
 

第１０３回滋賀県森林審議会 

 

                      日 時：平成２６年４月３０日（水） 

１３：３０～１５：３０ 

                場 所：滋賀県東近江合同庁舎 ３階 ３－C 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骨子（案）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）水源林の巡視の強化 

（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・巨木等のある生態系の保全 

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 １時２２分 開会] 

○司会：委員の皆様、午前中から大変ご苦労いただきまして、ありがとうございました。 

  皆様おそろいのようでございますので、ご案内させていただいておりました時間には、

まだ早いですけれども、ただいまから第１０３回の森林審議会を開催させていただきた

いと思います。 

  本日の森林審議会は、委員定数１５名、出席委員１４名で、森林審議会運営要領第２

条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、第１０１回審議会において諮問いたしました案件につきまして、審議をお

願いしたいと存じます。 

  議長は、運営要領の第３条に従いまして、会長にお願いして進めていただきたいと思

いますので、栗山会長、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長：はい、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。 

  さて、審議に先立ちまして、当森林審議会の公開の取り扱いについて、滋賀県森林審

議会の公開の取り扱い方針に基づきまして公開とさせていただきますので、ご了承をお

願いいたします。また、公開の方法については、会議の傍聴と議事録の公表によります。 

  次に、本日の議事録の署名人を指名させていただきたいと思います。 

○○委員と○○委員に今回はお願いしたいと思いますけど、よろしいでしょうか。 

○両委員：（うなずく） 

○議長：はい。では、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議 題 

テーマ：水源林保全のための仕組みづくりの骨子（案）検討 

  ～生物多様性に富んだ水源林を目指して～ 

○議長：それでは、議事に入りたいと思いますけれども、皆さんも午前中、現地調査でお

疲れだと思いますけども、今回は重要な事案がたくさんございますので、ぜひよろしく

お願いしたいと思います。 

  予定終了時刻は午後３時３０分となっておりまして、約２時間となりますので、積極

的な皆さんのほうからの発言をお願いしたいと思いますけども、議事の円滑な進行につ

いてご協力お願いしたいと思います。 
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  お手元の次第にありますように、本日の審議事項は、前々回諮問されました「水源林

保全のための仕組みづくりの骨子（案）検討」になっております。つきましては、前回

の議論を踏まえまして、事務局から仕組みづくりの骨子（案）についてご説明をいただ

き、その上で仕組みづくりの方向性について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、資料等につきまして、事務局のほうから説明をお願いいたします。 

○事務局：失礼します。森林政策課の○○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骨子（案）」という資料と、今回資料編と

書かせていただきましたものと、２つお配りいたしております。それから、前回の議事

録につきましてもお送りしていますので、お手元にない方がおられましたら、係の者に

申しつけてください。 

  それでは、私のほうから１番の「はじめに」と、２番の「基本的な視点(総論)」とい

う部分と、３番、「仕組みづくりの方向性について(各論)」の１つ目について説明した

いと思います。 

  それでは、１ページでございます。 

  １．はじめに 

  平成２５年１２月２４日に滋賀県知事から森林審議会に、「水源林保全のための仕組み

づくりについて」諮問がなされました。諮問の趣旨は、平成１６年に琵琶湖森林づくり

条例を制定いたしまして、それ以降、深刻化する鳥獣被害や目的不明な水源山地の取引

の対応など、条例制定後の新たな課題があることから、健全な姿で未来に引き継いでい

く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

のでございます。 

  過去２回の審議会におきまして、県事務局から水源林をめぐる課題をお聞きいただき

まして、取組み状況なども調査していただきました。何分、限られた時間の中の議論で

ありましたので、本骨子（案）につきましては具体的な提案までは至っておらないとい

うところでございますが、水源林保全のための仕組みづくりの方向性を示すことはでき

たと思っております。不十分や、未成熟な部分はあるかと思いますが、本骨子（案）を

たたき台といたしまして、より議論を深化していただきまして、委員の皆様からいただ

いたご議論の結果をもとに、中間報告の取りまとめにつなげていきたいと考えておりま

すので、前向きなご意見、ご提案をよろしくお願いいたします。 
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  ２．基本的な視点（総論） 

  水源林を取り巻く新たな課題というのは、我が国の森林・林業がこれまで抱えてきた

さまざまな未解決な課題、その延長線上に生じていることが浮かび上がってまいります。

林業活動が盛んであれば、森林にもっと価値を見出すであろうし、山にも人が入り込ん

だであろうと。ニホンジカの爆発的な増加にも早く気づくことができたでしょうし、素

早い対応ができたかもしれません。大切な森林を手放すこともなかったでしょうという

ことでございます。 

  しかしながら、林業が活性化すれば水源林を守れるという予定調和論だけでは不十分

であり、これらを包含するもっとスケールの大きな概念が必要となっております。その

概念こそが生物多様性であると考えます。希少種の保全やニホンジカの被害への対策と

いったことも、分かりやすい生物多様性の保全の姿でございますが、森林・林業を活性

化させることも生物多様性の保全された地域づくりにつながるものであると考えれば、

生物多様性が全てに通じるものであるということが理解できます。 

  ２ページでございます。これは森林の持つ多面的機能の持続的な発展についても同様

に通じるものでございます。すなわち、琵琶湖の水源である森林を健全な姿で未来に引

き継ぐためには、生物の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

存在する豊かな森林づくりに配慮するべきであります。これにつきましては、前回の審

議会、仕組みの方向性の結論の部分であったかなと思います。お手元の議事録等、ご確

認いただければと思います。 

  ともあれ、水源林を保全するためには、一つの施策では限界もありまして、総合的な

取り組みが求められます。さまざまな仕組みを階層的、複合的に組み合わせてこそ、そ

の効果を最大限に発揮できるものと考えます。 

  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ますことから、最

大限県民の意見の把握に努めることとし、でき上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おります。 

  以上が総論でございます。 

  ３．仕組みづくりの方向性について（各論） 

  生物多様性に富んだ水源林を目指してということで、大きく４つの柱を立てて、仕組

みを検討いたしました。 
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  １つ目は、適正な保全・管理を進める仕組み。 

  ２つ目は、豊かな生態系を育む仕組み。 

  ３つ目は、林業活動を活性化する仕組み。 

  ４つ目は、価値を評価し情報発信する仕組み。でございます。 

  それから、各論の部分でございますが、箱書きの中で仕組みの方向性ということで、

具体的な仕組みについて書かせていただいておりまして、その前段の部分につきまして

は、現状と課題ということで、前回の審議会で現状と課題というのを報告させていただ

きましたので、今回は箇条書きでシンプルに書かせていただいております。 

  お手元の資料編の１ページから１４ページに、参考に前回の資料編の現状と課題につ

いて記載いたしております。 

  

Ⅰ．適正な保全・管理を進める仕組み 

 それでは、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に

ついてご説明いたします。 

  全国的に利用目的が定かでない森林買収事例が増加しておりますことから、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、枯渇な

どが懸念されております。利用目的が不明な買収や安易な転売で問題が生じましても、

権利関係や不適切な開発は元に戻すことは困難です。 

  こういった状況の中で、平成２５年度末までに１５道県で水源条例が制定されまして、

水源地域の取引の把握を目的とする事前届出制度が導入されております。これにつきま

しては、資料編の２５ページでございます。Ａ３の表をつけておりまして、前回審議会

では１３道県ということでしたが、新たに宮崎県と秋田県を追加いたしまして、１５道

県ということで一覧表をつくらせていただいております。 

  それから、資料編の２０ページですが、前々回の審議会で○○委員からご指摘いただ

いておりました買収事例、その後どうなったのかというところですが、これにつきまし

ては、２６年１月に調査をいたしました。北海道、山形、栃木などのように、「森林の

まま」というところもございますし、群馬県嬬恋村では太陽光発電が計画されており、

神奈川の箱根などですと別荘地になっており、神戸につきましては、日本人に転売され

て、まだ森林のままというようなところでございます。これにつきましては、各都道府

県の担当者に電話で調査いたしまして、お伺いいたしました結果でございます。 
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  今のところ、荒廃するような不適切な開発は聞いておらないということでございます。 

  戻りまして１９ページですけれども、前回審議会でどれぐらいの手間がかかるのであ

ろうかというようなところをお話しいただきましたので、先行道県の届出件数等、運用

期間等をお聞きいたしました。それで、１年当たり滋賀県の面積に案分して計算させて

いただきまして、山形や岐阜県につきましてはゼロ件。狭いところにつきましては件数

が少ないので余り参考にならないのかなというところで、富山県とか石川県で８０％以

上１００％近いようなところにつきまして、参考に案分した結果を書かせていただきま

した。一番右の欄の滋賀県面積相当で案分と書かれてあるのが、森林面積、滋賀県で計

算し直したら、この程度になりますというところです。 

  太枠の平均をとりまして１６５件ということでして、滋賀県内の森林法の事後の届出

については所有権の移転のみですが、１２５件というところでした。それよりまた賃借

権等を入れていくと、多くなるのかなというところが想定されます。年間にすると、２

００件とか３００件というような可能性が多いのかなというところでございます。 

  それで、一番下に書かせていただいているのですけれども、関西電力の担当者が来ら

れまして、関西電力の電柱が滋賀県に約５０万本ございます。それで、賃借契約をされ

ておられる件数が１年当たり１万件程度であるとおっしゃっておりまして、そのうち３

割程度が山林であるということでして、３,０００件程度の賃借権契約を関西電力さん

はされておるということです。これは電柱でございまして、また大きな施設、鉄塔と鉄

塔線の下等、地役権とかいうことになりますと、またまとまった件数が出てくるかなと

いうところでございまして、関西電力の担当者からは除外してほしいというようなご相

談を受けておるというところでございます。 

  本編の３ページに戻らせていただきます。届出制度で取引そのものをとめることは難

しいですが、広く県民を対象として、不適切な土地利用を県民総ぐるみで監視しようと

いう意識・機運づくりや、琵琶湖の水源保全の意識の醸成が重要であります。 

  仕組みの方向性でございます。ここの箱書きの部分がご議論いただきたいところでご

ざいます。 

  １番です。水源林を保全するため、売買等の取引を監視し、必要に応じて指導・助言

し、適正な土地利用に誘導するため、届出制度の導入が必要であります。 

  ２番です。滋賀県の森林のほとんどが琵琶湖の水源林であることから、届出が必要と

なる対象区域を広くとる方向で検討すべきであります。ただし、県民の届出にかかる手
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間や行政の事務処理にかかるコストとのバランスを配慮する必要がある。これにつきま

しては、前回審議会でご意見をいただいたところかなと思います。 

  ３番です。森林所有者の自由意思、最終的には森林所有者さんの意思で取引や利用方

法を決められるということでございますので、そういったことを考慮いたしますと、規

制的な取り決めや罰則等の導入は慎重に検討すべきと考えております。 

  引き続きまして、(２)林地境界明確化についてご説明いたします。 

  森林の境界が不明確であることによりまして、森林管理が実施できないなどが懸念さ

れております。座標を持った測量ができておりますのは県営林や造林公社、生産森林組

合などでございまして、座標データが整理されていない森林が約８割でございます。間

伐など森林整備を進めて、森林を健全な状態に保っていくためには境界の明確化が大変

重要でありますが、明確化に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ございますので、非常に手間と時間を要する作業となって

