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〔午後 ２時 ０分 開会〕 

１ 開 会 

２ 定足数の確認 

○司会：ただいまから第１００回滋賀県森林審議会を開催させていただきたいと思います。 

本日の審議会は、委員１５名様のうち、ご出席いただいております委員１２名様がご

出席いただいております。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

が成立しておりますことをご報告させていただきます。 

それでは、議事に先立ちまして、琵琶湖環境部技監、中嶋がご挨拶させていただきた

いと思います。 

中島技監、よろしくお願いしたいと思います。 

○琵琶湖環境部技監：失礼いたします。森林政策課長の中嶋でございます。どうぞよろし

くお願い申し上げます。 

  本日は、第１００回の滋賀県森林審議会ということでございまして、委員の皆様には

大変お忙しいところご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。また、日ごろは

県の森林・林業施策の推進につきまして、格別のご理解、またご協力をいただきまして、

厚く御礼を申し上げたいと思います。 

  また、去る７月２４日でございましたけれども、審議会の現地調査を開催させていた

だきました。天候不順な中ではありましたけれども、多数の方にご参加をいただきまし

た。誠にありがとうございます。重ねて御礼申し上げたいと思います。 

  現地調査につきましては、昨年に続いてことしが２回目ということでございますけれ

ども、私どもが取り組んでおりますさまざまな事業の一端をご覧いただけたかなという

ふうに思っております。そういったことで、直接現地を見ていただいたことによりまし

て、基本計画の評価をしていただく上で、幅広いご意見をいただけるものと期待いたし

ております。そのご意見を私ども真摯に受けとめ、また加えまして、今後の事業の改善

に取り組むための参考とさせていただきたいというふうに思っております。 

  さて、琵琶湖森林づくり基本計画でございますけれども、この計画は平成１７年度か

らスタートしておりまして、平成３２年度までの１６年間の計画でございます。平成１

７年度に計画を策定して以来、この間、さまざまに森林・林業を取り巻く情勢が変化を

してまいっております。そういったことから、県産材の安定供給体制の整備であります

とか、吸収源対策としての森林整備の促進といったところを踏まえまして、平成２１年



 - 2 -

度に計画の見直しを行ってきたところでございます。 

  本日の審議会は、昨年度、平成２４年度に実施いたしました施策の評価をいただくわ

けでございますけれども、平成２４年度というのは、今申し上げました１６年間の計画

のちょうど中間地点、いわば折り返し地点に当たります。過去を振り返るタイミングで

もありますし、先の８年間を見通す時期でもございます。 

  そういったことから、委員の皆様には忌憚のないご意見を頂戴いたしまして、今後の

施策の展開、あるいはまた次期の基本計画の改訂の準備をしなければならない時期でも

ございます。そういったところに反映してまいりたいというふうに考えておりますので、

本日はどうかよろしくお願いを申し上げます。 

○司会：中嶋技監、どうもありがとうございました。 

  それでは、早速でございますけれども、本日の議事に移らせていただきたいと存じま

す。 

  議長は、運営要領の第３条に従いまして、会長にお願いしたいと思っております。 

  会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長：それでは、議長を務めさせていただきます。皆様、ご協力賜りますよう、どうか

よろしくお願い申し上げます。 

  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きましては、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、公開の方法につきましては会議の傍聴と議事録の公表により

ます。 

 

３ 議事録署名人の指名 

○議長：次に、本日の議事録の署名人を指名させていただきます。 

  ○○委員、○○委員にお願いいたしたく存じます。 

  ○○委員、○○委員、よろしくお願いいたします。 

○両委員：（うなずく） 

 

４ 議 事 

 ○「琵琶湖森林づくり基本計画の平成２４年度実績の評価」について 

○議長：それでは、議事に入りたいと存じます。 
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  本日の案件は、「琵琶湖森林づくり基本計画の平成２４年度実績の評価」についてでご

ざいます。 

  予定終了時刻は午後４時３０分となっておりますので、議事の円滑な進行について、

よろしくお願いいたします。 

  それでは、「琵琶湖森林づくり基本計画の平成２４年度実績の評価」について進めてま

いります。 

  本審議会での意見をもとに作成されました進捗状況、点検・評価シートによりまして、

琵琶湖森林づくり基本計画の平成２４年度の実施状況について評価をいただきたいと存

じます。 

  それでは、評価を行うに当たりまして、事務局から資料のご説明をお願いいたします。 

○事務局：本日の琵琶湖森林づくり基本計画の資料等につきまして説明をさせていただき

たいと思います。 

  まず、お手元の資料の確認でございます。 

  次第というものがございまして、その下に資料１から資料６までございます。それか

ら、パンフレット類が合計で５種類ございますので、ご確認のほうをお願いしたいと思

います。 

欠けておりましたら、事務局のほうまでお申し出てください。 

  よろしいでしょうか。 

  それでは、説明のほう、進ませていただきたいと思います。 

  既に委員の方々につきましては、資料を事前に配付させていただいておりますけれど

も、若干そのときと修正している部分がございますので、まずはその部分の説明をさせ

ていただきたいと思います。 

  まず、資料１のほうを見ていただきたいと思います。 

  基本施策の３、森林資源の循環利用の促進という部分がありますけれども、さきの資

料では、ここが間違って、県民の主体的な参画の推進ということころで、（１）の部分で

すけれども、県産材の利用の促進ということで修正をさせていただきました。 

  次に、戦略プロジェクトの１、環境に配慮した森林づくり推進プロジェクトでござい

ます。丸の３つ目の年間作業道等開設延長でございますけれども、平成２４年度の数値

につきまして、林業専用道９６０ｍの数値がお渡しした資料には入っておりませんでし

たので、それをたし込みまして修正をさせていただいています。 
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  資料２でございます。 

  １ページのほうでございます。これも今言いました同じところでございます。真ん中

より下段になりますけれども、基盤整備の推進のところ、１１万３,５１２ｍと書いてお

ります。お渡しした資料には、１１万２,５５２ｍという数値でお渡ししていますけれど

も、右のほうに、林業専用道９６０ｍということで加筆させていただきまして、修正を

させていただいております。 

  それから、２ページのほうでございます。右側のほうに１６９％とございます。延べ

９３５日、１６９％ですけども、前にお渡しした資料には、１６８．６％という数字で

ございました。１６９％に直させていただきます。 

  それから、３ページのほうでございます。真ん中の左の部分ですけれども、今、お渡

しした資料には８０．５％と書いています。さきにお渡しした資料の中には、８０．１％

ということで、正しい数値８０．５％に修正させていただきました。したがいまして、

基本施策単位の数値が８１％ということで修正をさせていただきました。 

  以上が修正点でございます。 

  それでは、まず、基本計画と点検・評価の目的などについて、簡単にご説明を申し上

げたいと思います。 

  お手元にお配りしておりますパンフレット、カラーコピーになりますけれども、滋賀

県森林づくり基本計画（概要版）のほうをごらんください。これにつきましては、昨年

度も配っておりますので、簡単な説明にしたいと思います。 

  ２ページ目のほうをあけていただきまして、先ほど説明があったように、琵琶湖森林

づくり条例につきましては、１６年４月に施行されておりますし、琵琶湖森林づくり基

本計画については、平成１７年から３２年ということで、本年度２４年で８年目の折り

返し地点になるということで、これから後半部分になるかなと思います。 

  それから、４ページから、５ページ、６ページ、７ページでございますけれども、こ

れも基本施策ということで、既に皆さん、御存じのことかなと思いますけれども、基本

施策としまして、４ページが環境に配慮した森林づくりの推進。５ページが県民の協働

による森林づくりの推進。６ページが森林資源の循環利用の促進。７ページが次代の森

林を支える人づくりの推進ということで、４本の柱をもとに施策を推進しているという

ことでございます。 

  それから、最終ページでございますけれども、基本計画の推進体制ということで、進
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行管理と点検評価ということで、琵琶湖森林づくり基本計画のポンチ絵がございますけ

