで、一本の大

きなイチョウがあるとか、そういったものも含めて全部そうなるのかというお話もある

かと思うのですけども、一般的には森林地域にあるものが該当になるのだろうというふ

うに考えてはおります。 

  ただ、どういったものが巨樹・巨木というのは、これから定義というものも含めて検

討していきたいと、それについては最初からやっていきたいと思っています。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  いずれにしても、そんなに明確に定義があるわけではないけれども、これから制度設
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計していって、具体的になると思います。 

  はい、どうぞ。 

○委員：その続きですけれども、滋賀県全体を水源林ということでやったところで、その

部分的なことを先ほどの話に分けると難しいということで、例えば、その全体を水源林

として、後は一種、二種、三種地域とかというような分け方で、そこの中で、この巨樹・

巨木があるとか、限定した地域とかというふうな分類分けのほうがわかりやすいのじゃ

ないかと思うのですけれども。 

○議長：はい。 

  いかがでしょうか。 

○事務局：分類をどのように設けるかとか、すべての森林にするのか、対象を限定するの

かも含めて、検討させていただくというのは先ほど回答しましたけれども、巨樹・巨木

も同様に、今のご意見をいただいた中で検討していきたいと思います。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  生態系的な観点からすると、やはり河川に近いところの森林と、それから山の横にあ

る森林と、生態系の影響が大分違うことが知られておりますので、一括ですべて水源林

といっても、実はウエートとしては幾つか分かれるのが実態になっております。その辺

をどこまで制度に反映するかということは、これから考えていく必要があるかなという

ふうに思いますね。 

  さて、ほか、ご質問等はいかがでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：先ほどの水源林保全巡視員ですね。これは森林保全という形で活動されるのです

けども、９ページの仕組みの提案、巨木・巨樹の下のほうに、「生物多様性に富んだ森林

は、自然的価値とか文化的価値とか、環境学習、エコツーリズム」、これは活用ですよね。

活用という部分もやっていかなければならないという仕組みの提案をされているわけで

すけど、逆に言いますと、ここにも水源林保全という形で関わっている方の仕事という

形で広げていったら、どうなのかというふうに思うわけです。 

  そうでないと、それぞれ地域に任せておきますみたいな形になるようでは困るし、難

しいなということで、水源林保全巡視員を新しくつくるならば、こういうような活用方

法までも踏み込んで、その方々を育成されたり、お願いされたりして、つながっていっ

たらどうかと。また、保全だけでなくて、活用という部分もぜひ提案をいただけるよう
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な方になっていただければと、こういうふうにちょっと思いました。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  巨樹・巨木の活用に関して、こういった地域の人々をうまく使っていったらいいんじ

ゃないかという提案ですね。 

  いかがでしょうか、事務局のほうでは。 

○事務局：まず、エコツーリズムとかも含めて、そういったことをするには、当然その現

場を紹介する方が必要になると。水源林保全巡視員の方に、そういった役割も担ってい

ただいたらどうかという、そういったご趣旨のご意見でしょうか。 

  先ほどもありましたけども、水源林保全巡視員について、どういった役割を担わせる

のかということを含めて検討しておりまして、今のご意見として伺わせていただいて、

また事務局の中で検討したいと思います。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  私の個人的な感想からすると、こういったエコツーリズム等でガイドをしていただけ

る人というのは、どちらかというと、お客さんに対してうまく情報を提供したり、説明

をしたりと、そういった能力が実は問われるわけですね。 

  一方で、山の中で巡視をする方というのは、その地域の森に対する詳しい情報が必要

という点では一緒ですけども、お客さんに対して情報をわかりやすく提供するという点

では、ちょっと違う点があります。 

そういう点で、巡視をする方、それからエコツーリズムでガイドする方というのは、

若干違う面があるのかなと思っていまして、これを一緒にするのか、別にするのかとい

うのは、慎重に判断したほうがいいかなというふうに思っております。 

ほか、いかがでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

特になければ、続いて、次の議題のほうに移りたいと思いますけども、事務局のほう

から説明をお願いしたいと思います。 

 

Ⅲ．林業活動を活性化する仕組み 

（１）間伐の推進 

○事務局：森林政策課の○○と申します。よろしくお願いします。 

  それでは、資料９ページのところですけれども、Ⅲの林業活動を活性化する仕組みに
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ついて、説明させていただきます。 

  まず１番、間伐の推進です。９ページに２段落ありますが、２段落とも骨子の概要と

基本的には変えておりません。 

  次の１０ページを見ていただきたいのですけれども、上から１、２、３、これも基本

的には同じような内容を書かせていただいております。 

  ４段落目は、新たに追加させていただきましたので、読ませていただきます。 

  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

る取り組みが行われている。 

これについて、補足説明をさせていただきます。 

  間伐で使えない材、いわゆる林地残材の有効利用につきましては、高知県の土佐の森・

救援隊が取り組まれたのが結構有名ですけれども、ちょっとハードルが高いということ

で、一般的にどこでも使えるようにしていくという仕組みで始まったのが「木の駅プロ

ジェクト」ということで、岐阜県の恵那市からスタートされたというものです。 

 これは、森林整備等、地域経済の活性化を目的として、「軽トラとチエンソーで晩酌を」

を合言葉に、地域の林地残材を木の駅という集積場に出荷して、地域の商店で利用でき

る地域通貨に換金して流通する仕組みというように言われています。全国では、しっか

りとした形で取り組まれているのが４０から５０地域あるかなということで、木の駅の

仕組みを創設された方がおっしゃっておりました。 

県内での取り組みですけれども、２つありまして、まず１つ目が、甲賀のほうでやら

れているものです。林研グループの甲賀愛林クラブが中心となりまして６月から始めら

れました。出された木は、甲賀チップに持っていかれているということで、地元の商工

会と連携して取り組まれているということを聞いております。 

もう１つが、高島市のほうでやられている取り組みです。「社団法人 市民エネルギー

たかしま」と「高島森林組合」などが実行委員会をつくりまして、これも６月から取り

組みされているということです。出された木につきましては、市民エネルギーたかしま

のほうが薪に加工して販売する。そういう仕組みということで、県内でも６月から２つ

の地域で取り組みがスタートしたということです。 

ということで、木の駅プロジェクトを書かせていただきました。 

続きまして、仕組みの提案ですけれども、これにつきましては、Ａ３の資料の仕組み
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の提案を読ませていただきます。 

