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〔午後 １時３０分 開会〕 

１ 開会 

○司会：それでは、ご案内申し上げておりました定刻となりましたので、ただいまから第

１０１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、ご出席いただいております各委員さんは全員１５名ということでご

ざいますので、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。 

 

２ あいさつ 

○司会：議事に先立ちまして、堺井琵琶湖環境部長からご挨拶申し上げます。 

○堺井琵琶湖環境部長：皆さん、こんにちは。県の琵琶湖環境部長の堺井でございます。

森林審議会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

  皆様方には年末の大変押し詰まった時期に、ご多忙中のところご出席をいただきまし

て、まことにありがとうございます。委員の皆さん全員が、本日ご出席をいただきまし

た。本当にありがとうございます。 

  それと、平素から、森林・林業行政並びに環境行政の推進につきまして、格別のご理

解とご支援を賜っておりますことを、この場をおかりしまして厚くお礼を申し上げます。

ありがとうございます。 

  それから、本年は２年ごとの森林審議会の委員の改選時期に当たってございます。委

員の就任につきまして、いろいろ無理をお願いさせていただきました。皆様のご快諾を

いただきまして、重ねてお礼を申し上げたいと思います。今後２年間、いろいろお世話

になりますけども、どうぞよろしくお願いをいたします。 

  本日の森林審議会ですけども、皆様方にご審議いただく案件は２件ございます。 

  まず、地域森林計画の変更がございまして、地域森林計画は森林法に基づきまして、

森林整備の方向や目標について県が策定するものでございます。この地域森林計画の一

部を変更する必要が出てまいりましたので、本日、変更（案）についてお諮りをさせて

いただきたいと思っております。 

  もう１点、ご審議いただく案件が、水源林保全のための仕組みづくりという案件でご

ざいまして、本県の森林はご承知のように琵琶湖の水源といたしまして、県土の保全、

それから生物多様性の保全に大変重要な役割を果たしてまいりました。この森林を健全
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な姿で次の世代に引き継ぐために、平成１６年に琵琶湖森林づくり条例を制定いたして

おります。平成１７年には琵琶湖森林づくり基本計画を策定いたしまして、事業の推進

を図ってまいりました。 

  その条例制定の後、大体１０年を経過しております。滋賀県の森林・林業を取り巻く

情勢も確実に変化していると思っております。ここで、我々が把握している課題を４点、

申し上げたいと思います。 

  １点目が、他県で問題になっております目的の不明な森林取得でございます。外国の

企業が森林を取得しているということが、よく報道とかされておりますけども、そうい

ったものは本県では確認はされておりません。ただ、水源林の保全・確保を図る上で、

見過ごせない課題と受けとめております。 

  ２点目が、ニホンジカの増加による山林荒廃でございまして、これは林木の被害だけ

ではなくて、森林生態系への影響、ひいては琵琶湖への影響といったものが考えられ、

我々、こうしたことを大変危惧しているというような状況がございます。 

  ３点目が、文化的・学術的に価値の高い巨樹・巨木の保護。 

  それと、４点目が、山村の過疎化に伴い、林地境界が不明確になっていると、そうい

った課題が生じているというようなことを、今、我々は感じているところでございます。 

  ほかにもいろんな課題があろうかと思います。いろいろと委員の皆様方にご議論を賜

りたいと考えておるところでございます。こうした課題に対応するために、新たな森林・

林業施策の展開が急務になっていると思っております。 

  私ども琵琶湖環境部では、つながり、再生による琵琶湖生態系の健全性の回復という

ことを目指しておるところでございまして、ここで言う「つながり」というのは、森か

ら川、それから川から琵琶湖という、そういうつながりを指しております。琵琶湖をあ

ずかる本県にとってふさわしい水源林保全のための仕組みづくりにつきまして、これか

らご審議をいただきたいと思っております。 

  新しい委員の皆様のもとで、きょうは初めての森林審議会ということになります。委

員の皆様の忌憚のないご意見を頂戴したいと存じますので、どうぞよろしくお願いした

いと思います。 

  開会に当たりまして、簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。どうぞ

よろしくお願いします。 
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３ 委員の紹介 

○司会：部長、ありがとうございました。 

  それでは、引き続きまして、委員の皆様のご紹介をさせていただきたいと思います。 

  滋賀県森林審議会の委員の任期は２年と定めておりまして、この１２月から新任の方

６名、再任の方９名、合計１５名の方々に委員に就任いただいたところでございます。 

  お手元に、委員名簿を配らせていただいております。 

  ここで新任の委員の方々からご紹介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。 

  まず、林業研究グループ女性部副部長の北村委員でございます。 

京都大学教授の栗山委員でございます。 

滋賀県木材協会副会長の立岡委員でございます。 

京都府立大学助教の長島委員でございます。 

公募の方々でございます。公募委員の丸山委員でございます。 

同じく、公募委員の目野委員でございます。 

引き続きまして、再任の委員の方々をご紹介させていただきます。 

  滋賀森林インストラクター会の浅香委員でございます。 

建築士の河島委員でございます。 

滋賀県森林管理署長の北本委員でございます。 

滋賀県林業協会前理事で、多賀町長の久保委員でございます。 

京都大学助教の坂野上委員でございます。 

獣医師の須藤委員でございます。 

指導林家の中本委員でございます。 

滋賀県森林組合連合会代表理事会長の松山委員でございます。 

甲賀林材株式会社専務取締役の山田委員でございます。 

以上、１５名全員ご出席のもと開催させていただいておりますので、ご紹介をさせて

いただきました。 

  次に、県関係者を紹介させていただきます。 

  改めまして、琵琶湖環境部長の堺井でございます。 

琵琶湖環境部技監の中嶋でございます。 

森林保全課長の信田でございます。 



 - 4 -

県産材流通推進室長の櫻井でございます。 

獣害対策室長の奥田でございます。 

申しおくれました。本日、司会を務めさせていただきます森林政策課参事の森田でご

ざいます。どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 

４ 会長の選出 

○司会：それでは、引き続きまして、会長の選出をお願いしたいと思います。 

  森林法第７１条の規定によりますと、会長は委員の方々の互選によって選出すること

となっておりまして、会長は会議を招集して、議長を務めることとなっております。 

  会長の選出について、何かご提案等はございますでしょうか。 

  松山委員、どうぞ。 

○委員：前会長の吉田先生の後任に、このたび栗山先生にご厄介になったということでご

ざいますが、新任の先生でございますけれども、栗山先生が吉田先生と同じく結構な方

だと思いますので、栗山先生を推薦させていただきます。 

○司会：ただいま○○委員のほうから、栗山委員にというご紹介があったわけですけれど

も、各委員の皆様方、いかがでございましょうか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○司会：ありがとうございます。 

  ご異議もないようですので、栗山委員に会長をお願いすることについて、ご賛同の方

は拍手をもってご承認いただきたいと思います。 

（拍 手） 

○司会：ありがとうございます。 

  それでは、栗山委員に本審議会の会長をお願いしたいと存じますが、栗山委員、ご承

諾いただけますか。 

○栗山委員：はい、喜んで引き受けさせていただきます。どうもありがとうございます。 

○司会：それでは、栗山委員に会長席にお運びいただきたいと存じます。 

  それでは、早速ですけれども、新会長からご挨拶を賜りたいと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○栗山会長：京都大学の栗山です。よろしくお願いいたします。 

  私は、本日初めて、この森林審議会の委員になりまして、同時に会長に選出されると
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いうことで、右も左もわからない状態で恐らく不手際も多いかと思いますが、委員の皆

様、ぜひご協力、よろしくお願いしたいと思っております。 

  私自身、これまで長年、実は滋賀県の森林を研究対象としてまいりました。私自身が

初めて滋賀県の森林を研究で訪れましたのは、ちょうど私が卒業論文のテーマを書いた

ころ、今から約２０年前になります。 

  この２０年間、森林をめぐる状況は大きく変わりました。木材生産に関しましては、

現在、木材価格が低迷しておりまして、非常に厳しい状況を迎えております。一方、高

度経済成長期に造林した森林が、今まさに伐採期を迎え、これをどう活用するかが問わ

れている状態にあります。 

  また、一方では、水源保全だけではなくて、例えば温暖化対策であるとか、生物多様

性保全など、さまざまな観点から、今、滋賀県の森林に対する社会の要求というのは広

がってきているというふうに思っております。 

  こうしたさまざまな県民の森林に対する要求をきちんと踏まえ、それに対して私たち

はどのように森林を管理していくのか。こうしたことをこの審議会では議論していく必

要があるんじゃないかというふうに思っております。こうした課題に全力で取り組みた

いと思っておりますので、委員の皆様、ぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。 

  それから、この審議会では特に、会長代理はこれまで設けていなかったとお聞きして

おりますけども、万一私が不在になったときのことを考えまして、一応代理の方を立て

ておきたいと思っております。 

  つきましては、私、今回初めてということもありまして、前回から担当されている方

の中で、坂野上委員に会長代理をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○栗山会長：はい、どうもありがとうございます。 

  それでは、そういう形で進めていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたし

ます。 

  私からの挨拶は以上になります。 

○司会：ありがとうございました｡ 

 

５ 諮問 

○司会：本日は、次第にありますように、湖南および湖北地域の森林計画の変更（案）に
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ついて、もう１題が水源林保全のための仕組みづくりについて、この２件の議事につい

て、本日付で県から諮問されております。 

  ここで、琵琶湖環境部長から栗山会長に諮問書が手渡されます。部長、よろしくお願

いします。 

○堺井琵琶湖環境部長：諮問は２件ございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○栗山会長：はい。確かに受けました。これから頑張って審議したいと思います。 

