
 

第１０２回滋賀県森林審議会 議事録 

 

日 時：平成２６年３月１８日（火） 

１３：３０～１５：３０ 

                      場 所：滋賀県庁北新館３階 中会議室 

 

次  第 

 

【開会】  

 

【議題】 

 テーマ：水源林保全のための仕組みづくりの方向性について 

     （本県の森林政策をめぐる主な課題） 

 

   １．間伐推進、林地境界明確化、県産材の生産・利用・流通 

２．ニホンジカ被害対策 

３．巨樹・巨木等生物多様性の保全 

４．目的不明な森林取得 

 

【その他】 
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〔午後 １時２５分 開会〕 

【開会】  

○司会：失礼いたします。ご案内申し上げておりましたのが、１時半からということでご

ざいましたけれども、委員の皆様方、おそろいでございますので、少し早いですけれど

も、ただいまから第１０２回滋賀県森林審議会を開催させていただきたいと存じます。 

  本日の審議会は、定員数１５名、出席委員の方が１３名で、森林審議会運営要領第２

条４項の規定によりまして、会議は成立しておりますので、ご報告させていただきます。 

  それでは、前回の審議会におきまして諮問していただきました案件におきまして、審

議をお願いしたいと思います。 

  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。 

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。どうぞよろしくお願いいたします。 

  私が議長を務めさせていただきますけども、まず審議に先立ちまして、この森林審議

会の公開の取り扱いについてですけども、滋賀県森林審議会の公開の取り扱い方針に従

いまして、公開とさせていただきたいと思います。公開の方法につきましては、会議の

傍聴及び議事録の公表の形をとりたいと思っております。 

○議長：次に、本日の議事録の署名人について指名させていただきたいと思います。○○

委員、それから、○○委員にお願いしたいと思います。 

よろしくお願いします。（両委員、うなずく） 

 

【議題】 

テーマ：水源林保全のための仕組みづくりの方向性について 

    （本県の森林政策をめぐる主な課題） 

○議長：それでは、早速、議事に入っていきたいと思いますけども、予定終了時刻は午後

３時３０分となっておりますので、議事の円滑な運営にあたり、ぜひ委員の皆様の率直

な意見をお願いしたいというふうに思っております。 

  なお、次第にありますように、本日の審議事項は、「水源林保全のための仕組みづくり

の方向性について」となっておりまして、そこにありますように、大きく分けて４つの

テーマがございます。早速、この内容につきまして議論をしていきたいと思います。 
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 それでは、資料の説明を、事務局のほうからよろしくお願いします。 

○琵琶湖環境部技監：まず、私のほうからは、３ページ、「つながり再生による琵琶湖生態

系の健全性回復をめざして」という資料でございます。この資料は、県の予算公表資料

の一部でございまして、私ども琵琶湖環境部が新年度に取り組むべき主な事業を掲げて

いるペーパーでございます。 

  ご覧いただきますと、右上に「森林」、右下に「河川」とございます。また、左の上に

は「湖辺」、その下が「湖内」というふうに、琵琶湖に関するさまざまな要素がここに

盛り込まれております。琵琶湖環境部としては、それを森林から琵琶湖の湖内まで一貫

して事業を展開していこうということを考えております。まさに、これが私ども琵琶湖

環境部、新年度の政策課題であるということでございます。 

  その中で、右上の森林の部分でございますけれども、「流域へ影響を及ぼす森林機能の

変化」というタイトルの下に、丸で囲んだ新、これは新規事業という意味でございます

けれども、私ども森林政策課の「水源林保全等検討」という事業が盛り込まれておりま

す。これが今まさに、審議会の皆様に諮問させていただいている水源林保全の仕組みづ

くりを検討するための事業でございまして、主に新年度、県民のフォーラムを開催する

費用をここで見させていただいているものでございます。 

  加えて、森林保全課の所管する事業として、これも新規で「ニホンジカ森林土壌保全

対策指針策定事業」を掲げております。これはご案内のとおり、森林の生態系にとって

非常な脅威になっているニホンジカが森林の植生に及ぼす被害、そこから発生する土壌

の不安定化・流動化、そういったものに対してどのような対策をとれば、未然に山腹の

崩壊、あるいは土砂の流出を防げるか。その被害のパターン、類型化ごとに対応指針を

考えていこうというための事業でございます。 

  全般を通しまして、琵琶湖環境部で課題となっている要素がここにあるということを、

まずご紹介をしておきたいというふうに思います。 

  それでは、続きまして、個別の説明に入らせていただきます。 

○事務局：ページをめくっていただきまして、４ページをお願いいたします。 

  検討スケジュールの確認でございます。昨年の１２月２４日の森林審議会に、水源林

保全のための仕組みづくりについて諮問させていただいたところでございます。そして、

本日、２回目ということで、仕組みづくりの滋賀県の方向性についてご検討いただきた

いと思っております。 
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  また、次回につきましては、ゴールデンウイークごろに現地視察等をお願いしたいと

思っておりまして、５月２４日には県民フォーラムを野洲文化小劇場で開催いたしまし

て、県民の皆様からご意見をいただきたいと考えております。それ以降につきましても、

月１回程度のペースで、８月の答申を目指しましてご審議をいただきたいと思っており

ます。 

  ５ページの、「森林づくり条例の条文と施策等の関連」についてでございます。 

  第１条で森林づくり条例、目的が書かれておりまして、第３条で基本理念、第９条で

基本計画等が書かれております。それで、具体的な施策が第１０条から明記されておる

ところでございます。お手元にございます資料編の２ページから、琵琶湖森林づくり条

例の本文を掲載させていただいております。 

  １０条に環境に配慮した森林施業等の推進、１２条に里山の保全の推進、１１条に県

民の主体的な参画の促進等、１５条に県産材の利用の促進、１９条に森林環境学習の促

進ということが条文に書かれております。 

  条例の理念を実現するための具体的な計画といたしまして、「森林づくり基本計画」が

ございます。それで４本の柱があるわけですけれども、１点目が環境に配慮した森林づ

くりの推進、２点目が県民の協働による森林づくりの推進、３点目が森林資源の循環利

用の促進、４点目が次代の森林を支える人づくりの推進でございます。 

  その４本の柱に基づき実行する施策といたしまして、一番右の枠に「森林づくり事業」

がございます。環境に配慮した森林づくりの推進ですと、環境林整備事業ですとか、放

置林対策境界明確化事業、ニホンジカの捕獲、里山リニューアル事業等がございますし、

県民の協働による森林づくりの推進ですと、琵琶湖森林づくりパートナー協定、ＣＯ2

吸収量認証制度等がございます。森林資源の循環利用の促進ですと、木の香る淡海の家

推進事業、びわ湖材利用推進事業等がございます。次代の森林を支える人づくりの推進

ですと、「やまのこ」事業をやっておるということでございます。 

  ６ページでございます。森林づくり条例に基づきまして、森林づくりを行うことで、

水源林の保全に貢献してまいったところでございますが、森林政策をめぐる課題も生じ

てきております。従来からの課題といたしまして、１点目は間伐の推進、２点目は県産

材の生産・利用・流通でございます。 

  それから、前回の審議会でもお話しさせていただきました新たな課題といたしまして、

３点目のニホンジカ被害、４点目の林地境界の明確化、５点目の巨樹・巨木等生物多様
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性の保全、６点目の目的不明な森林取得という、６点の課題につきまして、それぞれ現

状を報告させていただきまして、委員の皆様から解決に向けた方策を積極的に発言いた

だきまして、水源林保全のための方向性を探っていきたいと考えております。 

  次第にありますように、１番の間伐、４番の林地境界ということで、順番は前後する

のですけれども、２番の県産材の生産・利用・流通に関連するところについてお話しさ

せていただきたいと思います。 

 

１．間伐推進、林地境界明確化、県産材の生産・利用・流通 

○事務局：失礼します。森林保全課の○○と申します。 

  まず、間伐推進でございます。現状といたしましては、滋賀県の森林面積、約２０万

ヘクタールのうちの約４割に当たる７万８,０００ヘクタールが民有林の人工林となっ

ております。そのうち、間伐の対象となるⅢ～ⅩⅡ齢級、いわゆる１５年から６０年生

の人工林につきましては、６万４,０００ヘクタールとなっております。下のグラフに

書いておりますように、大きな山が真ん中にある部分でございます。そして、平成１５

年から２４年までの過去１０年間におきましては、間伐を約２万５,０００ヘクタール

実施してまいりました。 

  続いて、間伐の目標でございます。県では特定間伐等の実施の促進に関する基本方針

を平成２５年度に定めまして、平成３２年度までの８年間で、２万４,８００ヘクター

ルの間伐を実施するという計画を立てております。 

  ８ページ、課題でございます。間伐に関しましては、施業の集約化といわれている飛

び地がたくさんございますけども、それを集めることによりまして、あるいは林道や作

業道を使いながら、間伐施業のコストを低減させて、森林所有者の負担を軽減していく

必要があるという課題を一つ持っております。一方で、手入れがされていない森林、い

わゆる放置された森林が現存しているというのもありますので、それの適切な管理が必

要というふうに捉えております。 

  その課題解決に向けた支援としまして、まず意欲のある森林所有者には、集約化して

計画的な森林整備を行う者を対象に間伐等の施業と作業道の開設に対して支援をする。  

もう一つは、みずからが整備できない所有者には、市町等と森林所有者によって協定を

結んでいただき、それに基づいて間伐を行うという、いわゆる環境林整備事業としてや

っておりますけども、そういう形で支援をしていきたいと考えております。 
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  最後ですけども、事業実施に当たりましては、不在村、その地域に住んでおられなく

て、境界がわかりにくいところがあることから、集約化事業実施については障壁となっ

ている現状がございます。 

○事務局：ページが飛びまして、１５ページです。４番の林地境界明確化の現状と課題で

ございます。資料編ですと、２１ページからになります。 

  森林の境界が不明確であることによりまして、放置林が増加することが懸念されてお

ります。集約化による利用間伐や森林整備を推進する上でも障壁になりますし、治山事

業や災害復旧工事等の早急な実施にも困難を伴うことになります。過疎化、高齢化、世

代交代などは境界不明瞭の大きな原因となっておりますし、喫緊に対処すべき課題であ

ると考えております。森林法の改正によりまして、所有者情報を把握する環境は整って

まいりましたが、境界そのものは現地で立会によって確定していかなければならないこ

とで、地道な作業が必要ということでございます。 

  調査等の状況です。滋賀県の民有林面積１８万ヘクタールのうち、座標を持った境界

測定ができておりますのは、県有林ですとか造林公社、生産森林組合など３万４,００

０ヘクタール程度で、２割程度しかない状況でございます。 

  滋賀県の森林所有者の１７.６％が不在村という農林業センサスのデータもございま

す。不在村所有者の増加による境界の不明、放置林の増加が懸念されています。滋賀県

の地籍調査で進捗率は１３.１％でありまして、特に林地の進捗率は１.３％と低い水準

にございます。 

  これに対する県の林地境界明確化対策でございます。 

  （１）放置林防止対策境界明確化事業（琵琶湖森林づくり事業）のメニューでござい

ます。市町が実施します境界明確化の事前調査・現地調査・測量等に要する経費につい

て助成するものでございます。平成２４年度の実績といたしましては、１,００１ヘク

タールの実績がございまして、間伐等の今後の森林整備に活用されることが期待されま

す。 

  ページをめくっていただきまして、１６ページの、森づくり実践講座（林業研究グル

ープ等への支援）です。 

  県内におられます林業研究グループ等が実施されます研修会に要する経費について助

成するものでございますが、平成２４年度、２５年度につきましては、ＧＰＳとデジタ

ルコンパスを使った山の境界確定等の実践活動で、ＧＰＳとコンパス測量の研修を開催
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していただきました。２４年度につきましては３支部で実施いたしまして、２５年度も、