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。 

ということで、前回の骨子に比べまして、所有者の意識を高める必要があるというと

ころを書かせていただいたということになっています。 

２段落目です。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。 

ということで、骨子のときは税を使っているので情報発信する必要があるという内容

だったのですが、今回につきましては、県民の理解を深める、また間伐の促進をする、

間伐材の生産につなげるという内容に変えさせていただいたということになります。 

３段落目です。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、特に意欲ある森林所有者、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り組みを推

進することが求められる。 

ということで、前回の骨子に比べまして、どのような内容かというところで、林内に

放置されている間伐材、未利用材の地域の取り組みで出していただく、という内容に変

えさせていただいたということになります。 

 

（２）県産材の生産・利用・流通 

続いて、資料の１１ページを見ていただきたいと思います。 

２つ目の県産材の生産・利用・流通です。この概要については、前回骨子と一緒とい

うことになっております。 

続いて、仕組みの提案です。これもＡ３の資料を読ませていただきます。 

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に集

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。 
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ということで、前回の骨子に比べまして、前回見ていただきました木材流通センター

のほうが主に調整窓口として一層活用される、というように書かせていただいたところ

であります。 

２段落目です。また、公共施設の木造化・木質化への取り組みを全県に広げ、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。あわせて、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。 

ということで、骨子のときは、県自らが一層積極的に木造化、木質化を進めるという

内容だけだったのですが、今回のものにつきましては、市町等で普及することが重要と

いうところを加えさせていただきました。 

３段落目です。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「びわこ材」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。 

ということで、現在県産材の普及としまして、公共建築物、木造住宅、木製品利用で

取り組んでおりますけれども、より積極的な利用を進めるという中では、様々な世代に

対しまして、木の良さとか、利用の意義を普及・啓発していくということです。ウッド

スタートにつきましては、１３ページの提案の下に注釈が書いてあるのですけれども、

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、誕生祝いとして赤ちゃんに国

産材玩具等をプレゼントするなどの活動ということで、○○委員から物を持ってきてい

ただきましたけれども、そういう取り組みから、様々な世代を対象とすることで、現在、

県では小学校４年生を対象に森林環境学習「やまのこ」をやっておりますが、それ以外

に取り組みとか、中学生、高校生、あと、大人に対しても教育の場というのを提供して

いく。それで普及・啓発に取り組んでいく必要があるということで、このところを新た

に加えさせていただきました。 

最後の段落です。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、
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地産地消の取り組みを推進することが求められる。 

ということで、前回の骨子のときも地域の取り組みが重要ということで、地産地消の

仕組みが必要ということで書かせていただきましたけれども、より細かなところについ

ては、県のほうが地域と連携して地産地消の取り組みを推進するということで、丁寧に

書かせていただいております。 

以上です。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  ただいまのⅢ．林業活動を活性化する仕組みに関しましては、（１）の間伐の推進、そ

れから（２）の県産材の生産・利用・流通に関して、前回の骨子に比べると、かなり踏

み込んだ内容になっているかなというふうに思いますけども、この点に関しまして、ご

質問、ご意見等、いかがでしょうか。 

  いかがでしょうか。ご質問、ご意見等、この点に関しましてはよろしいでしょうか。 

○委員：私のほうから一言。 

○議長：はい、お願いします。 

○委員：前回の皆さんのご意見を十分反映していただいたと思っております。ご苦労さま

でした。 

○議長：前回、いろんな議論がありましたけども、その点に関しましては踏み込んだ形に

なって、かなり具体化してきたかなという感じがいたしますね。 

  はい、どうぞ。 

○委員：公共建築物なんかも木造化ということになっているのですけれども、梁でも柱で

も木造が見えるほうがいいと思っているのです。建築の法規上、どうしても隠していか

なければならんというか、火災に関してもそうですけれども、いろんな規制がかかって

きますので、本当は柱も見せられないとかというような形になってしまうと、とても残

念なので、そういう意味からもバックアップしていただきたいなとは思いました。 

○議長：はい。 

  いかがでしょうか。 

○事務局：ありがとうございます。規制の絡みにつきましては、国交省のほうでもかなり

規制の緩和が検討されており、建築基準法も改正されて、高層の木造建築物もできるよ

うになったということです。今後は、私どももそれに合わせてしっかりと勉強しながら

やっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
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○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  ほか、この点に関しまして、ご質問、ご意見、いかがでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：県産材の生産・利用・流通ですけども、骨子のほうで素材生産事業体の調整窓口