おります。 

  仕組みの方向性でございます。 

  １番です。境界の明確化は関係地権者が立ち会い、地域一体で確定作業を行う必要が

あり、関係者の確定作業への参画を促す方策が重要であります。 

  ２番です。境界明確化が整わない場合にも、森林整備に着手して、森林の多面的機能

が発揮できるよう地域関係者の合意のもと、未確定の森林においても間伐等に着手でき

る方法を用意する必要があります。これにつきましては、先ほど池之脇で見ていただい

た現場等でも参考になるのかなというところでございます。 

  ４ページでございます。 

  (３)水源林の巡視の強化でございます。 

  水源林を健全な姿で次代に引き継ぐためには、森林の状態を把握し、課題を解決する

ことが求められます。しかし、林業不振やライフスタイルの変化等によりまして、森林

所有者など地域住民が山に入る機会が減っております。また、さまざまな理由で山に入

りたくても入れない森林所有者がおられます。森林づくりは息の長い取り組みでありま

すことから、継続的に地域の森林の状況を把握することが求められます。 

  仕組みの方向性です。地域の事情に精通した人材が森林を巡視し、課題を把握して、

その解決策を提案できる水源林巡視保安員を育成、配置する仕組みを検討すべきであり

ます。 
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  (４)多様な主体による水源林の管理です。 

  山林の経済的価値の低下や収益性の悪化等の経済的な事情や山村の過疎化や高齢化な

ど、社会的な要因から山離れが進んでおります。すみません、その次の段落は、少し文

章を訂正させていただきます。そして、不在村等その他の理由により管理ができず、森

林が手放されることが懸念されます。森林所有者みずからが管理できない森林の手当て

が求められます。「管理ができず、森林が手放されることが」の部分が訂正後の文章で

す。 

  仕組みの方向性です。これも最初の「森林を」抜いてください、すみません。管理で

きないという理由で森林を手放そうとする所有者に対して、森林組合による管理、コモ

ンズなど地域での管理、多様な主体による管理や公的管理等の支援の仕組みが必要であ

ります。これは前々回審議会でのご意見を参考にしております。それで、今回の池之脇

のように地域で取り決めをして、コモンズのような形で管理されているような事例があ

るというところでございます。 

  事務局からは以上です。 

○議長：説明はここまででしょうか。 

  そうしましたら、じゃ、ここまでで一旦区切って、議論をしていただきたいと思いま

すけれども、今説明していただきましたのは、この水源林保全のための仕組みづくりに

ついての骨子（案）になりますけれども、そのうち、「はじめに」、それから「基本的な

視点（総論）」、それから「仕組みづくりの方向性について（各論）のところのⅠ番のと

ころまで説明していただいた形になっております。 

  まず、最初の部分の総論について少し皆様からご意見をいただきたいというふうに思

っております。総論のほうでは、基本的な視点という形で、この水源林保全の仕組みづ

くりに対してどういう考えで行うのかということがここに書かれておりますけれども、

これまでの審議会の意見の中でも、生物多様性という概念がかなり基盤となるべきでは

なかろうかという意見がございまして、それをベースにここでは生物多様性を全てに位

置づけを行って水源林を保全していくと、そういった位置づけになっているというのが

今回の特徴かと思われます。ここにつきまして、委員の皆様のほうからご意見をいただ

きたいと思います。 

  最初に、この総論の部分に関しまして区切ってご意見をお願いしたいと思いますけど、

いかがでしょうか。 
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  この内容で、特に問題はございませんでしょうか。全体的に関わる内容ですのでよろ

しいですか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：私はとてもいいなと思いました。文言はともかくとして、「はじめに」のところか

ら「総論」に関して非常にいい視点で書かれているし、分かりやすい言葉で書いてあっ

て、いいなと思いました。最後のところの「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。」というあたりも、非常に共感を持っております。

とてもいいと思います。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  こういう形で、水源林保全に関するさまざまな取り組みがいろんな地域で行われてお

りますけれども、こういった生物多様性という視点をかなり軸として水源林を保全して

いくのだということを、このように明記する事例というのは、多分まだほかにもないと

思いますので、そういった点で滋賀県が先駆的にこういった試みを行うという、そうい

う形になるのかと思っておりまして、ここの部分は非常に分かりやすい表現で、かつ生

物多様性の重要性を位置づけたという点では評価できるのかなと私も思っております。 

  ほかに、ここの部分に関しましてご意見等、ございますでしょうか。 

  よろしいでしょうか。 

  そうしましたら、続きまして、今度は各論のほうに移りたいというふうに思います。 

  各論のほうですけれども、こちらのほうではそれぞれいろんな課題に関しましてまと

めてありますけれども、まず、先ほど説明いただきましたⅠ、適正な保全管理を進める

仕組みというところで、ここでは水源林の土地取引の把握、それから林地境界明確化、

それから水源林の巡視の強化、そして多様な主体による水源林の管理、以上の部分につ

いて説明がございましたけれども、これに関しまして委員の皆様からご質問、ご意見等

いかがでしょうか。 

  いかがでしょうか。Ⅰの部分に関しまして、どの点に関しましてもご質問、ご意見、

どうぞご自由にご発言ください。 

  はい、どうぞ。 

○委員：水源林の巡視の強化ということですけど、今まで山に入らなかったような時代、

山の産業とか続いていたと思うのですけど、その時代に巡視員は必要であったと思うの

ですけど、これからはやはり間伐を進めていく、健全な育成を目指して山に入っていく
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と。多くの方がこれから入るような仕組みをつくっていけると思いますので、巡視員の

役割としてどのような役割を果たしてもらうのか。そして、地域の事情に精通した方と

いうと、かなり年配の方であると思いますし、この年配の方から若い世代に、どのよう

に巡視員として継承という形に持っていくのかということも含めて、巡視員としてのど

ういうふうな位置づけというものが、はっきりしないのではないかなと思います。 

○議長：はい。 

ただいまのご質問に関しまして、事務局のほう、いかがでしょうか。巡視員というも

のが、一体どういう人を想定されているのかということだと思いますけども。 

○事務局：おっしゃるとおり、間伐中心に人工林というのは当然手入れする方に入ってい

ただくというようなところもありますけれども、そういった間伐とかしない部分につき

ましても、また水源林という、いろんな意味で巡視するようなものがあってもいいのか

なということで、一つご提案させていただいております。 

  それで、ドイツのフォレスターのように、いろんなことができるということ、もしく

は人工林であってもいろいろアドバイスできるという方が育てば理想ですけれども、ま

ずは今、全く入られていないところにつきましても入っていく、見ていくというような

方がどなたかおられたらいいかなということで、一つ提案をさせていただきました。 

  具体的にはどういうものがいいかということにつきましては、委員の皆様から建設的

に、こういうものがいいというようなご指導をいただけますと、参考にさせていただけ

るかなということです。 

○委員：今のような形のものを想定するのだったら分かりますけど、今までの巡視員とい

うと、こんなことを言うとあきまへんけど、お金のむだ遣いというような印象も強いで

すので、そこら辺のところは明確にしていただきたいと思います。 

○議長：はい、どうぞ。 

○委員：今の件ですけど、他府県の市町村によっては集落ごとにお世話する係みたいな人

がいたり、間伐推進委員とか、そういう名前をつけたりしてやっているところはあると

思うのですけど、そういうものとは違うのか。そういった仕組みが滋賀県の場合は全然

ないので、つくろうということなのか、またほかの話ですと、私がイメージしたのと、

スケールが違う話なのかなと思うのですけど、いかがでしょうか。 

○事務局：具体的にこういう制度というふうに検討しているという状況にはないのですけ

れども、集落等でそういったものが賄っていけるといいますか、地域の事情に詳しい方
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がおられて、そういった方がしていけるということであれば、そういうことも考えられ

るのかなと思いますし、もう少し広い範囲で見回りをしていただけるような方が、やっ

ていくということも一つ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：今の巡視員の話ですけど、どういうイメージをされているのかというのが分から

なかったので、他府県のことをちょっと言います。 

名前としては、森林保全巡視指導員ということで島根県とか鳥取県のほうで設定され

ているようです。その巡視員を配置するというお仕事に６つ書かれていて、無許可伐採

に対する指導、山火事防止の指導、森林の産物の盗伐等の防止・指導、森林災害の早期

発見と森林の保全・管理・活動の指導、民間の森林開発工事の現場監督という形で項目

がとられていたのです。 

これが、どういう資格を持っておられる方がされているのか、地域に密着した方なの

かなと思っていたのですが、ちょうど森林保全巡視指導員ということで鳥取県が非常勤

職員のハローワークで出されていて、これがパート・アルバイトで賄おうとしておられ

まして、資格とか経験も一切不問ということになっていたので、今の６つの項目とかを、

誰かの指導補助として入られるパターンなのか、この方に任されるのかが分からなかっ

たので、その役割を担える方がしっかりと体制を整えて、想定をしておいてもらわない

と、あと、どういうふうにされるのかなという、この部分ではちょっと気になったとこ

ろでした。 

○議長：という形ですが、事務局のほう、いかがでしょうか、 

○事務局：森林保全巡視員につきましては滋賀県にもおられまして、全国的にある制度で

す。それで、おっしゃったものにつきまして、巡視員さんに指導をしていくということ

で、巡視員さんは役場の職員さんなり、森林組合職員さんがやっておられまして、巡視

員さんも巡視して指導されるというようなことになっております。 

  今回につきましては水源林巡視保安員という形で、ちょっと違う名前で書かせていた

だいたのは、それだけではまだまだ不足する部分でありますし、待遇的にも予算的にも、

数日見回るというような予算しかございませんので、そういったことへも踏み込んでで

きるような人を育てて、県として配置するということを検討していただきたいというと
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ころで、ここで提案させていただいているということでございます。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  そしたら、短めに。 

○委員：すみません。水源林の土地取引の把握のところの仕組みの方向性ですけれども、

ここの場で、どれだけ聞かせてもらえるかというのもまたお聞きしたいのですが、方向

性として、１５道県がされているということですけども、今までの中で長野県は特徴的

であるというのを情報で見て、届出情報の一部をホームページとか出先機関で公開する。 

事前の公表を規定に盛り込んでいるということでしたので、そういうのは所有権の移

転をする前に地域住民と情報を共有して、みんなで守っていこうという芽を醸成しよう

という形で位置づけられているようですけども、長野県の場合は、買い手が定まってい

なくても事前届出で、みんなに一々情報を公開してという形をとられるようですけども、

滋賀県のほうは、どういうふうな方向性として、どこまでかというのをお聞かせ願いた

いのですけど。 

○事務局：森林政策課の○○と申します、よろしくお願いします。 

  今、おっしゃられましたように、事前届出をいただいた、そのリアクションというか、

アクションの仕方があるのですけれども、それについてはまだこれからということです

ので、今のところ全く決まっていないということです。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  この土地取引の把握に関する部分に関しまして、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：３ページの仕組みの方向性の２）のところの件ですけど、「地域関係者の合意のも