○堺井琵琶湖環境部長：よろしくお願いします。 

○司会：各委員の皆様へは諮問書の写しを配付させていただきます。 

  それでは、ここで部長は他の公務のため、退席させていただきます。 

○堺井琵琶湖環境部長：では、失礼いたします。どうぞよろしくお願いします。 

 

６ 部会長および部会員の指名 

○司会：それでは、お手元の資料に添付しております滋賀県森林審議会運営要領をご覧く

ださい。 

  滋賀県森林審議会は、運営要領第５条に基づき、本審議会のほかに、林政部会並びに

森林保全部会の２つの部会を置くとされております。 

  林政部会に関しましては、林政における基本的かつ重要な事項ということで、特に調

査や検討に関する事項についてご審議をいただくこととなっております。また、森林保

全部会は、林地開発とか保安林解除、森林病害虫防除基準等に関する事項についてご審

議いただくこととなっております。 

  なお、部会長、部会員は、運営要領第５条の３に基づき、委員の中から会長が指名す

ることとなっておりますが、栗山会長、いかが取り計らいさせていただきましょうか。 

○栗山会長：はい。私は今回初めてということもありまして、皆さんのことがなかなかわ

かりませんので、できれば事務局のほうでご提案をいただきたいと思うのですけども、

いかがでしょうか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○司会：それでは、事務局からご提案させていただきたいと思います。 

  ただいま事務局（案）を配らせていただいておりますので、少々お待ちください。 

  まず、林政部会のほうからご紹介させていただきたいと思います。部会長として松山

委員、部会員として浅香委員、北村委員、立岡委員、長島委員、目野委員、山田委員、
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以上の方々でございます。 

  森林保全部会につきましては、部会長として坂野上委員、部会員として河島委員、北

本委員、久保委員、須藤委員、中本委員、丸山委員ということで、もしよければ、この

案のとおりさせていただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○司会：ありがとうございます。 

「異議なし」ということで、お言葉をいただきましたので、そのように取り計らいさ

せていただきたいと思います。 

  部会長、また部会員の皆様方、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、先ほど諮問されました案件につ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、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

○栗山会長：はい、了解しました。 

  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けども、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検討させていただきと思いますけども、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、本審議会は公開とさせていただ

きたいと思いますので、ご了承をお願いいたします。また、公開の方法は、会議の傍聴

と議事録の公表により行うことにしたいと思います。 

 

７ 議事録署名人の指名 

○栗山議長：続きまして、運営要領第７条に基づきまして、本日の議事録署名人を指名さ

せていただきたいと思います。 

  ○○委員と○○委員にお願いしたいと思います。 

  それぞれの委員、よろしくお願いいたします。 

○両議員：はい。 

 

８ 議事 

（１）湖南地域森林計画変更（案）および湖北地域森林計画変更（案）について 

○議長：これから議事に入りたいと思いますけども、終了予定時刻は午後３時３０分とな

っております。議事の円滑な進行につきまして、どうぞよろしくご協力をお願いしたい
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と思います。 

  そうしましたら、議事次第に従いまして議事を進めてまいりたいと思いますけども、

次第にありますように、本日の議題は２件ございます。 

  まずは、湖南地域森林計画変更（案）および湖北地域森林計画変更（案）です。こち

らのほうから審議を始めたいと思います。 

  では、事務局のほうから説明をお願いいたします。 

○事務局：森林政策課の○○でございます。なれない説明でお聞き苦しいところがあるか

と思いますが、説明させていただきたいと思います。失礼して座らせていただきます。 

  湖南地域森林計画変更（案）および湖北地域森林計画変更（案）について、諮問させ

ていただきたいと思います。 

  これにつきましては、森林法第６条第３項によりまして、「都道府県知事は地域森林計

画の案について、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない」

となっておりまして、６条の３項に基づく諮問とさせていただきたいと思います。 

  森林計画制度の体系図でございます。森林計画につきましては、まず森林・林業基本

計画という森林・林業基本法第１１条に基づきます基本計画がございまして、それに基

づきまして、全国森林計画というものが森林法４条により、農林水産大臣によって立て

られております。これにつきまして、国の森林関係施策の方向が記載されておりまして、

地域森林計画等の規範となるものでございます。 

  その下になりますけれども、地域森林計画、都道府県知事が森林法５条によりまして

立てることになっておるのですが、今回ご審議いただきますのが、この地域森林計画に

当たります。都道府県の森林関連施策の方向ですとか、伐採、造林、林道、保安林の整

備の目標等につきまして、ここで計画するということになっております。これにつきま

しては、市町村森林計画等の規範となります。矢印が横に出ておりますけれども、この

全国森林計画につきましては、国有林の地域別計画の規範ともなっております。 

  国の計画は、基本計画、全国森林計画、国有林の計画の３つございますけれども、こ

の一番上は、全国の総合的な方向が書いてあるということで、その下の全国森林計画は、

例えば滋賀県ですと淀川流域とか、北海道でありますと石狩川とか、高知の四万十川と

か、川ごとの流域でそれぞれの個別の全国の計画が書いてあるということになっており

ます。滋賀県につきましては淀川流域ということで、この地域森林計画を湖南と湖北で

２つ立てておるということになっております。 
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  それに基づきまして、市町村森林整備計画が森林法によりまして市町村で立てられて

おりまして、市町村が講ずる森林関連施策、森林所有者が行う伐採、造林等の指針が記

載されております。そして、この市町村森林整備計画に基づきまして、森林所有者また

は森林経営の委託を受けた者、滋賀県の場合は森林組合さんが多いのですけれども、森

林所有者や森林組合さんが自発的に作成する具体的な間伐等の伐採、造林等の実施に関

する５年間の計画となっております森林経営計画でございます。 

  森林法の抜粋です。お手元にも森林法の抜粋をお配りしておるのですけれども、地域

森林計画につきましては、第５条によりまして、「都道府県知事は、全国森林計画に即

して、森林計画区に係る民有林につき、５年ごとに、１０年を一期とする地域森林計画

をたてなければならない」となっております。 

  民有林といいますのは、森林法上は国有林以外ということになりまして、市町村が持

っている市有林であるとか、県が持っております県有林につきましても、森林法では民

有林という扱いになっております。それについて、都道府県知事が立てる計画というこ

とになっております。 

  それから、５条の２項におきましては、「地域森林計画においては、次に掲げる事項

を定めるものとする」ということで、定める事項について法律で決まっております。 

  画面の関係上、これも抜粋しておるのですけれども、お手元には全てコピーがついて

おります。まず１点目ですけれども、その対象とする森林の区域でございます。 

  この地域森林計画の対象となる森林の区域につきましては、森林法によります伐採届

とか、林地開発の許可とか、そういった許可や届け出の対象となる森林を定めておりま

すので、１点目は、その区域を定めることとなっております。 

  その他、森林の整備・保全の目標ですとか、計画期間中の伐採、立木の材積などの計

画、造林面積、林道の開設の計画、その他保安林の整備とか、保安施設事業と書いてあ

るのですけれども、一般的には治山事業と言っているものです。そういった計画に関す

る事項などを地域森林計画で定めるということでございます。 

  それと、４項におきまして、「都道府県知事は、森林の現況、経済事情等に変動があ

ったため必要と認めるときは、地域森林計画を変更することができる」と書いておりま

す。 

  一番上に書いてあります５年に一度立てなければならないというのは、いわゆる樹立

というふうに言っているものでして、これは５年ごとに必ず立てるということですが、
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今回のように、必要に応じて変更することができるということでありまして、滋賀県の

場合は１年に１回変更するということで、毎年年末にご審議いただいておるところでご

ざいます。 

  地域森林計画の樹立・変更の時期でございます。 

  先ほど申し上げましたように、滋賀県には湖南地域森林計画と湖北地域森林計画の２

本の計画がございます。湖南地域森林計画につきましては、昨年度、平成２４年度に樹

立をいたしました。湖北の森林計画につきましては、２１年度に樹立しておりまして、

２６年度、ちょうど５年後の来年が樹立の予定となっております。 

  それで、ことしの２５年１２月は任意の変更ということで、先ほど申しました変更と

いう形でやらせていただきたいと思っております。 

  地図が細かくて読みにくいのですけれども、着色されたほうが湖南地域森林計画でご

ざいます。昔の志賀町ですとか、大津市、甲賀市、東近江市、近江八幡市といったとこ

ろまでが湖南の森林計画の区域でございます。白いほうが高島市、長浜市、米原市、彦

根市、多賀町、愛荘町といったところが湖北の森林計画区の区域となっております。 

  対象面積ですが、湖南につきましては８万９,０００ヘクタール、湖北につきましては

９万４,０００ヘクタール程度となっております。 

  それで、今回の変更ですけれども、開発等によりまして転用されて森林でなくなった

区域というのがございます。湖南につきましては５６ヘクタールの減、湖北につきまし

ては１２ヘクタールの減となっております。それぞれの計画区の市町村別の森林面積等

につきましては、お手元の資料１－１、湖南の７ページ、湖北につきましては、お手元

資料の１－２、５ページに各市町別の森林面積等が記載されております。 

  もう１点の変更点が備蓄量でございます。これは湖南地域森林計画区域の森林の総材

積となっておりまして、１,５１４万立米ということで、１９万６,０００立米の増とな

っております。湖北につきましては、１,８９５万立米ということで、２１万立米の増と

なっております。これは毎年の森林の成長量ということで、毎年見直しをしておるとい

うところでございます。 

  伐採の計画量等に関する事項とか、林道の開設延長等につきましては、変更はござい

ません。 

  あと、今回改正のもう一つの大きな点としまして、治山事業の数量がございます。先

ほどの台風１８号等の影響によりまして、滋賀県はたくさんの山林の災害がございまし
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た。それで、治山計画を急遽追加したいというような場所がございますので、それにつ