が必要である。これは、今後具体的な面で新たな窓口を創設されるのか、現に流通セン

ターさんが稼働されておりますので、それを併用されるのか。私どもは事業として木材

業をやっているのですけども、その中で、木材センターさんというのを余り全面的に出

さないほうが、滋賀県内の業者さんには受けがいいと思うのですね。 

木材は一時的なストックとか、需要と供給のミスマッチを言われるときがあるのです

けども、天候に左右されることもありますし、木材センターさんで一時的にストックし

て、何か月も積んでいくということは恐らく不可能だと思いますので、木材センターさ

んに森林組合さんの先生がおいでですけれども、特記したやり方でないほうが私は県民

うけする、もしくはその業者受け、受けというのは、それを狙ってするわけではないと

思うのですけども、滋賀県内の森林組合さんが一本化されての話ですと、また状況は変

わってくると思うのですけども、具体的に方向性の中で窓口は確かに必要であるかもわ

かりませんけども、検討される場合は特記しないほうがいいと思うのです。 

○議長：はい、どうもご意見、ありがとうございます。 

  この件に関しまして、事務局はいかがでしょうか。 

○事務局：結論的に申し上げますと、今の段階では素材生産事業体の調整窓口は木材流通

センターであると考えております。といいますのは、今、素材生産を担っていただいて

おりますのは、基本的には各森林組合さんでありますので、木材流通センターは滋賀県

森林組合連合会さんが運営していただいておりますので、その辺が一番合理的なものと

いうふうに思っております。 

  ただ、委員がおっしゃいましたように、その他の木材事業者さんですね。確かにまだ

サプライチェーンは構築されていないという中で、その関係はまだまだうまくいってい

ないという現実がありますので、その辺は調整しながらも、どういった形でやっていく

のかという点があります。 

もう１つ、県産木材活用推進協議会というものも木材流通センターと市場の皆さんが

参加してやっておりますので、そういった仕組みを利用しながらというふうに考えてい

ますので、今後また関係者の立場からご意見なんかもいただきたいと考えております。
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よろしくお願いいたします。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  今ご返答がありましたように、まだまだこれからサプライチェーンの仕組みをつくっ

ていくことが必要になってくるかと思います。ここに今、流通センターがあるわけです

けど、まだ十分に活用されておるわけではないという現状から、これをいかに定着させ

ていくのかということを、今後事業者さんとかいろんな方々と連携をしていって定着さ

せていくことが要かと思いますね。 

  どうもありがとうございます。 

  ほか、ご質問、ご意見等はいかがでしょうか。 

  特によろしいでしょうか。 

そうしましたら、次のテーマのほう、説明をお願いします。 

 

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 

○事務局：４番目です。資料の１３ページ、価値を評価し情報発信する仕組みの１番、琵

琶湖の水源林の価値の評価でございます。 

  前段の部分は、基本的に前回の骨子の部分と余り変わりはないのですが、３段落目、

「また」というところですけれども、この最後に書いてありますけども、文化的な価値

についても言及をしたところがございます。 

  次の１４ページをめくっていただきまして、一番下、仕組みの提案について、骨子の

ときよりも少し詳しく書かせていただいております。読ませていただきます。 

  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。 

  とさせていただいております。以上です。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  この点に関しまして、ご質問、ご意見等は、いかがでしょうか。 

  特に、ご質問、ご意見等、ございませんでしょうか。前回に比べてかなり具体的に、

少し踏み込んだ表現になっているかと思われます。 
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  はい、どうぞ。 

○委員：森林の生態系サービスの価値の評価、林野庁が出していますが、全国では７５兆

円と、いろいろ試算とか考え方があるけれども、これぐらいと。この数字を見たときに、

人様が森は大事だとか大切にせないかんとか、感覚的に皆さんは言いますけど、こうい

う形で伝えるというのは、私は非常に大事だと思っています。 

この水源林保全が道県で導入されているところもあるので、そういう方向で県として

もしたいと。困難な作業を伴うかと思いますけど、滋賀県民もそうですけど、お隣の京

都府さん、大阪府さん、一部兵庫県さんに水をいかに考えてもらうかと。これは滋賀県

だけじゃないですね。京都から見て、滋賀の森と、それから大阪府さんから見て、滋賀

の森、水源林ということ。 

さらに、子どもの森林環境教育だけじゃなしに、大人の人たちに、これからは物すご

く大事だと思います。とりわけ、この県民税で「やまのこ」の教育もしておりますけど

も、私は環境教育とか、森に親しむとか、セラピーとか、こういう分野は多分にそれぞ

れがお感じになっていいものだと。日本の森はいいなとお感じいただくことは大事だと

思いますけど、これからはこういう森林の機能ということを本当にわかりやすく県民に、

大人の方も含めて、それがこの価値を評価するというところにつながると思います。 

これからは滋賀の周囲の森の機能性という、その価値といいますか、こういうところ

の情報提供、周知・啓発、こういう作業を含めて、下流圏にもそういう意識を持っても

らう。機能というのはそういうことかということを、滋賀県だけやなしに、下流域の人

も一緒になって考える。特に滋賀の森というのは、全国でもそういう特徴を極めて持っ

ていますので、連携も含めて啓発施策といいますか、そういう機能性の情報提供も十分

に今後進めていただきたいなと、これはお願いであります。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  何か、事務局のほうからご返答とか、ございますでしょうか。 

○事務局：ありがとうございます。 

  ここにも書いていますけれども、しっかりと説得力を持って説明できるような、そう

いったものができないかということで、いろいろ研究していきたいと思っています。あ

りがとうございます。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  こうしたやり方というのは、実はほかの都道府県でも幾つか既にやられているところ
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があります。特に有名なのは神奈川県ですね。神奈川県は水源環境税を決めるときに、