と、未確定の森林においても間伐等に着手できる方法を用意する必要がある。」と書い

てあって、これ、すごく重要なことだと思います。今、境界明確化を待ってやっていた

ら、多分もう間に合わないところがいっぱいあるので、きょう見せてもらったところな

んかも、字境界だけでやったという事例だと思うのですけど、経済的な価値があって、

いろいろもめごとが起こりそうなところであっても、こんなふうにやっている先進的な

事例というのは、全国を見渡してあるのでしょうか。 

○議長：はい。 

事務局のほう、いかがでしょうか、今のご質問に関しまして。 
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○事務局：失礼します。森林政策課の○○と申します。よろしくお願いします。 

  午前中に見ていただきました池之脇の事例ですけれども、あれは現地でも説明があり

ましたが、中の個人の境界は決めずに、外側だけの字界を決めて境界を設置するという

やり方です。あのようなやり方がほかに事例があるかという情報につきましては、私ら

も他府県の事例については十分情報を持っておりません。また、そのときも説明があり

ましたけれども、雑誌「森林組合」というところで紹介されていました。あの中では、

導入の部分、実施過程の部分でクローズアップされている部分はあるのですけれども、

ああいう取り組み自体が余りないような話もあって入れられたということも聞いてい

ます。 

ということで、他府県情報というのは余り持っていないという状況です。 

○委員：ありがとうございます。これはすごく重要な考え方だと思って、私は賛成ですけ

れども、実際、動こうとすると難しいのかなとか思いました。 

  こういう間伐じゃないんですけれども、集落を全部囲う獣害の柵なんかで、土地の所

有者は分からないけれども、「えい、や」でやってしまって、文句が出なかったらその

ままやっているというような事例は兵庫県で何か所かあったのですけど、いずれやっぱ

り境界明確化を待って、これをやったら本当に間に合わないので、これは非常に重要な

ので難しいと思うのですけど、ぜひともこの方針でお願いしたいなと思います。 

○議長：はい、ご提案どうもありがとうございます。 

私も、今のご指摘の点というのは重要な点だと思いますので、そういった新しい試み、

もしかしたらほかの地域ではまだやられていないかもしれませんけども、滋賀県のほう

で新しい試みとして、ぜひご検討いただきたいなというふうに思います。 

  この点に関しましても、ほかの点に関しましても構いませんけど、何かご質問等ござ

いますでしょうか。 

  はい。 

○委員：巡視の仕組みの方向性で、「仕組みを検討すべきである。」と書いている。(１) の

水源林の土地取引のところの３）でも、「罰則等の導入は慎重に検討すべきである。」何

でこれを配置するのか。仕組みが必要であると、何で検討すべきと。曖昧な表現かなと

思います。 

○議長：はい。 

事務局のほう、いかがでしょうか。 
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○事務局：仕組みを検討すべきであると、事務局でつくるというところで少し遠慮をして

いる部分がございましたので、委員さんからそういうふうに必要であると言っていただ

きましたので、これは修正させていただきたいと思います。 

○委員：私は要らんと思う。書くのやったら、必要がある、なし、どっちか。 

○事務局：はい。必要があるという形に訂正させていただきたいと思います。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

○委員：私はなかっても言うとくで。検討すべきぐらいで、私はよいのやで。こっちのほ

うがええわ。前に進むかわからんので、検討すべきということでよいと思うけど。 

○議長：よろしいでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：同じく４ページ、今おっしゃいました水源巡視保安員、昨今、保安というのは非

常に国民からは関心を持たれている、注目を持たれるシステムであり、制度であり、任

務につく人ということで、名前は今後検討されて、どういうものになるかと。 

水源林という琵琶湖周囲の山の保全、それとあわせまして下流圏、特に京都、大阪、

ここなんかは、この１５の中にありませんけども、そういう府県から見られた、考慮の

余地はありますかね。琵琶湖大水源の森林保全というこの課題をどう先鞭をつけられる

かというのは、滋賀県以外でも注目をされるところになると思いますので、そういう順

番でいきますと、今の巡視でかつ保安という言葉をつけて、そういう制度を模索する。 

どういうふうに固まるかはわからんけど、検討するということで県民に示すと同時に、

下流県も、先進の１５道府県にはないですね、こういう仕組みは。だから、言えば、全

国的にも滋賀県さんは真剣にそういう巡視・点検ということをなさるのかなという、県

民を含めて関心度が高まるような気もいたします。どんと上げておいて、やっぱり難し

いということもあり得るかと思いますけど、この辺のところは県民から見ても、私個人

的に見ましても、全国的には県民の関心を集めるネーミングというか、制度というか、

思い切ったことをなさるのやなということもあるということを考えながらしていくと。 

それで、言葉を変えたら、源氏名的な要素もありますね。だから、シカも当然ありま

すし、巨木の問題もありますし、総合的な要素がここにはある。人様が期待感を持つ要

素の意味合い、側面がありますので、これは大事なことでありますし、まとめていかれ

るのは大変難しいのですけども、そういう幅広いところから本当に必要やと思ったら、

自信を持ってお示しいただけたらいいかなと。 
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大事なところを十分押さえていただいて、この水源林の各項目もそれぞれ大事ですけ

ど、一般的にはそういう目線を引きつける要素があると思いますので、そういうところ

を大事に検討していきたいなと思います。以上です。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

ネーミングは水源林巡視保安員というのが、余りよくないんじゃないかという。 

○委員：よくないというより、どんな名前がいいか。 

○議長：どういうのがいいかは別として、例えば今、水源林レンジャーというのも考えら

れているという話もありましたけども、ネーミングに関しては、特に滋賀県の新しい試

みとして全国的に注目される可能性がありますので、もう少し事務局のほうで再検討し

ていただいて、一般の人に注目されるようなものをぜひ考えていただきたいというふう

に思います。どうもありがとうございます。 

  はい、どうぞ。 

○委員：林地の境界の明確化ですけども、集約化事業などで山を歩く機会がたびたびあり

ますけども、公図と現地がなかなか合わないというのがほとんど。特に奥地に行くほど、

それがひどいですので、これから先になると余計に分からない。森林組合の地図を持っ

て歩くと、それに合わせて歩かないとしようがないなというような形で、現状では公図

を見ては全然合わないのがほとんどです。 

○議長：はい。 

ということで、この境界の問題はかなり厳しいのが現状であるということで、そうい

った現状を十分踏まえた上で対策をご検討いただきたいと、そういった趣旨かと思われ

ますので、事務局のほうでも、そういった視点でこの問題をどうやれば解決できるかと

いうことで、もう少し具体的に踏み込んで考えていただき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。 

  はい、どうぞ。 

○委員：私は、滋賀県におきましては琵琶湖というものを持っておりますから、どうのこ

うのといっても、まず水源地をきちっと管理するということが非常に大切なことだとい

うふうに思っていますので、水源地というものの意識をきちっと持って、そして山林所

有者の管理の心の育成ということが大切だと思っております。 

  ちょっと私、失礼なこと申し上げるのでお許しをいただきたいのでございますが、本

日見せていただきました池之脇の山林でございますが、これも山林のうちでありますけ
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れども、本当に山林らしき山林は、あのように里山の最たるものではないと思います。

もっともっと奥の深いものだと思っております。そういうことでございますので、我々

が森林のための仕事をする上におきまして、一番正確に近い働きをしてくれている制度

上の人物、これを目下のところ、フォレスターという人たちだとか、プランナーという

人、こういう人がいるわけです。ですから、この人たちが一生懸命やってくれているの

ですけれども、なおかつ、この上に森林保全巡視指導員という人がおられるということ

になりますと、これは完璧だというふうに思ったのですが、悲しいことには、森林保全

巡視指導員と称される方はフォレスターやプランナーのようなわけには全くまいらな

い。日常の仕事ぶりを見ておりますと、そういうことになりますので、私は滋賀県の水

源を監視する上においては、森林保全巡視指導員という方のネーミングが今話題になっ

ておりますけれども、適切なネーミングに変えることも結構だと思いますが、もっと大

事なのは、制度としてきちっと巡視保全ができる人たちを位置づけるということ。そう

でないと、私はなかなかこの森林の管理というものはできないと思っております。 

  なぜ、かように申しますかといいますと、山林らしき山林のところ、いわゆる山村。

この山村というところには、もう人がいないのです。高齢者の方々ばかりでございまし

て、山を簡単に過去の有識者として歩いてくれということは、これはもう言うだけのこ

とで、なかなか参画してもらえない。はっきり申しまして、小学校の１年生の子どもた

ちのいない学校がある。あっても一人か二人しかない学校がある。そういう地域こそ山

村なんです。ですから、そういう地域でボランティアのごとく、また地域という表現で

される、このあやふやな組織というものができたら、これはつくっただけで、その機能

はしないと思っております。 

  ですから、とにかく私は制度の上で消滅しないフォレスターだとかプランナーとか言

われる人たちと同じように、きちっとした資格を与えて、その権限を与えて、しかるべ

きバトンタッチをしてもらえるような制度をきちっとつくっていくべきであると思っ

ております。 

  先ほど来、何度も集落、集落という話が出ておりますけども、集落というものは法制

上何の地位もありません。ただ、便利に使っているだけでして、集落というものに頼る

ということは非常に抽象的で、私はやがて役に立たないものになると、このように思っ

ておりますので、ひとつ私の意見を申させてもらいます。 

  以上です。 
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○議長：はい、どうもありがとうございます。 

この巡視員の制度に関しまして、やはり既存のフォレスターとかプランナーという制

度がありますが、それとの整合性を考えなければいけないということ。それから、あと

地域住民の方々にボランティアの形でお願いをして巡視員を置くというのは、恐らくほ

かの地域もありますけども、実際にはそれができない場所もたくさんあるのだというこ

と、その辺を踏まえた上で、より地域の実情に合ったような制度をどうやってつくって

いくのかということを考えていく必要があるだろうというふうに思われます。 

  今の段階で、すぐ事務局のほうから、今後一定の案がなかなか出てこないと思います

けども、今のご指摘をもとに、もう一度具体的に制度設計について考えていただきたい

と思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

  そろそろ次の話題にいきますので、短めにお願いしますね。 

○委員：すみません。そしたら、総論に近いのかもわからないのですけれども、水源林と

いうことで、私も琵琶湖に流れ込んでくる流域とかのことを考えますと、この全体を水

源というような考え方かなというふうに捉まえて、この話を聞いているのですけれども、

そういう捉まえ方でよろしいのでしょうか。 

それとも、ブロック分けされた水源林というものを考えて、ここで話をせんとあかん

のかなと思って、ちょっと分からなくなったので、ここで確認したいなと思いました。 

○議長：はい。 

ということで、水源林というのはそもそも何なのかということで、定義に関してその

中でも余り詳しくは書いていないわけですけども、事務局のほうではこれどのようにお

考えなのか、ちょっとご説明いただきたいというふうに思います。 

○事務局：はい。３ページの上の枠の中、仕組みの方向性の２)ですけれども、「滋賀県の

森林のほとんどが琵琶湖の水源林であることなどから、届出が必要となる対象区域を広

くとる方向で検討すべきである。」と書いてあるのですけれども、これは水源林という

ものをどういうふうにとろうかという方向性を示したものでございまして、以前からご

指摘いただいていますけれども、琵琶湖の水源林というのは全体というような形で考え

ておりますので、そういった方向に沿うように仕組みの方向性を考えているというとこ

ろでございます。 

○議長：はい。 

という形で、要するに森林のほとんどが滋賀県の場合には水源林として位置づけると
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いうふうに考えているわけですけども、ただ、そういったことをもう少し総論の一番前