きまして、湖南では４０カ所の増、湖北では、高島市を中心としまして、６カ所の増と

なっております。この１９５カ所、１８１カ所という数値は、１０年計画の合計数値と

いうことになっております。 

  今回、森林計画区域の転用等によりまして、減となっておるということですけれども、

写真で一例を提示させていただきますが、こういった住宅団地等ができるような開発に

つきまして、開発が完了して森林でなくなったということが確認できましたら、森林計

画から除外するというような手続をとらせていただいております。伐採届等によりまし

て、住宅やアパートといった１件、２件の転用というものもございます。最近ですと、

太陽光発電等によりましてソーラーパネルを設置するということで、転用されるという

ことや、携帯電話の基地局ということで、これはゴルフ場の入り口近くですが、森林の

端でアンテナ基地局を立てるということの転用等がございます。 

  それぞれの森林計画区の転用の概要につきましては、湖南は８３ページ、湖北は８５

ページで一覧表が入っております。 

  それから、林地開発の許可をしたものということで、平成２５年１月から１２月の１

年間に林地開発したものが５件ございます。これにつきましても、開発が終わりまして

転用が確認できましたら、その際に転用されておるということで、森林区域から除外す

る手続をとっていきたいというふうに考えております。 

  それから、今回、治山事業が増えた点でございます。湖南につきましては４０カ所が

増加しておるのですけれども、これはニュース等でもごらんになっております栗東市の

写真でございます。こういったところもございまして、治山事業を追加という形にさせ

ていただきたいと考えております。 

  これは旧志賀町の大津市北小松でございます。あと、高島市の鵜川で住宅が土砂で埋

まっておるところとか、ニュースでごらんになったかと思うのですけれども、山の上で

はこういった崩壊が起こっておったということでございます。それで、こういった治山

ダムですとか、山腹工といいますが、治山事業を計画していきたいというふうに考えて

おります。 

  今回は変更の対象とはなっておりませんが、伐採計画量等に関する事項が書かれてお

ります。湖南につきましては３６ページ、湖北につきましては３４ページに書いてある

のですが、先ほど申し上げました全国森林計画によりまして、淀川流域の伐採量、間伐
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量等が定められております。それにつきまして、滋賀県ではこれぐらいの間伐、主伐と

いう割り当てがあるのですけれども、それに基づきまして、こういった計画を立てさせ

ていただいております。これにつきましても、１０年計画の合計値でございます。 

  林道の開設、拡張に関する事項でございます。林道の開設につきましては変更ござい

ませんが、改良につきましては２．９キロメーターの増となっております。 

  その他、森林整備に関する事項といたしまして、湖南では１２ページ、湖北では１０

ページに書いておりますが、これにつきましても変更はございません。その中で標準伐

期齢といいまして、スギやヒノキの伐採の期間、４５年生から皆伐してもいいよという

ようなところが定められております。 

  その他、造林に関する事項については１４ページ、間伐保育に関する事項については

１８ページに書いておりますが、これについては特に変更はございません。 

  以上、ご審議よろしくお願いします。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  そうしましたら、ただいま事務局から説明していただきました湖南地域森林計画変更

（案）および湖北地域森林計画変更（案）について、ご質問およびご意見をお願いした

いと思いますが、いかがでしょうか。 

  ご質問およびご意見等は、よろしいでしょうか。 

  どうぞ。 

○委員：すみません。素人で申しわけないんですけども、森林計画地域は、指定する場所

というのは今後減っていくという形になるのでしょうか。それか、また指定という部分

で、増えるということも可能性としてあるんでしょうか。 

○議長：事務局は、どのようにお考えでしょうか。 

○事務局：地域森林計画につきましては、現況森林というところを指定するというふうに

なっておりまして、それで現況が森林であるところを指定するわけですけれども、農地

転用などによりまして、田んぼを森林に変えるとか、畑を森林に変えるというようなこ

とがございますと。その分は増えるということになりますし、植林されて森林状態にな

るということになれば、増えることがあるのですけれども、そういった現状が森林にな

っておるというところから定めることになりますので、転用によって除外されるほうが

多いということで、マイナスになっておるというところでございます。一部、田んぼと

か畑が森林になっておるというところもございます。 
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○委員：ありがとうございました。 

○議長：今のご説明のように、森林の場所が計画の対象となりますけども、森林が開発等

によって変わった場合には、そこは外れるということになります。ただ、日本全国的に

見ても、例えばバブル期とかにおいては大規模な開発が結構ありましたけども、近年に

おきましては、大幅に森林面積が急激に変化するということはございませんので、そん

なに極端な変化はないのではないか思っております。 

  その他、ご質問、ご意見。 

  はい、どうぞ。 

○委員：治山事業のところで、これは後でもよかったかもしれないのですけども、一番下

に、新たな荒廃地発生に伴う箇所の増ということであるんですけれども、湖南で言うと

７４ページのほうに、荒廃地等の面積という形で載っているのですが、荒廃地発生に伴

う箇所の増ということは、荒廃地のどこかが増えているということになるんですかね。 

○議長：はい。 

事務局のご回答をお願いします。 

○事務局：７４ページの荒廃地等の面積ですけれども、これにつきましては２４年度調査

ということで、定期的に調査を行っておるというところでございます。治山の箇所につ

きましては、今回の災害で緊急に調査して、箇所が増えておるというところでして、ち

ょっと一致ができておらないというところです。２４年度のままということになってお

ります。すみません。 

○委員：この７４ページに、荒廃地と荒廃危険地というふうに書かれているんですけども、

どんな状態を荒廃地と言うか、定義というのをどういうふうに定められているのですか。 

○栗山議長：事務局からご返答をお願いします。 

○事務局：お答えさせていただきます。 

  荒廃地ですけれども、森林が健全な姿で生育する、もしくは生育に供することができ

ない森林というふうに定義されております。 

○委員：どこまで荒れているか、荒れていないかという、どういう状態を危険地とみなす

か。私たちは森林ボランティアをやっているのですけど、危険地から完全に荒廃地にな

ったというところを、どう見ておられるかということを同じように認識をしておきたい

と思って質問させていただいたのですが、もう少しわかりやすい、どこか定義が書いて

あるというものがあるんですか。 
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一般の人たちが荒廃地となったとき、荒れているということではあっても、面積をこ

ういうふうに積み上げていかれるというのは、多分仕分けをされているのかなというふ

うに思ったんですけども、そこら辺はどういう定義でこの面積を累積していかれるので

しょうか。 

○事務局：すみません。法律上の観点の定義のこともありますので、調べさせていただい

て、改めてお答えさせていただきたいのですけども、よろしゅうございますか。 

○委員：はい、お願いします。 

○事務局：申しわけないです。 

○議長：そうしましたら、後日、ご返答を事務局からいただくという形でお願いしたいと

思います。 

  その他、ご質問およびご意見等、いかがでしょうか。 

はい、どうぞ。 

○委員：この森林計画（案）というのが、きょう提案されたわけですが、既に事業が始ま

っておりまして、ちなみに過去、伐採等、主伐も含めてですけど、ここらの達成率がわ

かれば、ちょっと教えてほしいんです。 

○議長：はい。 

事務局、達成率というのはいかがでしょうか。 

○事務局：湖南地域森林計画（案）の４ページの中ほどに表がありまして、前計画の実行

結果がございます。伐採材積の針葉樹ですけれども、計画量が５万７,０００につきまし

て、実行量が６万４,０００、実行率が１１２％。広葉樹につきましては、１万立米に対

して２万８,０００、２８０％となっておりますが、新たに樹立する際につきまして、そ

の５カ年のものを取りまとめて評価をするというふうに制度が変わってまいりました。 

  湖北につきましては、来年度樹立ということですので、来年度、このように実行量と

計画量を調べまして、結果を取りまとめるということになっております。 

  湖南につきましては、こういった実行率になっておるということでございます。 

○議長：という形になっておりますけど、この表を見ていただければわかりますように、

主伐、間伐に関しましては、かなり実行率は高いという状態にございます。一方、人工

造林とか、林道開設などに関しましては、若干おくれているところもあるという、そう

いった状況になっておりますけども、こういう形で適宜、計画量と実行量を比較してい

ただいて、適正な実行を行っていただくという形になるかと思います。 
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  よろしいでしょうか。 

○委員：今、実行量の話をされましたが、実行量はどういう形で把握をしておられるんで

すか。 

○議長：ご返答をお願いします。 

○事務局：伐採量につきましては、伐採の定点調査をしております。伐採照査という言い

方をするのですけれども、定点調査をしておりまして、それの統計処理をかけて、こう

いった数量を伐採しておるという形になっております。あと、造林面積や林道等につき

ましては、実際の事業実績ということになっておりますし、保安林指定につきましても、

指定した実績値ということになっております。伐採につきましては、定点調査の統計的

処理をした数値ということになっております。 

○議長：よろしいでしょうか。 

はい、どうもありがとうございます。 

  それでは、ほかにご質問、ご意見等いかがでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：備蓄量が１９万６,０００立米増えているにもかかわらず、主伐材積、間伐材積の

変更がないのですけども、１９万６,０００も増えていれば、主伐と間伐をもうちょっと

増やしてもいいかなと思うんです。 

○議長：はい。 

事務局、いかがでしょうか。 

○事務局：計画につきましては１０年計画ということでございまして、５年に一度見直し

をするというふうにしております。それで、成長量につきましては、毎年その一定量、

２０万立法近く、両計画とも増えていくということになるんですけれども、５カ年見直

しの１０年計画ということもございますので、毎年計画量が、例えば１割ずつ増えると

か２割増やすとかいうことではなくて、１０カ年の計画というようなところで適宜、５

年に一度、見直しておるというところでございます。 

○議長：はい。 

という説明ですが、よろしいでしょうか。 

○委員：はい。 

○議長：ほか、ご質問、ご意見等いかがでしょうか。 

  特によろしゅうございますでしょうか。 
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  そうしましたら、特に意見等ないようでしたら、本案件につきましては、事務局から