れども、単年度事業につきまして、「ＰＬＡＮ ＡＣＴＩＯＮ ＤＯ ＣＨＥＣＫ」という

ことで、「ＰＤＣＡ」のサイクルで行っておるということでございます。特に、今回はＣ

ＨＥＣＫということで、年１回、森林審議会で評価をしていただくということで、ご審

議のほうをお願いしている次第でございます。 

  ２６年度がちょうど５年目になりますので、戦略プロジェクトの見直し、これまでや

ってきた５年間の取り組みについて振り返る必要があるかなと思っております。また、

２６年度にはこのような取り組みを審議会にお願いしなければいけないことかなと思っ

ておりますので、またよろしくお願いしたいと思います。 

  基本計画の概要につきましては、以上でございます。 

  次に、進行管理と点検・評価でございます。毎年度、点検をやっていただいておるの

ですけれども、本年度、資料１、進捗状況、資料２、点検・評価シートを取りまとめさ

せていただきました。 

  資料１につきましては、昨年度、作成はしておりませんでしたけれども、２４年度は

３年目を迎えるということで、各年度の実施状況を一覧表に取りまとめをさせていただ

いております。 

  点検・評価シートのほうでございますけれども、まず資料１のほうの説明をさせてい

ただきたいなと思っております。 

  これにつきまして、一覧表に２２年度から２４年度の進捗状況を取りまとめさせてい

ただきました。上段が実績の実数でございます。下段のほうが達成率ということで記載

をさせていただいております。 

  ポイントだけ説明をさせていただきたいと思います。 

  まず、環境に配慮した森林づくりの推進の中、民有林に占める保安林の面積の割合、

治山事業による保安施設整備割合ということで、実数の５８％と保安林面積の割合でご

ざいますけれども、２３年度、２４年度と割合的には伸びておりませんけれども、実数

値としては４７０ｈａ余り保安林に指定しておりますので、そこが数字にあらわれてい

る部分かなと思っております。それから、治山施設につきましても、治山事業を整備し

ておりますので、パーセントとしては伸びておりませんけれども、実数値としては上が

っております。これにつきましては、資料２のほうに、実数の数値が書いてございます

ので、ご覧になってください。 
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  それから、県民協働による森林づくりの推進につきましても、いずれも実数値が伸び

ております。昨年度の数値から伸びておりますので、達成率についても伸びておるよう

な状況でございます。 

  森林資源の循環利用の促進でございますけれども、昨年度、素材生産量が６万７,００

０ｍ３ということでありましたが、２４年は５万９,０００ｍ３ということで減少してお

りますけれども、５万９,０００ｍ３という数値につきましては、平成２６年度の中期的

な目標の達成数値でもございますので、その点も踏まえまして評価をしていただけたら

なと思っております。 

  次代の森林を支える人づくりの推進につきましても、２２年度から数字的なものにつ

いては伸びております。 

  次に、戦略プロジェクトのほうでございますけれども、年間の間伐実施面積を除きま

して、ほかの分につきましては数字的に伸びがございます。また、年間間伐実施面積に

つきましては、１,９２１ｈａということで、達成率につきましてはマイナスの数字にな

っております。ここら辺につきましても、またご意見等の中でお話が出てくるかなと思

っておりますけれども、ご審議等、ご意見等、お伺いをできたらなと思っております。 

  資料２のほうを見ていただきたいと思っております。 

  まず、１番の環境に配慮した森林づくりの推進ということでございます。これにつき

まして、基本指標達成度につきましては２９％、星２つということで、昨年度より低下

しているということで評価をさせていただいております。昨年度につきましては５４％

でございましたけれども、２９％ということでございます。 

  それから、実施目標達成率でございます。右のほうの基本施策単位でございますけれ

ども、これにつきましては２７２％ということでございます。これの間伐等につきまし

ては、真ん中より右の事業の実施概要を見ていただくと、平成２３年度から国の施策と

して、原則、搬出間伐のみが補助の対象となったため、そのため集約化を進め、作業道

の整備を積極的に実施することに重点を置いて、あわせて間伐を行う方式にシフトして

いるため、結果的に間伐実施面積自体は減少することとなったということです。 

  それから、２のほうでございますけれども、県民の協働による森林づくりの推進とい

うことで、県民の主体的な森林づくりへの参画の促進、里山の整備・利活用の推進、び

わ湖水源のもりの日・びわ湖水源のもりづくり月間の取り組みなどを掲げております。

みんなの森づくりの活動支援事業とか、協働の森づくりの啓発事業などを掲げておりま
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す。これにつきまして、基本指標の達成度につきましては６４％ということで、昨年度

は５３％でございました。 

  それから、右のほうの戦略プロジェクトの達成率でございますけれども、これにつき

ましては、２４年度は１４３％ということで、昨年は６０％ということで、伸びておる

状況でございます。 

  続きまして、点検・評価シートの３ページ、森林資源の循環利用の促進につきまして、

素材の生産量が基本指標になっておりますけれども、２４年度は５万９,０００ｍ３とい

うことで、昨年度の６万７,０００ｍ３から５万９,０００ｍ３に減っているということで、

基本達成度につきましては３１％ということで、昨年度の４０％からやや低下しておる

状況でございます。 

  それから、実施目標達成率、戦略プロジェクトの達成でございます。これにつきまし

ては８１％ということで、昨年度の４２％から上昇しておるということでございます。 

  最後に、次代の森林を支える人づくりの推進でございます。基本指標の達成度につき

ましては５１％で、昨年度の進捗率は３６％ということで、これについても上昇してお

ります。 

  また、戦略プロジェクトの目標達成率につきましても６１％ということで、昨年度の

５５％から伸びてきているということでございます。 

  全体的な資料１、２につきましては、そのような状況でございます。 

  資料３につきましては、昨年度の資料を添付しておりますので、また随時見ていただ

けたらなと思っております。 

  以上でございます。 

○議長：ありがとうございました。 

  ただいま事務局より、琵琶湖森林づくり基本計画の評価をするに当たって、資料の説

明等がございました。 

  この件に関しまして、ご質問等はございませんでしょうか。 

  ございませんでしょうか。 

  ないようでございますので、もし後でございましたら、その際にご発言いただくとい

たしまして、次に進めさせていただきたいと存じます。 

  それでは、委員の皆様に事前に評価をしていただいております評価を取りまとめた内

容について、本日、意見を交わしながら、まとめていきたいと存じます。 
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  あらかじめ、各委員の皆様から、資料１、進捗状況、資料２、点検・評価シート（案）

に対するご意見をいただいておりまして、資料４には、琵琶湖森林づくり基本計画の４

つの基本施策ごとに、左側に評価できる点、中央に評価できない点、右側にその他意見

として取りまとめていただいております。 

  本日は、平成２４年度の基本計画の進行管理及び基本指標等の達成度に対する評価で

ございますので、特に評価できる点、評価できない点を中心に議論を進めさせていただ

きたいと存じます。 

  まずは、少しお時間をいただきまして、お目通しをいただきたいと存じます。お願い

します。 

  よろしゅうございますでしょうか。 

  それでは、基本施策ごとに評価の取りまとめをしていきたいと存じます。 

  ご覧いただきましたように、各委員の皆様からは大変多くのご意見を頂戴しておりま

す。決められました時間内で効率よく議論を進めてまいりたいと考えておりますので、

委員の皆様と事務局におかれましては簡潔に発言していただくなど、スムーズな議事の

進行にご協力をお願いいたしたく存じます。よろしくお願いいたします。 

  まず資料４、基本施策１ 環境に配慮した森林づくりの推進から始めたいと存じます。 

  「全体」の評価できる点としましては、○○委員から、事業は、目的に照らしておお

むね妥当である。というご意見をいただきまして、同趣旨のご意見を○○委員、○○委

員、○○委員、○○委員からいただいております。それ以外に○○委員からは、間伐以

外の項目は順調に進んでいる。○○委員からは、厳しい予算状況の中、事業は政策目的

の達成及びその数値目標達成に向けて努力されているように感じる。という評価できる

というご意見をいただいております。 

  その他意見としましては、○○委員から、基本指標は達成していないが、国の施策が

変わったことによるものか。現場の方の意識向上とともに進めていただくことに期待し

たい。○○委員からは、地球温暖化防止対策としての森林管理について、制度のＰＲと

ともに、県民へのＰＲが重要である。○○委員からは、達成率がマイナスになるような

評価指標は不適当ではないか？ 延べ実面積を使用して計算したほうがよいように思う。

というご意見をいただいております。 

  このことにつきまして、県のほうではどのようにお考えでしょうか。 

  はい、お願いいたします。 
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○事務局：失礼します。よろしくお願いします。 