のほうの段階で明確化したほうが、多分、これを読む方には分かりやすいのかなと。先

ほど示された仕組みの方向性の中ですと、特定の項目１個だけという位置づけになって

しまいますので、その中で、今言ったお話についてぜひ触れていただきたいというふう

に思います。どうもご指摘ありがとうございました。 

 

Ⅱ．豊かな生態系を育む仕組み 

○議長：それでは、そろそろ次のテーマに移る必要がございますので、Ⅱの豊かな生態系

を育む仕組みについて、事務局のほうからご説明をお願いしたいというふうに思います。 

○事務局：失礼します。Ⅱの豊かな生態系を育む仕組みについて説明いたします。 

  当審議会で以前から議論いただいておりますとおり、ニホンジカによる森林被害が近

年大変大きくなっているところでございまして、１番目にニホンジカ対策という形で置

かせていただきました。説明をはしょりますけれども、２行目の右側、「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、森林生態系への影

響が顕著となっている。また、下層植生が衰退し土砂流出の危険性も増大している状況

にある。」というところでございます。次の５ページにまいりまして、一番上の行の右

側にありますが、年間１万６,０００頭の捕獲が必要という形で滋賀県では考えている

ところでございます。 

  しかしながら、平成２４年度の捕獲実績は１万１,２７０頭、平成２５年度の実績見込

みが約１万２,０００頭にとどまっており、目標達成までにはさらなる取り組みの強化

が求められているというところでございます。こういったことを踏まえまして、仕組み

の方向性でございます。 

まず１番、現状のシカ対策は個体数の増加を抑えているにすぎない。個体数を減少さ

せるためには、思い切った既存に捉われない施策が必要であり、多様な主体による捕獲

を進める必要があるということでございます。 

具体的には鳥獣保護法という法律がございますけれども、こういったものが改正され

ていまして、捕獲につきまして認定事業者という制度ができますので、そういったもの

を活用しながら捕獲を進めたいというようなことを書いているところでございます。 

  次の２ですが、先進的な捕獲技術の導入による捕獲体制整備や、専門性を有する担い

手の育成について、広域的な連携により検討していく必要があるということでございま
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す。 

これは関西広域連合とかでも鳥獣害対策というのをやっておりますし、そういった枠

組みを利用しながら、捕獲をさらに推進するという意味でございます。 

  ３番目ですが、狩猟免許を持たない住民を巻き込んだ地域ぐるみで行う捕獲の取り組

みも推進する必要があるというところでございます。すみません、資料編のほうを見て

いただきたいのですが、資料編の１７ページでございます。 

  地域ぐるみの捕獲推進事業ですけれども、これは平成２４年度から滋賀県内で一つ実

施している事業でございまして、モデル事業という形で米原のほうでやっているのです

けれども、１．目的の一番下の段落、「ついては」というところですが、これまで捕獲

が進んでこなかった地域での捕獲推進を図るため、地域ぐるみで捕獲手法の確立を目指

す。 

こういったことが目的の事業でございまして、事業の内容としては大きく２つ、（１）

シカ生息状況・行動特性調査、植生調査および捕獲手法検討。(２)捕獲推進講習会開催

等で、捕獲推進講習会というのは地元の住民の方、狩猟免許を持っておられない方も含

めて対象としておりまして、１８ページにどういったことができるかというのが載って

おります。１８ページの一番下の枠で囲んである表です。各主体の作業可能範囲という

ところでございますけれども、受講者というのが真ん中の行にあるのですけれども、こ

ういったものを受講しますと、わなのセットであるとか、止めさしというものが補助で

実施できると。免許を持っていなくても、ある程度補助としてはできるということです。 

あと、誤作動といって、箱わなを設置しますと、たまにガチャッと落ちたりするので

すけれども、そういったものの再セットは、担当として一人でできるというようなこと

がございまして、こういったことをしますと、狩猟者の数が減っているという中でも、

一定の捕獲が推進されるのではないかということがございまして、こういった仕組みの

方向性も考えたいということでございます。 

  本編の資料に戻っていただけますでしょうか。本編の資料、仕組みの方向性の４と５

ですけれども、まず、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、森林の状況に応じた森林土壌保全対策が必要である。５番ですが、効

果が現れるまでの間、希少種保護対策、あと植生被害の拡大を抑制する必要がある。こ

ういったことも事業としてそれぞれやっていきたいというふうに考えております。 

  (２)番ですが、巨樹・巨木等のある生態系の保全でございますが、巨樹・巨木等のあ
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る生態系というので、２段落目、「なかでも」というところですが、こういった巨樹・

巨木等のある生態系そのものが非常に重要な価値を持つと言えるということでござま

して、また、このような森林は文化的にも貴重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ということでございます。 

仕組みの方向性としましては２つでございます。１つは、巨樹・巨木等のある生態系

の永続的な保全が重要であることから、恒久的な保全の仕組みの検討が必要である。２

番目、次のページでございますが、巨樹・巨木等のある森林生態系を保全・継承してい

くためには、その価値を十分に認識し、山村独自の文化として継承していけるよう地域

集落の活力を取り戻す取組みが重要である。という形にさせていただいております。 

  事務局からは以上です。 

○議長：はい、ご説明どうもありがとうございました。 

  ということで、Ⅱの豊かな生態系を育む仕組みで、ニホンジカ対策、それから巨樹・

巨木等のある生態系の保全について事務局より説明いただきましたけど、この点に関し

まして、委員の皆様のほうからご質問、ご意見等はいかがでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：この仕組みの方向性ですけど、言うたら、捕獲のほうをメーンにずっと書かれて

いると思うのですが、今、この大型の獣害の増加原因というのは需要の不足ということ

を言われているので、食文化という部分、言うたら、捕るほうではなくて、捕ってから

出るところまでの対策の部分を視野に入れた形で入れていただいたほうがいいのでは

ないかなと思います。 

確かに捕るほうは、担い手不足とかいろいろ言われているのですが、前に森林センタ

ーのほうで林業技術研修会があったときに、狩猟と獣害対策というのは全く別のもので

あると言われていて、捕れなかったでは済まないと。なので、質の向上というか、わな

を仕掛けるにしても、そういう人たちの育成にもプロ的なところ、そこの質を高めてい

かないと本当の獣害対策はとれないということを物すごく力を入れておっしゃってい

たので、そこら辺の体制を今後検討していただきたいなと。 

それから、先ほど言いましたように、捕った後の処理、だから解体の技術がどこまで

滋賀県であるのか、そういうことを担っておられる方が地区にいらっしゃるのかどうか

ということと、肉の取り扱いももちろんそうですけど、今度は一般消費者とか、出口の

ほうというか、これも山の恵みなので、それをしっかりと循環して回すということも含
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めたニホンジカの対策という視点で、もう少し広い視点で対策というのを乗っけていた

だいたほうがいいのではないかなと思います。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  今のご指摘に関して、事務局のほうからいかがでしょうか。そういった捕った後の対

策について、現状はどんな感じなのか。 

○事務局：ありがとうございます。まず、捕ったシカというか、いわゆる獣肉、そういっ

たものの需要というか、流通についてということですけれども、捕獲数を増やして、１

万６,０００頭捕らなければいけない。それでそれを全部消費することは難しいです。

捕獲を進めるということと、その肉を使うということ、それこそ１万６,０００頭全て

が需要できるようにしたら、あれですけども、ということで、なかなかその関連性とい

うのが難しいかなと。売るために捕るというよりも、まずは捕獲を進めていただくほう

が先というふうに思いますので、ということで、ちょっと私の説明はあれですけれども。 

  もう一つ、質の向上ですけれども、捕獲の技術の向上という趣旨、そういったものに

ついても鳥獣対策室というのを含めてやっていきますので、そういった形で考えており

ます。 

○事務局：すみません、補足的に。鳥獣対策室の○○と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

  現状で食用等の利活用を図られているというのは、県内に何か所か施設がございます

が、いずれも二、三百頭ぐらいの規模でございます。ここでそれを書いていないといい

ますのは、１万１,０００頭から１万２,０００頭を１万６,０００頭まで増やすという

命題に対しての対応で書かせていただいておりますので、それが食用といいますか、活

用を振興することによって、その４,０００頭なり５,０００頭を埋めていくのはかなり

厳しい。 

つまり、活用するには、例えば基準とか衛生管理とか、かなり厳しい基準がございま

すので、水源林の保全という立場で活用するのは難しい。むしろ、地域資源の活用とか、

もったいないとか、そっちのほうで検討すべきかなと思っております。 

  それと、専門性を有する担い手というのは、２番のところでも書いておりまして、そ

ういうもののほかに、例えばわな猟でも免許を持っておられますが、捕れていない方は

かなり大勢いらっしゃると思います。今年度から私どものほうで、各森林整備事務所さ

んを通じまして、その捕れていない方、初心者の方を対象といたしまして、研修会みた
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いなものを１か所じゃなくて、各地域でやっていただくようなことも検討しております

ので、いろんな手法によって１頭でも多く捕獲が進むように考えていきたいと考えてお

ります。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  それでは、このテーマに関しまして、ほかご質問いかがでしょうか。特にございませ

んでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：(２)の巨樹・巨木等のある生態系の保全の件ですけど、生態系そのものが重要な

価値を持つというふうに記載されていますけども、野生動物の生息地としても非常に重

要だという視点があるので、一言入れてもらっておいたらどうかなと。多面的な価値は

あると思います。 

  シカの対策ですけれども、とにかく捕獲数を増やさなきゃいけないというので非常に

厳しい課題だと思いますし、室長がおっしゃったみたいに、利活用に捉われて本末転倒

になってしまうというパターンもありがちなので、バランスを考えてやらないといけな

いということなので、私もそのように思います。 

  これから思い切った、既存に捉われないやり方をやっていかないといけないというこ

とですけど、それは行政サイドが覚悟を持って、いろいろな挑戦も難しいことがいっぱ

い出てくるのですけど、諦めないで、非常なる覚悟を持ってやらないと恐らくできない

ので、ぜひ頑張ってください。 

○議長：はい。 

  というご指摘ですので、ぜひ事務局のほうで、この対策を本格的に取り組むという形

でお願いしたいと思います。 

ほか、このⅡの豊かな生態系を育む仕組みに関して。 

  はい、どうぞ。 

○委員：「生物多様性」ということが前に出ているわけでございますけども、二ホンジカに

ついてはこれでよくわかるのですが、でも、森林を考えたときに、希少植物もしくは植

物、シカをとったらそれでいいというだけではなくて、環境省が言っている生物多様性

という概念は、一つは生態系、一つは種、一つはＤＮＡということで、多分、鳥獣対策

室でいろいろ考えられていると思いますけど、全体の生物の多様性といいますか、その

辺を考えて取り組みをしてほしい。 
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具体的に言いますと、シカだけではなくて、シカが１万６,０００頭いなくなればどう