引き続き３支部で実施し、全県６支部ございますので、一巡したということでございま

す。 

  林野庁の補助事業ですが、林地境界明確化対策といたしまして、森林整備地域活動支

援交付金事業がございます。市町との協定に基づきまして、森林の調査、境界の確認等

の地域活動を行った者に対して交付金を交付する事業でございます。平成２６年度から

は、不在村森林所有者への働きかけですとか、ＧＰＳによる境界の確定等に対する支援

が追加される予定になっております。これらも間伐等の今後の森林整備に活用されるこ

とが期待されます。 

  地籍調査等部局連携の動きでございます。県庁の部局横断で、地籍調査等推進調整会

議を開催しておりますが、林地のほうでは実施できていないということで、今のところ、

宅地を優先してやっておられるということでございます。 

  今後の事業推進上の課題です。地籍調査を待っているのではなく、座標を持った境界

測量等、できることから取り組んでいきたい。調査等の担い手の育成・確保をしていき

たい。個人情報の保護と事業の推進では、個人情報等の壁があるけれども、事業を推進

していく。それから、地域で取り組む気運づくりとして、地域一体となって境界を明確

にしていく取り組みが必要かと思っております。 

○事務局：引き続きまして、県産材流通推進室から、９ページの、県産材の生産・利用・

流通の現状と課題ということについてご説明申し上げます。 

  まず一番上、素材生産の現状と取り組みでございます。先ほども同じグラフがござい

ましたけども、木材利用という視点から滋賀県の人工林の齢級（林齢）の構成を見ます

と、８齢級といわれる４０年生ちょっと前ぐらいから後が、柱等の建築用材として利用

可能になってくるものでございますけども、そのようなものが約８万ヘクタールの人工

林のうち、７割に達しているという現状がございます。 

  一方、利用の状況で言いますと、平成２４年は５万９,０００立方メートルでございま

して、過去最高の生産をしました昭和５６年の１９万,９０００立方メートルの約３割

という状況でございます。 

  ただ、この数字につきましては、対象となる森林の状況が違います。現在はほとんど

がスギ・ヒノキなどの人工林が中心でございます。昭和５６年当時は、いわゆる拡大造

林が盛んな時代でございまして、天然林を伐って、スギ・ヒノキの人工林に変えるとい



 - 7 - 

う施業をしていた時代でございますので、この１９万９,０００立方メートルの多くは、

広葉樹のチップ用材として出されたものです。現在と当時とは若干その性格が違うとい

うことで、一概に比較はできないと考えております。 

  ただ、人工林といいますのは、そもそも利用することを目的に、これまで造成して育

ててきたものでございますから、基本的には利用して、また森林を若返らせていくとい

う循環利用を進めていくことが基本でございまして、現在、琵琶湖森林づくり基本計画

の中で、平成３２年の素材生産目標を１２万立方メートルとしまして、取り組みを進め

ているところでございます。 

  次に、木材利用の現状と取り組みでございます。木材利用といいますのは、住宅建築、

要するに建築用材としての利用が中心でございます。したがって、住宅着工数は経済情

勢によって大きく変動するものでございますけども、住宅着工数の増減によって、木材

利用も大きく変わるというところがございます。 

  滋賀県の住宅着工数の推移を、左側のグラフでこの１０年間で見てみますと、最初は

１万戸を超える状態で動いておったのですけども、平成２０年のリーマンショックを境

にどんと落ちまして、徐々に戻ってきているかなというところでございます。特に平成

２５年につきましては、この４月からの消費税増税に向けました駆け込み需要が全国的

にございまして、滋賀県においてもどんと増えたという状況でございます。 

  ただ、木造住宅を見ていただきますと、ちょっと薄めの色で表示しておりますが、滋

賀県の場合の木造住宅は、住宅着工数の増減に対して変動が少ないところがございまし

て、滋賀県というところは、木造住宅に対する基本的な需要はあるんじゃないかと。住

宅着工数にマンションも含まれますので、木造住宅だけで見ますと、全体から見て変動

は少ない。木造住宅に対する需要はかなりあるんじゃないかということで、木造率は、

上に折れ線グラフで表示しておりますけども、平成２５年は７割をちょっと切る程度の

木造率であるというところが見てとれます。 

  木材の利用につきましては、もう一つ、公共建築物というのがございまして、これは

平成２２年に国のほうで、公共建築物等における木材の利用に促進に関する法律という

のが施行されました。この中身は、建築基準法とか消防法の関係で、公共建築物は木造

化できないものもございますが、３階建て未満の低層の建物につきましては、できる限

り木造でやりましょうという法律でございます。 

  滋賀県はそれに基づきまして、方針を立てさせていただきました。右側の写真は、平
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成２４年度に彦根東高校の音楽室でございますけども、木造でやった事例でございます。

この彦根東高校の事例につきましては、県立高校としては約５０年ぶりの木造校舎であ

ったということが言われております。 

  県では、こういった住宅や公共施設の木造化を進めるために、下の欄にありますよう

な事業を推進しております。また、ＦＩＴ、電気の固定価格買取制度に基づく木質バイ

オマス発電というものがございます。その需要もかなり多くなってきておりますし、こ

ういった新たな利用についても取り組んでいく必要があるというふうに考えておりま

す。 

  次に１０ページです。課題はどういうものがあるかというところでございます。先ほ

ど申しましたように、２５年につきましては、住宅や、また公共建築物につきましては

各市町も含めまして、取り組みを進めてくれていますので、需要はかなりありました。 

  ただ、一番の課題は、需要があるのに、市場とか製材屋さんで県産材の製材品が調達

できないという現状がございます。そういったことから、ある市では、せっかく入札し

たけど、不調になったという事例もございますし、発注してもなかなか材が集まらずに、

工期が延びたということもございます。需要があっても供給が足らないということで、

木材需給のミスマッチということを書かせていただいておりますけども、こういったミ

スマッチの解消が最大の課題でございます。 

  もう一つ、木材価格の変動への対応でございます。ある程度まとまった材を出してい

かないと、木材の価格交渉力というのが弱まります。特に、大規模の製材事業体に売っ

ていこうと思えば、ある程度のまとまった量を出さないと買ってくれないという状況が

ございますし、価格もたたかれるという状況がございます。そういった木材価格の変動

への対応というのも大きな課題でございます。 

  そういったことを解消するために、現在、県で進めておりますのは、下の図でござい

ます。このとおりやるというわけではございませんけども、ここにありますように、森

林や木材を素材生産の事業体で伐り切りまして、出してきて、ここでＡ、Ｂ、Ｃと書い

ておりますけども、Ａ材というのは建築用材、Ｂ材というのは合板とか集成材用、Ｃ材

というのがチップ用材です。そういう言い方をしておりますけども、それをしっかり分

けて、木材流通センターと木材市場の連携の中で、しっかり仕分けして、それぞれの事

業先に対して流していく。それもある程度一定の量をまとめた形で流していくという、

そういう取り組みをしようということで、現在、取り組んでいるところでございます。 
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  その下に、「木材利用による森林の健全化のイメージ」を挙げさせていただきました。

これは林野庁の白書から転用させていただきましたので、字が潰れて申しわけないので

ございますけども、左のほうは間伐ができずに、全国的には毎年、２,０００万立方メ

ートルの未利用の間伐材が放置されているということでございますけども、こういった

不健全な状況が森林にある。それを右側のように、外から時計で言う３時の方向から植

林、下刈り、間伐、２回目の間伐というのがずっとありまして、最後に主伐というのが

ございます。それで適材適所に使うという出口がありまして、住宅でありますとか、公

共建築物でありますとか、木製品、また木質バイオマスに利用していくと。こういうこ

とをすることによって、健全な森のサイクルというのがつくられまして、環境にもやさ

しい森林が整備されるというイメージでございます。こういった視点からも、やはり木

材利用はしっかり進めていく必要があるというふうに考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長：じゃ、ここで一旦切りますね。 

  それでは、今、説明していただいた内容を簡単に確認いたしますけども、まずは、事

業の全体図の説明がございました。それが先ほどの資料の３ページ目ぐらいになります。

その後４ページ目から、間伐推進に関する話とかがありまして、それから後は、境界の

明確化に関する話が１５ページ、それから後は、県産材に関する話が９ページからとい

う形で、以上の課題について、事務局のほうから説明をいただきました。 

  今回はどちらかといいますと、今、滋賀県が抱えている森林の現状、それからその課

題について事務局から説明していただきまして、じゃ、どうすればいいのかということ

に対して、ぜひ委員の皆様からアイデアをいただきたいと、そういった形になっており

ますので、委員の皆様、ぜひご質問あるいはご提案等をいただきたいと思います。 

  ご質問のほう、いかがでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：今、県のほうから県産材の流通体制のお話をいただきまして、私、個人的な話で

申しわけございませんが、間伐材のＣ材を利用させていただき、チップ用材を製造させ

ていただいております。 

そうした中で昨年の９月ごろから、チップ用材の原料が入らないという状況がござい

ました。間伐材を手に入れるには、県外から求めなくてはならないというような状況で

ございまして、県のほうもいろいろ間伐のほうに努力はしてもらっておるのですけど、
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本当に地産地消でいっておるのか。そこらのお話を聞かせていただきたい。 

また、市場のほうにも建築用材の丸太が入ってこないというふうな状況がございまし

て、間伐の推進が計画どおり、これが進んでいるのかというお話、非常に不透明な部分

がございますので、そこらがどのような状況で推移しているのか、お聞かせを賜りたい

と思います。 

○議長：事務局のほう、ご返答をお願いいたします。 

  はい、どうぞ。 

○事務局：利用面から答弁させていただきますと、基本的に間伐は 2000ha 程度実施されて

おるのですけども、昨年につきましては９月の台風１８号の際、かなり搬出の経路が傷

んだということで、私も最近、県内の事業体からの素材の生産量を分析したのですけど

も、昨年については、Ａ材、Ｂ材、Ｃ材の中で、Ｂ・Ｃがかなり減っていると。Ａ材中

心の搬出が精いっぱいで、Ｂ材、Ｃ材についてはなかなか搬出できなかったという時期

がございまして、今年度につきましては、そういう特殊事情があったというのも一つの

背景にあると思います。 

  もう１点、Ａ材も含めまして全体量が少ない。先ほど申し上げましたように、需要が

あっても、なかなか調達できないという現実もございますので、基本的にもう少し素材

生産量を上げていく必要があるというふうに考えております。ただ、間伐材について言

えば、そういった特殊事情もあったということで、特にＢ材、Ｃ材ご利用の事業体の皆

様には大変ご迷惑をかけておりますが、ことしについては特殊事情があったという点を

説明させていただきます。 

○議長：よろしいでしょうか。 

ことしの特殊事情だということですけども、そうしますと、来年度以降は比較的もう

ちょっと解消されるんじゃないかという、そんな感じの見込みでよろしいでしょうか。 

○事務局：解消していけるはずだというふうに考えております。 

 