○議長：よろしくお願いします。 

○事務局：失礼します。 

まず、間伐の面積が大幅に減になったということで、その部分について指標に達して

ないということが大きなところかなと存じますけども、これにつきましては、２３年度

から国の補助制度が改正されたというところによる影響がかなり大きいというふうに認

識をしております。特に、搬出間伐のみが補助対象となったということで、現場のほう

も搬出間伐に注力をされているということで、実質、若干切り捨てのほうが、結果的に

その実施面積が減ったということで、指標の減ということになったというふうに存じて

おります。 

○議長：続きまして、お願いいたします。 

  はい、どうぞ。 

○事務局：失礼いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

  ○○委員、○○委員の、その他の意見について回答させていただきたいと思います。 

  まず、回答としまして、県ホームページ等々で県民の方々にわかりやすい形でＰＲす

るとともに、この森づくり事業で実施させていただいております森づくり交流会など県

民の方々と交流を持てる機会を捉まえて、積極的にＰＲしてまいりたいと考えておりま

す。また、評価の結果についてでございますけれども、県民の方々に公表することから、

わかりやすいものとなるよう検討しており、これらについては、後ほど改めて担当のほ

うからご提案させていただくことと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。 

○議長：ありがとうございます。 

ということでございますが、委員の方、よろしいでしょうか。 

  ここの全体のまとめとしましては、事業は目的に照らしておおむね妥当であるが、左

側のような意見があったというふうに、箇条書きにまとめていただいたらいかがかとい

うふうに思います。 

  よろしいでしょうか。 

  それでは、続きまして、多面的機能を発揮させる森林管理の推進について、○○委員

から、森林保全、災害対策推進のための重要事業、保安林指定事業、治山事業による保

安整備事業はおおむね妥当と評価するが、昨今の林地災害発生から、できる限り早期、
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効率的な達成を望む。というご意見を頂戴いたしております。 

  その他の意見としまして、○○委員から、保安林に関してはおおむね計画どおりに推

進しているようであるが、予想以上の野性獣の増加やナラ枯れ被害で、保安林に指定さ

れた面積は、これらの被害地が先行しているか。という疑問です。それから、水害や土

砂崩れ、落石防止などの保安林面積は増加しているのでしょうか。また、保安林から解

除された地域はあるか。○○委員からは、南部にナラ枯れが広まってきた防除及び駆除

が必要である。というご意見をいただいております。 

  これについて、県のほうから何かございますでしょうか。 

  はい、お願いいたします。 

○事務局：よろしくお願いいたします。 

  保安林に関する２つの質問について、お答えさせていただきたいと思います。 

  １点目、保安林に関して、被害が発生しているところの保安林指定が進んでいるのか

という点でございますが、お尋ねのように病虫害、獣害などによって森林の機能が特に

低下したところについて、保安林に指定することによって制限をかけて、その回復を図

るというやり方もあろうかと思いますが、滋賀県で現在進めております保安林指定は、

森林のうち特に重要な機能、働きを持っている森林について保安林として指定すること

によって、その機能を維持するという方法で指定を進めているところでございます。 

  それから、２点目、水害や土砂崩れ、落石防止などの保安林面積は増加しているのか

というご意見ですが、一つ確認させていただきたいんですが、ご質問の水害、土砂崩れ、

落石防止というそれぞれに対応した保安林の種類があるわけですが、かなり特殊な保安

林になるんですが、そうじゃなくて、一般的な保安林についての面積の増加のことでし

ょうか。それとも、この内容の保安林についての意見ということでよろしいのでしょう

か。 

○議長：○○委員、お願いいたします。 

○委員：私は、どちらかというと川下の人間ですので、川上のことはなかなかわからない

部分があるんですけれども、保安林というような形で、それぞれ予算なり補助金のこと

を考えながら面積が決められているんじゃないかなと思うんですけれども、それのどう

いう目的で、ここでは多目的というような言い方があるんですけれども、何か絞って決

めておられるんじゃないかなと思って、質問させていただいています。 

○議長：よろしゅうございますか。 
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  じゃ、お願いします。 

○事務局：それでは、お答えさせていただきます。 

  滋賀県には保安林が幾つも指定されているんですが、最も多いのは、山の樹木が砂や

土を流さないという目的で指定するところの土砂流出防備保安林というのが非常に多く

て、これが保安林面積のうちの５５％を占めております。その次に多いのが、皆さん、

よく御存じの水源涵養保安林という、この２種類で保安林のうちの９５％を占めている

ところです。 

そして、今、○○委員がおっしゃった川下における思いから、保安林がどういうふう

なもので指定されているのかということですが、災害とか水害、水害も含めて災害なん

ですが、そういったものに対する目的を達成するためには、今言いました水源涵養保安

林で洪水を調整するとかいうような機能を期待するところでございますし、土砂流出防

備保安林のところで、土石流の発生の原因となる土砂の流出、そういったものを防ぐと

いうことも考えておりますので、この２つの保安林に力を入れて指定を進めているとこ

ろです。 

  ということで、現在、保安林全体では、平成元年から最近までの間で１６％ぐらい増

えているんですが、特に、この水源涵養保安林についてはこの間に３０％程度、面積が

増えているところでございます。 

  もう１点、保安林が解除されている地域はあるのかという点がございます。この保安

林の解除ですが、保安林というのはこういう非常に重要な目的を持って指定されるもの

で、基本的には解除せずに、維持され続けるものです。ですので、解除というのは基本

的には考えないわけですが、ただ、公益上の理由で道路をつくらなければならないとか、

あるいは非常に特殊な場合なんですが、長年の保全対象となっている集落がなくなって

しまって、指定理由がそもそもなくなってしまったとかいうような特殊な場合に限って、

解除が認められるというような制度になっておりまして、これによって、平成２０年以

降ですが、県下で約７ｈａが解除されております。 

  以上でございます。 

○議長：ありがとうございます。 

  今の点、○○委員、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

○委員：はい。 

○議長：ありがとうございます。 
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  はい、お願いします。 

○事務局：すみません。続きまして、ナラ枯れでございます。 

  ご指摘のとおり、年々、ナラ枯れの被害は県内では南下傾向でございます。ことしに

つきましても、大津の南部であるとか、湖南、甲賀あたりの被害がかなり目立っている

というふうな状況でございます。被害地につきましては、２年ぐらいでやや終息する傾

向にはございますけども、その対策につきましては広範囲であるとか、点在していると

かということで、全てこれを防除するということはかなり困難でございます。したがい

まして、特に大事な森林について、今、ナラ枯れの防除を実施しているというところで

ございます。 

  以上でございます。 

○議長：はい。 

  委員の方、よろしゅうございますか。 

  もし何かありましたら、また後でお願いしたいと思います。 

  続きまして、人工林の特性に配慮した森林整備の推進にまいりたいと存じます。 

  評価できる点でございますが、○○委員から、森林は、農業との関連を考えていくこ

とが大切である。県は農地漁場の水源地域における手入れ不足森林を対象に除間伐を実

施したこと、及び整備作業の実施は高く評価できる。○○委員からは、間伐実施や作業

道開設は進んでいると思うが、さらなる推進が必要である。○○委員からは、間伐材も

伐り捨てにしないで、買い上げの方法をとられているのはよいこと。もう少し回数をふ

やしてほしい。というご要請のようなものがございます。 

  それから、○○委員からは、作業道の延長は着実に伸びており評価できる。搬出間伐

の効率的な実施と結びつくよう期待する。 

  それから、下のニホンジカについては、また後で触れます。 

  それで、真ん中の評価できない点として、○○委員から、施策目的の達成については、

効果は十分に上がっているとは言えない。特に間伐・搬出について、積極的に事業を進

めるべきで、販路拡大など努力も必要かと思う。事業の効率性はさらに高める必要があ

る。○○委員からは、間伐量の数字で目標に対してダウンがあるので、施業方法等に改

善の必要がある。○○委員からは、基本指標達成度は昨年度より低下しているが、低下

している具体的な原因を分析して、改善していくことが望まれる。原則、搬出間伐のみ

が補助対象となり、結果的に間伐実施面積が減少しているようだが、あくまで原則で、
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そのために減少したのかどうか疑問である。というふうなご意見をいただいております。 