まさにこうした経済評価も行って、神奈川県の水源林がどのような価値を持っているの

かということを、県民が幾ら負担するのかという観点から評価を行って、それをもとに

県議会で税率を決めたというふうになっております。 

  本来、こういったことが、どこも必要になってくるのかなと。つまり、滋賀県の場合

は琵琶湖周辺の水源林が非常に高い価値を持っていて、これが県民にとっていかなる価

値を持っているか。加えて、この水源林の価値というのは、必ずしも滋賀県だけではな

くて、下流の京都府、大阪府、そして兵庫県など、非常に多くの流域の方々にとって高

い価値を持っているものと思われるのですけども、そういったものが下流住民にとって

いかなる価値を持っているのかということを示すということが、今後この流域全体を通

して滋賀県の管理を活かしていくために必要なことじゃないかというふうに思っており

ます。 

  そういったことで、やはり事務局のほうにもご検討いただきたいと思っております。 

  はい、どうぞ。 

○委員：今の話ですけど、「下流域の人々にも認識してもらう」というのがあるのですけど

も、下流域の人々は大阪であり、兵庫であり、京都であるのですけど、認識してもらう

というのは、どういうことをやろうとしてはるのかなというのはちょっと説明があった

ら。 

滋賀県民は、一応森林税も払って、守ろうという気持ちでやっていますけど、それ以

外の下流域に対して、どんなアプローチを考えてはるのかなというのを、わかったら教

えてもらいたいなと。 

○議長：はい。 

  いかがでしょうか。 

○事務局：最初、去年の１２月２４日に森林審議会に諮問させていただいたときの資料の

中に、現状の一つとして、琵琶湖の恩恵への下流府県の意識の低下というのがあって、

琵琶湖の下流域、例えば取水制限をされていないと書いてある資料があるのですけれど

も、こういった近畿府県の水源としての琵琶湖の価値の評価というのを改めて、条例制

定後１０年もたっていますし、条例の中にも下流府県のことを言及している部分もある

ので、そういったことをもう一度考え直してもいいんじゃないかという形で、仕組みの

中の一つとして挙げさせていただいたと。 
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  当面は、こういった研究をするというような形になっていくのかと思うのですけれど

も、こういった形でいろんなご意見をいただければと思って、ここに挙げさせていただ

いているわけです。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  こうした滋賀県の持っている森林がどのような価値を持っていて、それが下流の住民

にどれだけ影響をもたらすのかということに関して、経済評価は可能と思うのですけど

も、評価した結果を今後どう使っていくのかに関しては、やはりこれから議論していく

必要があると思うのですよね。 

あくまでも下流の住民に対して、あなた方は、実はこれだけの価値があるのですよと

いう、普及啓発を行うという形で使うこともできるかもしれませんし、あるいは、もう

一歩踏み込んで、実際に下流の方々から費用負担をしてもらうということも、もしかし

たらできるかもしれません。そういったことで、今後どういうふうに使っていくのかと

いうことに関しましては、この中間報告を受けた後、制度設計をしていく中で、より踏

み込んで議論していけばいいのかなというふうに思っております。 

この点に関しましては、ほか、質問等はありますでしょうか。 

どうぞ。 

○委員：間伐の推進のところですけども、県内でどれだけの間伐が行われているかについ

て情報発信する必要がある。その情報発信するというのは、今後検討されるのか。現在

の補助金だけでは無理だと思うのですけども、例えば情報発信するのは行政がやられる

のか、間伐をしている企業体の人、森林組合さんがやられるのか。その間伐の状況が、

具体的にどの辺までの情報開示になるのか、どのようにやるか。例えば、公開条例みた

いな感じで情報発信されるのか、今後の検討など具体的な案があったら教えていただき

たいと思います。 

○議長：はい。 

  事務局、いかがでしょうか。間伐に関しての情報発信です。 

○事務局：森林保全課の○○と申します。 

  間伐の実施状況につきましては、現在の実績として、一応地図上にどこで実施された

かという形で、それを落としております。これは何かというと、間伐を促進するために、

どこがまだできていないかということで今作成して、森林組合とか実施をされるところ

に対して、これから間伐を推進してくださいよということでお見せをしているところで
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す。 

  この仕組みの中で、さらに積極的にということで情報発信という形になると思います

けども、今ご指摘のありましたように、具体的な方法についてはこれからもう少し検討

して、さらに広げていくような形で情報発信をし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。 

  やはり具体化のところはこれから考えていくと、そんな感じだったかと思いますね。 

  よろしいでしょうか。 

そうしましたら、全体を通して、今回の中間報告に関しまして、もしお気づきの点な

どありましたら、どこでも構いませんので、ご質問、ご意見等、お願いしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

はい、どうぞ。 

○委員：全体的に関連すると思いますけども、１ページの「森林のすべてを重要な水源林

として位置付け」となっておりますが、山をあちこち歩いてみますと、森林として機能

していない、荒れ果てた山がたくさん見受けられます。そういうことで、環境にもよく

ないし、それとやっぱり災害も受けやすい。そして、鹿などの生息地になっていると思

います。 

それで、何とか改善しなければならないと思いますけども、どうでしょうか。 

○議長：はい。 

  という形で、ご質問に関しまして、事務局のほうではいかがでしょうか。 

○事務局：まさにおっしゃるような状況があるというふうに認識しておりまして、そうい

った状況をどのように変えていくか、いわゆる水源林としての機能を守っていくかとい

うのは、まさに審議会でお願いしているという内容でございますので、またご意見をい

ただければと思いますし、そういったものが改善されるような形で仕組みを考えていた

だきたいと思います。 

○事務局：すみません。森林保全課長をしています○○でございますけども、今まさに委

員が質問された内容は、森林保全課の課題だと考えております。山が荒れている、それ

は施業されなくなったというのもございますし、また台風災害の中で荒れたものもござ

います。森林施業がなかなか進んでないところにつきましては、県といたしましても間

伐の推進等積極的に働きかけて、山がよくなるように努めていきたいと思っております。

また、台風災害等で荒れた森林につきましては、治山事業を推進して、災害防止、また
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再度災害の防止に努めていきたいと考えております。 