なるのかということも考えていこうとすると、その生態系のあり方みたいなものを検討

していただいて、調査が出てくると、全体に動植物の生態系というのが分かりやすいの

ではないか。その部分は、最初のところで「希少種の保全やニホンジカによる被害への

対策といったことも分かりやすい生物多様性の保全の姿である。」ということも書いてお

られます。 

この辺は、もう少し県民の皆さんにも分かるような形で、水源の森の生物多様性とい

う部分が何らかの形で触れられると分かりよいなと。単にシカというと、そのとおりで

すけど、生物多様性と言うからには、その辺のこともお願いしたいということでござい

ます。 

○議長：はい、ご指摘、どうもありがとうございます。 

  今のご指摘のように、あくまでも獣害対策としてシカ対策を考えるだけではなくて、

生物多様性という観点から、こうしたシカ対策というのも位置づけてほしいということ

だと思います。要するに、今のようにシカの数が増え過ぎてしまったら、異常な生態系

の状態から、野生動物とか植物がたくさん共存できるような、より豊かな生物多様性の

状態に生態系を変えていくと。そのために、このシカ対策をとるのだと、そういった位

置づけにすればいいんじゃないかということだと思いますので、少しここは表現を変え

ていただいて、もう少し生物多様性という観点が入る形で、このシカ対策というものを

ぜひ位置づけていただき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。 

 

Ⅲ．林業活動を活性化する仕組み 

○議長：それでは、そろそろ次のテーマのほうに移りたいと思いますけれども、次のテー

マは、Ⅲ．林業活動を活性化する仕組みになっております。 

  それでは、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：失礼します。 

  それでは、林業活動を活性化する仕組みについて、大きく２つありますけれども、説

明させていただきます。 

  まず、間伐の推進です。間伐は、適正な密度管理を行いまして、健全な森林環境を育

む、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林業技術です。間
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伐材につきましては、採算性が合わないということで林内に放置されてきましたけれど

も、近年、国のほうの間伐の制度が変わりまして、県内の森林組合の生産量が増えてい

ます。平成２０年度は約４,０００立法メートルであったものが、平成２５年度には約３

万立法メートルと飛躍的に増加しているということです。 

  琵琶湖森林づくり基本計画では、平成３２年度の木材生産量の目標を１２万立法メー

トルとしておりまして、さらなる間伐の推進が必要ということです。間伐につきまして

は、森林資源の有効利用というほかに、雇用創出、林業者の所得の向上といった山村地

域の活性化という目的も併せ持っているということで、今は質的転換の時期ということ

も言えるということです。 

  今後、間伐の取り組みを一層推進していくためには、現在の国とか県の補助制度を積

極的、効果的に活用するとともに、多様な主体の参画が可能となる仕組みが必要と考え

ております。 

  ということで、仕組みの方向性ですけれども、３点あります。 

  まず１点目、「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つ必要がある。」ということで、現在、琵琶湖森林づくり条

例の中に、「森林所有者の責務」として、基本理念に則り、その所有する森林について、

森林の多面的機能が確保するように森林づくりに努めることという記載があるのですけ

れども、今回は森林所有者に、より責任と自覚を促すというようなことが必要と考えて

おります。 

  ２つ目です。「県内で、どこでどれだけ間伐が行われるかについては、事業が琵琶湖森

林づくり県民税などの税金を使って行われている以上、間伐に関わる関係者は積極的に

間伐の状況を情報発信する必要がある。」ということです。現在、間伐面積とか間伐材の

生産量については、大きな括りでの数字とかの発信は行われておりますが、どこで、ど

の程度間伐がされ、どの程度木が出たかという細かな情報はなかなかつかめていないと

いうことで、そういうところの見える化を行いまして情報発信していく必要があるとい

うことで書かせていただきました。 

  ３点目です。「地域ぐるみやＮＰО団体等、多様な主体による間伐への参画が重要であ

るが、特に意欲ある森林所有者を育成し、いわゆる自伐林家を支援する仕組みが効果的

である。」これにつきましては、以前の審議会で委員さんからの意見でもありましたけれ

ども、現在、小規模間伐とか、林内で放置されている利用されない間伐材がありますの
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で、これを入れるとか、利用ができるような木とかをもっと出せるなど、現在の制度で

言いますと、隙間を埋めるような形の仕組みをつくっていく必要があるというように考

えております。 

  続きまして、７ページのほうに移り、県産材の生産・利用・流通について、説明させ

ていただきます。 

  滋賀県の森林を社会全体で支えていくためには、森林の価値を環境面だけでなく、経

済面において具体的に見える化を行い、県民の目を森林に向けることが必要ということ

です。 

特に県内の森は利用できる時期になっておりますので、スギ、ヒノキの人工林を資源

として利用する。そのことにより、県内の林業、木材産業を活性化し、森林所有者から

事業者、利用する者全てがその利益を享受できるように、県産材利用の仕組みの構築を

図っていく必要があるということです。 

県内の素材生産は補助事業に依存しており、林業といえる生産はまだほとんど行われ

ていないという状況です。県産材のサプライチェーンを構築する必要があるということ

で、まず入り口である安定的な素材の供給体制の整備、強化を図っていく必要があると

いうことです。 

流通に関しましては、需要と供給のバランスを保つというのが大切でして、県内産業

界におきましては、サプライチェーンが未熟であって需給動向とは無縁に供給されてい

る現状があるということで、需給調整機能として、きょう午前中に見ていただきました、

県森連の木材流通センターは整備されましたが、その役割についてはまだ十分に理解さ

れておらず、また機能が十分発揮されていないという状況になっています。 

県内、県外を見渡しますと、これも午前中の説明がありましたけれども、大規模製材

工場の再編とか整備、また木質バイオマス発電等の新設が進んでおりまして、国産材流

通市場の動向にも新たな動きが生まれてくるというところで、そういう中で、県産材を

安定的に流通させるためには、木材流通センターが中心になって、県全体のスケールメ

リットを活かした流通体制の整備、強化を図っていくということになります。 

また、県産材の利用の促進におきましては、「公共建築物等における木材の利用促進に

関する法律に基づき、公共建築物等の木造化、木質化やバイオマス利用の対応が求めら

れるということで、仕組みの方向が３点あります。 

まず１点目、「素材生産事業体の調整窓口が必要である。川下のニーズを把握し、需要
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情報の発信機能や出荷量調整機能が発揮できる仕組みを検討すべきである。」ということ

で、川上の供給側と川下の需要の情報のマッチング、それと需要調整の仕組みが必要と

いうことになります。 

２点目、「県産材の利用を拡大するために、公共施設の木造化・木質化への取組みを全

県に広げるべきであり、県みずからが公共建築物等の木造化、木質化をより一層推進す

ることを明確に発信することが必要である。」これも以前の審議会のときに、委員さんの

ほうから発言があったものです。県立彦根東高校や、びわこ地球市民の森などでそうい

う取組みを行っておりますけれども、それをより一層推進していく必要があるというこ

とです。 

３点目、「県内消費、特にバイオマス利用には、地域の取り組みが重要である。市町や

地域と連携した地産地消の仕組みが必要である。」ということで、特に対象となる木材と

しましては、Ｃ材とかＢ材というものになってくると思います。こういう単価の安い材

につきましては、流通は狭い範囲で行うということで、そのためには市町と地域が連携

していく必要があるということです。 

以上、事務局からの説明です。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  Ⅲ．林業活動を活性化する仕組みで、（１）間伐の推進、それから（２）県産材の生産・

利用・流通に関して、午前中にも皆さんで見学した場所にも関係するところですので、

それを踏まえて、皆さんから積極的なご意見をお願いしたいと思いますけども、ご質問、

ご意見等はいかがでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：木材業の○○と言います。 

  仕組みの方向性の１）ですけども、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つ必要があると。 

私どもは材木屋ですけども、近年、山主の方から、誰か木を伐ってくれる人がおられ

ないかという相談が何件かありました。まだそんなに伐期の来ていないような木ですけ

ども、木がありますのかと聞いたら、若いやつの時代に残しておいても余り値打ちも出

ないだろうで、わしの目の黒いうちに早いこと整理したいのやという方がおられまして、

業者を紹介して、伐ってもらったことがあるのです。この山林所有者の方の気持ちとい

うのが、私どもの感じている範囲では物すごく気持ち的に離れていっているというのが
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多い。 

だから、県でこのような仕組みを策定するに当たって、広く県民の皆さんに、山林所

有者の方はこういうような意識を持っていただくということを宣伝なり、認識していた

だくように、今後何回か機会を設けて、できるだけ多くの方にこのような気持ちを持っ

ていただくということを、かなり重点的にやってもらわないと、私どものようなところ

でも、山を伐ってくださいという人がますます現れるんじゃないかと思う。境界が分か

らないということも含めて、かなり時間がかかるような作業になるかもわかりませんけ

ども、非常に重要なことではないかと思うのです。 

○議長：はい。 

  ということで、今ご指摘がありましたように、森林所有者は確かに森林を管理する責

任があるのは間違いないのですけども、ただ、その自覚は現状として持っている人はそ

んなに多くはないという中で、じゃ、どうすればいいのかということを、やはり行政と

しても考えていく必要があるだろうということですね。 

  ここも単に自覚を持つ必要があるとして、森林所有者に全ての責任をお願いするだけ

ではなくて、これに対して行政としても、どうしたことをしていくのかということを、

仕組みの方向性として考えなきゃいけないんじゃなかろうかというふうになると思いま

すけども、これに関しまして、事務局のほうは現段階で何か対策とか考えておられるで

しょうか。 

○事務局：○○でございます。午前中は、どうもお疲れさまでした。 

  今、委員から発言がありましたが、後ろ向きに木材を伐るということじゃなくて、森

林所有者の方が、今、木材を売って収益を得る。さらに自分の孫子にそこで再造林なり

森林として引き継いでいくと、そういう前向きな気持ちでその木を伐るというのが理想

でございます。 

その利用を担当している者にとりましては、７ページの一番上のほうに書いておりま

すように、経済面においてしっかりと森林所有者の方にも、そういうことに目を向けて

いただくという部分に一生懸命取り組んでいます。それは何かと言いますと、やはり収

益として森林所有者の方もしっかりと残していくと、どうすれば残せるかという部分を

検討して、また木材流通センターの機能なんかも使いながら、いろいろ考えております

ので、そういったことでは一生懸命行政としても頑張ってまいりたいというふうに考え

ております。 
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○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  やはり森林所有者にとっても、儲けが出るかどうかというのは非常に重要な要因にな

ると思いますので、そういった情報をできるだけ行政のほうから、あるいは森林組合さ

んのほうから森林所有者さんにどんどんと情報提供をして、ぜひそういったものを考え

ていただくという方向にしていただきたいというふうに思います。 

  ほか、いかがですか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：仕組みの方向性で示された３点の考え方は、もとより今後もますます大事と。森