  以上のこと、間伐・搬出、いい評価の反面、厳しいご意見もございますので、これに

ついて県のほうからお答えをいただきたいと存じます。 

  はい、よろしくお願いします。 

○事務局：失礼します。 

  まず、間伐が、先ほどもちょっとお話しさせていただいたとおり、搬出間伐にシフト

しているということで、特に補助事業はそういうような形になっているというところで、

現在、県のほうでは、搬出間伐を進めてまいりました。結果的には、若干事業をされる

方が不慣れであるということと、それ以前に、まず集約化というか、ある程度面積をま

とめないといけないので、そのときの所有者の境界であるとか、特に所有関係のところ

を明らかにするのに時間を要していると。これは事業者から聞き取りをしたわけですけ

ども、引き続いて、施業についての合意を得ることという、そういうところにかなり時

間を要していると。 

それと、なおかつ作業道が実績としたら、かなり延長しているんですけども、搬出作

業を効率的にするために作業道をつける、それにも時間がかかっていると。大体１ｈａ

当たり２００ｍ程度の作業道が今ついております。かなり効率性のよい形で作業道がつ

けられているんですけども、何分不慣れということで作業効率が非常に悪いというふう

なことで、間伐の面積がかなりダウンしているというところで、いろいろご指摘があっ

たところを総まとめみたいな形でご回答をさせていただいているんですけども、こうい

うことで、今のところ、事業者に対してもう少し慣れていただくであるとか、所有者に

対する説明であるとか、特に境界のあたりについてどんどん進めていかないと、なかな

か間伐も進みにくいのかなというふうに認識をしておるところです。 

  以上でございます。 

○議長：ということでございますが、委員の皆様、いかがでしょうか。 

  また、その他の意見で出てきますので、そこでまとめておっしゃっていただいても結

構ですので、次に進めさせていただきます。 

  ○○委員から、環境林の整備や搬出間伐を推進するための作業道等の開設は積極的に

進められているが、間伐実施面積が減少している。施業の集約化による低コスト化をさ

らに推進することで、間伐面積についても増加させていく必要がある。○○委員からは、

間伐について、奥深い林地、小径木林、小面積林など放置林が多く、さらなる推進が必
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要である。○○委員からは、除伐、間伐の補助対象が５ｈａという団地化で、こつこつ

と個人で手入れをされる人にも少しでも補助があれば、楽しみにする人が今までのよう

にふえるのではないか。○○委員からは、除間伐を必要とする人工林の整備割合につい

て、国の施策の影響もあるが、森林の多面的機能維持の面からさらなる取り組みが必要

である。県内においては作業道の開設ができない急峻な森林もあることから、索道に対

する補助制度の充実を期待したい。というご意見をいただいております。 

  このことにつきまして、何か県のほうでございましたら、お願いしたいと思います。 

  はい、どうぞ。 

○事務局：失礼します。 

  先ほどの回答と重なる部分は省略させていただきまして、まず施業の集約化による低

コストというところもございますけども、これから不慣れなところがあるので、事業を

される方についてはますます努力をしていただきたいというふうに、こちらのほうも指

導をさせていただきたいなというふうに考えております。 

  それと、搬出間伐がふえてきたということに対して、逆に伐り捨てが必要な森林の手

入れが若干おくれているという傾向があるかというふうに認識をしておりますので、今

現在、環境林であるとか、その他の伐り捨てができるような事業をどんどん進めていく

必要があるかなというふうには考えております。 

  それと、補助制度の関係ですけども、来年度、平成２６年度から、いわゆる伐り捨て

の間伐についても補助が得られやすくなりそうということで、ちょっと確定はしてない

んですが、そういうのも含めまして、特に伐り捨て間伐についてもどんどん進めていか

なければならないというふうに考えております。 

  それと、個人で手入れをされている方に対する補助等ございますけども、５ｈａとい

う団地化は補助の要件ということですけども、例外的にというか、ある程度まとめてい

ただいて、５ｈａ未満というのでも補助が得られるという部分もございますので、それ

については県の担当であるとか、森林組合とかでまたご相談をいただきながら、いろい

ろ集落でまとめるとか、そういうことをしていただく必要があるのかなというふうに考

えております。 

  それと、最後のほうですけども、まず除間伐が必要とする人工林の整備割合のところ

ですけども、今現在、間伐等を進めておりますけども、できるだけその効果が長期間持

続するように強度の間伐というのを現在進めております。特に環境林であるとか、通常
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の間伐におきましても、３０％から４０％という間伐率で実施をしていただくというこ

とで、長期間効果が持続するようにというふうに考えております。 

  最後でございますけども、索道です。作業道というのは地形的なところがあって、か

なり限界があるというのは認識しております。今後、索道を使わないと搬出できないと

いうところは、かなりの部分であるかなというふうに考えております。一応補助の中で

は、索道に対する補助もあるんですが、現実的には線の張りかえとか、そういうところ

に対してかなりの経費がかかっているというところで、今、他県でも同様の補助もされ

ているようなところもございますので、そういうところを、一応事例のほうを参考にし

ながら、これから実施に向けて検討をし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：ありがとうございます。 

  今のお答えに対しまして、何か委員のほうからございませんでしょうか。 

  はい、○○委員、お願いします。 

○委員：伐り捨て間伐についても今後は進めていきたいというお話だったんですけど、こ

れは県の独自の予算で進めるというふうに理解してよろしいでしょうか。 

○事務局：国のほうの補助が拡大されるので、可能な限りそれを使いたいなというふうに

思っています。 

○議長：そういうことですか。 

  よろしゅうございますか。 

○委員：はい。 

○議長：ありがとうございます。 

  そのほか、何かございませんでしょうか。 

  はい、○○委員、お願いします。 

○委員：ただいまのことですけれども、現場で作業をする者が、伐り捨て間伐をしてみる

のやというふうなことになっていきますと、搬出間伐をしなきゃならないと思って一生

懸命にやっている者は、伐り捨て間伐でも補助金が出るのやということになったら、何

にもそんなよい木まで伐ってもらって、間伐して搬出してもらわんでもよいんだという

理解の仕方が出てきますので、その辺のお話をされるときには、きちんとした説明が必

要じゃないか、こういうふうに思っています。 

  基本的には、間伐という言葉ですけれども、この言葉が従前使われておった間伐と、
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今使っておる提案型の集約型間伐というものと、施業に対する間伐というものの、この

間伐と、昔の間伐とは性格が違うんだという理解をしておるんです。ひょっとすると、

担当者の方が知られないような昔の話を持ち出しているかもしれません。間伐というの

は、弱い木を伐るのが間伐であって、今のように、よい木まで伐ってしまうのを間伐と

は言わないというふうに思っている人はたくさんおられますので、はっきり申しまして、

政策がくねくねと変わりますと、現場で仕事をする者が非常に戸惑うということになり

ます。混乱するということになりますので、その辺はきちっと話をしてもらうようにし

てもらいたいというふうに思っています。 

それから、先ほど何遍も出てきましたけども、集約化していくためには境界等を明確

にしなければいけないという話が出ていまして、事業者はそれについて慣れなきゃいけ

ないということがされました。作業にも、事務手続のような問題についても慣れなさい

という趣旨の言葉があったんですけれども、率直に申しまして、一番今大きな問題は、

個人情報を開示してもらえないところに問題がありまして、事業者が個人情報を開示さ

すだけの権限がないわけなんです。ですから、この人のお名前は一体どこで決まったか

ということ。相続関係でどこまで異動しておるかというとこら辺も調べなければ、なか

なか集約化した、また境界を確定した事業というものができないわけですけども、事業

者はそれができない。 

その辺の個人情報を開示する権限を持つ人たちは、公務員は全員やとは言いませんけ

れども、公務員もしくは法務局の職員であるということになってきますから、一概に仕

事に慣れよという言葉を言われるまでに、個人情報をどこまで開示することができるか

というとこら辺をひとつご検討願いたい、このように思っています。 

  もう一つは、目下、現場を見てもらったらわかりますけれども、仕事のしやすい林分

で作業が進んでおりますけれども、これからは、慣れる、慣れぬにかかわらず、危険な

急なところでしか仕事ができないようになってきます。そうなりますと非常に危険です

ので、このあたりの間伐をせよと言われると、植林をしたときのような状況では作業道

はつけられないし、それから仕事ができないということになりますので、その辺のご理

解をお願いしたいと、このように思います。 

○議長：ありがとうございます。 

  ただいまの○○委員のご意見につきまして、何か県のほうで。 

  はい、お願いいたします。 
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○事務局：放置林とか境界の関係でございます。今、○○委員から言われたとおり、個人