○議長：はい。できるだけよろしくお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

  ほか、この点に関してまして、はい、どうぞ。 

○委員：間伐の推進ですけども、以前は大体１０アール以上で補助対象になっておったの

が、今は集約化で、５ヘクタール以上でないと補助対象にならないということで、里山
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に近い山が放置されているところがかなり多く見られます。そういうところがあります

ので、小面積でも補助対象にしてもらえるようにお願いしたい。そうすると、チップ材

とか、そういう材も出てくると思います。 

○議長：はい。 

というご要望ですが、事務局のほうではいかがでしょうか。 

  はい、お願いいたします。 

○事務局：今、おっしゃられたとおり、平成２３年から５ヘクタールを一まとまりにした

形で出してくださいと、それも搬出してくださいということで、国のほうの補助がそう

いうふうな形になっております。そうしたかげんで、県下でそれをやっていただきます

と、なかなかまとまらないということがございまして、実際、間伐面積は若干減ってお

ります。 

そういった中で、今、道路がないと出せないということで、作業道をつけながら進め

ていただいているというのと、現在、森林組合さんとかで、５ヘクタールをまとめる、

いわゆる森林経営計画という形を進めていただいている最中でございます。要件緩和で、

何でもかんでも補助というのは難しいかなと思うのですけども、できる限りうまく乗れ

るような形で、組合さんとか、そういうところとご相談いただきながら、進めていただ

きたいというふうに思っております。 

  それと、道がつかないとか木を出せないところがどうしても放置されるという懸念も

ございますので、県のほうで環境林整備事業という、いわゆる伐り捨てでできるところ、

それともう一つ、来年度から保育間伐といいまして、いわゆる伐り捨て間伐の対象も、

どうしても間伐しておかないと周りの木が太らないというようなところにつきまして

は、そういう補助も増えるということで、せいぜいご利用いただきたいというふうに思

います。 

  以上です。 

○議長：よろしいでしょうか。 

  今、国のほうの政策が変更になりまして、ある程度の規模がなければ補助がつかない

というふうに方針が変更されたわけですけども、これは、ある程度の面積を集約化する

ことによって、効率性を上げようというのが国の狙いになっている状態になっています。

ただ、地域によって事情は大分違いますので、もしかしたら滋賀県の場合には、５ヘク

タールまとめてというのが結構難しい場所も幾つかあるんじゃないかというふうに思
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っております。そういった場合には、県側である程度何らかの追加的な対策を考えても

らうということも必要かと思われます。 

  先ほど説明がありましたように、幾つか作業道を積極的につけるであるとか、あるい

は環境林整備を行うとか、いろんなやり方で、現在、滋賀県のほうでは対応されている

ということですけども、ぜひそういったことをどんどんとやっていただいて、国の施策

だけでは対応できない部分に関しましては、県の施策でカバーしてもらうということを

考える必要があるかというふうに思っております。 

  はい、どうぞ。 

○委員：間伐の推進からまたお聞かせ願いたいのですけども、境界線の不明確で事業の実

施がおくれているというのは全国的にそうだと思うのです。 

さっきの地籍調査の件ですけれども、自治体のほうで地籍調査がおくれているのは、

特に関西が低くて、先ほども滋賀県が１３％ということだったのですけども、この地籍

調査のおくれというのは、地方自治体の予算なり、人手不足が問題だというふうに国の

ほうでは見ているのですけども、これから進めていかれるということは、滋賀県で地籍

調査にもっと拍車がかかる予算がついているという、そういう形になっているのかどう

かということです。 

あと、地籍調査の認知度が、これは県政モニターのアンケートでもあったのですけど

も、認知度がかなり低くて、地籍調査自体の認知が広がっていないという課題が挙がっ

ていたのですね。そのこともお聞きしたいのが一つ。 

  それから、この条例の基本理念のところにも、森づくりに対して、森林所有者と森林

組合と県民、事業者及び県の適切な役割分担による協働で森づくりということが挙げら

れていますが、森林所有者さんへのサポート支援というのが大分広がってきているのと、

集約化のほうもその分で制度が変わって集約化はかなり進んでいますが、路網整備のほ

うに大体いっていて、路網整備が進めば、間伐が進むという状況になっていると思うの

ですが、この役割分担というところで、結局、集約化されていると進みます。 

  先ほども言われましたけども、ほとんど全国的にもそうかと思うのですけど、滋賀県

は３ヘクタールぐらいの小規模の林家さんが多いですね。データとしてもそうなってい

ると思うのですけども、集約化が進んでいないようなところの放置林の対策としては、

集約化だけでは全然手が回らないというところで、大規模でやるか、中規模でやるか、

小規模でやるかという役割分担が必要だと思うのですね。 
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  今、全国的にも広がっていますけども、高知県の土佐のほうで、自伐林業を復活させ

ようという動きが活発で、そこから発端で、全国的に木の駅プロジェクトというのが広

がっているのは皆さん御存じだと思うのですけども、滋賀県でもそれなりに声が上がっ

てきていて進めようとしているのですけども、そこら辺の小規模な、言うたら県民がボ

ランティアであったり、ほかのＮＰＯであったり、要は森林組合さんだけではないよう

な取り組みのところの支援というか、自伐林家さんがほかの県民とか事業者の力をかり

て、そういう放置林対策をしていけるという支援については、どういうふうな感じでお

考えになっているかというのを聞きたいと思います。 

○議長：はい。 

事務局、いかがでしょうか。 

○事務局：まず１点目の、地籍調査の予算の関係ですけれども、これは総合政策部でやっ

ているのですけれども、平成２２年度までは７,０００万円台で推移しておったところ、

重点事業という位置づけがされており、平成２５年度には約２倍の１億４,０００万円

台の予算になっておるところでございます。 

  ただ、山林よりは宅地等、災害復興の場合を想定されまして、宅地からやっておられ

る市町村がほとんどでして、山林ですと、森林組合さんの境界測量等が中心になってき

ます。 

○議長：前半のほうは今のご返答でしたけど、後半のほうのご質問に関しまして、いかが

でしょうか。 

  事務局、特にございませんか。 

○事務局：小規模しか持っていないところに対する支援、いわゆる間伐のほうの支援にな

るのですけども、以前は５ヘクタールで結構固まった状態だったのですけど、現在はか

なり分散した状態でも拾えるということで、それを広範囲にわたって集約化という、解

釈もだんだん変わってきている部分もありまして、幾らか支援は可能かなというふうに

考えております。 

例えば、それが自伐林家さんであっても、国から補助をもらうとなると、補助の要件

をある程度クリアしていかないといけないという部分がありまして、１００％かどうか

というのはちょっとわからないのですけども、２３年当時に国が定めた制度に比較する

と、自伐林家さんのようなところでも対象になると。 

○議長：はい、どうぞ。 
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○委員：ごめんなさい。自伐林家に対してのというか、小規模の支援というのは、今、国

のほうで大分検討もされていると思うのですけども、他府県では、国がこうされている

から何とかというんじゃなくて、県独自の支援をされているところもありますので、滋

賀県として独自でそういう支援をする方向を検討したりとかということがあるのかど

うかというのをお聞きしたいのです。 

○議長：いかがでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○事務局：利用の点から自伐林家ということで言いますと、日本全体を見たときに、例え

ば木の駅プロジェクトなんかが進んでいるところは、もともと林業で生計を立てておら

れる方がある程度の割合であるというところで、滋賀県の場合、別添の資料編にもござ

いますように、素材生産量は全国で第４２位ということで、滋賀県の後ろを見ますと、

ほとんど森林のないところです。そこそこまとまった森林がある都道府県の中では、滋

賀県は素材生産の部分が弱い。 

それはなぜかといいますと、滋賀県の場合は専業林家の方がだんだん減ってきて、今

は森林組合に森林施業を委託されているのがほとんどで、滋賀県の場合は森林組合が中

心になってきたということで、ところどころで木の駅プロジェクトの話も聞きますし、

取り組みを進めようとされているところもあるのですが、なかなかその仕組みづくりま

で行きにくい部分もあると。 

利用になってくると、薪とかストーブ利用とか、そういったものが中心になってくる

部分と、製材とか、もっと大きなものになってくると、採算ベースを考えていかないと

利用もできないし、流通もしないということがございます。そのあたり、現在、具体的

な事例で検討しているかどうかと言われますと、なかなかないのですが、ただ、そうい

う話し合いを進められているところも出てきておりますので、今後、そういったところ

がもしあれば、当然県としては協力なり、できる支援はしていくべきだと考えています。 

○議長：はい、どうぞ。 

○委員：今お話しいただいたような形で考えておられるというのは、これから期待したい

というところですけど、もう一つ。 

この前に、東近江市に流通センターができましたよね。滋賀県域で木材が流通するの

が、どういう体制にそれぞれなっているのか。例えば製材業者がどういうふうな形で、

担っておられる団体さんがどれぐらい増えてきているかとか、そういう図みたいなもの



 - 15 - 

があると追っていきやすいというか、情報を集めるにしても、そういう図があれば一番

いいなと思っていると。 

あと、木材利用促進のターゲットが、公共施設にもちろん力を入れておられるのはわ

かるのですけども、ニーズの把握とか調査とか、新たな可能性というマーケティングの

ほうは、今度、流通コーディネーターさんを設置されたのでしたか。そのマーケティン

グというのはどうなっているのかというのが結局ありまして、情報発信の方法とか範囲、

全国的にもそうですけども、薪ストーブ、ペレットの補助制度が出てきて、京都市さん

のほうでも、ストーブがどれだけの種類があるかというカタログとか、導入ガイドみた

いなものをつくっておられるのですけれども、滋賀県のほうで、そういう情報を集約し

て情報発信するということの検討はないのでしょうか。 

○議長：はい、どうぞ。 

○事務局：大変痛いところを突かれたのですけども、まず１点目の製材業も含めた木材の

流れですけども、基本的に言いますと、滋賀県の場合はまだサプライチェーンが構築さ

れていないという課題がございます。例えば大規模公共施設ができますよという、その

需要が出たときに、初めて素材生産から、製材業から、設計屋さんから集まって、材を

どうするかという話し合いを始めるところからやっておりますので、まだサプライチェ

ーンが構築された段階ではないので、なかなかそういうふうに書きづらいという点がご

ざいます。 

  コーディネーターにつきましては、本来コーディネーターというのは、先ほど私が申

し上げたようなことをするのがコーディネーターの一般的な解釈でございますけども、

木材流通センターのコーディネーターは、今は県外の大規模事業体とのコーディネート

というか、今は生産量が少ないので、まだまだ県内処理だけで賄っていけるのでござい

ますけども、多くなったときに、安定的に山に利益を還元していこうと思えば、県外の

大規模事業体にきちっと流通させていかなくてはいけないということでございます。こ

このコーディネーターにつきましては、実は県外の大手の合板会社の方に来ていただい

ておりますので、とりあえず滋賀県の県域を超えた流通網のベースをつくって、その中

で県内利用についてもきちっと考えていこうという段階でございます。 

  あと、ペレットとか薪につきましては、もともとバイオマスというのは、近距離の範

囲で集めて使わなければいけないという使命がございまして、薪とかペレットというの

はストーブでございますので、もっと小さなエリアで集荷しないといけないということ
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がございます。そこで基本的には、市とか組合とか、ある一定の地域での取り組みが理