林のことを言うときに、生物多様性というと難しくなるのですけど、共生ということ、

それから循環ということは木材を利用することだということをしっかり持って、循環と

いう言葉を子どもから大人まで広く知らせる。それから、多様性という考え方も私は非

常に大事だと思う。 

その点で、森林審議会にそぐわないかもわかりませんが、これはお願いです。琵琶湖

の船「うみのこ」の新建造を、知事が議会で言及されたと思いますが、老朽化で新しく、

予算が３０億円ですね。早ければ‘１７年までに就航ということで、これは長年の滋賀

県が大事にする歴史的な事業ですから、それはいいですけど、それこそ先生方に一番知

ってほしいのは森のことですね。 

今まで水中心で琵琶湖が大事、琵琶湖が大事とやってきましたけど、周囲の森があっ

ての琵琶湖ということをいよいよ真剣に伝える時期に来たと。日本は資源のない国です

けど、私はよく活動の中で言うのですけど、外国ほどの資源はないけども、外国が求め

ている資源が２つあると。１つは水であります。もう１つは、多様な国産材で、これは

外国からも望んでいる２つの視点があると。これを子どもも大人も余り理解していない、

誇りに思っていないと、当たり前でありますから。 

こういうところを、今後この船の教育では織り込んでいくべきと。特に子どもの森林

環境教育をやりますけど、先生方は、はっきり申し上げて、特に林業には無関心です。

かつての教科書から林業は外れましたけども、林業あっての森林ということも今日的に

は自信を持って伝えるべきと。森と林業、それから水が大事な資源、これを一体的に伝

えていく。 

その船に、これ（木のネームプレート）をいっぱい採用すると。海での寿命以上に３

０年以上持つったらしいですけど、ここに入ったら木がふんだんに中に使われていると。
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これを見れば、私は全て分からないですけど、琵琶湖を周航する間に、この材はここに

入っている、ここの材はここに入っていると。要するに、この機会にぶんだんにびわ湖

材を使って、しっかり先生方も体験してもらうと。日本の大事な資源を、こういうとこ

ろから森と水は一体やと、そういうような意味合いを踏襲いただくためにも、ここにそ

ういう材がふんだんに入るようなことがどうしても大事であると。 

一委員から、審議会にそぐわないかもわかりませんけど、こういう場でもぜひ使えと

いう意見があったということを伝えられるのであれば、お願いしたいなと。ちょっと提

言がそぐわないということであれば抹消でも結構ですけど、伝えることが大事なことで

あれば、お願いしたい。 

以上です。 

○議長：はい。 

  事務局、いかがでしょうか。 

○事務局：今の件ですけども、実は昨年、環境政策課が中心となって、「うみのこ」の造船

についての検討会がございまして、私どものほうから、できるだけ使ってくれという提

案もさせていただいております。向こうのほうもそれを聞いて、使えるとこは使おうと

いうことで検討しているのですが、ああいう船の中のたくさんの人が集まるところでは、

法的になかなか木材が使えないところもあって、いろいろ技術的な問題もあってうまく

は進めないのですけど、提案は既にさせていただいております。 

  きょうは、こういったご意見をいただきましたので、またの機会があれば、私どもの

ほうからも提案していきたいと考えております。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  この委員会は、今回は、水源保全のための仕組みづくりについて骨子（案）に関する

話ですので、個別の具体的な案件に関してはちょっと踏み込んで議論できないとは思う

のですけども、今ご意見されましたように、林業教育という観点は、実際にはこういっ

た林業活動活性化に対して非常に重要な役割を持つものでもありますので、こうした木

材を通して林業教育とか、それから琵琶湖との関係とかを若い方々に伝えていくといっ

たことが、今回使っている３番目の林業活動を活性化する仕組みの中に、本当は入って

もいいのかなという気もしております。 

  はい、どうぞ。 

○委員：仕組みの方向性の３）のところですが、「県内消費、特にバイオマス利用には、地
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域の取り組みが重要である。」と。これは逆に言えば、県外からはなかなか需要がないと

いうことが書かれているのかなと思ったのです。 

地域によっては、特に昨年の秋ごろからバイオマス発電等の関係で、パルプとかチッ

プとかの材の値段が上がって、かなり遠距離からでもこういう動きがあるように思うの

ですけれど、滋賀県の場合には県外からは難しいというようなことでしょうか。 

○議長：はい。 

  ご返答をお願いします。 

○事務局：今おっしゃるのは、逆の意味でこれを書かせていただいておりまして、実はか

なり需要がありまして、例えば三重県のほうからは、どんどん出せという需要が来てい

るのですが、ただ、滋賀県はいかんせん素材生産自体が少ないので、余りそれに引っ張

られてしまいますと、Ｂ材でもＣ材、Ｄ材として使うということになりますので、まず

は県内消費を考えましょうと。 

バイオマスにつきましても、外へ持っていくだけであれば、結局おいしいところ、利益

は全て県外に行ってしまいます。県内にもチップ工場がございますので、そういったとこ

ろにもしっかり持っていって、県内の木材産業振興という視点からもやりたいという部分

で書かせていただいております。 

○委員：わかりました。 

○議長：ということですので、そこはちょっと誤解が生じやすい表現になっているかもし

れませんので、そこら辺は分かりやすいように、できれば少し表現を見直していただき

たいというふうに思います。 

  はい、どうぞ。 

○委員：今の木質バイオマスの関連ですけれども、いわゆる県産材、スギ、ヒノキ、人工

林の材だけではなくて、松枯れ、ナラ枯れなどで広葉樹林もかなり荒れているという状

況で、きょう見学させていただきました池之脇のほうでも広葉樹林の施業でナラ枯れ、

松枯れの木を間伐したという話もありましたので、ここら辺の広葉樹林の利用をどのよ

うに考えられているのか。ナラ枯れ、松枯れに関して教えていただきたいなと思います。 

こちらは、恐らくその前のⅡ．豊かな生態系を育む仕組みとも関わるかなというふう

に思いますので、ご意見をお聞かせいただければと思います。 

○議長：はい。 

  ご返答をお願いいたします。 
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○事務局：利用面では今、スギ、ヒノキを中心にやっておりますので、正直に申し上げま

すと、広葉樹までなかなか手が回っていないというのが現状でございます。ただ、里山

整備という状況の中で、そういったのが出てくることもございますので、木材流通セン

ターでも、右奥のほうに一部そういったものを置いておりましたけども、物によれば、

県外のチップ工場や割材、薪等で、かなりいい値で買っていただけるところがあるとい

うふうに聞いておりますので、そういった形でも売れるということがありましたら、乗

せていきたいなと。 

ただ、実は広葉樹というのは、伐採して、搬出してくるのにかなり手間がかかる。そ

れで高く売れないと、せっかく出してきても、赤字になってしまえば元も子もございま

せんので、そのあたりかなり微妙な部分がございますけども、採算が合って、見込みが

立つのであれば積極的に利用というのも、今後考え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：発言をさせていただきます。Ⅲの、間伐の促進と、それから県産材の生産・利用・

流通、この両方に関わりますので、ちょっとややこしい発言になると思いますが、お許

しください。 

  資料の７ページに、素材生産と書いてあります。これにつきましては簡単なことでご

ざいまして、木の値段さえ上がれば簡単に素材生産は促進されると。仮にそれが、俗に

言うＡ材、Ｂ材、Ｃ材であろうと、完全なチップ材であろうと何でもよい値で売れる。

ですから、広葉樹もよい値で買ってくれるだろうということで、素材生産については明

治時代からずっとこっち、何ら変わっていません。 

私が恐ろしく思っておりますことは、中ほどの「流通は」と書いてある部分でござい

ます。「森林組合連合会の流通センターを整備したが」という、このくだりが非常に怖い

のです。いつもこれに神経を使っておるのですが、この中身を分かりやすく書いてある

のが、下の枠の中の仕組みの方向性なんです。「素材生産事業の調整窓口が必要である。

川下のニーズを把握し、需要情報の発信機能や出荷量調整機能が発揮できる仕組みを検

討すべきだ。」と、こういうことが書いてある。 

木材生産をするということは簡単である。しかし、私は、流通に出すということは非常

に難しいと思っています。本日の朝一番に、○○さんからこの表を見せていただきました。
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この表には、間伐材を買ってくださる会社の名前が出てある。これ、実際問題、今買って

くれているところが３社あると言われましたけど、あしたは買ってくれるか、買ってくれ

ないかは分からないです。といいますのは、向こうの会社の重役会で、一遍生産調整せな

いかんなということになりましたら、「はい、それまで。」今度、○○銀行から金を入れた

ので、あの銀行から、ここから木を入れてくれと言うとったぞ。そういう意味で、滋賀県

の木はちょっと減らさないといかんぞということを重役会で言うたら、何もならん。 

ですから、我々は、そういうことを言うておる重役会があるか、その会社の組織はどう

であるか。というところの川下のニーズに関係することを全部把握せんといかん。我々が

しなきゃならないのは生産すること、値さえ上がったら心配ない。むしろ、これからは売

る先がどういう姿勢を持っておるかという、ニーズを徹底的に把握せんといかん。こうな

ったら、流通センターというものが商売のセンターになってしまう。林業のセンターじゃ

ないです。完全に商売のセンターなんです。 

そこのところをきちっと理解するような仕組みを検討すべきである。こういうことにな

ると思いますので、ひとつその辺のご理解を願いたいと思います。 

以上でございます。 

○議長：はい。 

  今のご指摘に関しまして、事務局のほうで何かご意見はありますでしょうか。 

○事務局：特に言うことはございません。まさに○○委員がおっしゃったとおりでござい

まして、きょうお渡しした資料にも書いておりましたけども、森林組合連合会が流通の

部門を担う、一番のメリットというのはその辺にあると思いますので、そういった機能

を十分に発揮できるような形で、今後とも進めてまいりたいと考えております。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  その他――はい、どうぞ。 

○委員：一つ、県全体のスケールメリットを活かした形の大きな枠組みの中で流通体制

をつくっていくとともに、その次のところ、「公共建築物等の木造化、木質化やバイオ

マス利用への対応を求める」。これはちょっと弱いと思うわ。県内でこの木材を利活用

していくと、そのことをもっと強くうたうべきだと。木質化の義務化というところま

で、公共物を改修したときには木材を使わないとあかん。そこら辺まで表示してほし

いですわ。これはものすごく優しいです。 

上と比べると、整備、強化を図るべき。これは、大きな流れは頑張ってはるなという
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ことは分かるけど、きょうも見させてもらって、そやけど、滋賀県内で使うとなったと