情報というのが出てきて見えにくいというのが事実でございます。しかしながら、私ど

も調べましたら、市町の公図等の閲覧、あるいは土地台帳の閲覧、そういうようなもの

もできる市町も一部にはあると思います。それにつきましては、県のほう、市町、それ

と森林組合等連携しながら、できる範囲内で境界確定が進むように進めてまいりたいと

考えています。 

  以上です。 

○議長：ありがとうございます。 

  ただいま○○委員からございました境界の明確化につきましては、その下に３人の委

員からのご意見がございますので、読み上げていきたいと思います。 

  ○○委員からは、放置人工林の森林整備が急務であるが、森林所有者の高齢化が進む

中、境界明確化がますます困難になりつつある。放置林防止対策境界明確化事業を推進

するとともに、コモンズ的発想に基づく思い切った対策（境界不明瞭でも森林整備可能

な条例を制定するなど）を検討すべきではないか。○○委員からは、放置林防止対策境

界明確化事業の着実な推進をお願いする。○○委員からは、山に入らなくなるので、境

界がわからなくなるという悪循環では。組合がまとめて仕事をするのもまた必要と思う。

というご意見を頂戴しております。 

  境界の明確化につきまして、先ほど県のほうからもございましたけれども、そのほか

に何かございましたら、お願いしたいんですけど。 

○事務局：平成２３年度の森林税事業から、放置林防止対策境界明確化という事業を進め

てまいりまして、２３年度は約６００ｈａ、２４年度で１,０００ｈａ、着実に事業量を

増やして、本年度は３年目ということで、実際に測量に入っていく、そういう場所が増

えてきております。今、森林整備が進まないというふうな中で、境界の明確化、それと

所有者が誰であるか。その辺についてはこういう事業を進めながらやっていきたいと思

っております。力を入れて、市町、そして森林組合と連携しながら進めてまいりたいと

思っております。 

しかし、○○委員の言われたコモンズ的なところという、入会林とか、その辺につき

ましては、所有権利が明確でないと、なかなか難しいところがあります。共有名義のと

ころに、例えば外周がわかる、そこの中に所有界が誰であるか。そういうような場合に

つきましては、協定書なりという形で森林整備をしていくという、ある一定の方法は現
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時点でもあると思いますけれども、入会権のあるところにつきましては、昭和４０年ぐ

らいから入会林の近代化というようなことで、所有界、あるいは境界、そういうものを

きっちりして生産森林組合にしていくとか、そういう形で進めて権利の明確化というふ

うなことを進めてまいっています。 

今、生産森林組合というのはなかなか経営が厳しいところもあり、そういうような中

で一定地元の了解がとれれば、生産森林組合だけではなくて、地縁団体という形ででも

登記というようなことができますので、何らかの形で権利を明確にしながら、所有界の

所有者にはきちんとしていかなければならないと思っておりまして、努力していきたい

と思っております。 

○議長：はい、○○委員、お願いします。 

○委員：ただいまのお話ですけど、わかっておられないなという気がするんです。わかっ

ておられない。なぜかといいますと、この所有者は滋賀県の方だけじゃないんです。で

すから、滋賀県の県庁の職員さんが何ぼ滋賀県と言うてもらっていても、お隣の京都府

の職員さんが、個人情報を出してくれなければ、どうにもならんという、こういう突き

上げがある。 

ですから、当該の市町がそれを話ししても、当該から離れた地域に住んでおられる人

が戸籍上の話を聞きに行ったところ、誰も教えてくれない。滋賀県では昔からの地名で

言いますと、中主町、豊郷町というのは地目、山林のないところですから、そういうと

ころにだけ住所を持っていって、そこで相続の話をしたって、全然山に関心のある人が

個人情報は言えませんというふうに突っ張られたら、どうにもしようがない。それによ

く似た問題がたくさんありますので、今申し上げたようなことのご配慮を十分してもら

いまして、個人情報というものをどのようにして開いていただけたら、適切な山の間伐

ができるかということを検討していただきたい、このように思っています。 

○議長：今のは、○○委員のご意見ということで、よろしいでしょうか。 

○委員：結構でございます。 

○議長：ありがとうございます。 

  はい、○○委員、どうぞ。 

○委員：○○です。 

  この「放置林」という言葉は、一般県民にとっては非常に不安的に受けとめる言葉で

ありまして、全くそれは林地の健全な保全維持がなされていないと。これは、県民から
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見れば、ただ心配するだけで、そこへもってきて、最近の気象状況なり林地崩壊という

ことも当たり前に頻繁に報道されます。県民はこういうことを見ていますので、中身の

重要な話、情報公開ということ等は本当にそうだと思いますね。大変ご苦労と思います。 

  私は、たしか２年ほど前のこの席で、不勉強ながら発言させていただいた経緯は、東

京に行きましたときに、的確でないかもわかりませんけど、４７都道府県で境界把握が

できていないワースト３に、４７都道府県の最後のほうに滋賀・京都・大阪と、まさに

琵琶湖の淀川水系のところに位置すると。それぐらい把握されていないという、一方的

なデータかもわかりませんけど、世の中にそのように周知されたことを感じまして、困

難なことはありましょうけれども、「これ大変です、何とかします。大変です、本当に困

っていますと言うたら、５年、１０年、すぐたちますよ」ということを言った記憶がご

ざいます。 

  そういうことで、少しでも境界とか、そういうところへ入って調べていくと。しかも、

滋賀県内だけじゃなしに、今のようによそまで行ってと、その中にして協力態勢もない

ということになりますとなかなか大変ですけど、今ご報告がございましたように、去年

ぐらいから困難ながらも手をつけられまして、少しずつ着実にご努力されているという

ことの報告を見まして、そのご努力を多として着実にやっていただきたいと。 

ただ、松山さんのお話のように、とは言っても、大きな問題が横たわっていることは、

よくよく私もわかります。その上で、淀川水系の３府県が並んでいると、下のほうで。

これはやっぱり心配するところはありますので、そういう意味で、着実に、ご苦労さん

ですけど、お願いしたいということを申し上げた次第です。 

○議長：○○委員、ご意見ということでよろしゅうございますか。 

○委員：はい。 

○議長：どうもありがとうございます。 

  はい、○○委員、お願いします。 

○委員：○○委員とちょっと似たような意見になってしまうんですけれども、先ほどお答

えいただいたので何となくわかります。この明確化事業によって着実に進んでいるのは

わかるんですけど、その全体を見たときに、果たしてこれを頑張って一生懸命やったか

らと、本当にちゃんとできるのかと非常に不安に思います。 

  私、「高齢化」と書きましたけど、所有者あるいは山をわかっている人がどんどん亡く

なっていくような状況とか、何年も何十年もかけてやるようなことでも、恐らくないと。
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こういうふうに着実に進めておられて非常に高く評価するんですけれども、一方で、何

か思い切ったことをしなければ、この問題は永遠に解決しないのではないか。 

１００年も２００年もかけてやっていくことでもないですし、全部とは言いませんけ

ども、例えば水源の森であるとか、獣害対策のための緩衝地帯をどうするのかとか、そ

ういった質的に早くやらないといけないところに関して、何か妙案がないのかなという

つもりで、この意見を書かせてもらいました。ちょっと強引でしたけども、わからなく

ても、ここはみんなで何とかせなあかんのやから、ごちゃごちゃ言わないで、ここはち

ゃんとするのやというような、そういう条例でもあったらいいなということで書かせて

もらいました。 

○議長：県のほうでは、そういう条例のようなものをお考えになっていますでしょうか。 

○事務局：失礼いたします。 

  先ほど○○委員のほうからもご提示いただいた関係でございますけれども、確かにこ

こで耕地の関係も宅地の関係も含めますと、林地ももちろん入れての話ですけども、平

成２４年度末で、滋賀県はワースト５に入っています。若干２年間で上積みできたのが

状況だということでご報告を受けておる状況でございます。 

ただ、県といたしましても、甘んじてそのような内容について注意したいと言うてい

るわけでは決してございませんで、土木工事関係、農地関係、それから林務の関係、全

ての土地所有者の境界がわかるようにという関係で、平成２４年度から実質的にはスタ

ートさせていただいておるのでございますけれども、滋賀県の地籍調査推進調整会議と

いうことで、土木・耕地・林務関係、全て一体的に取り組むような形の中で、連携しつ

つこの境界の確定事業を進めていこうという形の中で、県として方針を持って今現在取

り組みをさせていただいているところでございます。一応、ご報告だけさせていただき

ます。 

条例云々の件については、この調整会議の中でスムーズに進んでいくようであれば、

ということで検討の内容にはなっていないんですけれども。 

○議長：ありがとうございます。 

  はい、○○委員、お願いします。 

○委員：誤解があったらあれなんで、この放置人工林に限って書かせてもらったんですけ

ども、その所有権というのは、特に山林に関してはちゃんと管理をしているということ

が前提で所有権という考え方もあるんじゃないかな。ただ持っているだけで、ほったら
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かしている人に所有権ばかり主張されてもどうかなと。 