の提案どおりの形で認めたいと思いますけど、それでよろしいでしょうか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  そうしましたら、この湖南地域森林計画変更（案）および湖北地域森林計画変更（案）

につきましては、事務局のご提案のとおりに進めさせていただきたいと思いますけども、

答申案の作成と、答申の時期に関しましては、私、会長のほうにご一任いただきたいと

思いますけども、それでよろしいでしょうか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

 

（２）水源林保全のための仕組みづくりについて 

○議長：それでは、続きまして、２つ目の議題のほうに移りたいと思います。 

  ２つ目の議題は、「水源林保全のための仕組みづくりについて」でございますけども、

事務局のほうからご説明をお願いいたします。 

○事務局：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、諮問させていただきたいと思います。 

  これにつきましては、森林法の第６８条の２で、「都道府県森林審議会は、この法律の

施行に関する重要事項について、都道府県知事の諮問に応じて答申する」となっており

まして、それに基づきまして諮問させていただきたいということでございます。 

  先ほど部長の挨拶にもございましたように、これまでの滋賀の森林・林業の取り組み

といたしまして、平成１６年に琵琶湖森林づくり条例を制定いたしました。これは間も

なく１０年を経過しようとするところでございます。平成１７年には、琵琶湖森林づく

り基本計画を策定いたしまして、平成１８年度からは、琵琶湖森林づくり事業を実施し

てまいったところでございます。これによりまして、琵琶湖の水源である森林の多面的

機能の持続的発揮に重点を置いた森林づくりを推進してきたところでございます。しか

し、条例制定後、約１０年を経過いたしておりまして、先ほど部長からも申し上げまし

たが、森林・林業を取り巻く情勢というものは変化しておるということでございます。 

  そこで、琵琶湖森林づくり条例の概要について、おさらいということであれですけれ

ども、ちょっと説明させていただきたいと思います。 
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  お手元に資料２を配付しておりまして、それにつきまして概要を書かせていただいて

おりまして、琵琶湖森林づくり条例そのものの条文も配付させていただいております。 

  前文でございます。 

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

たい貴重な財産である。 

私たちは森林づくりに主体的に参画し、琵琶湖の下流域の人々とともに、多面的機能

が持続的に発揮されるよう、琵琶湖と人々の暮らしを支えるかけがえのない滋賀の森林

を健全な姿で未来に引き継ぐことを決意し、琵琶湖森林づくり条例を制定するとしてお

ります。これは平成１６年でございます。 

  基本理念です。 

  多面的な機能が持続的に発揮されるよう、長期的な展望に立ち地域の特性に応じた森

林づくり。 

  県民の主体的な参画による森林づくり。 

  森林所有者、森林組合、県民、事業者および県の適切な役割分担と協働による森林づ

くり。 

  県内の森林資源の有効利用の促進による森林づくり。 

  森林づくりを支える人材の確保・育成。と基本理念に掲げられております。 

  それぞれの責務等です。 

  県、森林所有者、森林組合、県民、事業者、それぞれに責務が明記されております。 

  県につきましては、基本理念に従って基本的かつ総合的な施策を策定・実施する。 

  森林所有者につきましては、所有森林の多面的機能が発揮されるような森林づくりを

行う。 

  森林組合につきましては、地域における森林経営の中核的な担い手になっていただく。

森林づくりと森林資源の有効な利用促進への積極的な取り組みを行っていただく。 

  県民の皆様には、森林の恵みを享受しているという認識を深めていただく。森林づく

りに関する活動への積極的な参加をしていただく。 

  事業者につきましては、森林の多面的機能の確保への配慮。ということが責務として

掲げられております。 

  森林づくりに関する基本的施策です。 

  １点目は、基本計画の策定です。森林づくりに関する施策を総合的、計画的に推進す
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るための基本計画の策定でございます。 

  ２点目は、環境に配慮した森林施業等の推進です。環境に配慮した森林施業を計画的

に推進する。 

  ３点目は、県民の協働による森林づくりの推進です。この中で、県民の主体的な参画

の促進でありますとか、里山の保全の推進といったことが書かれております。 

  ４点目は、森林資源の利用の促進です。県産材の利用の促進、森林資源の有効な利用

に関する研究開発等の推進などが掲げられております。 

  ５点目は、森林づくりを支える人材の確保・育成です。森林所有者の意欲の高揚です

とか、森林組合の活性化、森林環境学習の促進といったことが条例で書かれております。 

  それから、条例制定後の新たな課題ということにつきましても、先ほど挨拶で申し上

げたと思うんですけれども、１点目が、他道県で問題となっております目的不明な土地

の取得でございます。 

  資料３で、林野庁のホームページの写しを焼いたものをお配りしております。 

  居住地が海外にある外国法人または外国人と思われる者による森林取得の事例の集計

でございます。平成１８年から２４年の累計を林野庁が調査したものでございます。 

  件数は６８件で、８０１ヘクタールの報告がございます。左半分は北海道になってお

りまして、こちらは山形、栃木、群馬、神奈川、長野、近隣では兵庫県の神戸市、沖縄

といったものがございます。 

  こういった目的不明な土地の取得によりまして、水源である森林の無秩序な伐採等の

懸念があるということでございます。 

  それから、問題になっておりますニホンジカの増加による食害の増加でございます。

ちょっと写真がわかりにくいんですけれども、人工林でこういった鹿の群れを見ること

も珍しくなくなってまいりました。表がちょっと細かいんですが、これは資料３の最後

につけております。平成５年には５．４ヘクタール報告されておりました人工林の被害

面積ですが、平成２４年には２８１ヘクタールということで、実損面積ですが、右肩上

がりということになっております。 

  これによりまして、皮剥ぎによる枯死ですとか、再造林や天然更新といった森林の更

新が困難な状況になっております。これは下層植生が見えてないんですけれども、ここ

まで皮剥ぎに遭っております。これはディアラインといいまして、鹿の首が届くところ

までの皮が全部食べられておりますことで、下層植生は全てなくなっておるという状況
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です。これは人工林のスギですが、全面的に皮がめくられてしまって、枯れてしまうと

いう被害でございます。 

  これも鹿の写真ですが、矢印が入っておりますが、写真では確認できにくいのですけ

れども、この一枚の写真の中に矢印が２０個入っております。この矢印は何かと申しま

すと、写真は細かくてわからないですけれども、よく見ると鹿がおるということでござ

います。これは東近江市の旧永源寺町の御池という鈴鹿山系の山ですけれども、下層植

生がなくなって、こうした鹿が群れで見られるというような状況になっております。 

  それから、条例制定後の新たな課題、その他の課題についてです。 

  森林所有者の高齢化や不在村化、森林への関心の低下から、活用されなくなった特用

樹の伐採、これはトチノキなどが伐採されてしまっているということがございますし、

高齢化や不在村化によりまして、林地境界が不明確になるというところが、この１０年

で、なお深刻になってきております。 

  森林所有者の関心の低下ということに反しまして、また森林に求められる価値という

のは多様化しております。ＣＯ2 の固定・吸収機能ですとか、生物多様性の保全機能な

どといった新たな価値について、県民の皆さんからも期待されるということになってお

ります。 

  それから、琵琶湖の恩恵への下流府県の意識の低下ということがございます。琵琶湖

の下流域におきましては、取水制限というのは近年ほとんどされておりません。ただ、

近年の渇水ですとか、局所的な暴風、豪雨等によりまして、災害等が起こっておるとい

うことですけれども、琵琶湖の下流域では取水制限というのは行われていないというと

ころで、琵琶湖の価値というものも改めて見直す必要があるのではないかということで

ございます。これは朽木のトチノキの写真でございます。 

  こういった課題から琵琶湖を保全していくためには、条例にもございますように、水

源である森林を健全な姿で未来に引き継ぐことが必要でございます。そのためには、琵

琶湖森林づくり条例施行後の新たな課題の対応が必要な状況になっておりますので、こ

れについて検討をしていかなければならないということになっております。 

  １点目の、目的不明な土地の取得につきましては、土地取引の事前届出制度等、１１

道県で既に導入されておるのですけれども、そういった監視の仕組みが必要ではないか

ということが考えられます。お手元の資料３に、１１道県の一覧表をつけてあります。 

  それから、先ほど写真でも見ていただきましたように、鳥獣被害が深刻化しておりま
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す。獣害が森林に及ぼす影響への対策は必要となっております。そして、また治山事業