  また、鹿が非常にたくさん生息していまして、下草等が繁茂していないところが増え

てきました。そういった観点から、捕獲の推進も県としてやっておりますけども、既に

森林の植生が衰退したところを、どういうふうに対応していったらいいのかということ

で、今年度、土壌保全対策方針をつくるということで予算化いたしております。 

今年度はそういう指針をつくりまして、それの普及啓発に努めていって、県の治山事

業、また森林整備に活かしていただければと考えております。 

○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。はい。 

  今、滋賀県もそうですけども、全国的に森林の荒廃が非常に進展していて、従来の仕

組みだけではなかなか対応できないことがあると、こういった現状に我々が直面してお

ります。今回、この森林審議会の議論にしても、中間報告に関しましても、そういった

現状を理解した上で、それをいかにして新たな方向へ対策をとっていくべきなのか。そ

れをやっていくための位置付けとして、ここにあるんじゃないかというふうに思ってお

ります。 

  はい、どうぞ。 

○委員：間伐の推進についてなんですけど、私たち山側の自治体が、みずから森林組合の

組織と連携をして間伐を進めるための取り組み、後押しを仕掛けておりますので、多賀

町ではことしから森林を維持する交付金――間伐に対して山主さんに負担をかけておる。

そのための負担金をなくす取り組みとして、１ヘクタール当たり２万５,０００円を助成

しています。１年間で８０ヘクタールを出そうと、これが２００万円を予算化しており

ます。できるだけ８０ヘクタールぐらいの間伐ができるような取り組みを森林組合に、

これこそハッパをかけて今やっています。 

うちとこは、多賀町森林組合、山林組合、そして営林組合の３つの組合があるのです

けど、この３つの組合と定期的に意見交換しながら、この多賀の山を変えていこうとい

うふうな取り組みが進みつつありますので、こういうふうな取り組みを山側の自治体が、

もっと先に進んでおられる自治体もあると思いますので、ようやく多賀町も、このよう

な取り組みを仕掛けるようなところまで来たということをお伝えしておきたいと思いま

す。 

もう１つ、よろしいですか。林業活動を活性化する仕組みとして間伐の推進、今現在
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は、この取り組みが主になると思うのですけど、これから５年、１０年先のことまでを

考えると、皆伐への取り組みを文言として入れる必要があるのではないかと。間伐だけ

では木材は調達できないというのもありますし、やはり皆伐も必要だと。皆伐して、植

えて、また山を循環させるのだと。そういうような取り組みも森林審議会の中に入れ込

むべきではないかと私は思うのですけど、いかがでしょうか。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  間伐だけじゃなくて、主伐を含めて議論すべきじゃなかろうかということだと思いま

すけども、事務局のほうで、いかがでしょうか。 

○事務局：今現在、主伐はほとんどされていないのですが、木材生産という意味では、当

然主伐は必要であるということは認識をしております。そのためにも、特に林道とか作

業道とかの整備を現在進めておるところです。 

さらに再造林、伐った後、必ず植えてもらわないといけないのですが、鹿とかの食害

が多いのと、次に植えてから、また世話をしなければならんというところに抵抗がある

のかなというところで、再造林に対しても、次世代育成という形で動物の食害防止のた

めに若干の支援をさせていただいているところです。 

それが、今うまく結びついていない状況なので、今後大きな課題にはなるかなという

ふうには認識しているところです。 

○議長：はい、どうぞ。 

○事務局：森林整備の視点から担当の○○が言いましたけども、木材利用という部分でも、

まさにその考え方が根底にありまして、水源のためにも、温暖化対策のためにも、人工

林については若返りさせていくという部分が必要だというのは一般的に言われておりま

す。 

  滋賀県の森林についてもそれと同じでございまして、年間成長率がどんどん減ってい

く状況。といいますのは、高齢化に向かって１年間に増える材積量が減ってきている状

況の中で、いかに利用しながら森林を循環させていくかという部分が利用面からも必要

性がありますので、今委員がおっしゃいましたことは、森林整備の視点から、あとは当

然その木材利用という視点からも両方絡む話でございます。 

ただ、以前から、主伐に対する支援というものも必要なんかと違うかなという議論を

始めておるのですけども、これまでは主伐に対する支援という考えはありませんでした

ので、今後それは重要な課題として認識をしておりますので、両方の面から盛り込める
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点については、また検討していき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。 

  はい、どうぞ。 

○委員：私の町でも、これから３年から５年の間に木造の地方公民館を建設するのです。

そうすると、間伐材も当てにする。やっぱり間伐材だけでは対応できない。やっぱり山

を主伐していくと。これこそ何町歩か主伐しないと、木材が確保できない。これから公

共施設の木造化、木質化をやっていく中で、間伐だけでは材が対応できないと。主伐も

この中に入れていく。間違いなく主伐も必要な時期が当然来る。今でも来ていると思う

けど、その中で、主伐の位置付けをここで明確にしておく必要があるのかなと。 

それで主伐して、うちのほうだけ山林組合では、面積が小さいですけど、主伐も何箇

所か今でもやっておられる。その中で、獣害ネット・柵、そういうものもして育ててお

られるという、そういうモデルのような地域も場所もありますので、それを鹿が食うの

で主伐は無理やと。 

そういう考え方では、私はいかがなものかなと。そういうふうな考え方を、私として

はこの中に入れるべきだと、やっぱり間伐材ではあかんというふうに思います。 

○議長：はい。 

  という意見ですけども、事務局のほうでいかがでしょうか。 

○委員：どっちでも、言うたら。もうよろしいで。 

○議長：はい、どうぞ。 

○委員：時間がありますので、ちょっと私も発言させてもらいます。 

  いろいろと山のことにつきまして、ご心労を煩わせておるのですが、森林組合の立場

から目下のことについて、ちょっと意見を述べさせてもらいたいと思います。 

  驚くなかれ、私は驚いたのですが、日本中の山で仕事をしている最中、交通事故とい

うことじゃなしに、山で仕事をしている最中に死んだ人が、昨年２７名おる。山の中で

仕事をするという人たちは、一言で言うたら、命がけなんです。あの甲高い音がする機

械を使ってやる。事実、機械がとまらなければ、助けてくれという悲鳴が聞こえない。

ですから、大きな機械がひっくり返ったら、その下敷きになって背骨を折ってしまう。

そういうことが、ざらにあるわけですね。ですから、森林組合というものは必死に働い

てくれとる。雪のあるところでも、雨の降った日でも、高い木のところでも、皆さん方

ご承知のとおりの山の姿で働いておる。 
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実際問題としまして、山で木を伐るということの難しさということですが、国の政策