行政としてはそのような考え方は難しいかもしれませんけど、一面ではそういった考

えもあるのではないか。ほったらかしにしているもので、県が、じゃ、そこを確定しま

しょうということに対して同意できない、それではちょっと変だなと思う次第です。 

○議長：今のは、ご意見でよろしゅうございますか。 

○委員：はい。 

○議長：ありがとうございます。 

  じゃ、○○委員、お願いいたします。 

○委員：放置林というか、うちの近くは小さい面積で、あちこちに持ってはる人が多いも

ので、その境界の確認なんかが物すごく大変やなと思います。年寄りが亡くなったとき

に、今の人は興味が少ないから、その後の境界がどうなるかというのは物すごく心配で

す。 

もう１つは、うちの村で起こった問題ですけど、この保安林を少し伐って、そして砂

防堰堤をつくって、その下のほうの水を川に流すのに、途中の持ち主の代がかわったと

きに相続をすぐにしていなかったもので、次々と前の代の人に判子をもらわなくてはな

らないというような問題が起きているものですから、代がかわったときには、すぐ手続

を済ましてほしいなというような問題もあると思います。 

○議長：何か、県のほうからお答えをいただけますか。 

○委員：砂防堰堤は土木のほうの問題だと思うんですけど、一、二年、工事がストップし

ているんですよね。それで、大水が出たら、その近所に３軒ほど家が流れるとか土をか

ぶるとか心配があるから、物すごく心配されているんですけど、ちょっとずつしか進ま

ないものですから、あっち側の判こがもらえていないから、その仕事を進めるのに下か

ら始めるとか、そういう仕事の進め方になったのと違うかというような問題もあるんで

すけど、山の関係ですと、どういうようにかかわってくれるのか、そこもわからないん

です。私らは一村民としてだから、何とか言いに行けるような立場ではないので、あの

人が言いに行かはったらいいのになというようなことは思っていますけど。 

○議長：県のほうから何かお答えをということですか。その相談窓口のような、そこで当

たりたいんですか。 

○委員：相続は早くするように進めると、しておかれるとこはいいんですけど、できてな

いところが、どこに持っていったらいいか。 
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○議長：それで、よろしゅうございますか、ご意見ということで。 

○委員：はい。 

○議長：わかりました。 

  ご意見ということで、そういう問題があるということでございます。 

  続きまして、左側の欄、評価できる点に移っていただきたいと思います。 

二ホンジカについてです。○○委員から、二ホンジカ特別対策事業は大いに進めてほ

しい。○○委員からは、これからの二ホンジカ特別対策、高標高地域での捕獲対策に期

待したい。 

それから、右側の欄、その他意見としまして４つほどございます。○○委員から、二

ホンジカ特別事業では、個体数調整による効果測定（特に被害軽減効果について）が重

要である。○○委員からは、二ホンジカによる森林被害を減少させるため、効率的な捕

獲手法を引き続き検討していただきたい。○○委員からは、二ホンジカの森林被害は深

刻で、道路に近い山ではある程度捕獲されているが、奥地では捕獲がない。あとの処理

に困っているようである。○○委員からは、松くい虫の防除・駆除、野生獣・特に二ホ

ンジカによる被害に対するより強力で迅速な対応策が必要と思われる。 

ということで、二ホンジカと松くい虫に対して、ご意見がございます。 

県のほうで、お答えをお願いいたします。 

○事務局：二ホンジカのことにつきまして、回答させていただきます。まず、二ホンジカ

の捕獲でございますが、この森林税を充当して捕獲を進めさせていただいておりますの

は、２２年度からでございます。２２年度からこの事業も含めまして、その他自力等も

含めましての捕獲数を申し上げますと、２２年度は９,８１３頭、翌年度は１万７２８頭、

平成２４年度は１万１,２７０頭と、ここ２年間は１万頭を超える数字にやっと達してま

いりました。 

  しかしながら、平成２４年でいきますと、１万３,０００頭という捕獲目標がございま

したので、現状でいくと、その８６％ぐらいしかまだ達していない。今年度は１万４,

０００頭という捕獲目標がございますので、それに向かってまだまだ努力が必要だとい

うふうに感じております。 

  それから、新たな捕獲方法としても、一度に大量に捕獲できる囲いわな、その導入を

図っております。くくりわなについては、ある地域ではくくりわなを、禁止されていた

区域がございます。くくりわなというのは、銃は日の出から日の入りまでしかできない
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のに比べまして、一日中、仕掛けることができますので、夜間等の捕獲について有効で

あると考えております。そういう場所につきまして、その地元の猟友会さんとお話を進

めてきたという経緯がございまして、今までだめだったところも許可していただけるよ

うになってきた地域もございます。 

  それから、猟師さん等にお願いしてやっていただいているとこでございますので、今

まで自分たちが獲っていた場所、つまり里山とか、その周辺で捕獲が進んでまいってお

りますが、ご指摘にもございますように、奥山、高標高域のところはなかなか進めなか

ったという現状がございます。これにつきましては、２４年度から森林税を活用させて

いただきまして、伊吹山では希少種を守るという一方で、どういう捕獲方法がいいのか

ということの検証事業も進めさせていただいております。 

  また、捕獲につきまして、今まで農水省の補助金が出なかったのでございますが、今

年度から基金造成して、捕獲に助成する制度ができましたので、これも活用させていた

だいて、今年度は１頭当たり、国、県、市町を合わせまして、１頭当たり２万円という

助成で進めております。高標高域につきましては、先ほど言いましたように、伊吹山で

は森林税を使った事業をやらせていただいておりますし、そのほか、環境省の事業を活

用し霊仙山でもやらせていただいております。 

そして、今まで捕獲につきましては、市町が市町にございます猟友会支部にお願いし

て捕獲を進めるというやり方でありますが、今年度から、それでもどうしても進めない

ところに限定いたしまして、例えば２つ以上の市町にまたがったところとか、そういう

特定の場所を限定いたしまして、県が県の猟友会にお願いして、ピックアップメンバー

を募って、捕獲をしていただくという事業を取り組むようにさせていただいております。 

  次に、被害量の検証でございますが、農業被害につきましては、獣種ごとの被害面積、

被害量を毎年つかんでいます。それによりますと、二ホンジカの被害額でございますが、

平成２２年度は１億６,９００万円、２３年度は１億６,６００万円でございましたが、

平成２４年度には１億２,３００万円と、減少しているということがわかってまいりまし

た。この被害額の減少につきましては、捕獲というよりも、防護柵のほうでかなり農業

サイドの対策が進んでおりますので、その効果も寄与していると考えております。この

傾向はただ１年間だけでございますので、今後も引き続き、注意していく必要があると

いうふうに考えております。 

  森林被害につきましては、平成２４年度が２８１ヘクタール、これは２００ヘクター
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ルを超えている被害量がかなり続いており、高どまりになっていると思っております。

個体数調整の結果といいますのは、こういう野生獣の対応につきまして、捕獲だけが目

的ではございませんで、被害額、それから生態系の被害も含めまして、被害を減ずると

いうことが大きな目的でございますので、その捕獲数の増加が、それにどういうふうに

寄与していくのかということを検証しながら、進めてまいりたいと思います。 

捕獲を行いましたことによりまして、施策の指標となります糞隗密度とか、捕獲効率

とか、目撃効率の調査もしておりまして、毎年その数字につきましては、学識経験者に

よってつくっております検討会に、報告させていただいて、ご検討もいただいておりま

す。そのご検討結果を、また施策のほうにも反映させていただ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：はい。 