等でも対応できないような保安林以外につきましても、保全対策が必要な状況になって

おります。 

  それから、県民・森林所有者の期待の高まりへの対応です。間伐材を搬出することで

ＣＯ2の固定に貢献いたしますので、山で伐り捨てておくのではなく、できるだけ搬出

するという対策が必要となっております。巨樹・巨木の保護ですとか、高齢化や過疎化

によって不明確になっております境界の明確化などへの対策の強化が必要になっており

ます。これにつきましては、林研グループの皆さんが、ＧＰＳで境界測量をする研修会

をしておられるところでございます。こういった取り組みも重要になってくるかと思わ

れます。 

  それから、近畿府県の水源としての琵琶湖の価値の評価です。琵琶湖の価値の高まり

への評価が必要な状況となっております。 

  そういったことから、今回、諮問させていただきますように、水源林保全のための仕

組みづくりが必要な状況となっております。それで、琵琶湖森林づくり条例の改正に向

けまして、森林審議会の皆さんにご審議していただきたいと考えております。 

  条例改正の狙いです。 

  先ほどの挨拶でもございましたように、滋賀県の森林は県土の２分の１を占めており

まして、琵琶湖面積の３倍でございます。水源として最も重要な役割を果たすのは森林

でありますので、森林を健全な姿で未来に引き継ぐことで、琵琶湖の保全に寄与すると

いうことを狙いとしております。 

  また、深刻化する鳥獣被害など、条例制定後の新たな課題に県としてしっかりと取り

組むことを、条例という形で県民の皆さんに約束するとともに、下流域にも発信してい

きたいということを考えております。 

  あと、土地取引の事前届出制度の創設によりまして、重要な水源である森林の売買等

が監視できまして、無秩序な伐採や利用目的が不明な土地取得等への牽制効果が期待で

きるということでございます。 

  水源林保全のための仕組みづくりの今後のスケジュールです。 

  今回、こういった仕組みづくりについて諮問させていただきまして、今後、森林審議

会でご検討いただけないかということを諮問させていただきたいと思っております。 

  それで、次回につきましては２月上旬ごろで日程調整させていただいておりますが、



 - 21 -

次の審議会におきましては、仕組みづくりの滋賀県の方向性、１１道県等で導入されて

おりますものの、それぞれ違ったものがございますので、滋賀県としてはどうしていく

べきかというような方向性についてご議論いただければというふうに考えております。 

  それを受けまして、４月の下旬に、水源林保全のための仕組みづくりの骨子（案）を

事務局で策定いたしまして、それについてご検討いただければというふうに考えており

ます。春になりますので、琵琶湖森林づくりの事業地ですとか、鳥獣被害の状況等、現

地視察等もしていただきたいというふうに考えておりまして、ハードスケジュールにな

るんですけれども、例えば午前中に現地視察をしていただいて、昼からご議論いただく

というような形で、４月は考えております。 

  それで、ちょっと字が細かくて読みにくいのですけれども、２６年の５月下旬には、

県民フォーラムを考えております。それとあわせまして、市町村の意見交換会の開催に

ついても検討しておりまして、４月の審議会でご議論いただきました骨子を県民の皆さ

んに見ていただきまして、県民の意見ですとか、市町の意見も聞きたいというふうに考

えております。 

  そうした県民の意見、市町との意見交換を踏まえまして、６月の中旬には仕組みづく

りの中間報告をさせていただいて、その内容についてご議論をいただければというふう

に考えております。そのご議論を踏まえまして、７月下旬には、最終報告をまとめさせ

ていただいて、それをご確認いただければというふうに考えております。８月の上旬に、

順調にいけばですけれども、答申いただければということで、今後、ご検討、ご議論を

よろしくお願いしたいと思っております。 

すみません。お手元の資料で、第２回は２月中旬となっておるものがあるかもわから

ないですけれども、２月上旬の誤りです。２月上旬に訂正させていただいております。 

以上です。 

○議長：ご説明、どうもありがとうございました。 

  ただいま説明がございましたように、水源林の保全というのが滋賀県では非常に重視

されているわけでございますけども、特に近年、重要な課題として、１つには鳥獣被害

の問題、これをどういうふうに対策をとるかということ、もう１つは、海外の方などで

目的が不明確の中で土地を取得されているケースが、滋賀県内にはありませんけども、

県外で幾つか見られると、こうしたことで対策を考えていきたいというのが事務局から

の説明でございます。 
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  今回は、こういった方向性について皆さんのほうからいろいろとご意見をいただきま

して、今後の審議会の中で詳しく検討していく形になると思いますけども、ただいまの

ご説明に関しまして、委員の皆様からご質問、ご意見とはいかがでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：この水源の森づくりということについて諮問があるわけですが、まだ諮問はされ

ていませんね。これからの話ですね。 

○議長：はい、どうぞ。 

○事務局：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というテーマで諮問を、先ほど部長のほう

から。 

○委員：もう正式にされたのですね。 

○事務局：しております。 

○委員：目下、諮問されたという状態になっておるわけですね。 

○事務局：諮問していると。 

○委員：あと、答申待ちということですね。 

○事務局：これからご議論いただきまして、先ほどのスケジュールにありますように、７

月をめどに答申をいただきたいと思います。 

○委員：それで目下、答申のための検討に入っているわけですけれども、この会合につい

ては、会長先生が中心になってこれを進めていただくということになるわけですが、さ

っき出た話でちょっとお尋ねしておきたいのですけど、水源の森というものは概念を言

うのでしょうか、それとも特定した地域を言うのか、それをはっきりしておいてもらわ

ないと、ちょっとこの取り組みができないです。 

  と申しますのは、滋賀県中ほとんどが琵琶湖の水源の森でございます。特定した地域

をおっしゃるのか、おっしゃらないのか。あと、それをどのようにしてやっていくかと

いうことは、また検討されると思いますので、その辺、諮問されたときに言うていただ

いているとありがたいです。 

○議長：はい。 

  ご回答をお願いします。 

○事務局：水源林という概念につきましては、広く捉えれば、○○委員がおっしゃるとお

り、琵琶湖の周りの森林は全てといっていいほど水源林になるということは間違いない
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ですけれども、一方で、少し話が出ておりました例えば外国資本等による目的不明な土

地取引を守るという個々のケースになったときに、ある程度の水源林の範囲を絞ってい

くということも、最後としてはあるのかというふうに思っておりまして、そういったこ

とを含めまして、滋賀県全体を対象にするのか、あるいは重要な水源というのは改めて

定義づけをして、その中での取引について牽制のための規制をしていくのかというとこ

ろも、実は大きな議論の争点かなというふうに思っております。 

○議長：はい。 

  という今のご返答ですので、これから詳しく検討していくという形で、今の段階では、

まだ明確にどこから、どこまでを水源にするかということも定めているわけではなくて、

この審議会の中で、どこまで対象にするのかを検討していくということも考えなければ

いけませんね。 

  はい、どうぞ。 

○委員：率直な感じとしまして、諮問された確たる腹がちょっとまだ読み切れないという

状況だと思いますので、以後、会長先生と下打ち合わせしていただきまして、こういう

感覚で諮問したのだというとこら辺、具体的にきちっとおっしゃっていただきたい。そ

うでないと話が大きくなってまいります。なぜなら、もう既に外国人がたくさん日本の

土地を買っておるんです。滋賀県のゴルフ場も大方、外国人が買っておるんです。ただ、

あれを森林と言わないだけのことなんです。たくさん外国人が買っておりますので、先

ほどの表に出たぐらいの面積じゃないんですよ。 

そういうふうに考えますと、広い概念でつかまえたときの水源の森というのと、水源

の森という特定したときの水源の森というのと、答申に対する検討の仕方が変わってま

いりますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

先生、そういうことでございます。 

○議長：はい、わかりました。 

  そうしましたら、ただいまのご指摘のとおり、事務局側と会長のほうでもう少し協議

を行いまして、どの森林を対象にするのかと、その水源林の定義について事務局側と進

めたいというふうに思います。ご指摘、どうもありがとうございました。 

  その他、ご質問、ご意見等いかがでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：仕組みづくりという形でおっしゃっているんですけども、この中で見える部分、
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例えば今おっしゃった外国の方が買われるとか、食害があるとか、間伐の処理の仕方み

たいな形があるんですけども、水源林も含めて森・木の部分を本当に仕組みづくりで効

果を出していこうとすると、県民という部分がもう少しその中に入ってこないといかん

のではないかと。行政の方は解決を迫られるから、形、形で上からかぶせてこられるん

ですけども、水源の森を保全するという部分を生活している方が本当にそれを理解して、

納得できるというような仕組みづくりも含めてやっていかなければならないのではない

かと。 

  といいますのは、基本的施策にはそこの部分を非常に大きく取り扱っているんですけ

ども、どうもここへ行くと具体的な対策になってしまって、ソフトの部分がもう少しこ

の中に入ってくると、県民目線で、なるほど水源林保全のためには、こうしなければな

らないというような形、もちろん市民参加という形、県民参加という形でできるのでは

ないかと。そこのところが今のご説明の中ではないので、取り入れていただけたらみた

いな形の意見として申し上げさせてもらいます。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  事務局のほうから、何かご返答はございますでしょうか。 

○事務局：貴重なご意見、ありがとうございます。おっしゃるとおり県民目線という非常

に大事な視点だと思います。実は、現行条例をつくるときにもそういった視点は織り込

んでおりまして、既にＮＰОであるとか、住民さんの団体が積極的に里山づくりに関わ

ってくれるとか、そういった仕組みについては既に用意しているということがございま

す。 

ただ、先ほどありますように、新たな課題がありますし、そういうところに対して今

後どのように関わっていただけるのかというあたりにつきまして、さらに検討を深めて

いきたいというふうに思います。この検討の中でも、先ほどのスケジュールにありまし

たように、試案ができた段階で県民の意見を聞くような場、あるいは当然市町も関わっ

ていただきたいので、市町の意見も聞く。そういったことを通じて、より県民の方にご

納得いただけるような仕組みをつくっていきたいと思っております。 

○議長：ただいまご回答がありましたけども、琵琶湖森林づくり条例に関しましては、既

に今の段階でも県民というのが位置づけとして入っておりまして、県民が何をすべきか

ということは規定されているわけでございますけども、この条例の後、先ほど提示があ

りました課題としまして、鳥獣被害であるとか、土地取引等に関しましても、同様に県
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民目線でこういったものをどう考えるのかと、そういった視点はやはり必要かと思いま

すので、これから具体化していく中で、ぜひ県民という主体を入れていきたいというふ

うに思います。ご指摘、どうもありがとうございます。 

  その他、ご質問、ご意見はいかがでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：今回の条例改正の狙いの一番は、事前届出制度を導入するということがメーンで