きに、それの表現は弱いし、もっとここら辺もしてもらわないと、付加価値もつけた取

り組み、よい取り組みはできないと思います。 

  それとともに、私たちみたいに山が８６％あるとこは、今の時代、私らが率先して山

の形を変えないとあかんと思うけど、山のない自治体は森林への取り組み体制は希薄だ

と思うのです。そこら辺のところも、何かやるときには木材を使ってくださいと、そう

いうような啓発もしていかないとあかん。私は琵琶湖より山が大事と思っているので、

この考え方は変えていかんならん。これはみんな自治体が共有して、山の重要性を考え

て取り組んでいかないとあかん。それが１つ。 

  もう１つは、この材を公共の施設等に利用していく。それとともに、民間への木材の

利用の促進、そこら辺もうたうべき。最終的には、やはり民間の住宅の利用も含めて、

この県産材を使ってもらう。その取り組みも、この中に入れてほしいなと思う。 

  そして、もう１つは、間伐の推進とともに、これから５年、１０年先のことを考える

と、間伐だけでなく、皆伐ということも視野に入れていかないとあかん。そのときの育

林、造林への取り組みもどう考えてはるか。そういうことも、ここにはまだうたってな

いと思うけど、間伐が中心で。やっぱり間伐やら皆伐も出てくるだろうし、最終的には

育林、造林も必要であるという私は思いを持っているし、そこら辺のところも含めてち

ょっと聞かせてください。 

○議長：はい。 

  ご返答をお願いします。 

○事務局：木材需要の部分でございます。公共建築物も民間の住宅も一緒ですが、私ども

としては当然使っていただきたいということで、条例の中にどういった書きぶりをする

かというのは、担当のほうと私どもいろいろ議論はしておるのですが、十分に使ってい

ただくだけの供給ができるかという部分で、正直申し上げて、二の足を踏むところがご

ざいます。 

  といいますのは、去年でも市町の公共建築物を発注したけども、結局は、県産材で調

達できなくて工期が延期したとか、あと、仕様書に県産材でと書いているがゆえに、入

札をかけても落札されなかったということがございます。要るときに、しっかりと調達

できるという状況があれば、私どもも積極的に訴える部分があるかと思うのですが、条

例としてどの程度まで表現できるかというのは、もうちょっと検討してまいりたいとい
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うふうに考えております。 

  それと、山のない市町に対する働きかけでございますけども、これも一生懸命やって

おりますが、公共建築物になりますと、その市の営繕担当、例えば建築の技術屋さんが

おられるところを中心に考えられますので、公共建築物については、この法律ができる

までは、原則は木造はやめましょうという考え方であったのを、この法律で１８０度変

えて、できる限り木造でしましょうとなったところで、各市町の建築の営繕担当の技術

屋さんには、どうしても非木造の考え方の強い方がおられます。そういったところにつ

いては、入り込んで、事務所の担当者も一緒になっていろいろ説明をしておるのですけ

ども、根気よくお願いに回っていきたいというふうに考えております。 

  ただ、大分理解は進んできまして、今、市町レベルの木材利用方針に立てているのが

９市町ありまして、今のところ私どもが把握している部分では更に２つ、３つ、木材利

用方針にも立てる検討をされるところがございますので、ちょっとずつは浸透してきて

いるかなというふうに考えております。 

○議長：ほかに、事務局の追加説明はありますでしょうか。 

○事務局：すみません。 

  間伐のみならず、皆伐、その後の育林というのもあるかと思うのですけども、今回の

中では、特に重要なものとして間伐の推進。まだまだ県内の人工林の間伐ができていな

いところがあるというところで、こういう記述をさせていただいておりますけども、将

来的には、戦後にたくさん植栽されて、それには手が入っていないので、そこを緊急に

間伐をやらないとあかんという形で、今は推進をさせていただいております。現在でも

若干はありますけども、当然、主伐できるところもありますし、今後たくさん主伐がで

きてくるところもあります。 

ただ、いろんなご意見の中で、うまく出るかというと、それは木材価格の関係とか需

要量の関係とか、そういう関係もございますけども、伐ったら、次に植えていくという

仕組みが必要になってくると思いますので、そのあたりについても、複層林とかを残し

ながら植えるという手法もあるかと思うのですけども、技術的にもまだまだ未熟かと思

います。そのあたりについては、次の再造林に向けて、それをまたスギ、ヒノキに持っ

ていくのかどうかという全体の先の姿も若干見えにくいところもあるのですけども、そ

ういう姿まで見て、具体的に進めていく方法について、今後検討していく必要があるの

かなというふうに思っています。 
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○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  やはり将来的に、滋賀県の水源利用をどういう方向に持っていくのかに関しましては、

これからもう少し時間をかけて検討していく必要があるかというふうに思っております。 

  それから、先ほど委員のほうから指摘がありましたように、公共施設に県産材を利用

することに関して非常に重要なことだと思いますけども、現段階で、まだまだ県産材が

安定的に供給できない状況の中では、その義務化までは難しいかなと思います。ただ、

さらに利用を拡大してもらうためには、県産材の供給力をもっと高めていかなきゃいけ

ないと。そうしなければ、当然また使うことができないわけですから、その点に関して

は、やはり両方の面からぜひ対策をとっていただきたいというふうに思います。 

○委員：今は、供給体制は十分ではない。そやけど、三、四年たったら供給体制はもっと

高まります。今を見ていたらあきまへん。やっぱり３年か４年先のことを見据えて、こ

れだけの計画やったら、倍以上にもっとなります。それを思ったら、この大きな枠の中

で流通させる体制と、細かい体制を今打ち出しておかないと、３年後にやったら間に合

いません。私は、こんな対応が求められるとか、より一層推進することを明確に発信す

るとか、ちょっと弱いと思う。もっと強い、義務化までいかなくても、義務化とこれの

間ぐらいの表現は、私はしていただきたいと思います。 

それ以上は言いません。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  それじゃ、どうぞ。 

○委員：今、裏づけがあったこととちょっとダブるかもわかりませんけども、この７ペー

ジの（２）県産材の生産・利用・流通の上から７行目ですけど、先ほど○○委員のほう

から生産のことをおっしゃいましたけども、「林業といえる生産はまだほとんど行われて

いない。」という表記がありますけども、これは、「まだ」じゃないですね。「もう行われ

ていない」というのが現状だと思うのです。 

  というのは、材価がかなり下がってきて、日本の住宅産業で消費動向がかなり変革し

てきていますので、本当の山の木をどんどん使って家を建てるという方は、一等材を使

われる方が主になってきていますので、そのために林業として成り立たないという業者

の方は、木材生産業をやめられた方が多くなっている。それが現状だと思う。「まだほと

んど行われていない。」じゃなしに、「もう行われていない。」というのが、森林組合さん

を目の前にして、申しわけない発言をするかもわかりませんけども、補助金で出てきて
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いる木が大半なんです。 

この補助金がいつまで続くかというのは、もちろん分からないのですけども、実際、

林業としては補助金で出てきた木で回転しているというのが、いずれだめになるだろう、

何年先か分かりませんけども。補助金がなくても生産して、また山にお金が返るという

のが最高ですけども、なかなかそこまで行くのには時間がかかると思うのです。 

で、滋賀県内で、今、発言していただきましたように、県産材の利用ということは年々

需要が高まってきているのも間違いないですし、何回か前のこの審議会のときに、県産

材の補助を増やしてほしいという発言もあって、県のほうも毎年幾らか増やしていただ

いて、それが徐々ですけども、県内の方に浸透していっているのが現状だと思うのです。 

この枠の中に、「木質化をより一層推進することを明確に発信することが必要である。」

と書いていますけども、「明確に」とあわせて、「強力に」していただきたい。さっき、

○○委員さんがおっしゃいましたように、市町でも材が用意できなくて、その県産材が

使われていないという事例が幾つかあったということも聞いていますし、これは森林組

合さんと私どもの仲間で木材業をやらせてもらっているのですけども、滋賀県全体のス

ケールメリットを活かした流通体制の整備ということがあるのですけども、そのスケー

ルメリットを活かした流通をするために、県外に材が出ていくというのも、ある種現状

であります。 

きょうも朝から説明がありましたとおり、１万立米の中で、６割から７割が合板会社

に出ていっている。合板会社に行っているということは、県外にそれだけの材が流れて

いるということです。その７,０００立米か６,０００立米があれば、市町の公共の建物

も県産材で利用されたかもわからないという面もありますので、ただ、スケールメリッ

トを活かしたというだけで流通の整備というのは、ちょっとどうかと思うのです。 

滋賀県内で流通を図るということをまずは第一に考えてもらって、県のほうも強力に

推進していただきたいと思います。お願いと意見です。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  何か事務局から、ご返答することはございますか。 

○事務局：おっしゃるとおりだと思いますが、基本的には、私どもも県内で需要がある分

については、県内で使うというのがベースになっておりますので、そういう方向に持っ

ていきたいと。 

ただ、今も１万立米という話もございましたけども、あくまでも柱というものを基本
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的に使いたいという思いはあるのですが、Ｂ材、Ｃ材につきましては今後大量に出てく

ることを考えますと、県外の事業体への道を閉ざすわけにはいきません。両方の道が必

要なので、特に木材流通センターの機能を発揮するという意味では、調整しながらやっ

てまいりたいというふうに考えております。 

○議長：そうですね。 

やはり必要な場所に必要な材が流れる仕組みづくりが不可欠ですので、県内だけにと

どめるのは当然不可能と。そこら辺はうまくバランスを考えて、川下のニーズを適切に

把握しながら材を流していくと、そういった仕組みづくりをぜひ考えていただきたいと

いうふうに思います。 

  はい、どうぞ。 

○委員：すみません。川下の人間ですけれども、２番の県産材の件で、この間の２２年度

の法律によって木造化ということがかなり進んできているということですけれど、まだ

まだだと思います。設計事務所も、工務店もまだまだ慣れていない状態だと思いますの

で、やはり強力に推進していただいて、もっと木造化、木質化をやるのだというとこら

辺で、設計事務所に対しても、工務店に対しても育ててほしいなと思うのですね。 

そうでないと、ついつい今まで慣れていたＳ造やらＲＣ造にまた戻ってしまうんじゃ

ないか。そうすると、単なる腰板ぐらいで終わってしまうので、今もうちょっとしっか

りしたものができるぞという、もっともっとこちらのほうの勉強会なんかも開いて、こ

んなことができるということを、一部の人間しかやっていない、見えていないような建

設業界になっていると思いますので、もっと大々的にアピールして推し進めてほしいな

と思います。 

○議長：はい。 

  というご指摘ですので、単に情報発信だけではなくて、川下の方々も含めたような協

力体制をつくっていって、そこで啓発活動を含めながら県産材を使っていただくという、

そういった体制づくりが必要ではないかというふうに私も思っていますので、ぜひ事務

局のほうでもご検討いただきたいというふうに思います。 

  その他、ご質問、ご意見等はございますでしょうか。 

○委員：その他でよろしいですか。 

○議長：その他というのは、ここのテーマに関してです。最後に時間をとりますので、も

しこの件に関して特になければ、次のテーマに行っていただいて、最後に全体に関する
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時間をとりたいというふうに思います。 

 

Ⅳ．価値を評価し情報発信する仕組み 

○議長：それでは、次のⅣ、価値を評価し情報発信する仕組みについて、事務局から説明

いただきたいと思います。 

○事務局：では、説明いたします。 

  前回の３月の審議会では議論をしていただけませんでしたが、昨年の１２月、仕組み

づくりについて諮問した際に、これは入っていた項目ですので、今回改めて説明させて

いただきたいと思います。 

  （１）として、琵琶湖の水源林の価値の評価でございますが、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さまざまな役割を果してきた。 