○事務局：松くい虫に関してですが、松くい虫の被害については終息したというわけじゃ

ないですけど、発生はしてございます。しかしながら、被害についてはごく限定されて

おって、若干減少傾向にはございます。 

ナラ枯れも同様ですけど、広範囲にわたっているということと、奥山のところの対策

はしにくいということで、現在のところは枯れた木の伐倒駆除という形で、被害が拡大

しないような形でさせていただいているということと、もう１つ、守るべき松というの

で、予防として対策をしていると。その２点で、松くい虫については対策のほうを実施

しているところでございます。以上でございます。 

○議長：どうもありがとうございました。 

  お二人からお答えがございましたけれども、委員の皆様、何かございませんでしょう

か。 

  はい、○○委員、お願いいたします。 

○委員：二ホンジカの対策の高いところでの捕獲なんですけど、猟師さんはどれぐらいの

生態の知識をお持ちの方がやっていかれるのか、それがちょっと聞きたいんですけれど

も、いかがでしょうか。 

○議長：お願いします。 

○事務局：高標高域、奥山の捕獲につきまして、今検討している段階でございます。奥山

は本当に高標高域のところで獲ればいいのか、それとも、積雪によって下りてくる時期



 - 25 -

を見計らって、ちょっと下のほうで獲ったほうがいいのか。その獲る方法も、銃で獲っ

たほうがいいのか、わなをかけたほうがいいのか。そのあたりについて専門の機関のほ

うに委託して調査しているところでございます。 

○委員：それから、その鉄砲ですけど、ほかの対策として、私はこういうものはわからな

いんですけども、例えばヘリコプターから発して、何か鹿はハーレムするらしいので、

どの辺に多いのかとか、ある程度年間の調査をして、この辺にいつもたむろしていると

か、そういう調査とかもできないんですか。 

○事務局：本当に広大で見通しがいいとこでないと、ヘリコプターの調査というのはなか

なか効きませんので、例えば伊吹山の上でもなかなか難しいものがございます。ただ、

何頭かにはＧＰＳの装置をつけて、その鹿がどう動くかという調査もしておりますし、

糞の跡を追っかけまして、どこで、どのぐらいの糞の量があるとか、そういう調査もし

ております。 

○委員：それから、もう１点ですけれども、松くい虫の薬ですが、毎年、薬がきつくなっ

ていくということで、そうすると人体にも影響が出ますので、うちの近所でも結構やっ

ていらっしゃるんですね、散布を。その辺について、ご回答願います。 

○議長：はい。 

○事務局：薬剤については、以前から同じものを使用しているというふうに思っておりま

す。それと樹幹注入といいまして、直接、木に薬を入れていくという方法で予防してい

ますし、駆除についても地上散布はほとんど今、直接、木を防除するという形はしてな

いので、枯れた木に関して切り刻んで、それをシートに包んで燻蒸という形で虫を殺す

と、そういう形で燻蒸のほうを進めております。 

○委員：その薬剤がふえてきているということ、じゃ、そのレベルのお話でも、量がふえ

るということはありますか。 

○事務局：いや、同様ということで、今までそういう施策ということも、うちも聞いてな

いですし、そんなに種類はございませんので。 

○委員：ありがとうございます。 

○議長：よろしゅうございますか。 

  そのほか、何かございませんか。 

  じゃ、○○委員、お願いします。 

○委員：防護柵の効果も大きいということですけど、被害量の把握もすぐ出ないと思いま
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すけど、まだ捕獲して個体数調整をしたら、果たして頭数といいますか、生息密度をど

こまで下げられるのか。仮にがっと下げたときに、それは何年ぐらいもつのかとか、そ

ういったデータがまだまだない状況だと思います。外に出てくる情報として、これだけ

獲りましたという情報は出てくるんですけど、それによってどんなふうに、被害額はい

いんですけれども、獲ったことによって、生息密度がなぜ下がったのかとか、そんなも

のもあわせて、早く県民に示していくということも大事かなと思います。よろしくお願

いします。 

○議長：今のは、ご意見ということでよろしゅうございますか。 

はい、どうもありがとうございます。何かありましたら、また後でお願いいたします。 

 続きまして、基本施策２、県民の協働による森林づくりの推進でございます。 

  まず、評価できる点、たくさん評価をいただいております。○○委員から、事業内容

は、目的に照らして大変適切である。事業は効率的に実施されている。同じような趣旨

のご意見が○○委員、○○委員、それから下のほうに行きまして、○○委員、○○委員、

○○委員からいただいております。それに加えまして、４人目の方の○○委員からは、

各種交流会や学習への参加者がふえているのは心強い。○○委員からは、森林の大切さ

と手を入れることの意味など、今後も広く事業を進めていただくことに期待したい。○

○委員からは、県民の森林への関心が高まってきている感がある。この最後のところに、

○○委員から、森林に関する社会的要素のＰＲのための、窓口としては大切である。と

の評価をいただいております。 

真ん中の、評価できない点としまして、森林・林業経営のための貢献は少ない。とい

うご意見を○○委員からいただいております。 

その他意見としましては、県民の森林づくりへの参加は、直接的なものだけでなく、

間接的なものも大事だと思う。例えば、県民税を支払うことで、どれだけの滋賀の森林

が豊かになり、そのことが県民の生活にどのように役立っているのかということを、効

果的に県民に知らせる手段を考える必要があると思う。というご意見を○○委員からい

ただいております。○○委員からは、期待される効果が上がっていると考えられるが、

継続的に息の長い取り組みとなるよう努力をお願いしたい。○○委員からは、広報誌の

発行やホームページの充実、メールマガジンやメーリングリスト等を活用し広く情報活

動をやるべきである。○○委員からも、さらなる情報発信が必要と思います。というふ

うな情報関連のご意見をいただいております。 
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これにつきまして、県のほうから何かお考えがございましたら、お願いいたします。 

○事務局：○○委員からご提示いただいております、県民の森づくりへの参加云々の関係

で、森林税の取り扱いについて回答させていただきたいと思います。 

琵琶湖森林づくり条例や、同条例の基本理念を遂行するためにつくられております基

本計画や戦略プロジェクト、この関係につきましては、滋賀の森林のあるべき姿が明示

されております。その実現を確保するために、当該森林税を使わせていただいておると

ころでございます。 

  その効果性や進捗状況を本森林審議会においてお諮りした上で、県民の方々にも広く

公表してまいりたいということで考えておるところでございます。いろいろ意見を賜っ

た上で、できるだけ県民の方々に広く周知して、ご理解いただけるように今後もＰＲ活

動を続けてまいりたいということで考えておる次第でございます。明確な回答はなかな

かできないので申しわけないんですけれども、どうかよろしくお願いしたいと思います。 

○議長：ありがとうございます。 

  続きまして、お願いします。 

○事務局：県民協働に関しまして、評価できる点、評価できない点、その他意見、さまざ

ま出していただいています。今まで、「みんなで始めよう森づくり活動」とか、その他、

そういうボランティア団体の支援等々、いろいろやってきました。その点で、裾野とい

うふうな形で広がってきた、あるいは自主的なＮＰОの団体なりが活動されている。 

昨年度も、森林審議会のほうにみんなで始めよう森づくり活動公募事業に取り組んだ

アンケート調査結果を報告させていただいて、その中で、課題としましては、リーダー

の観点、あるいは資金の観点、そういうふうなものも問われているところもございます。

その辺につきまして、今後もいろいろ課題はあるかと思いますが、進めてまいりたいと

思います。 

こういう観点から、いろんな人がＩターンなりＵターンなり、実家に山があるとか、

そういう形で林業に従事する、あるいは森林従事者になる。そういうような形でつなが

ればいいかなと思っておるところでございます。 

また、その他意見の中でも、ホームページの充実等々ございます。そちらにつきまし

ても、「森づくりネット・しが」というところで、ＮＰОの団体情報を掲げておりますし、

個別ではないんですけれども、私どもで管轄しますイベントとしましては、例えば淡海

環境保全財団がしておりますメーリングリストに載せていくとか、そういうような形で
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連携をとりながら、効果的な事業を進めていきたいと考えております。 

○議長：ありがとうございます。 

  はい、○○委員、お願いします。 

○委員：評価できない点で、私だけの意見が出ておりまして、この意見もなかなか水臭い

物の言い方をしているわけでございますけれども、率直に申しまして、今ボランティア

の方々が森林・林業の経営のために山へ入ってもらいますと、全く命がけでございます。

真剣に山の仕事をしてもらうということになりましたら、草刈り機械も、木を伐る機械

も、運ぶ機械も何もかも、全部命がけです。機械を使わなければ森林・林業経営という

ものはできないという現状でございますので、ひとつそういうことをよくご承知の上で、

この県民協働という話の範疇を決めていただく必要があるように思います。 

  もう１つ、ちょっと話は戻りますけども、先ほどの集約化林業の間伐の件でございま

す。この件につきましても、広く県民協働しているのであれば、県民の皆さん方がご理

解をしていただいていると思いますけれども、まだまだ全くご理解はしてもらえてない。

林業経営で一番大切だといわれております集約化の林業が推進するのに、森林組合の職

員が行って泣いて帰ってくるということです。おまえらは、よその山へ入って、そして

木を伐る、道をつける、これは自分らの生活のために、森林組合の利益のためにしてい

るのであって、俺たちの山を荒らしに来ているんじゃないか。こういうことをずばり言

われる方がたくさんおられます。 

そういう人たちに対応していくためには、悔し涙を出して帰ってくるより仕方がない

という状況もありますので、県民協働という物の考え方につきましては、森林・林業の

経営が今どういうことにあるかということをちゃんと教えてもらわねばいけないと、こ

のように思っています。事実、高島で現場の説明会を７月の末に聞かせてもらいました

ときに、県の職員さんは、県民協働とはどういうことやという説明ができなかったので、

私が補足説明をしなければならないという状況が生まれた。 

県の職員さんですら、そういう状況ですので、県民協働というものは薄っぺらな状態

で上滑りしたのでは、私も森林・林業の経営も貢献はないと、こういう趣旨のことを書

いておりますので、ひとつこれを進める上においては、目下の森林・林業というもの本

質を踏まえたやり方をしてもらわんといかんという趣旨が書いてありますので、ご承知

おきいただきたいと思います。 

○議長：ありがとうございました。 
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県のほうからお答えは。 