想でございますので、当然県としても、先ほどと同じでございますけども、そういった

取り組みがあれば、支援なんかも考えていきたいというふうに考えています。 

○委員：ぜひそういうのを、ＮＰＯとかボランティアのほうでも、放置林があるのに、薪

ストーブの需要が大分増えてきているので、どうしたら地産地消のものが手に入るかと

いうので、いろいろ情報交換が広がってはいるのですけども、結局手に入らずに、河畔

林を伐られたところ、公共事業で伐られたやつを取りに行くということもされていると

ころもあるので、それこそ県民も含めた形の木材の地産地消というのを協働で進めてい

けたらなと思います。 

○議長：ご提案、どうもありがとうございました。 

そういった形で、ぜひ事務局のほうでも進めていただきたいと思います。 

  はい、どうぞ。 

○委員：１つは、間伐に係るエネルギーで、人材の部分ですね。実は私、きよう朝からあ

る山で間伐してまいりまして、団塊の世代の方、十数人集まっていただいて、やっぱり

木を伐るのは楽しいのですよね。そういうエネルギーがあるにもかかわらず、森林組合

とか、システム的に、もしくは従来ある組織の中での動きが非常に強くなって、単純に

ボランティアで動いているということについて、特に目が行き届いてないのではないか

と思いますので、意見として先ほどと同じで、間伐なり下草刈りなりやろうという人は

結構多いので、うまいことそれを使えるような形が一つと思いましたね。きょうなんか、

そこまで伐らなくていいよというところまで伐りに行く。やっぱり伐りたいのですね。

そういう方が午前中に、たくさんおられました。それが一つ。 

  もう一つは、流通体制です。森林から木材加工まで流通体制がありますけど、私に言

わすと、これは流通じゃないんですよね。流通というのは消費者まで行って流通なんで

すね。消費者のニーズとか、消費者の木に対する意識とか使い方、こういうものに対し

てまでも、目指す県産材の流通体制と言うからには、循環という形でもう一つ表をつく

ってもらいたいと。でも、そこで欠けているのは、消費者ニーズもしくは啓蒙していく、

そういうセクションがないので、従来あるような形で、このまま流通センターなり、市

場なり、加工なりしていくだけやったら、もうちょっと画期的なことと言うたら失礼で

すけど、思い切ったことができないのと違うかなと。 

だから、消費者目線で、消費者が何を欲しているのか、消費者に求めてもらうには何
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がいいのか。確かに、家を建てるということで、その部分が大半かもしれませんけども、

特に間伐材の処理の仕方なんかは、消費者とうまくリンクするとやっていけるのではな

いかと思いますので、できたら、この図に消費者も一つ入れてやってもらいたいと思う。 

  もう一つ思うのは、そこまで琵琶湖環境部がやっていいのですか。経済のほうですか

ね、末端の流通、物販とか小売というのは。そこまでは手を出したらあかんのかなと。

あかんのやったら言うても仕方ない。でも、そこまで責任を持ってやるよという形の絵

を描いてもらえたら、説明もわかりやすいと思いますので、これぐらいで。 

○議長：いかがでしょうか、事務局のほう、お願いします。 

○事務局：まさに今おっしゃられたとおりで、こちらのほうに木材加工までしか書いてな

いという部分はありますが、当然この先もあるのです。最終的な消費者のニーズを酌み

上げるのは、家であればハウスメーカーであり、木材を供給する製材業者ということで、

そういう視点でここには書いておりませんけども、県の事業でも、そういった家づくり

とか、例えばバイオマス事業とか、そういった民レベルで取り組むという支援も当然や

っております。そこまでは、ここに表現はし切れていませんけども、先を見据えた形で

やっているという部分がございます。 

○議長：はい、どうぞ。 

○委員：すみません、ちょっと追加させてください。 

  消費者の話が出たのですけど、私、森林組合の方が講座をされていたので質問したの

です。ほかのところからも出たのですが、「県産材を利用して、私たちでも買えるには

どうしたらいいのですか」という質問が出たときに、森林組合の方が、「どうしたらい

いのでしょうね」とおっしゃっていたので、結局はここに聞けばわかるというところ。

県産材を使う、使わない、びわ湖材のことはあれですけど、みんながみんな家を建てら

れないので、地産地消で地域の材を利用したいと一般消費者が思ったときに、どんな手

法で、どこに聞けばいいのか。 

特に、森林組合さん自身は、徹底してそういう情報が発信できるように、知っておい

てほしいなと一県民として思ったのですけども、そこら辺の情報の共有とか伝達の仕方

というのも、もう一ひねりというか、もうちょっと周知徹底をされたほうがいいと。そ

れは県民のボランティアも含めて担い手になってもらえるような、私たちも担えるよう

な情報の共有化というのを図ったほうがいいかなと思うのですけど。 

○議長：いかがでしょうか。 
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  はい、どうぞ。 

○事務局：先ほどのことにも関係するのですけども、木材といいますのは農産物と違いま

して、生産者が直売して消費者に売るということができるものじゃございません。木材

を利用しようということで、小さなバイオマス利用にしても家にしても、運んできて、

加工して、売ると。だから、農産物のような売り方はできない。６次産業化という言葉

がありますけども、なかなか難しいという商品でございます。 

したがって、最終消費者の方が欲しいなと思って買うときには、ＤＩＹセンターであ

りますとか、あと、製材品であれば製材問屋さんなどがありますが、流通の中でそれぞ

れの役割がございます。森林組合につきましては、基本的にはどっちかというと、山側

のほうに位置しておりまして、素材を生産する側でございますので、最終消費者の方が

丸太を一つもらったところで、それを利用するというのはなかなか難しゅうございます

ので、一般論として、山から出してきて、加工して、それを使う例えば工務店さんとか、

木工屋さんとか家具屋さんがあって、直接使う方がおられれば、その製材品を求めに製

材屋さんに行くとか、そういった流れが一つの考え方かなと。 

ただ、それ以外の特別な使い方、使い道、流通の仕方があるというふうに私も認識し

ておりますけども、ベースはそういったものをつくることが、それにつながっていくん

じゃないかなというふうに考えています。 

○議長：よろしいでしょうか。 

  どうぞ。 

○委員：木材利用ポイントというのが、今は出ているのですけれども、以前に私たちがや

っていたときは、柱１００本プレゼントというような形で、すごくわかりやすくて、そ

れが地元の大工さんも使えてというような形で、ヒノキが８割で、スギが２割とかとい

って、角材とか、そのまま家の構造材になるような形だったのですけれども、私もそれ

はいいことだなということで、地元の大工さんを育てていけるんじゃないかなという、

それは県の独自性かなと思っていたのですけれども、だんだん全国区みたいな形になっ

て、木材ポイントというのが材積というかな、物じゃなくて、立米数ベースみたいな形

になってきて、すごく見えにくくなってきて、結局、メーカーさんとか、柱で使わなく

ても、間柱の小さなもので使えばいいという形になってくると、地元にお金が落ちてい

くという方向性が少し見えにくくなってきて、その材だけ使っていればいいというにな

ってきているんじゃないかなと思うのですね。 
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  国の方向性みたいなものもあるとは思うのですけれども、県として、別に独自性みた

いなものを考えておられて、もう少し足元を見ていただけるとありがたいなというのが

私の意見ですけれども、今後の方向性みたいなものと、どういうふうに対応されていく

のかというのを知りたいなと思いました。 

○議長：はい、お願いいたします。 

○事務局：木材利用ポイントにつきましては、林野庁・国の事業ということで、ＷＴОの

関係で国産材を使いましょう、県産材を使いましょうという言い方ができないというこ

とで外材も含めて利用可能とされております。それは国の施策としていたし方ないもの

だと思います。 

  一方、県といたしましては、以前は柱を１００本贈るという現物支給でしたが、今は

補助金制度に変えておりまして、基本的には、Ａ材については県内の関係者が加工して

使うことによって、県内の林業・木材産業を活性化していこうという視点で、地産地消

をしっかりやっていこうという方針を持って進めていきたいと考えております。 

○議長：はい。 

よろしいでしょうか。 

  どうぞ。 

○委員：県産材の生産・利用・流通の話が続いているのでお尋ねします。１０ページに、

「目指す県産材の流通体制」とございますけれども、目指す体制がこの絵だとしますと、

今、ここがうまくいってないとか、ここまでできていないとか、どこが課題なのかをお

聞きしようかと思ったのです。 

先ほどの間伐推進のお話、例えば７ページの間伐実績の面積推移とか、９ページの素

材生産量の推移とかを見ておりますと、国の施策との関係、あるいは昨年で言えば、そ

こに書いているいろんな事情はあるのですけれども、この素材生産量は間伐材が全てで

はないと思いますが、素材そのものが集まっていない状態、ここを目指すための課題が

どこにあるのかと考えたときに、この図だと、木材市場さんのほうでＡ材を供給して、

流通センターのほうで、Ｂ・Ｃ材を供給するという、こういうやりとりが今できている

とか、できていないとか、そういう問題があるのかなと。 

それをお尋ねしようかと思ったのですけども、もしかして、そもそも材が集まってい

ない状態なんでしょうか。 

○議長：ご返答をお願いします。 
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○事務局：まさにおっしゃるとおりで、必要な材が集まっていないという現状がございま