されているのだと理解しているのですけれども、たしか長野県のほうで外国の人が買わ

れる、買われないではなくて、今、再生可能エネルギーのほうで太陽光パネルを設置す

るという目的で企業が申請して購入された土地を、外国の方に売られているという状態

があるというふうに聞いたのですが、この取引の届出制度を創設したときには、そうい

うことを追っていけるようになるのでしょうか。 

○議長：はい。 

  ご返答をお願いいたします。 

○事務局：恐らくさまざまなその取引の形態があると思うので、現行法上、事後の届出で、

どういうふうに土地が動いたかというのは把握できるわけですけど、それでは契約が終

わって、例えば売買代金の決済が終わったとかという状態で初めて行政が知るというこ

とになりますから、そうではなくて、それを事前に届けるという形で行政のほうが情報

をつかむ。そのことによって、地域住民の方にも周知はできるだろうし、ある意味、そ

れが牽制効果になって、そういう不確かな、あるいは目的があやふやなものについての

一定の抑制にはなるだろうというふうに思います。 

問題は、その事前に受け付けたものが、さらに転売とかになっていくということを、

追っかけるシステムが残念ながら今、先行している１１都道府県があるのですけども、

その条例の中を見ても、恐らくそういったことを規定したものはないと思います。それ

は非常に重要な視点で、最初の段階では、その目的がはっきりしているという取引であ

っても、その後、わけのわからない取引があるということに対する歯止めの手段として

は、どこも持ち合わせてないのではないかというふうに思います。 

○議長：はい。 

  今ご返答がありましたように、転売をするというケースに関しましては、今の仕組み

では完全にそれを把握するのは非常に難しいかと思われます。ただ一方で、滋賀県の琵

琶湖の水源林という位置から考えますと、転売、転貸、振り替え、最終的に全く違う目
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的にされるというのは非常に困ったことになるかと思いますので、今の法の枠組みの体

系の中で、こうした転売したものをきちんとコントロールするか。それをどこまででき

るのかということを、これからきちんと検討していく必要があると思いますね。 

何分にも、基本的に森林というのは市場経済でございますので、土地所有者が自由に

それを利用する権利を持っておるわけですので、完全にその土地の管理というものに規

制をかけるのは難しいかと思いますけども、現在のこういった枠の体系の中で、的確に

どこまでできるかということを検討する必要があるかと思っております。 

 事務局は、そこら辺について少しまた議論を進めていただきたいと思います。ご指摘

どうもありがとうございました。 

 その他、ご質問、ご意見等、いかがでしょうか。 

はい、どうぞ。 

○委員：多賀町の○○です。 

多賀町は、森林面積が８６％を占めております。先生も先ほど言われましたけど、こ

こ２０年、平成に入ってから林家が山に目を向けていただけないということで、なかな

か整備が行き届いていない。そのような状況の中、今まで森林組合が中心になって森林

への取り組みをやっていたんですけど、そこで行政もその中に入って、多賀町では一体

となってやっていこうという取り組みを、最近仕掛けつつあります。 

  なぜこれをするかといいますと、整備されていない森林を健全な山づくりに努めてい

く、その１つが、今も諮問にありましたように、間伐の推進をしていく。もう１つ、境

界の確認、それで間伐材を利用する。そのような取り組みをこれから進めようとしてお

ります。そして、森林の整備への取り組みが必要であるという、もう１つ大きな理由と

して、最近の水害・災害、かなりの集中豪雨がことしもたびたび発生しました。この多

賀町でも１時間当たり５０ミリも降ると、山からの土砂流出、そして放置材が流木とし

て流れ出てきます。それも、山の健全な管理ができていないということが、ここ最近か

なりの土砂の流出、それとともに災害が増えている理由の一つであるかなと。 

私たちはそういう思いのもとに、健全な山づくりを今しないと、滋賀県全体の山から

里山、里、そして琵琶湖、その生活がこのまま放っておくと維持できなくなるかわから

ない。そういう思いから危機感を持って、まず多賀町から、○○委員がおられるのに失

礼ですけど、甲賀も実際に物すごくやっておられますので、私たち多賀町からもそのこ

とを発信しようと。 
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その意味からも、実行する仕組みを、県として、この中にぜひとも入れていただきた

い。ただ単に言葉を並べるだけでは、もうその時代は過ぎたと。そのようなことでは琵

琶湖を守れない、森林を守れないという思いを持っておりますので、皆さんでやっても

らうような取り組みを、ぜひともこの中に示していただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

○議長：はい。 

  事務局のほうは、何かご返答することはございますでしょうか。 

○事務局：今、○○委員がおっしゃいました思いは、全く私ども一緒でございまして、い

ろんな理屈、理論がございますでしょうけど、実効性がなければ健全な森林づくりは進

められないと思いますので、そういった部分も含めて、この仕組みづくりの中で検討し

ていきたいというふうに思います。 

○議長：ご指摘、どうもありがとうございます。 

  はい、どうぞ。 

○委員：今のことについて、もう一言です。行政も、山を持っておられる方も一生懸命や

っておられるのですけど、間伐材を何とかしようという形で、伐って出されるのですけ

ど、山持ちの方とか林業の担当者といろいろお話をすると、結局、伐っても出しても、

次はどうするのやと。ここがどうしても今までの林業政策のネックになっていまして、

じゃ、その木を使えるのかと。いやいや、使ったらいいやないか、椅子をつくったらい

いやないかという程度でして、それで本当に間伐材をうまく推進して処理できているの

かと。ここで皆行き詰ってしまって、あかんわけですね。本当にご苦労されているんで

すよ。 

ですから、それは何らかの形で消費という部分で県民に関わってもらわないと、僕は

うまくいかないのと違うかなと思って、最前そういう意味で申し上げたんですけども、

それは今回の仕組みづくりとは直接関係ないと言われたら、本来の部分ですから、そう

かもわかりません。 

ただ、そういう仕組みをしないと、森とか木とか、そういうことを考えて一生懸命や

っているけども、最終とどのつまりが詰まってしまって、じゃ、その木をどうするのや

という形になると、そこの部分で、これは林業の仕事やないと。消費や、市民生活やと

いう部分になってしまうので、この辺も、木が使えるような仕組みづくりみたいなもの

も要るのやと思います。特に間伐という部分について、もちろん県民の意識も含めて、
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そこへ投げないと、なかなかこの問題はうまくいかないのではないかなと思って、ちょ

っと発言させてもらいました。 

○議長：どうもありがとうございます。 

  はい、どうぞ。 

○委員：今の点です。当然間伐しますので、それを利用する方法として、私たち多賀町も、

まず公共施設の木質化、それに建物を建てる場合には木造の建築物、それは滋賀県全体

の中で、まずそれを広めていかなければならない。それとともに、この地域の中で木造

住宅を建てていただくために、どのような手法をとるか。それは本当に重要になると思

っていますので、これをしっかりと議論し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。 

  事務局のほうから、何かご返答はありますでしょうか。 

○事務局：どうも、ご意見ありがとうございます。 

  以前からよく言われていることですけども、林業が業としてうまく回っていれば、そ

ういったことからも森林は健全な姿になるんだという意見があります。ただ、残念なが

ら、ここ最近はそういう状況でないというのも、また事実でございます。それと、何よ

り健全な水源林の保全があってこそ、今で言えば、逆に林業に目を向けてもらえるのか

なということもあります。 

正面切って、この条例、あるいは改正条例が、産業振興条例という位置づけでは残念

ながらなくて、あくまでも森林の多面的機能の価値を高めていく水源の保全のための条

例というのが大きな柱でございます。ただ、その中に県産材の利用であるとか、あるい

はＣО2 固定のための間伐材の搬出であるとか、そういったことが入っておりますけれ

ども、一義的には水源林の保全、あるいは森林の多面的機能の保全ということが大きな

柱でございますけれども、確かに今おっしゃいましたような、本来の業の部分、これを

おろそかにするわけにはいきませんので、今のところ県産材の利用のためのいろんな施

策はやっております。 

それをいかに、これから議論していただく新しい改正条例の中に、うまく取り込める

かということも大きな課題というふうに認識しております。現在の木材の利用につきま

しては、室長のほうから説明してもらおうと思います。 

○事務局：森林政策課の○○でございます。 

今回の諮問といたしましては、水源林保全のための仕組みづくりということでござい
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ますけども、今、○○委員と○○委員のほうから話がありましたように、森林づくりを

突き詰めていくと、必然的に木材利用というのは避けて通れないというのが現状だと考

えております。 

今、課長も申し上げましたように、この委員の中にも流通をされている方、森林組合

の方、○○委員のように行政として木材利用の中で森林づくりを進めていこうと取り組

んでいただいている方、さまざまな方がおられまして、まさに県民といったいろんな立

場の方がおられます。 

その中で、木材利用も必要だということで、これは数年前からやっておるんですけど

も、現状で言いますと、県民の皆さんの意識が高くなってきておりまして、木材を利用

するという意識は以前に比べればかなり上がってきています。ただ、いかんせん、それ

に向けて木材を伐って出して、流通させて加工して、木造住宅とか木造の公共施設にし

ていくという部分が、滋賀県においてはまだまだ弱いというのが現状でございまして、

その部分の仕組みづくりを何とかしようということで現在取り組んでおります。 

私たち林業のほうで言えば、川上と川中と川下という言い方をさせていただきまして、

川上は山のほう、最初の諮問にありました地域森林計画を中心としました山に向いての

施策、川中は流通とか加工とか、木を出してそれを流していくという部分でございます。

川下は利用する側でございます。それは県民全体、皆さんに関係するところだと思うの

ですけども、こういった川上から川中・川下をつなぐ県産材の流通の仕組みをつくって

いこうということでやっております。 

実はちょっと芽が見えてきておりまして、○○委員の森林組合連合会のほうでは木材

流通センターというのを昨年開設させていただきました。また、国の補助金も使いなが

ら木造公共施設整備事業をやっておりまして、市町のほうも木造の公共施設に対する意

識も高くなってまいりまして、去年あたりからかなり木造公共施設をつくっていただい

ております。川下につきましては、そういったことでございます。 

また、川中につきましては、加工の部分ですね。そういった需要に応じた製材品が供

給できる形に持っていくということで、きょうも木材加工関係の委員の方もおられます

けども、そういった方に頑張っていただきまして、木材加工して供給していくといった

ものを総合的に進める中で、最終的に利益が山に還元されて森林が循環的に回っていく

という仕組みをつくっていくのが、今回の森林・林業施策のビジョンでございますので、

それに向けてやっていきたい。 
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その中で、水源林保全のための条例ということで、こういったものについても条例の