として長い間、山には補助金を入れた。もう山を育成する段階は終わりました。だから、

ぼつぼつ収穫をしてくださいという段階になりまして、遠慮なく収穫するようになって

きた。私たちも、そら、そうやろうな。ずっと林業構造改善とか、何とかかんとか言っ

て、たくさんの補助金をもらった。しかし、今は山の木を伐って、捨てたままになって

おる。これには、金を出した人は怒るだろうなということです。 

ですから、今それを一生懸命やろうと思うのですが、山の境界がわからない。個人持

ち、全部権利でありますから、いいかげんなことはできません。そうしますと、その境

界確定をするということは個人の権限に侵入するわけです。個人の資産の公開を求めて

いくということになって、変な話が出てまいります。そういうことになってきますと、

森林組合の職員は、いわゆる梃子に合わないという状況が起こってくるのですけれども、

そういう状況があるということです。 

もう一つは、今まで個人に対して、点の格好で補助金を出した。個人個人にお届けし

た。しかし、それではいかんので、面の格好で補助金を出しなさいと言って、山の所有

者に対して、これからはまとまって収穫をしたら、せめて運ぶための作業道ぐらいは補

助金を出しましょうと、こういうことになってしまう。ところが、その作業道も、今ま

ではつくりやすいところにつくっているのに、現場で仕事をするとこまで入っていかな

きゃいけませんから、危険な状況で林道をつくるということになります。 

林道をつくってくれる人も、そしてまた、５ヘクタール以上、地域をまとめなさいと

言われて、その説得に回る森林組合の職員も大変です。率直に申しまして、親子喧嘩し

ている家に行ったら、親と子どもの意見が合いません。その息子が一人、よろしくない

職業についておって、怖いことを言う人であれば、びびって帰ってくる。本当にそうい

うことが連続しておるのですね。 

ですから、森林組合の職員としては必死になって頑張っておりますので、努力して間

伐をせよと言われたら、間伐するために努力しますし、それから皆伐をせよとおっしゃ

ったら、皆伐をするように努力をさせてもらいたいと、このように思っていますけれど

も、滋賀県中の全部の皆さん方が意識を変えてもらいたいと思うのですね。 

絶対、この意識を変えてもらいたいと言っている。これは森林審議会らしい意見です

ので聞いておいてもらいたいですけれども、滋賀県の山林に対してたくさん補助金が入

りました。これについては琵琶湖総合開発という法律が後押しをしてくれまして、非常
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にたくさんの補助金を入れてもらうことができました。この琵琶湖総合開発特別措置法

は、農村のいわゆる構造改善ということにも金を入れてくれましたし、建設省の下水道

にも金を入れてもらうことになりました。 

ところが、もともと下流の人は琵琶湖の水が欲しいので、琵琶湖の水位を下げてくれ

ということの見返りで、してくれと。逆に言うたら、たかってもらった。ですから、滋

賀県に来て、環境破壊が起こるところまで山の木を伐って、県が一生懸命木を植えられ

たけど、これが金にならんという心配が起こってきた。ここにたくさんおられますので、

恐縮ですけど、これは造林公社です。そして、これから伐った木については大変なこと

になりますが、山というものは水源を大切にするために大変危機感がある。滋賀県はこ

れに関することについては全国のパイオニアでオーソリティだというふうな気位を持っ

て山に取り組まないと、琵琶湖総合開発事業で農村ということで構造改善に手を挙げた、

何々させてもらったというふうな、そういう意識は払拭せないかんと、このように思う

のです。 

ちらっと見せてもらいますと、県庁の中でもそういう雰囲気があるんじゃないでしょ

うか。例えば、お金を潤沢に使っておられるなというふうに我々が見える部門、この部

分もありますし、山と聞いただけで財政が財布を締めておるというふうな雰囲気のとこ

もありますね。結局、山というものは、琵琶湖総合開発によってたかった、あの団体の

うちの一つであって、これはもう余り金をやる必要はないというようなことに、ざっと

したことに金を使っておるという意識が、県庁の中の財政にも、事業間においても、こ

こに一つの乖離があると思います。ちょっと言い過ぎかもしれませんが、私の感覚とし

てあると思う。 

ですから、今後は山林というものは滋賀県の水源であるという認識をしっかりと持っ

たことにしていかないと、いかんのじゃないか。その意識のもとにおいて、鹿の対策、

また山を皆伐した後の、山を捨て置く必要のない、また植生が進むような方法、そうい

うことも考えていくとよいと思います。また、木材の流通についても、流通するシステ

ムを足腰の強いものにしていく、また県産材を利用するについても、こういう方法を考

えましょうという具体的な話を、次の段階の森林審議会でしてもらえるというふうに私

は願っております。 

率直に申しまして、琵琶湖総合開発のたかりで森林の整備が今まで進んできたという

意識を、すっきりなくす、これが大事じゃないか。そういうことを思っておりますので、
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森林組合といたしましては、皆さん方のその意識に沿ってしっかりとした仕事をさせて