して、以前は売れないからとか、流通の道がないから、出てこないということがあった

のですけど、それならまず川中、川下をしっかりと整備してみようということで、こう

いう取り組みを進めました。こういう状況を整備したけど、何が一番足りないかという

と、素材の供給、安定した素材の生産量が足りないというのが今の状況でございます。 

○議長：はい、どうぞ。 

○委員：そうしますと、先ほどもお話がありましたような、５ヘクタールまとめるとか、

そういうことが滋賀県で難しくなって、出てこないという、その理由に関しては？ 

○事務局：すみません。去年については特殊事情というので道路が使えないというのと、

ことしいっぱいぐらいは工事とかで出にくいというのもございますけれども、まずもっ

て間伐材自体が未熟なものが多いということで、量的には出にくいという現状がござい

ます。 

最初にグラフとかで、滋賀県の人工林はこれだけありますよとお示しをさせていただ

いているのですけども、実際、間伐材として出されている部分については６齢級、７齢

級といわれる３５年～４０年ぐらいの木が多い傾向にございます。まだまだ保育段階の

間伐で、周りの木を残していくということが十分に出ていない可能性もございます。 

あとは、間伐は間伐でやります、流通はこういう材が欲しいという、その辺のミスマ

ッチは若干あるかと思っていますし、間伐も思ったような生産はできないのですけども、

今後、必要な材が出せる間伐ということを考えてもいいかなと思っております。 

○議長：はい。 

○委員：よろしいですか 

○議長：はい、どうぞ。 

○委員：今、間伐のことを言われましたけど、こんな悠長なことを言うてたらあかんと思

います。前回も言うたかわかりませんけど、この１０年間、山の形を変えていかんと、

災害など含めて、とんでもない想定外のことが起こると。そのためにも間伐は絶対やら

なあかん。５０年、６０年ぐらいの木が育ってきていますので、間伐して、板にするよ

うな木はかなりある。そういうものを出してきて、そして使うような取り組みをしてい

かなあかん。私は待ったなしやと思うので、余りにも抽象論過ぎると。 

これから１０年間、もう出さなければならないというのがわかっとるので、それを出

してきて、どのような利用をするか、やっぱり１０カ年のプランを立てていかなあかん。
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これだけでは抽象論だけで終わってしまう。具体論を出して、その具体論を１０カ年で

やっていくのやと、そういう気概を県の皆さんは見せてほしい。その取り組みを、多賀

町内でも進めていこうと思っていますけど、具体的にどうやって出してと、やっぱり突

き当たるのですわ。そやけど、それを５年先、１０年先のことを見てやらんことには、

やっぱり待ったなしやと。 

そういう意味から、もっと危機感を持って、出して使うのやと。そして、滋賀県内で

も公共施設を木質化しようと思ったら、そのような姿勢を（持つ）。私ら町でも、町の

建築物は木造で建てる。それで、施設は５年、１０年計画でだんだんと木質化をしてい

こうと、その取り組みをやろうとしているので、県はもっと滋賀県全体にそのような取

り組みができるように。もしくは間伐を中心として木材を加工して搬出する、そこら辺

のところに森林税を５年、１０年単位で投入して使う、そのようなところまでやってい

ってほしいですな。 

  以上です。 

○議長：非常に重要な指摘だったと思いますけども、今年度は特殊事情というのは確かに

そのとおりだと思うのですけども、これからどんどんと森林が育っていく中で、やはり

間伐しなきゃいけない森林が増えていると思うのですね。 

そこに対して、今からどういう手を打っていくのかということを、滋賀県としても具

体的に考えていく必要があるだろうと思っております。 

○委員：それで、ここにやっぱり示してほしい。 

○議長：そうですね。ぜひ、ここに示していきたいというふうに思いますね。 

○委員：これではあかん。 

○議長：ぜひよろしくお願いいたします。 

○委員：すみません。 

○議長：もう時間がなくなってきましたので、手短にお願いします。 

  はい。 

○委員：実際、我々が言う立米数、これの半分しか手当てできないというのが現状でござ

います。滋賀県で伐られた木が県内で消費されているかと。もしかすると、県外に出さ

れている部分があるのではないかと、そんな危惧もいたします。流通経路にもしっかり

調べていただいて、検討していかなきゃいけないかなと、そんな思いもします。 

  それと、山に関心のある個人の林業さん、山を大事にしたいという人がたくさんおら
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れます。朝、チップにしてくださいという形で、自分の山から伐ってきた木を持ってこ

られる。３５０キロぐらいの軽四にしか乗りませんので、１トン３,０００円で買わせ

ていただいても１,０００円そこそこでございます。 

県のほうでも、こういう人に対しまして、何かの補助を出してあげるというような姿

勢を考えていただきたいなと、そんなふうに思いますので、よろしくお願いします。 

  以上です。 

○議長：はい、どうもありがとうございました。 

  手短にお願いします。次の議題にそろそろ進みたいと思います。 

○委員：すみません。 

県民から見て、思い切ったこと、なるほどと思うこと、ここへ切りかわるいい時期や

と思います。水源林ということでやっていくわけでございますけど、でも、いろいろな

お話をさせていただくと、それぞれご担当の方が、それぞれの立場でお話をされますね。

やっぱり思い切ったことになかなか踏み出せないのと違うかなと、こういうふうに思い

ます。 

流通も間伐も含めて、セクショナリズムと言うたら失礼な言い方になりますけども、

よくよく調査して、思い切った政策を出さないことには、手がたく、手がたく、安全に

という時期ではないように思います。現場からすると、もう変わってもええやろという

気持ちでおりますので、ひとつよろしくお願いいたします。いろいろおっしゃっていた

だいたので。 

○事務局：基本的に県は気概を持ってやっておりますし、今ご指摘の分についても、当然

自覚を持ってやっていくべきだというふうに考えていますので、またよろしくお願いい

たします。 

○議長：今回はどちらかというと、現状と課題を事務局から説明していただいて、それに

対して我々委員のほうからどうあるべきかを示す、そういった構図になっております。

事務局では具体的なプランはまだできておりませんけども、事務局としても、非常に重

要な時期だというのは多分理解していると思うのですね。 

ここで委員の皆様からいただいた意見をもとに、事務局のほうで検討していただいて、

これはという新しい改革案というのを出していただきたいなというふうに私も期待し

ております。 

  そろそろ次の議題に移らないと、時間がなくなってきましたので、この問題に関して
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は以上にしたいというふうに思います。 

  それでは、次の議案のテーマのほうに移りたいと思います。 

  事務局のほう、説明をお願いいたします。 

 

２．ニホンジカ被害対策 

○事務局：１１ページの３番、ニホンジカ被害対策の現状と課題について、ご説明させて

いただきます。 

  まず、１番の現状でございますが、ニホンジカは、イノシシ、ニホンザルとの違いが

ございまして、森林のほうに行ったとしても、そこで被害を起こすということが最大の

問題になってくるということでございます。 

ですから、被害は農作物被害にとどまらず、森林においても食害によりまして下層植

生がなくなり、土壌流出の危険性が高まる、また嫌いな植物しか残らなくなるというよ

うなことで、生物の多様性が劣化するなど、森林が持っています多面的機能、その維持・

増進をするための脅威となっているというのが現状でございます。 

  林業被害につきましては、１１ページの下のほう、「滋賀県のニホンジカ林業被害の推

移」を見ていただきますとわかるようになっております。ただ、この中で枝葉を食べる

被害と、それから皮をむく被害がございまして、枝葉を食べる被害は、造林面積が減っ

ておりますので、それに伴いまして被害量は減っております。ただ、皮をむくほうの被

害は増えております。その合計は、県下では２００ヘクタールを超えるような高い水準

で推移しているという状況でございます。 

  それから、一番下は、下層植生がなくなっているという写真でございます。 

  別冊の資料編の１８ページに農作物被害の状況、それから１９ページに落葉広葉樹で

被害が起こっている県下の状況を示しております「森林衰退度調査結果」を掲載してお

りますので、ご覧いただきたいと思います。 

  本編の１１ページに戻りまして、そういう状況がある中でどうやっていくのかという

ことで、真ん中に、滋賀県ではニホンジカの特定鳥獣保護管理計画、これは第２期にな

りますが、２４年４月から５カ年計画を立てているということでございます。 

  野生鳥獣につきましては、被害防除対策、個体数管理、生息環境管理、この３つの対

策をバランスよく総括的に行うことが重要となってまいります。 

  その中で、ニホンジカの生息数でございますが、「現状」の４つ目に戻っていただきま
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して、この特定計画で推定しておりますのは、４万７,０００頭～６万７,０００頭とな

ってございます。ニホンジカに限らず、野生動物の生息数はなかなか数えることができ

ませんので、推定になります。ニホンジカの場合、猟師さんが一日山にいて、何頭見か

けますかという目撃効率。その次に猟師さんが一日行って、何頭獲れますかという捕獲

効率。その次は糞塊密度、これは尾根筋等を歩きまして、１キロ当たりで幾つの糞塊が

ありますかというものでございます。こういう指標から生息数を推定している分でござ

います。この状況の詳しい視点は、また資料編の１４ページから１７ページに整理して

おりますので、見ていただきたいと思います。 

  この生息数が多くなっているものにつきましては、特定計画の中で、どれだけの生息

数がいいのかという目標を立てているということでございます。それが個体数管理の目

標ということで、１１ページの中段に書いてございます。最終的には、県内の生息総数

８,０００頭と言っております。これを目指すのでございますが、今４万７,０００頭～

６万７,０００頭と推定していますので、いきなりこうするのは難しいので、現況の特

定計画の中では半減を目指そうとしております。この場合の目標は６万７,０００頭、

つまり上限の生息数をもとに、１万６,０００頭を毎年獲っていきたいと考えておりま

す。 

  ただ、これもなかなか難しいということでございまして、少なくとも当面で、捕獲能

力、その中で最大限獲っていきましょうということで、具体的には平成２４年度には１

万３,０００頭、平成２５年度には１万４,０００頭を年間の捕獲目標としているところ

でございます。 

  捕獲が進んでいるということで、１１ページの下段のほうに、滋賀県におけるニホン

ジカ捕獲数の推移を見ていただきますと、右上がりになってございます。その結果、現

在の生息数の評価といたしましては、捕獲することで急激な増加は抑えられている状況

ではないか考えております。生息数を急激に下げるとまではいきませんが、急激な増加

を抑えられている状況ではないかと。１万１,０００頭超を獲っておりますので、そう

いう状況になっていると判断しております。 

  県がどのような対策をとっているか、１２ページのほうに、先ほど申しました個体数

管理、被害防除、生息環境管理、この３つの方策の中で書いてございます。 

  １）、個体数管理につきましては、捕獲能力の最大限の捕獲を実施するということで、

来年度２６年度の捕獲目標を１万５,０００頭としております。その中で、森林税を利
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用させていただいて、３つの事業を進めております。 