中でルールづくりをしていくというのが基本でございますので、今ご意見をいただきま

した流通についても、しっかりとやっていきたいというふうに考えております。以上で

ございます。 

○議長：どうもありがとうございます。 

  はい、どうぞ。 

○委員：私は１回目なので、いろいろと意見を言いたいところがあるのですけども、この

森林審議会が諮問してくださいという内容について、水資源保全のための仕組みづくり

という形でされていますけども、皆さんがおっしゃったように、その水源の森を守ると

いうときに、今ある条例の基本計画を進めていく上で、もっともっと議論を交わしてい

きたいというのは各委員さんが思っておられることで、私もその事業の中の細かい部分

をもう少しお聞きしたいというところもあるんです。 

この水源の森を守るというときに、仕組みをつくっても、例えば保安林に指定してし

まえば保全されるかというと、そうではなくて、保安林が適正に管理されているかどう

かを、どういうふうに見ておられるのかというのもあります。今、流通ということがあ

りましたけども、県民のほうからすると、施策のほうでいろいろと進められているのは

あるんですけれども、一般市民から見ても、森林ボランティアの立場から見ても、搬出

するには集約化のほうで大規模には進められていますけれども、一方で、制度が変わっ

た時点で、小規模なほうの放置林が増えないかというふうな心配も出てきていると思う

のですね。 

なので、林家さんの意識がどうなるのかというのも大分疑問に思うところもあるんで

すけれども、森林ボランティアの数も大分増えてきていますし、方向もいろいろあると

は思いますが、本当にその人たちの思いと労力が、間伐材の搬出なり、間伐するという

ことに有効に利用されているかどうかというところがすごく疑問に思うところもありま

して、ボランティアの仲間の中でも、自分たちがもっと搬出に関われるんじゃないかと

いうところもあるんです。 

そういうふうな思いとか、いろんな分野の方々、特にこういう森の施策というのは中

山間地のほうでは、先ほどもありましたように、高齢化、過疎化の問題が出てきていま

すので、結局は林政だけの問題ではなくて、部局横断的に、福祉のほうであったり、地

域おこしのほうであったりというふうな動きが他府県で大分進んできていますので、滋
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賀県のほうでも、たくさんの分野の方々を巻き込んだ形で、森を守る、流通を回してい

くという方向をもっと議論できたらなというふうに思います。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  何か、事務局のほうで、ご返答することはございますでしょうか。 

○事務局：ありがとうございます。今おっしゃいましたように、いろんな立場の方がもっ

ともっと森林に関わっていただきたいという思いは全く一緒でございまして、例えば県

でも、企業がその地域の森林と協定を結んで何年間かボランティア活動したり、あるい

は森林施業のために費用を負担したりといった取り組みも２０例以上、施設の中でもで

きております。そういったことも含めまして、さまざまな主体が森づくりに関わってほ

しいというふうに思っています。 

  そういったことを県民の皆様にお願いする上でも、水源林の保全の大切さみたいなも

のを、この条例の改正の議論を契機にもっともっと広めていきたいなというように思っ

ています。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  今、委員から何人かご指摘がありましたように、林業経営の問題であるとか、あるい

は一般市民や森林ボランティアの問題であるとか、さまざまな問題が実際には、こうし

た水源の保全に関わってきているのは間違いのない事実だと思いますので、そういった

多方面の観点からこの問題に対して、この審議会の中でも検討していく必要があるかと

思います。 

  ともあれ、今回の議題に関しましては、水源林保全のための仕組みづくりというふう

になっておりますので、特にこれに関してもう少し議論を続けたいと思いますけども、

この点に関しまして、何かご質問、ご意見等はございませんでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員：今回の目玉といいますか、土地取引と事前届出制度ということになるかと思うの

ですけど、非常に突っ込んだ制度を創設するということで期待をしております。ただ、

届け出で、ある一定の牽制にはなるのでしょうけど、規制ということまではなかなか厳

しいのかなと思っております。目的によって、どのような判断をなされるのかですけど

も、確かに所有権が日本ではすごく強くて、所有者の権利が守られるのですけれども、

森林というのは多面的機能とか、そういうことを考えますと、所有者は所有権を持つと

ともに、森林を管理するといった責任も持つんだと。そういう視点でもって、ある一定



 - 32 -

の制限の中ではありましょうけれども、森林管理についての責任をちゃんと求めていく

という姿勢で、こういった制度をきちっとつくってほしいなというふうに思います。そ

れが１点です。 

  もう１点は、鹿の被害の問題は後出しされているのですけれども、もちろんニホンジ

カの被害は非常に深刻で対峙していかなければいけないのですが、二ホンジカのことだ

けではなく、文言としては生物多様性保全という文言も入っておりますが、特に薪炭林

の放置とか人工林の放置の状況というのは、いろいろな野生動物に複雑な影響を及ぼし

ていることは御存じだと思うのです。よく忘れがちなのは、薪炭林が放置されているこ

とや人工林が放置されていることによって、大型猛禽類などの希少種の生息が厳しくな

って、滋賀県内でも森林を放置することによって、そのような希少種の生息が難しくな

っていると、そういった面も持っています。 

  先ほど業として森づくりとか、そういうことが回っていけば解決するというお話でし

たけれども、これは野生動物と人との関わりという、被害を起こす生き物もそこは同じ

で、絶滅危惧種になっている希少種に対しても森林の放置は非常に大きな問題をはらん

でいますので、今回の仕組みのづくりの中にどこまで入れてもらえるかわからないです

けれども、単なる文言だけじゃなくて、多面的な機能という意味で、生物多様性保全、

もう１つ、地球温暖化対策としての側面も持っているんだよというあたり、文言として

あるんですけれども、もう少し明確に入れていただき、県民の方にも、ああ、そういう

ことにも関係しているんだなということがわかるような、そういった仕組みにしていた

だけたらと考えています。以上です。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  非常に重要なご意見だと思いますけども、事務局のほうから、何かご返答することは

ありますでしょうか。 

○事務局：どうも、ご意見ありがとうございます。最初の森林所有者の責務につきまして

は、現行条例の中でも森林所有者の役割ということで一定関わってもらっているのです

けども、さらに一歩踏み込んで、森林所有者がみずから所有している森林をしっかり管

理する責務があるんだよということで、何とか理解していただけるような議論を巻き起

こしていきたいと思います。 

  それから、大型猛禽類の話であるとか、地球温暖化防止につきましては、この条例を

議会等に説明するに当たりましては、議会からも質問がありまして、知事の答弁の中に
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総合的な条例にするという意向もございますので、そういった点も踏まえまして検討し

ていきたいというように思っております。 

○議長：はい。 

  今ご指摘にありましたように、日本は所有権に対して非常に強い法体系になっており

まして、所有者が基本的にどう利用するかということを全て決める権利を持っていると

いう形が、土地に関しては適用されております。ただ一方で、森林の場合には、さまざ

まな多面的機能を持っているのは間違いありませんので、完全に土地所有者に自由に任

せると、しばしば乱開発が起きてしまったりする、そういった問題があるわけですね。 

  こういった点に対して、今の法の枠組みの中で、どこまで踏み込むことができるのか

ということに関してはなかなか限界がありまして、ほかの府県でも同じような問題が起

きておりますけども、同様にそこまで踏み込めていないのが実情じゃないかと思ってお

ります。滋賀県は琵琶湖という非常に重要な水源域を抱えているわけですから、ほかの

府県に比べて一歩先駆けて、もしかしたら新しい取り組みができるのかもしれません。

その辺は、もう少し議論を詰め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、もう１つ、森林の放置における野生動物への影響の問題点、これは近年、

重視された形でございます。実は私自身も今、生態物の共同研究を行っておりまして、

森林管理を放置されることによって、それが野鳥に対してどんな影響をもたらすのか。

そういった研究を行っているのですけども、今の中でわかっていることに関しまして、

きちんと間伐を行うとか、森林管理をすることが積極的に野鳥の数を増やすことに貢献

できるといったことが、だんだん研究によってわかってきております。 

  そういったことからも、例えば温暖化対策であるとか、あるいは木材生産という観点

からだけではなくて、生物多様性の観点からも、実際の森林管理という重要な役割をも

たらすことになるという形で位置づけることが重要じゃないかというふうに思っており

ます。 

ご指摘、どうもありがとうございました。ぜひこういった点から議論していきたいと

いうふうに思います。なお、今の点を考えますと、水源林保全のための仕組みづくりと

いうふうになっておりまして、あくまでも水源林保全という観点だけだったのですけど

も、決してその水源保全機能だけではなくて、それ以外のさまざまな多面的機能も実際

ここに含まれているのだということを、ぜひご理解いただきたいと思っております。 

  ほか、ご質問、ご意見等、いかがでしょうか。 
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  はい、どうぞ。 