もらえていると、このように思っておりますので、ひとつお許し願いたいと思っていま

す。 

以上でございます。 

○議長：はい、ご意見、どうもありがとうございます。 

  琵琶湖総合開発の時代から、これまでいろいろな過去の経歴があって、今現在の滋賀

県の森林という制度になっているわけですけども、これに対して、どう考え、そして今

後どういうふうに培っていくのかということに対して、きちんと森林審議会の中でも考

えていく必要があるだろうと、そういったご意見かと思われます。 

  この件に関しまして、何か事務局のほうがご返答することはございますでしょうか。 

○委員：今、私はご返答しにくいことをたくさん言いましたし、言うてもらわなくて結構

です。 

○議長：はい。 

  一応、ご意見として伺うという形になりまして、大変貴重なご意見だと思います。す

ぐに、これに対して今回の中間報告という中に入るのはちょっと難しいものもあるかと

は思うのですけども、また一方で、これまで滋賀県の森林に対していろんな形で、この

ように税金が使われたのは間違いないと思います。やはりこれまで使ってきたお金に対

して、それをいかに返していくのかと考えることも確かに重要な視点であるのかなとい

うふうに思っております。 

  中間報告が出た後に、今後さまざまな施策の形で具体化していく中で、そういった視

点もやはり考えていく必要があるのかなというふうに思っております。貴重なご意見、

どうもありがとうございました。 

  さて、ほかに何かご質問、ご意見などお願いいたします。 

○委員：全体的なことですけれども、この審議会の皆さんの議論をお聞きしながら、今回

仕組みの提案とされているところが、委員の皆様方から具体的にどうなのかというよう

なお話が数多く出てきたかと思います。 

  そのような質問が出る理由としては、この「仕組みの提案」という文言のせいではな

いかなとちょっと考えまして、恐らく左側の骨子のほうに書いてある仕組みの方向性と、

仕組みの提案となると、具体的にこういう政策で、誰が、どういうことをするのかとい

うことが提案されているものだと思って、読んでしまうところがあるのではないかなと
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思うのです。 

  今回、示されているのは、むしろその骨子に基づいて、どういうところにポイントを

置いて仕組みをつくらなければいけないのかというのが具体化されている状態なのでは

ないかなというふうに考えますので、この仕組みの提案という文言を一度検討されたほ

うがいいのかなというのが一つです。 

あと、中間報告の「はじめに」というところですけれども、本日の審議会で今後具体

的な施策の話なども始まりますということですけれども、中間報告でございますので、

全体、最終目標というのが恐らくあるはずですよね。最終目標がどこで、今回中間報告

でここまでやりましたというようなことが、この「はじめに」の最後、限られた時間の

中で云々と書いてあるところがあるかと思うのですけれども、この中で具体的に今回は

仕組みづくりをしなければいけない項目について把握をしましたというような内容で、

今後、具体的な施策について議論していくというようなことが、ここに示されたほうが

いいのではないかなというふうにお聞きしておりました。 

皆さんからも、同様なご意見をいただければと思います。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  この点に関しまして、事務局のほうから何かコメントはございますでしょうか。 

○事務局：すみません。最初の段階で議論していただいたところ、「はじめに」のところで

具体的に書いておけばよかったのかなというところでございます。今後、より具体的な

話につきまして、基本計画等でまず事業とか、枠組みの中から具体的な取組指標をつく

って、また数値目標的なものをやっていくというところがございまして、琵琶湖森林づ

くり基本計画の改正についても今年度やっていかなければならないという状況でござい

ます。 

  それにつきましては、この仕組みづくりの中で、先ほどおっしゃったような仕組みの

方向の部分とか、具体的にはこういう項目をつくっていかなければならないというとこ

ろを、最終報告の段階でも、そういったところについて委員の皆さんの意見でまとめて

いって、それを踏まえまして、今後基本計画の改正で具体の目標等を考えていきたいと

考えております。 

  それから、また基本計画等ができてきますと、基本計画実現に向けて新規事業を検討

するとか、また予算等考えながら、また来年度に向けて、そういった提案もさせていた

だきたいと思っております。 
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  現時点の仕組みづくりという部分につきましては、最終報告の段階で、そういった具

体的な事業がどうこうということよりは、枠組みを決めていくというなところでご議論

いただきたいなというところがございます。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

ただいま返答がありましたように、今回はあくまでも中間報告で、仕組みづくりの方

向性と、それから中身について議論したわけですけども、その後、これを具体的なさま

ざまな基本計画に反映したり、さまざまな事業・施策に反映していくということが必要

になってきて、それが今後の目標になってくると思います。 

ただ、この中間報告の中に、それがわかりやすいように書いてないのが、恐らくご指

摘だと思うのですね。例えば、一つの方向性としては、取り組みの各論が終わった後に、

４番目として、例えば「おわりに」というのを設けて、そこの中で、今後どういうこと

をしていきましょうかということについて、最後に一つまとめて、そこで示すこともで

きるかもしれません。そうすることで、中間報告の後、これからどういったことを議論

していくのかということについて、少し示しておくということも必要かと思われます。 

ご意見、どうもありがとうございました。 

その他、何か。 

はい、よろしくお願いします。 

○委員：全体的なお話があって、まとめの方向に行っているときに恐縮ですけど、また戻

るようなことを申し上げたい。 

  林業活動を活性化する仕組みの県産材の生産・利用・流通のところですが、１３ペー

ジの仕組みの提案で、安定的な流通のためには、需要と供給のミスマッチの解消が課題

であると書いてございますけれども、これは例えば需要に比べて供給が多過ぎるとか、

そういうことではないと思われますし、実際に森林組合さんが頑張っていて、でも、木

材生産の部分で結局、なかなか追いついていかないんじゃないかという印象を、いろい

ろ見学させていただいて私は思っているのです。 

例えば、先ほど多賀町の具体的な取り組みをお聞かせいただきましたし、森林組合さ

んのほうで本当にご苦労というのをお聞きしまして、実際、木材を生産する側をどうや

って育てたり、支援したりしていくかということが、今回の中には触れられていないと

思っていました。 

  じゃ、木材をつくる側については、例えば間伐の推進というところが当たるのかなと
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は思うのですが、ここでは森林所有者に木材供給者としての自覚を持ってもらうという