１つ目、湖国の森林と自然を守るニホンジカ特別対策事業、これは２２年度からやら

せていただいておりまして、１頭獲りましたら幾らという助成を払っているものでござ

います。 

  ２つ目、ニホンジカ防除対策モデル事業です。標高の高い山、奥山での捕獲というの

はどうしても進みませんし、そこにある希少種、貴重な植物の保全も難しいということ

でございます。そのために、伊吹山で２４年度からやらせていただきまして、来年度は

伊吹山と比良山でやらせていただこうと思います。その希少植物の保全と高い山、奥山

でどういうふうなことをすれば捕獲できるのか検証を進めているところでございます。 

  ３つ目、ニホンジカ広域管理捕獲です。捕獲につきましては市町さんが主体的にやっ

ていただいて、県がそれに助成するということをやらせていただいているのですが、県

でも直接猟友会にお願いしまして、捕獲が難しいところ、例えば鳥獣保護区等に限定し

た場所に猟友会からチームを編成して捕獲するということを今年度から実施させてい

ただきました。具体的には霊仙山でやらせていただいております。そして、捕獲とモニ

タリング調査をあわせまして、その状況を見きわめながら対策を進めさせていただいて

おります。 

  ２）、被害防除としましては、補助造林事業等を活用し、造林木の保全を図っていくも

のでございます。テープ巻きをしたり、防護柵をつくったりするものでございます。 

  ３）、生息環境管理といたしましては、従来から里山リニューアル事業として、人の住

んでいるところと野生獣のすみ分けを図るという事業をやらせていただいておりまし

た。また、来年度からはニホンジカ森林土壌保全対策指針の策定ということで、どのよ

うに治山事業等で荒れた森林を回復できるのか、その指針をつくっていこうという事業

と、もう一つは、鈴鹿国定公園におきまして希少な植物が食われて、なくなっていく状

況がございますので、それを復活させ、保全を図ろうという事業も来年度から取り組ん

でいくこととしております。 

  次に、１３ページを見ていただきまして、国の動きというのがございます。これは環

境省の動きでございますが、鳥獣保護法、これは「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関す

る法律」が正式名称でございますが、この改正を図っているところでございます。３月

１１日に閣議決定がされたと聞いておりまして、今国会に提出される見込みになってお

ります。 



 - 26 - 

  必要性は、生態系、それから農林水産事業への被害がかなり深刻化していることと、

それを捕獲する狩猟者の減少、高齢化によって担い手が減少していくと、この２つの背

景がございます。そのためにこういう改正が行われるということでございまして、具体

的には５つのポイントを書いてございます。 

  まず、鳥獣保護法ですが、鳥獣の保護というだけではなく、管理という視点も入れて

いこうということで、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」という

ことに名称を変えまして、法目的に鳥獣の管理を加えると。 

  それから、施策体系の整備ということで、先ほどニホンジカについて特定鳥獣保護管

理計画ということを申しましたが、特定鳥獣保護管理計画を２種類に区分し、ツキノワ

グマのように保全を図らないといけない特定計画と、ニホンジカのように個体数を管理

していかないといけない特定計画、その２つを使い分けていこうということでございま

す。そして一定条件下の中では、夜間狩猟の規制の緩和、それから鳥獣捕獲事業者制度

の創設、それから網猟、罠猟の取得年齢、これは今二十歳ですが、これを１８歳に引き

下げていこうとの動きがございます。 

  そして、今後の課題として挙げておりますのが、捕獲数のさらなる拡大と森林の公益

的機能の保全でございます。これは両輪で進めていかなければならないと考えておりま

す。生息が１頭でもございましたら、被害はあるので、両方ともに一定進めていかない

といけないと考えております。 

  この中で具体的に５つ考えておりまして、まず新たな捕獲体制の構築、地域ぐるみで

捕獲の推進を図りまして、高齢化、それから不足する担い手を確保していきたいという

ことでございます。 

  それから、ニホンジカの動態の正確な把握をしていかないと、今後の対策に伝わらず、

その施策の効果が見えにくくなるということでございます。 

  捕獲効率の向上ということで、新たな捕獲技術の導入や、現在、罠猟等の免許を取っ

ていただく方がかなり増えているのでございますが、実際獲れているのが少ない方がい

らっしゃいます。１人が１頭でも多く獲っていただきますと、全体の捕獲数が上がりま

すので、講習会、研修会を進めてまいりたいと考えております。 

  そのほか、生息環境管理の推進として、今後、県産材の生産等で伐採する山がござい

ますので、その後の伐採跡地で草が生えていくことによりまして、また野生鳥獣の餌場

となって、増えるということを危惧してございます。そのあたりも適正に管理していき
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たいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長：はい、どうもご説明ありがとうございました。 

  ただいまの説明に関しまして、ご質問、ご意見等、委員の皆様、いかがでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：ニホンジカの捕獲の平成２６年度の事業予定の２つ目ですけども、罠の免許を持

っておられる方によく出会い、聞く話ですけども、林道筋だと、後の処理がしよいけど

も、奥山とか標高の高いところで捕獲すると、後の処理に困るさかいに、なかなか奥ま

で行けないということを言っておられます。そういうことで、奥山とか標高の高いとこ

ろは捕獲してもらいにくいので、何とか考えていただきたい。 

○議長：いかがでしょうか。 

  はい。 

○事務局：鳥獣保護法の中で獲った獲物は適正に処理しなければならない。原則的に、持

ち帰りとなっているのでございますが、山の中に埋めていただくというのも一つの方法

でございまして、現在、奥山等で捕獲されているものにつきましては、ほとんどこれか

なというふうに考えます。 

ただ、鉛弾を使っておられる方が多いので、それはほかの猛禽類の餌となりまして、

鉛が蓄積するという恐れもございますので、ぜひ埋めていただくなり、それが食べられ

ないようにしていただくというのが原則になってまいります。現地埋設は国でも認めて

おります。 

○議長：はい。 

よろしいでしょうか。 

○委員：シカなんかはかなり大きい、１００キロ以上のものがいますので、穴を掘って埋

めるのは大変やと思います。それで多分、奥のほうへは行きにくいということを言って

おられます。 

○事務局：例えば犬を飼われている方でいきますと、ばらして、犬の餌として持って帰ら

れる方もいらっしゃいますので、そこでは持って帰るか、埋めてもらうか、どっちかや

りやすい方法をとっていただいて、適正に処理はお願いせざるを得ないと思います。 

○議長：はい。 

よろしいでしょうか。 
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  そうしましたら、ほかの質問いかがですか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：３点ほどあります。 

  １つは、ニホンジカの被害対策、かなり多角的にメニューをそろえておられて、先ほ

どの話じゃないですけれども、シカ対策も待ったなしだと思います。カワウの２００９

年のころとすごく似た感じで、目いっぱい獲っているけど、抑えているにすぎないとい

う現状です。これをもとに下方修正に持っていこうとしたら思い切った対策、既存のこ

とに捉われない対策が必要だと。多分、認識しておられるのでしょうけど、そのように

思います。 

  たくさん予算をとっているわけですけれども、ちょっと水を差すようですが、２０１

１年と２０１２年だったか、県内で虚偽報告によって、獲ってもいない数を報告して、

最終的には詐欺罪で逮捕されたみたいなことにはくれぐれも注意して、そのようなこと

が再び起こらないように、行け行けドンドンじゃなくて、慎重にやっていただきたい、

このお願いが一つです。 

  もう一つは、新たな捕獲体制の構築であるとか、地域ぐるみの捕獲推進を今後の課題

の１番に挙げておられるのですけれども、現実問題として、有害鳥獣捕獲とか、いわゆ

る簡易捕獲は、地域の狩猟者団体に所属していることが条件となっている市町が多いわ

けですね。県は、個体数管理などは覚書等をちょっと修正されて、そうじゃないところ

にもはめるようにはなっているのですけれども、依然としてそのような市町が多い中で、

自分の山であるとか、自分の田畑を守るために狩猟免許を新たに取得されたり、罠の免

許を取られたり、銃を持たれる方がどんどん増えてきているのです。 

その方々がみずからの畑を守るのに、有害鳥獣駆除の許可を申請しても出ないという

現実があって、それは全国的にあるのですけれども、滋賀県でも何例か聞いております。

どうしたらいいのだろうと。自分の畑に出てくるものを捕獲することは既存の体制の中

でできない。県のほうとしても、市町さんにそのようにアドバイス等をされて、県で改

正したような、地域の狩猟者団体にも許可を出すのですけれども、それ以外の方にも有

害の許可を出していくというように体制を変えると、そのようなアドバイスをされては

どうかというふうに思います。先ほどの森林組合の話とも似ているのですけれども、そ

ういった自分で田畑、山を守ろうという人たちの力をもっとかりたらどうかというふう

に思います。 
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  それと、枝葉末節な話になって申しわけないのですけど、１３ページの国の動きの説

明の中で書いてあるのですけど、「一定条件下での夜間銃猟の規制緩和」ということが

あって、これは国の主な改正内容の中に挙がっていましたか。そうですね。 

  これは御存じだと思うのですけど、やりようによっては効果を発揮する手法の一つで

すけれども、最後の手段でもあって、これに失敗したらますます捕獲がやりにくくなる。

北海道のほうではいろいろな失敗事例が出ていますけれども、け散らすだけけ散らして、

大して数も獲れないのに、結局、鹿の警戒心を高めてしまって、効率の悪い捕獲の状態

になってしまったと。この夜間銃猟を適当にやってしまうと、いわゆる夜間のスマート

ディアをつくってしまうので、慎重にやらないといけないのです。 

こういった文言が表に出ていくと、いろいろと弊害が起こってきます。先月、北海道

でエゾシカが国道を封鎖して、車から鹿を撃つというような事業をやられたのですけど、

それがプレスリリースされた途端に、全国のいろんな人から電話がかかってきて、俺に

やらせろと。その対策で事務当局は大変な目に遭ったというようなことを聞いています

ので、慎重に進めていただきたいと思います。 

○議長：どうもありがとうございます。 

  はい、どうぞ。 

○事務局：虚偽申請の話でございますが、確かに去年、おととしと何回か報道されていま

す。ただ、いずれも２３年度以前の実例でございまして、２４年度から捕獲した獲物に

番号を書くだけではなく、捕獲者が写っている写真、それと獲物に番号を書いた写真、

それとあわせてしっぽの提出、この３点セットを提出することとしております。それ以

来、虚偽はなかったと判断しておりますので、一定効果があったと考えております。 

  それから、自分の田畑の話でいきますと、以前の特区での手法が、通常でも動ける部

分がございます。米原市さんの取り組みで、地域ぐるみのやり方があります。それは狩

猟免許を持っている方が檻は仕掛け、狩猟免許を持っていない方が、そこのお手伝いに

いって、例えば餌やりとか、免許がなくてもできる仕事をやります。それで集落として、

皆さんで捕獲を図っていこうという動きがございまして、来年は３年目になります。そ

の成果が一定挙がってきつつございますので、そういう取り組みをほかの地域にも広げ

ていきたいと考えております。 

  それから、夜間捕獲の中では、一定条件下というのはかなり厳しい条件がついてくる

みたいで、計画を立てなければならないということと、県とか、地方公共団体が発注す
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る事業でないとだめみたいな要件がつくような感じで聞いております。どなたでもでき

るとはなってこないと思います。これにつきましては、国の動きを見守って、それに合

わせて適正にやらせていただきたいと考えております。 

○委員：いろいろご苦労なさっている中で、対応していただいているということは重々承

知ですけども、市町が有害の許可を出すのに、既存の団体に所属していないといけない

というのは、本当に全体の足をひっぱっていることになりますので、県がどうこう言え

ることではないでしょうけれども、そういったものを改正することによって得られる効

果もあるよというようなことをアドバイスしていただけたらと思います。 

○議長：貴重なご意見、どうもありがとうございます。 

  ぜひ県の取り組みのほうに、反映していただきたいというふうに思っております。 

  それでは、時間の関係で次のほうに移りたいと思います。 

次は、巨樹・巨木ですね。説明のほう、よろしくお願いいたします。 

 