○委員：これまで、いかに実効性のある内容にするかというお話があったかと思うのです

けれども、二ホンジカの件にしろ、間伐おくれとか森林の話のことを考えますと、実際

に仕組みをつくっていこうとする場合に、じゃ、今どういう状態なのかという把握なし

では、どこから、どのように手を打っていったらいいのかという、その仕組みづくりが

なかなか難しいのではないかというふうに思うんです。 

  この審議会で、例えばニホンジカに関しては、どこに、どのぐらいの生息密度がある

のかというようなデータがお示しいただけるのかどうか。あるいは、それらも含めて、

じゃ、実際にどういう場所にニホンジカが多くて、あるいはどういうところで間伐がお

くれているんだというようなものを具体的に示していけるようなものを、仕組みづくり

の中に組み込んでいくような形にしていくのか。その点についてちょっとご意見を伺え

ればと思っております。 

○議長：はい。 

  事務局のほう、いかがでしょうか。 

○事務局：これから議論していただくための参考になるような諸データ等につきましては、

準備をさせていただこうと思っておりますし、まず２月の初めにやる次の審議会、ある

いはそれまでに、そういった資料を送付できるものは送付させていただき、どういう課

題があるのか。あるいは、それに対してどういう手を打てるのかというあたりを、次回

の審議会でまず報告させていただいて、議論いただきたいなというふうに思っておりま

す。 

○議長：はい。 

  ということで、今回はどちらかというと問題提起の形になっておりまして、現在、こ

ういう問題を抱えているということにとどまっておりますけども、次回以降の審議会の

中で、もうちょっと具体的に、こういう方向性で政策を考えるといった提案をしていた

だき、それをもとに皆さんでご検討いただくという形になるかと思います。ぜひよろし

くお願いいたします。 

  ほか、いかがでしょうか。 

その他、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：○○と申します。 
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審議会でこれまで重要な案件とか課題、各方面からいろんな話をさせていただきまし

たし、お聞きもいたしましたけど、今回の審議会は、条例を制定した後、１０年の間に

顕著に、しかも猶予ならない大事な案件が出てきたと。これを行政で調査・対策、ＰＤ

Ｃを含めて、されている中に、国の施策を待っているという以上に、県の喫緊の課題と

して実情を周知し、しかも県民がそれを理解して、条例の中に持っていこうという非常

に熱心な意志を私は感じます。それの１つは時間がない。これはなんぼ繰り返しても答

えは明白なんですね。方法とか、いろんな課題もありましょうが、シカの問題は、森が

壊れるというところまで来ているということに、真剣に焦点を当てて私は考えたいと思

います。 

それと、私も全国の活動の中で意見交換をしておりますが、全国の森林規模で言いま

すと滋賀県はさほどじゃないかもわかりません。それから林業の生産材、その生産高で

言うても、そう突出して林業県といわれるとこではないかもわかりませんが、この水源

を持っているということの大きな意味は、その周囲の森が全国でも飛び抜けて大事であ

るということを、逆に、私は感じてまいりました。琵琶湖がよく目につくものですから、

琵琶湖、琵琶湖と言いますけど、琵琶湖以上に大事なのは、長年、先人が守ってきて育

成されてきたこの地形がつくった四囲のすり鉢状の森林、千ﾒｰﾀｰを囲んだ森林が大事で

あって、それが生きているから琵琶湖はあると、今日考えてもいいかと思うのですね。 

滋賀県をそういう目で見てみますと、全国でも類のない森林荒廃を来して、林学の人

が必ず学ぶという、余り知られてないのですけど、森林荒廃の原点を琵琶湖は持ってい

るわけですね。田上山という１３０年の砂防資産、これをやってきた歴史を体験してい

るはずなんですね。これに汗をかかれた地域の人、先人、それから植栽に加わった子ど

もたち、すごい歴史が私はあると思います。歴史的には、そういうところから杣という

仕組みが本県では生まれております。山作所というような仕組みもできていると。 

あわせて、木地師の発祥の地も含めて、森林と地形と林業については全国でも本当に

学ぶべき先人の汗と史跡が残っている県であると。そういうところにおいて条例ができ

て、喫緊の課題が１つありますと。滋賀の問題はもうありませんけど、そういうことで、

これは県民のニーズとか考え方、意見は当然大事ですけども、あとに県民フォーラムも

あるようですけど、実際に林地を取得された県は林野庁のデータで７県ですか。それに

対応する水源林の保全ということで、条例制定されたのが１１道県で、取得されてなく

ても、条例を制定している県が既にあります。それから、取得されているけど、まだ条
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例にいってない県もあります。 

その両方を見ておりますと、滋賀県は、先ほど言いましたようなことから、歴史的な

こと、それから重要な地点、淀川水系ということを含めて、事象が起きてから真剣に論

議という、その辺は、こういう場があって先取りをして真剣に絞っていくということで、

これは時間的にタイトとかいうような意見もあるかもわかりませんけど、私はこの問題

をしっかりとやって、論議の論議ということよりも、ＰＤＣもありますけど、早目に暫

定的な対策を打っておくと、そこから起きてくる問題はいっぱいあると思います。 

だから、喫緊性ということも十分理解し、県民には、そういう土地が買われたとき、

それがどうなるかというようなことについて私らは日常活動で啓発をしておりますし、

そういう見聞も深めていきたい。逆に言えば、保安林とか治山ということについては、

この条例で子どもに教育をして、全国的にも評価はあると私は見ておるのですが、こう

いう問題も県民の生活レベルで、本当に家の中で論ずる大事な問題があると思いますの

で、私は常々言っていますように、県民にそういう情報をもっと頻繁に分けてやる、あ

るいは情報を伝える人が、日常の活動で並行して生まれることも大事だと思います。 

それに加えて、これからフォーラムがありますと、北海道の土地取得された地域は、

その後どうなっているとか、それを受けて、どういう問題が起きているかというのは、

県民の聞きたいところになってこようかと思います。だから、お仕事をされる方は多忙

の中でありますが、こういうふうに取得されたところの予測される現象とか、将来課題

に思っておるような情報は頻繁に集めていただいて、フォーラムでも有効に県民に理

解・納得いただけるような有意な情報があれば、あちらにも理解しやすいし、そういう

こともあわせてお願いしたいと思います。 

これは審議会に入りまして、具体的に、しかも焦点がはっきりしている問題を論ずる

場になったテーマだと思いますので、一生懸命努めたいと思います。以上です。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  事務局から、何かご返答することはございますでしょうか。 

○事務局：どうもありがとうございます。 

  今後、具体的な議論をいただくために、今ご指摘いただいたような先進地の調査、あ

るいは既に目的不明な土地取引のあった事例等、その後どうなっているか、可能な限り

調べさせていただきたいと思います。それと、大変タイトなスケジュールでありますけ

ども、一方で、この問題はスピード感も大事だというふうに思いますので、どうかよろ
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しくお願いしたいと思います。 

○議長：はい、どうもありがとうございます。 

  今ご指摘がありましたように、非常に急いでやらなきゃいけない状況に私たちは追わ

れていると理解する必要があるかと思います。国の政策を待っていては多分遅いんじゃ

ないかと、これはご指摘のとおりだと私は思うのです。ですので、できるだけ短期間で

ございますけども、ここの審議会で何らかの結果を出したいというふうに思っています

ので、ぜひ委員の皆様のご協力、よろしくお願いいたします。 

  残り時間が大分少なくなってきましたけど、何かほか、ご質問、ご意見等はございま

すでしょうか。よろしいでしょうか。 

  そうしましたら、委員の皆様からいただきましたご意見をもとに、事務局のほうで少

しこれを具体化する作業をしていただ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。 

  事務局側から提案されている議題は、以上２件でございますが、何か委員の皆様のほ

うから追加で議論すべきことはありますでしょうか。 

  特にないようでしたら、本日の議題はこれで終了したいというふうに思います。どう

もありがとうございました。 

  そうしましたら、あとは事務局のほうに戻したいというふうに思います。 

○司会：どうもありがとうございました。 

栗山会長には長時間にわたり議事進行していただきまして、ありがとうございました。 

また、委員の皆様方も、大変ご熱心にご審議いただきました。まことにありがとうご

ざいました。 

それでは、その他の事項といたしまして、事務局からご連絡を申し上げます。 

その前に、○○委員のほうから、先ほどご提示がございまして、調べておくというこ

とで回答させていただいたのですが、その件、事務局のほうから連絡等をさせていただ

きたいと思います。 

○事務局：先ほど荒廃地のお話があったんですけれども、基本的には豪雨等の自然現象に

より災害を受け、山地表等が裸地化して植生を変えておるところでございます。木の生

えていない無立木地や、はげ山、それから谷の渓流の部分など、そういうところのはげ

山等でございます。森林も面積で積み上げた数字ということになっておりますので、ご

了解のほうお願いしたいと思います。 
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  それから、今後の予定は２月の上旬でございますけれども、皆様に事前に予定表を配

らせていただきますので、また後で、事務局のほうに提出をしていただきまして、今後

の日程等を決めていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  最後に事務連絡ですけれども、前回９月１０日に森林審議会を開催させていただきま

した。琵琶湖森林づくり基本計画の２４年度の実績評価について、ご審議していただい

たのですけれども、評価案につきましては、前の審議委員の方々を含めまして、１１月

の下旬に事前に皆様方にお送りしているような状況でございます。特に意見等はいただ

いておりませんので、案のとおりさせていただきまして、今後、県の対応方針等の取り

まとめをさせていただきまして、年度末までにはお送りさせていただきたいと思います

ので、ご了解のほうお願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

 

９ 閉会 

○司会：それでは、委員の皆様方には、長時間にわたるご議論、大変ありがとうございま

した。以上をもちまして、第１０１回滋賀県森林審議会を終了させていただきたいと思

います。 

本日は、まことにありがとうございました。 

[午後 ３時２４分 閉会] 

 

 

 