ような意識を高めるとか、ちょっと違うかもしれませんが、精神論ぽいことが書いてあ

って、木を育て木材をつくるほうは意識を高めることで、あとは自然に木材が生産され、

供給されるみたいな、ちょっとうがった見方かもしれませんが、若干具体性に欠けるの

ではないかというふうな印象を持ったのですが、認識が間違っておりましたら、ご指摘

いただければと思うのですが。 

○議長：はい。 

  いかがでしょうか。 

○事務局：ここに書いていますミスマッチですけども、これは、おととしのように需要が

なくなって、供給が過剰になってしまう。去年のように需要が多くなったけど、供給が

足りなかったということが、両方実際にございました。 

  もう一つ、ここで言いますのは、特に滋賀県というのは生産とか流通、流通の部分は

サプライチェーンという言い方をしておりますけども、素材生産事業者、加工、利用、

その間に流通、その部分の連携ができなくて、要るときには出てこない。だけど、要ら

ないときも出てくる。そういう状況が背景にありまして、そういったものを踏まえて、

これをミスマッチという表現にさせていただいています。 

  もう１点、担い手の話になってくると思うのですけども、担い手につきましては先ほ

ど申し上げましたように、素材生産の部分につきましては森林組合さんが中心になって

くるということで、今回の中間報告案の中には、担い手の話が実は入っていません。入

っておりませんけども、森林施策の大きな柱として担い手対策というのは従前からして

おりますし、その生産の部分で、森林組合とか、そういった部分のことをプラスするの

かなと、今のご意見を反映するという形ではそうなってくるのかなと考えます。 

  ただ、全体の構成として、今回はその担い手の部分について柱が挙がっておりません

ので、その辺が今ご指摘のありましたように、不明確な形で出ているのかなというふう

には感じております。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  はい、どうぞよろしくお願いします。 

○委員：この会議は、私は高度の難しい会議だと思うのですけど、水源地の保護をすると

いうことと、それから木材生産をするということがあるのですけれども、木材生産をし

て、木材を販売するということは、全く自由経済の中でやることでございます。それと
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同時に、何をするのもコンプライアンスがついて回りますので、何をしてもいいという

問題ではありません。 

  そういうことですので、今日の中間報告は、標題の水源林保全のために何をするかと

いう戦略、これを確定するということ。そして、次の段階からは自由経済、コンプライ

アンスに合せた戦術を考えるということ、これになってくると思います。ですから、こ

の戦略と戦術というものを混在させずに、多少語意に問題はありますけども、戦略は終

わりました。次の段階で、これについての個々の戦術を考えましょうとか、こういうふ

うに、私は割り切って考えたほうがいいんじゃないかと思います。 

  そういうことで、ひとつ今日のところは水源地を保全するというとこら辺に一本に焦

点を合わせて、これの戦略を決めたという形にされたらどうですか。 

○議長：はい。ご意見、どうもありがとうございます。 

  今ご指摘がありましたように、実際この森林審議会で議論している今の内容というの

は、非常に難しい課題を抱えています。片や水源林保全とか環境の保全とかが必要であ

り、片や木材生産が必要であり、これがしばしば合体することもありますし、うまく調

整することも可能となります。 

  そういった中で、どうやって滋賀県の森林を利用して、保全するのかを考えなければ

いけないという、これは極めて難しい課題かと私も認識しております。そうした中で、

この中間報告では水源の保全のための一つの方向性として、この姿をつくっていくこと

を、これまでずっと議論してきたわけですね。 

  一旦、この中間報告で全体の方向性を示した上で、今後具体的な施策に入っていく段

階で、恐らくまたさまざまな困難が出てくると思うのですね。現地に落としていくと、

やはり現地でいろんな問題が起きてきて、なかなかここで考えているとおりには行かな

いというケースも多分出てくると思います。そうした中で、もう一回、中間報告に立ち

返りながら、この方向性に従って、さまざまな課題に対して一歩一歩解決していくとい

うことが、多分この形になっているのかなというふうに思います。 

  ですので、恐らくこの中間報告が終わった後、またさまざまな課題に対して、この森

林審議会で議論する形になると思いますので、そのとき、また皆さん、ぜひいろんなご

意見をいただいて、ご協力いただきたいというふうに思っております。 

 大分、時間がたってきましたので、ご議論は以上にしたいと思います。 

 皆さん、どうもご意見、ご協力、どうもありがとうございました。 
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 それでは、事務局のほうにお返ししたいと思います。 

○事務局：どうも、慎重審議、いろいろとありがとうございます。 

  今後の予定ですけども、事務局のほうからご連絡させていただきたいと思います。 

  次回第１０５回の森林審議会につきましては、８月の下旬から９月の上旬ごろに実施

したいということで、考えさせていただいております。水源林保全の仕組みづくりの最

終編ということとあわせまして、平成２５年度の琵琶湖森林づくり基本計画の実績評価

についても、一定ご審議をお願いしたいと考えさせていただいております。 

  また、今回の諮問とは異なりますけれども、林地開発の申請が１件挙がってきており

ます。森林審議会の森林保全部会を７月２９日の午後に、県庁本館 3 階の会議室で開催

したいということで、各委員さんの出席状況をただいま調整させていただいておるとこ

ろでもございます。よろしくご協力のほど、お願いしたいと思います。 

  今年度は、森林保全部会の開催を数回と見込んでおりますので、今後ともご協力いた

だきますように、よろしくお願いしたいと思います。 

  また、今回の森林審議会、それから保全部会等々含めまして、今年度は大変回数が多

くなっておるところでございます。委員の皆様方には大変お世話になりますけれども、

今後ともどうかよろしくお願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  それでは、事務局のほうでは、今回、委員の皆様から大変貴重なご意見がいろいろと

ありましたと思いますので、それを踏まえた上で、内容を十分反映していただいて、今

後作業を進めていただきたいというふうに思っております。 

  委員の皆様にも、今後審議を進めていく上で、引き続き、ご協力をお願いしたいとい

うふうに思っております。 

  本日の議事は、以上で終了させていただきたいと思います。 

  それでは、事務局のほうにお返しいたします。 

 

閉 会 

○司会：ありがとうございました。 

  本日は、大変貴重な意見、いろいろと出していただきまして、今後最終の報告案の作

成に向かって、会長さんとともに頑張っていきたいということで考えております。 



 - 38 - 

  委員の皆様方のこれまでのご意見を反映できるように、これからも事務局として頑張

って作業を進めていきたいと思っております。 

  以上をもちまして、第１０４回の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。 

〔午後 3時５０分 閉会〕 

 

 

 

 