３．巨樹・巨木等生物多様性の保全 

○事務局：お手元の資料の１７ページ、巨樹・巨木等生物多様性保全の現状と課題という

ことでございます。 

まず、「現状」で、３点ございます。 

１点目は、滋賀県は北日本型の植生と南日本型の植生が遷移地帯にありまして、西日

本最大級のトチノキ群落を有するなど多様性に富んだ森林を有しておるということで

ございます。 

２点目は、森林への関心の低下から高島市安曇川流域のトチノキ巨木が材木業者に売

却されまして、平成２０年度から３カ年で約６０本の巨木等が伐採されました。しかし、

地域の生活と密接に結びついて守られているという文化的な価値が見直され保全活動

が広がりまして、平成２５年度には伐採予定のトチノキ５３本が業者から買い戻された

ということでございます。 

３点目は、琵琶湖の北端にございます山門湿原は、昨年の７月に森林審議会の現地調

査に行った方が、この中にもおられると思うのですけれども、山門湿原は貴重な希少な

動植物の生息の場所であるということです。もとはゴルフ場の計画があったのですけれ

ども、バブルでその計画がなくなりまして、貴重な動植物の生息性があるということで、

平成８年に県が買い取ったという経緯もございます。現在、ボランティア等によって、
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湿原や森林の手入れ、生態系も回復させる活動が行われている状況でございます。 

生物の多様性とか、それから森林の持つ文化的な価値というのが近年、県民の期待と

して高まっておるのではないかなということで、現状を捉えております。 

２番目の「対策」でございます。琵琶湖森林づくり事業による対策として、巨樹・巨

木の整備事業の実施につきましては、自然環境保全課のほうで行っております。 

事業の概要について説明をさせていただきます。次世代に残すべき巨樹・巨木林の保

全のために、県、市町、森林所有者等の間で締結する５カ年の協定に基づいて、周辺の

環境整備や保全活動に対して支援を行っております。 

交付対象につきましては、巨木の周辺環境整備として、歩道の整備、看板の設置、巨

木の計測等がございます。それから、巨木の保全活動として、伐採しないことに対する

保全協力費を森林所有者の方に支払って保全してございます。あと、巨木の巡視という

ことでございます。 

補助金の交付額は、１０／１０ということでございます。 

事業の実績でございます。平成２３年度から平成２７年度まで実施する予定でござい

まして、高島市の朽木、それから長浜市の余呉町のほうが主な対象となっておりまして、

本数につきましては、そこに書いてあるとおりで、全部で３３８本を対象とする予定で

ございます。そのほとんどがトチノキでございます。 

具体的なエリアにつきましては、資料編の３０ページに横長の表がございます。右上

の、長浜市余呉町の高時川源流区域に２０６本（予定）の巨木が存在するということで

ございます。それから左下の、高島市朽木の安曇川源流区域に１３２本のトチノキ等の

巨木があるという現状でございます。元の資料の１８ページを見ていただきたいと思い

ます。このような巨樹・巨木にはいろんな法令があるのですけれども、ここに４つの法

律なり条例なりがあります。これについて、若干ご説明をさせていただきたいと思って

おります。 

自然公園法ということで、琵琶湖国定公園、びわこ文化公園、それから滋賀県立自然

公園なんかがあります。こういうように地域を定めて、自然の景観を守り、自然を保護

していくという法律になっております。これの伐採につきましては一定の制限がござい

ます。農業や林業、その他産業活動の一定条件下で規制されますけども、特別地域等に

おける伐採は、知事の許可が要るという形で制限が加わっているエリアになります。 

それから、自然環境保全条例ということで、これにつきましても、自然環境保全地域、
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自然記念物というものを面的に指定したり、樹木を個別に指定したりして、自然環境を

保全していくという条例も滋賀県で定めております。自然記念物につきましては、例え

ば長浜市余呉町の菅山寺のケヤキとか、甲賀市の岩尾池にあります一本杉等が自然記念

物に指定されて、守られているということでございます。特に住民に親しまれるとか、

由緒のあるものが対象ということでございます。 

それから、文化財保護条例ということで、天然記念物、特に学術上貴重な自然を指定

するということで、例えば伊吹山の草木及びその自生地は、天然記念物の指定というこ

とになっております。 

それから、ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例ということで、希少野生

動植物種の保護のために重要と認める区域につきまして、生息・生育地保護区を設定し

ております。例えば山門湿原なんかは、それで一部指定されている状況でございます。 

最後に、「課題」でございます。生物の多様性の永続的な保全を考えていかなければ

いけないのではないかということと、既存の諸法令で保全できない森林の保全対策をど

ういうふうにしていくのかいうことがございます。それから、森林の持つ多様な価値の

再発見と山村文化の継承ということで、巨木が残っているということは昔から伐採され

ずにきたということです。トチノキなんかは食用に使われて、山村の生活の中で残され

てきた文化的なものであるということ、残っていくことで生活にも結びついていたんじ

ゃないかという視点もあったかと思います。 

以上で、説明を終わります。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  それでは、ただいまのことに関しまして、ご質問、ご意見等はございますでしょうか。 

  ご質問、ご意見等はよろしいでしょうか。はい。 

  現在、世界的にこういった生物に対する関心が高まっているわけでして、滋賀県とし

ても、ぜひこういったやり方で生物に対する保全に取り組んでいただきたいというふう

に思いますけども、私の個人的意見としましては、こういった巨木等を保全していくの

は当然ですけども、その巨木のある生態系そのものも非常に重要な価値を持つと思いま

すので、できれば巨木を含めた生態系の保全という形に広げていけたらいいかなという

ふうに思っております。ぜひご検討いただきたいというふうに思います。 

  ご意見がないようでしたら、次の議題に移りたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

  それでは、続きまして、目的不明な森林取得のほうの説明をお願いいたします。 
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４．目的不明な森林取得 

○事務局：お手元の本編の資料につきましては、１９ページでございます。それから、資

料編につきましては、３１ページからご用意しております。 

  「現状」です。前回の審議会でも少しお話しさせていただいたわけですけれども、平

成２２年６月、北海道で外国資本による森林買収が判明いたしました。林野庁の調査で

は、北海道ほか７県で８０１ヘクタール確認されています。これが資料編の３２ページ、

前回も見ていただいた資料でございます。現在、滋賀県では確認されていないところで

ございます。 

  それから、１３道県で水源条例の制定により土地取引の事前届出制度が導入されまし

て、監視されておるところでございます。現状、ＷＴО（世界貿易機関）の協定により

まして、外国人であるとか外国資本であることを理由にして、森林売買そのものを規制

することはできない状況になっております。また、憲法で財産権が保障されておるとこ

ろからも、条例で取引そのものをやめさせることは事実上難しいのですが、事前届によ

りまして、そういったことに対して監視していこうという動きがございます。 

  「懸念される事項」です。無秩序な伐採や乱開発による森林の荒廃や水資源の汚濁。

利用目的が不明な買収による管理放棄や不法投棄など不適切な行為の住民の不安があ

る。遠方であるなど新たな所有者が境界確定作業や森づくりに参加困難や非協力という

ようなことがございますと、地域の森林が傷んでいく原因になるのではないかと懸念し

ております。 

  それから、事前にお送りしました資料について、一部、私の入力ミスがございまして、

Ａ３の表につきましては、委員の皆さんに改めて修正版をお手元に置かせていただいて

おります。３３ページ、３４ページですが、これが１３道県の条例をピックアップした

ものとなっております。平成２４年４月１日から北海道、埼玉県で制定されまして、昨

年の審議会の後に、新潟県、徳島県で新たに制定されたところで、現在、１３道県で制

定されております。文字で見ると見にくい部分がございますので、３５ページから表に

まとめております。北海道、埼玉県と制定順に挙げておりまして、１３番目が徳島県と

なっております。 

  対象区域につきましては、北海道の公共用水の取水域、その周辺区域を指定されてい

るものもございますし、埼玉県のように山間部大半を指定しておられるところがござい
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ます。石川県につきましては、森林全てであります。 

表の中ほど、５条森林に占める割合を目安として計算しています。北海道のように取

水施設等を積み上げいって、３％指定されておるものから、石川県のように全体、それ

から水源機能が低いところを抜いて、引き算のように９０数％にしておられる県と、大

きくは２つに分かれております。 

届出制度につきましては、２４年度に設定されたところにつきましては、罰則は勧

告・公表等にとどまっておるわけですが、２５年度からは過料５万円としているところ

があります。 

それから、小規模林地開発や地下水の汲み上げ等、届出制度をされている県が幾つか

あります。 

それから、平成２６年１月時点で各県さんに電話調査をいたしまして、運用期間と届

出件数についてお聞きいたしました。北海道さん・埼玉県さんでは１５カ月間の運用期

間がございまして、届出件数は１３件・３８件というお話をいただいております。群馬

県さんにつきましては、１４カ月で２６８件ということであります。これにつきまして

は、森林所有者の数等によるところが大きいかと思うのですけれども、大きく区域を指

定されておられる県と、少しのところに絞ってやられている県、それで届出件数が多い、

少ないというような特徴が現れておるかと思います。 

裏面の３６ページにつきましては、一番上が山形県さんの１％程度とされているとこ

ろから、石川県さんの１００％近く指定されておるところで、運用期間と届出件数につ

いてお聞きしたところをまとめております。 

こういった状況でございますが、本編に戻っていただいて、１９ページ中ほどでござ

いますが、１．現在の対策、森林法による規制ということで、開発そのものにつきまし

ては、保安林制度・林地開発制度・伐採届出制度等による規制がございます。それから、

事後届出ではありますが、森林法による新たな森林所有者となった旨の届出制度等があ

ります。それから、国土利用計画法に基づく届出制度で、１万平米以上については届出

制度が以前からございます。また、廃棄物等につきましては、廃掃法によりまして規制

がかかっておりますし、外資等の情報収集につきましては、現在は市町や森林組合さん

と情報交換しながら情報収集をしておるところでございます。 

次に、２．残された課題で、国土利用計画法、森林法による事後の届出はありますが、

依然として事前に情報を把握することができずに、取得目的も不明のままでありまして、
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住民の不安の払拭には至らないというところです。目的不明な取得によって、新たな所