  ２段落飛びまして、しかし、その価値については、木材の林業的価値以外の生態系サ

ービスの価値などを算定する手法は、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。 

  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いただき、

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。ということでございまし

て、資料編の１５ページをご覧いただけますでしょうか。前回は６までありましたけど、

７の項目として、琵琶湖の水源林の価値の評価の現状と課題という形でつくっておりま

す。 

  １．評価方法ですけれども、これは平成１２年度、林野庁が考えた方法ですけども、

評価手法として、（１）全国の森林を対象に、さまざま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。ということでございまして、水源保全機能、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、そうい

ったそれぞれの評価をしまして、それが幾らになるのかという形で、全国で７４兆９,

９００億円という形の資産・負債というところでございます。 

  次のページに行っていただきまして、２ 新しい費用負担の仕組みについてというこ
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とで、事例として紹介させていただいているのですが、生態系サービスへの支払い（Ｐ

ＥＳ）と言うのですけれども、ペイメント・フォー・エコシステムズ・サービスという、

生態系サービスの支払いの略でございまして、２段落目に、大気や水質の浄化・保持機

能などの多くの重要な価値が十分に評価されないまま、開発や取引が行われることが生

態系の過剰使用や劣化につながっているという考えから、これら環境の持つ価値を市場

に内部化し、それらの環境サービスを受ける受益者がその受益に応じて支払いをする制

度や仕組みを構築しようとする考え方。であります。 

  なお、ＰＥＳの定義について国際的に合意されたものはないが、原則として以下の要

件を満たすものとされている。という形で５項目ありまして、例えば、１番目は生態系

サービスの受益者と供給者との自発的な売買、ということでございまして、滋賀県にあ

る「魚の水田ゆりかご米」とか、ああいったものが対象になるのかなというふうな形で

ございます。 

  ３ 水源林としての価値の評価の課題でございますが、評価方法の検討ですが、対外

的に価値を説明できる実用的な評価方法を検討する必要がある。また、評価方法に基づ

く調査ということですが、評価方法に基づく調査は当然必要となっていますし、費用負

担もある程度必要ということになってきます。 

  元の資料に戻っていただきまして、仕組みの方向性でございます。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は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評価して政策に活かす検討が必要である。

という形で考えております。 

  事務局から、以上です。 

○議長：はい、ご説明、どうもありがとうございました。 

  琵琶湖の水源の価値を評価して、それに対して費用負担の仕組みなどを考えていきた

いという話ですけど、この件に関しまして、委員の皆様からご質問、ご意見等はいかが

でしょうか。 

  特によろしいでしょうか。 

  これまで、ほかの自治体でこうした価値を評価し、それに基づいて費用負担をすると

いう事例は、それほど多くはないと思います。神奈川県とか、幾つかの事例ではありま

すけども、あとは今回ここで考えているような琵琶湖と、それから生物多様性を含めて、

こういったものをつくるというのはかなり新しい試みだと思いますので、ぜひこういっ
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た試みが滋賀県から生まれて、全国に広がっていくということがきっかけとして、これ

が位置づけられるといいかなというふうに思っております。 

  この点に関して、特に――はい、どうぞ。 

○委員：数年前に、北川第一ダムをどうしようかという話が出たときに、ダムをつくった

らいくかかり、そうじゃない方法で治水対策をしたらいくらかかるみたいな議論になっ

たときに、私はこのＰＥＳをぜひやってくださいと、ダムをつくって環境破壊したとき

に、どれだけの損失があるのかというのを県にお願いしたら、そのようなことは現状で

きませんというお返事をいただいたことがあったのですけど、それから比べたら、やり

ますというふうになったので非常に期待感を持って、見ています。 

  ただ、森林の価値という表現が８ページ中ほどにもありますけど、森林の多面的価値

を多くの皆さんに知ってもらうという取り組みにつなげていくということで、非常に重

要なのですけど、なかなか技術的に難しく、事例もないということで、こういうことを

やるに当たって、専門家、科学者の協力を得て客観的なものにしていかないとだめだと

思います。 

  それに関連して、滋賀県ではシンクタンクといいますか、ブレーン、そういうものを

県独自では現状持っていないので、これを機会にそういったことを検討されてはどうか

と思ったりしています。 

  それで、森林税のことがちょっと挙げていましたけれども、森林税の使い方の画期的

な事例として、お隣の岐阜県さんが岐阜大学の中に寄付講座を設けて、科学的なデータ、

生態系であるとか生物多様性であるとか、鳥獣対策も含めて、そういったものに森林税

を投入しているような事例もあるので、またそんなものも一応見たりして、その森林税

を科学的なものに使っていく、そのようなこともちょっと考えてみられたらどうかとい

うふうに思います。 

○議長：はい、ご提案、どうもありがとうございます。 

  何分、滋賀県内では、こうした森林の価値を経済的に評価するという、そういった研

究事例が極めて少ないのが実情でして、これからどうやって研究実績を高めていくのか

いうことから考えなきゃいけないのが現状だと思います。なかなかすぐに行政レベルで

はこういった評価を行って、すぐ制度化するという段階ではないのですけれども、ただ、

ほかの地域とか、あるいは海外ではこうした取り組みがかなり進んでいるところもあり

ますので、そういったところの情報等をぜひ収集していただいて、今後どうやっていけ
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ばいいのかということをご検討いただきたいというふうに思っております。 

  この点に関してほかにないようでしたら、最後に全体に関してどこからでも構いませ

んので、今回の骨子（案）に関しまして、追加でご発言がありましたら、ぜひお願いい

たします。 

  はい、どうぞ。 

○委員：先ほどのタイミングでちょっと発言をして、お尋ねすることを失ったのでござい

ますけれども、巨木の件でございます。５ページの一番下の枠組みでございますけども、

最後のくだりで、恒久的な保全の仕組みの検討が必要であると、こういうことが書いて

ありますね。私は、これに大賛成なんです。 

  といいますのは、今からもう３５年になりますか。我々の住んでいる近くの鈴鹿山系

の道路脇に、非常に美しいコブシの山があったのです。ああ、すばらしいな、春先にこ

れだけのたくさんのコブシの花を見たことがないなと思って、楽しみにして、次の年に

家族の者を連れて、それを見にいったのです。そしたら、きれいに伐ってあるのです。

しかも、新しくヒノキの苗やらスギの苗が植わっている。私はげっそりしたのですけど

も、それをなさった方のお名前も分かっていまして、立派な方がされておられますので、

とやかく言う必要はない。これは一つの大きな財産を失うのだなと思って、今もなお惜

しく思っておるのです。 

それで思いつきましたのは、国には文化財保護法というのがありまして、そしてそれ

によく似た法で、県レベルのその手の条例があると思うのです。ですから、私はこの巨

木等の保存につきましては、生態地と思いますが、その関係する地域を保護するために、

国の保安林に準ずる県の保安林のような条例をつくっていただいて、そして我々県民が、

これが大切だというふうに思うものを保存するという制度を検討していただきたいと、

このように思っておるのです。 

そういうことで、５ページの一番下に、恒久的な保全の仕組みの検討が必要であると

いうようなことが書かれておりますので、ひとつその辺のご検討を願いたいというふう

に思っております。これができるか、できないかわかりませんけれども、まあ、なくな

ることはないだろうと思っております。富士山でも世界遺産になったのですから、消え

るかもしれない巨木は大切にするほうがいいんじゃなかと、このように思っています。 

以上でございます。 

○議長：はい。 
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  という形で、県独自の何らかの制度をつくったほうがいいんじゃないのかということ

で、具体的には県独自の保安林の制度という話がありましたけども、こういった制度に

関しまして、事務局のほうで、今どのようにお考えでしょうか。 

○事務局：自然環境保全課という所属が担当として、こういった枠組みをどのようにする

かというのを考えていまして、滋賀県にも同様の形の条例とかもあるのですけども、そ

ういったものでどういった形で守っていくのがいいのか、どういう枠組みを使うのかと

いうことについて、引き続き検討していきたいと。 

それは、この水源林の仕組みについて諮問しているところでございますが、これの中

に、どういった形で枠組みとして位置づけるのかということも含めて、今後検討してい

きたいと思います。 

○議長：はい、ぜひお願いいたします。 

  ほか、全体通しまして、まだ言っておきたいことがございますでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：総論のところで、ちょっと聞きづらかったのですが、生物多様性というのを基準

にして書かれていると思うのですけれども、生物多様性というのも複数の基準があるか

と思うのです。ただ、ここでは例えば、希少種の保全やニホンジカによる被害への対策

は生物多様性の一つの姿だと、森林・林業活性化のこともそうだと。全てに通じるとい

うように書いてありまして、文言としては、こういうことをして、こういうふうに改善

することが生物多様性の向上にどういうふうに貢献するかというのを最初に言った以上、

もうちょっと具体的に書かれるべきではないかというのが、私の感覚です。 

  で、全体として別に悪いわけではないのですけども、生物多様性という雰囲気だけで

何となく説明するのではなくて、一般の方とか、特にその方面の研究者の方とかだった

ら、もう少し具体的な対応関係を書いてほしいと思うんじゃないかというふうに思いま

した。 

○議長：はい。 

  ということで、生物多様性という言葉の使い方に関して、もう少し学術的に詰めたほ

うがいいんじゃないのかという意見だと思われますけども、その点に関しましては、も

う余り時間がないので、また事務局と、それから私のほうで少し相談をして、ここら辺

の表現については考え直していきたいというふうに思います。 

  残り時間がなくなりましたので、恐縮ですけども、皆様からたくさんいただきました
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ご意見をもとに、これを最終的にまとめ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した。 

  最後に、次回は第１０４回ですけども、本日のご議論を踏まえまして、水源林保全の

仕組みづくりの中間報告という形で事務局のほうからご提案いただいて、それを検討す

るという形になっておりますので、よろしくお願いいたします。 

  あと、次回の審議会の日程について、事務局のほうから説明をお願いいたします。 

○事務局：それでは、ご説明させていただきます。 

  次回第１０４回の審議会については、５月下旬から６月上旬に開催させていただきた

いということで、事務局が調整を進めさせていただいております。まだ全ての委員さん

から回答をいただいていないので調整させていただきたいと思います。 

  それ以降につきましても、年内中、４回程度の開催を予定しております。今後とも、

どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

  もう１点、ご連絡ですけども、資料の中にも入れさせていただきましたとおり、５月

２４日、野洲文化小劇場におきまして琵琶湖森林づくり県民フォーラム 「水源林保全

を進めるために」を開催いたしますので、委員の皆様におかれましても、ぜひご参加い

ただきますように、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  それでは、事務局のほうで今回の委員の皆様のご意見を踏まえて、内容を十分反映さ

せていただきながら、この作業を進めていただきたいと思います。ぜひよろしくお願い

します。委員の皆様も、今後の審議を進めていく上で、引き続きご協力をお願いしたい

と思っております。 

  そうしましたら、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。 

  最後に、事務局のほうにお返ししたいと思います。 

 

閉 会 

○司会：ありがとうございました。 

  委員の皆様方には、午前中の現地調査と、午後からの審議会と、まる一日にわたりま

して、ご審議を賜り、本当にありがとうございました。 

  以上をもちまして、第１０３回森林審議会を終了させていただきます。 
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本日はどうもありがとうございました。 

[午後 ３時２８分 閉会] 

 