有者が地域で行う森林づくり、集約化や間伐等に協力しなければ地域の森林の荒廃にも

つながりますし、安易な転売で問題が生じても、権利関係や不適切な開発というのは一

旦転売されてしまうと、もとに戻すことは困難でありますので、売ってしまう前に売主

さんは、地域の森林づくりにとって何が最善かを考えてもらえる機会が必要ではないか

ということです。 

続きまして、２０ページです。３．国の動きでございます。水循環基本法案再提出の

動きです。７つの省庁がばらばらに管理する国内の水資源を一体的に管理することを目

的といたしまして、この法律が制定されますと、地下水を含む水資源そのものにも法整

備が見込めることになっております。 

その他、自衛隊施設、国境離島等、安全保障上のところにつきましては、国や自治体

が所有実態を調査できる法律を検討されておるところです。ただ、これにつきましては、

国家の安全保障という観点でありまして、水資源は今のところ対象とされていないとい

うことです。 

４．事前届出制度の対象範囲の検討です。その狙いですが、重要な森林の売買の取引

を監視して、必要に応じて指導・助言することで不適切な土地利用を防止することでご

ざいます。目的不明な土地取得を牽制して不適切な土地利用を県民総ぐるみで監視しよ

うという意識づけ、気運づくりを目的としております。その他、琵琶湖森林づくり事業

を活用して、市町等との協定制度を活用し公的管理等を推進することもできます。 

また、滋賀県の場合はどこを守るのかですが、前回審議会でもどうするのかというお

話がありましたが、ダム・取水施設周辺林に限定すべきか、琵琶湖を取り巻く森林を全

体とすべきなのかというところにつきまして、ご意見をいただければと思います。 

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。 

  それでは、委員の皆様からのご質問、ご意見等、いかがでしょうか。 

  いかがでしょうか。はい、どうぞ。 

○委員：水源林という定義づけをどのようにしようというふうに県では思われていますか。 

○事務局：現時点では検討している段階ですけれども、こういった審議会でご意見をいた

だき、来年度に県民フォーラム等を予定しておるというところです。これにつきまして

は、対象地域が広くなれば、先ほどのように届出件数ですとか、義務となる対象の方が
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増えることもありますので、その分、監視の対象は広がるけれども、義務が広がり負担

が増えるということになりますので、県民の皆さんの意見や市町さんの意見、審議会の

意見等を参考にさせていただきながら決めていきたいと考えています。 

○議長：それで、よろしいですか。 

○委員：はい。皆さんがどう思われるのかというのを聞きたいですけども。 

○議長：そうですね。 

  いかがでしょうか。特に問題となるのは、どこを守るのかというのが一番大きな問題

になっておりまして、ほかの府県でも特定地域だけを届出制度の対象としているところ

もありますし、ほぼ全体のところもあります。 

  滋賀県の場合は、ほとんどの森林は琵琶湖の水源林に近い状態になっていますので、

そういう点からすると、全体をというのが一つの考え方になるかもしれません。一方で、

非常に大きな面積が対象になれば、それだけたくさん届出が増えてくることにもなりま

すので、滋賀県の事務局側の負担も増えてくるかもしれません。 

そういうようなことを勘案して、じゃ、どうすべきなのかということについて、ここ

で検討する必要があるかというふうに思っていますけど、この点に関しまして、委員の

皆様からご意見等はございませんでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：そういう意味では、せっかく条例をつくっても、それがきっちり管理できないと

か、対応できない状況だとどうにもならないので、県民としては、琵琶湖なので、水源

林というのは幅広い意味がありますので、全体がいいのはいいのですけど、今おっしゃ

ったように、その対応する側の許可の部分もあります。 

他府県の例を見ていましても、当然届出義務者に、届け出をしないといけませんよと

いうことの認知から始まりますよね。それの対応も各県は違うと思うのです。そのアナ

ウンスをどういうふうにするのか。例えばホームページ上であるとか、ウエブ上である

とか、そういうものだけにするのか。それとも、北海道のように郵送されているという

ところもありますけれども、その届出義務者に通達の方法をどう考えるかというのは、

構想に物すごく関わってくることです。 

実際、北海道のほうでは、郵送しても４割が宛て先不明で戻ってきたという部分もあ

りますので、この運用そのものがいろんな部局と連携して、そういうものがきっちり対

応可能なのかなというのがすごく気になるところで、こうしたほうがいい、ああしたほ
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うがいいと言うほうは言えると思うのですけども、それを事務処理される、対応される

側としての能力的なものが私たちにはわかりませんので、そこら辺がどう考えておられ

るか。各市町村にもヒアリングとかフォーラムの中で出てくると思うのですね。 

だから、そういうもので対応可能な範囲はどうなのかという部分を、私自身も皆さん

もそうかと思うのですけど、そういうものが見えないと、なかなか意見を言ってもなあ

というふうに思っています。 

○議長：はい。そのとおりだと思いますね。 

  委員の皆さんも、事務局として、これがどのくらい実行可能なのかという情報がなけ

れば判断が難しいのかなというふうに思います。ですので、事務局としましても、もう

少し情報収集をしていただきまして、仮に例えば、その森林全体をした場合に本当に今

の体制で実行できるのかどうかとか、そこら辺をもうちょっと現時点のところを調べて

いただいた上で、できれば事務局側から、こういう方向で行きたいと思うところまで具

体的な案として提案をしていただいた上で、委員の皆さんからご意見をいただくという

形にしたほうが、もしかしたらいいのかもしれませんね。 

  今の段階では、そこまでは事務局としては情報提供できる段階にはないという状態だ

と思いますけど、そういう形でしょうね。 

  はい。そうしましたら、もう少し事務局のほうできちんと情報収集して整理していた

だきまして、制度設計をきちんとした上で、再度改めてこの問題については、どこを守

るべきかについて事務局側から提案をしていただくと。それをもとに委員の皆様でまた

検討していただくという方向にしたいというふうに思います。 

  ほか、何かこれに関しまして、追加の質問等。 

○委員：もう意見を言っちゃだめですかね。 

○議長：意見をどうぞ。 

○委員：第１回目のときに、どこを守るのかということのお話があって、私は私なりにい

ろいろ考えてきて、どんな答えが出てくるのかなと思ったのですけども、さらに意見を

聞きたいということで、あえて意見を申し上げておきます。 

滋賀県は琵琶湖がありますよね。琵琶湖に流れている川が４６０本以上ありますから、

その川の源は、皆、森林ですよね。だから、他府県とは違うような形で、全体にカバー

をかけないと、ちょっといびつな形になるのかなというふうに思って、実はきょう来ま

したので、一言だけ。 
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○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  そういった意見がかなり強いのだということを、事務局は理解していただいた上で、

そのためにどこまで可能かどうかについて、もうちょっと詰めていただくという方向で

お考えいただきたいというふうに思います。 

  よろしいでしょうか。 

  その他、意見等、ございませんでしょうか。 

  はい。じゃ、手短にお願いいたします。 

○委員：全体を通してですけど、先ほどの巨樹・巨木生物多様性保全についての会長の意

見と通ずるものがあるのです。 

資料の６ページに基本方針があって、それの取り組みとして６つ挙げておられるので

すけど、その中で、巨樹・巨木等の保全というのは重要な項目だと思うのですが、これ

をもって生物多様性の保全としている、この全体の枠組みに違和感を持っております。 

生物多様性保全というのは、もっとスケールの大きな課題でありまして、言うなれば、

基本方針のところに「多面的機能の持続的発揮」とありますけれども、これがイコール

生物多様性の保全と申しますか、ざっくり言いますと、これまでの森林管理というのは

山の畑といいますか、木を生産する場として主に見てきたのです。そうじゃない部分も

ありますけれども、それから国有林の法律なんかも変わったりして、生物多様性保全と

いう視点で森を考えるというふうに大きく変わってきたのだと思います。 

その時代において、新たに滋賀県がこの森林をどうしていくのかという全体を考える

ときに、生物多様性保全というのは、その全体に通ずるものだと思いますし、もっと具

体的に言うと、二ホンジカの被害対策も、希少種の保全もやっぱり生物多様性の保全で

ありますし、究極は森林・林業の活性化というものも、生物多様性の保全された地域づ

くりということにすると全部に通ずるものなので、この５番のところに生物多様性と挙

がっている、この全体のスキームにちょっと違和感を持ったので、一度考えてもらえた

らありがたいです。 

○議長：はい。 

  大変重要な指摘だと思います。私は全く同じ意見ですけども、事務局のほう、ぜひ今

の意見を参考に、全体の枠組みを再構成していただきたいというふうに思います。 

  どうもありがとうございました。 

  それでは、そろそろ時間になってきました。今ほとんど取りまとめに近いようなこと
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をしていただきましたので、私のほうから特に取りまとめいたしませんけども、次回の

お話をしておきます。 

  次回は、本日の議論を踏まえた上で、まず現地調査を行いまして、その後、事務局の

ほうから、今回考えております水源林保全の仕組みづくり骨子案についてご提案いただ

きたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 

  では、次回以降の日程等について、事務局から説明をよろしくお願いいたします。 

 

【その他】 

○事務局：次回以降の予定ですけれども、次回第１０３回審議会につきましては、４月下

旬から５月上旬に実施したいと思っております。それ以降も月１回の開催予定をしてお

りますので、改めて委員の皆様宛て、日程の確認をさせていただきますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

  また、スケジュールにありましたとおり、５月２４日土曜日に、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、ぜひご参加していただくよう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した。 

  そうしましたら、皆様からいただきましたいろんな意見を事務局のほうで整理してい

ただきまして、新たな森林政策のほうに反映していただくという方向で、ぜひよろしく

お願いします。 

  また、委員の皆様も、次回以降も、ぜひまたご協力をよろしくお願いしたいというふ

うに思います。 

  最後に、事務局のほうから説明があると思いますので、事務局のほうにお返しいたし

ます。 

○司会：委員の皆様方には長時間にわたりまして、ご議論賜り、まことにありがとうござ

いました。 

  それでは、報告事項がございます。 

○事務局：報告事項といたしまして、一枚物のペーパーをつけております。今まで森林交

流推進で担当しておりました「みんなで始めよう森づくり活動公募事業」でございます。

これは平成１８年に琵琶湖森林づくり基本計画ができまして、琵琶湖森林づくり事業が
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できたと同時に、実施してまいりました。 

  こちらにつきまして、平成２５年度まで９９団体に支援をしてまいりました。時同じ

くいたしまして、２５年度に国のほうで、森づくり団体、ボランティア団体に支援する

制度、広域事業ができました。名前として、「森林・山村多面的機能発揮対策」という

もので実施されております。そういうぐあいでございますので、この事業につきまして

は一定終わらせていただきまして、森林・山村多面的機能発揮対策という交付金事業の

ほうで対応していただきたいという思いから、報告事項とさせていただきました。 

  裏面に、活動の募集概要を書いております。支援を受けるためには、３名以上とか、

対象人員、それと募集でございますが、既に県のホームページ、あるいは市町への通知

等々で募集しております。そういう段階でやらせていただきまして、既存の継続団体で

１５団体、新規として１８団体というところからできておりますので、今後は県民活動

やボランティア活動につきましては、この森林・山村多面的機能発揮対策のほうで支援

してまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

 

【閉会】 

○司会：ありがとうございました。 

  以上をもちまして、第１０２回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、まことにありがとうございました。 

○会長：どうもありがとうございました。 

[午後 ３時３０分 閉会] 

 

 