○委員：結構です。 

○議長：じゃ、ご意見ということで、どうもありがとうございます。 

  そのほか、何かございませんでしょうか。 

  それでは、次に、県民の主体的な参画の促進についてでございます。 

評価できる点、○○委員から、ボランティア等、森に入られる機会が増えたことはよ

い。機械が必要であるが、人の手も必要である。というご意見をいただいています。 

  その他ご意見といたしまして、○○委員から、森づくりへの参加は何と言っても、幅

広く、各企業や学校及び各種団体にも呼びかけることが大切である。○○委員からは、

琵琶湖森林づくりパートナー協定では、継続的に協定が締結できるよう更新に対しても

支援されるようお願いしたい。○○委員からは、森林活動の中で、間伐することの意味

を多くの人に十分理解してもらうことは大切である。これからも森林づくりへの理解者

をふやしていく広報活動は大切である。それから、都市と森林をつなぐコーディネータ

ーという制度をつくり、市町の人々を森林に導くことができる施策を考えていただきた

い。○○委員からは、市民団体への助成においては、各団体の活動内容についての評価

も重要である。評価結果に基づくアドバイスや助成内容へのフィードバックによって、

より効果的な取り組みが期待できる。○○委員からは、新たな取り組みとして県民シニ

ア層への森林・林業啓発の学習機会創設を提案したいと考えている。本県に着実に定着

しているシニア層の学習機関、レイカディア大学で「森林・林業支援コース」の開講を

検討し、その実現をお願いしたい。児童から大人までが森林の学習をする本県ならでは

の森林づくり啓発施策として拡大・充実されたい。○○委員からは、山仕事も１日幾ら

のアルバイトでできるような仕組みがあってはどうか。○○委員からは、流域森林づく

り委員会の提言の施策への反映があると、より活発な活動に結びつくと思われる。とい

うご意見をいただいております。 

  以上のことにつきまして、県のほうから、何かお答えはございますでしょうか。 

○事務局：概略的なところでお答えさせていただきたいと思っておりますが、○○委員か

らのパートナー協定の締結につきましても、人的な支援をお願いしたいとか、それにつ

いては県も引き続きコーディネートをやっていきたいと考えております。○○委員なり

○○委員なりのほうからは、コーディネーターなり、あるいはシニア層への森林政策と

いうふうな形でご意見をいただいております。 
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  こういうふうな県民協働の中では、ＮＰОとか森林活動団体、そういうような団体で

の活動を一定期待をしていまして、この制度でいきますと８年になっておりますので、

実際の活動の中で、主体的な形をとってやっていただきたいと考え、具体的な例といた

しまして、山門水源を守る団体の活動、ＮＰО法人自然と緑とか、日本ボランティア協

会さんとが上下流連携の交流という形で独自の活動をやられております。 

そういうような活動をうまく県民の方々に見せていただいて、都市とか市町とか、そ

ういうところにつなぐようにしていけばいいかなと考えておりますし、シニア層へのも

のにつきましても、新たにというよりも、今あるボランティアの方々も力をつけられて

きている、そういう中で活動され、技術をつけていただく。それで足らない部分につき

ましては、従来からやっております森林センターでの県民講座なり、そういうようなも

のを充実させていって、まずはそういうようなところから進めていきたいなと考えてお

るところでございます。 

市民団体の助成についてのフィードバックでございますが、「みんなで始めよう森づく

り活動公募事業」でも、活動の評価などの内容審査をしながら、一定進めており、アド

バイスも含めて実施しておるところでございますが、その辺ご指摘等ございましたら、

またいろいろと伺いたいと思っております。 

  以上です。 

○議長：ありがとうございます。 

  ただいまのお答えに対しまして、委員の皆様、いかがでしょうか。 

  はい、○○委員、お願いいたします。 

○委員：こういう県民の方での琵琶湖森林環境保全、ああいうことを知っていただくのは

それぞれの研修でお金を投入するよりも、自主的なそういうサークルの活動からどんど

ん育ってほしい。これは私どもの目から見ても、その趣旨から見ても、県がそれをして

うまく取り組むということが本来備わっておればいいんですけど、そういうことは私も

よくわかります。ただ、私、あえてレイカディア大学というのを、これは琵琶湖環境部

の森林政策課、森林保全課の所管ではないと思うので、こういう名前を書きましたのが

不適切であれば消してもらってもいいんですけど、先にそれは申し上げます。 

  「やまのこ」事業は、私、全国で原稿も書いて紹介しました。非常にすばらしい。見

習ってほしいというような原稿で紹介しましたし、さらに、そういう取り組みをやって

おる滋賀県さんで、もう一度紹介してほしいということで、それは「やまのこ」事業の
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講師をしている人に原稿執筆を依頼して、今また全国に流れております。創設から今日

まで大変ご苦労があったと思いますが、非常にいいことで、これがなくば、原稿の中身

をさらによく改良されて、すばやくしてほしいと。同じように滋賀も同時に育ててほし

いという思いがあります。とはいえ、森林のボランティア、全国もそうですけど、６５

歳以上の人口がこの前の新聞で膨大な数になっております。健康で、しかも健康を維持

する社会を目指すというのも、これは大事です。 

私的な活動をしていますのは、そういうシニアの人たち、特に下流圏、京都・大阪、

こういう人たちに滋賀の本当の森を知ってほしいということで、ある講座を持っており

ます。ちょうど３年になります。登録者が１,０００名超えました。平均出席率が８５％、

私自身が体験した中では、知事の森に対する評価、関心は非常に高い。これは日日肌で

感じておりますし、毎月２回やっています。５０名のクラスが２クラス継続しておりま

して、そのためにおやめにならないんですね。ずっと毎月来られますので。絶えず勉強

し、この滋賀の森のすばらしいこと、歴史・文化、ありとあらゆることを言います。 

それで思いますのは、レイカディア大学の皆さんに、一昨年ですか、新規受講者が二

百何人おられるんですか、草津と米原は。全体開講講座に何かしらんけど、浅香さんの

活動というか、滋賀の森について全体講義で話をしてほしいということが来ました。行

って、いろいろお話をさせていただいたんですが、それほどみずからご関心なのであれ

ばということで、私よりも著名なすばらしい先生を、滋賀の森を御存じの方を紹介させ

ていただいて、私も同席しましたけども、都合、在校生を含めて４００人ほど聞いてい

ただきました。それで、引き続き私は関心を持っておるんですけど、園芸学科は非常に

関心があるんですね。これ５０名ありますけど、この講座の中に書いたように、森づく

りなんですね。 

もう１つ、これは昨年に開講されたコースですけど、琵琶湖環境学科というのがあり

ます。多分これを設置されるのは琵琶湖環境部さんのご支援がないと、これを受けたけ

れば、県の医療福祉推進課ですか、所管されているのは。あと、指定管理者で運営され

ていると思いますけど、ここでも里山保全をしていますね。先ほど報告がございました

ように、ボランティアの活用、山門水源、それから森林センターさんの打ち合わせもご

ざいます。 

私は、それはそれとして、これから森を考えるときは、単に一般県民が森を知って理

解するということでは、森林・林業に携わっておられる方、本当の森のエネルギーが新
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たに生まれるというのは、木材の資源循環だと思うんですね。これは「うみのこ」事業

では到達できません。びわ湖材というものを森林経営者がどうされているか。森林組合

さんがそれを対象にされてどう取り組んでおられるか。 

それから、この前も見せていただきましたけど、チップ加工の施設なり、それから新

しいびわ湖材の普及の施策なり、彦根東高校の教室なり、木造校舎なり、こういうもの

で滋賀の県民として、滋賀の森づくりもさることながら、びわ湖材というものをもう一

度よく知っていただく施策が必要でないかと。これはその材を買える層ですね、大人た

ちシニア層が。例えば、町内会の会所の改築に当たっても、それは琵琶湖県産材にせな

あかんよと、自治会で論議になるようなことをしようと思いますと、シニア層に対する

資源循環がなされるきっかけ、突破口をつくる方法がきちっと出ないかと。 

私は、こういう思いを持っておりますので、これは私たちのそういう活動の中でお手

伝いできる場であれば全力でかかわりたいと思いますし、ここまで来ました森林税の取

り組み歴史の中で、いよいよ滋賀は大人たちにも資源循環に参加しているということも、

マーケットもにらんで、多くの方の知恵をまたいただくと、使い方を詰めよと、こうい

うことを含めて、今すぐどうこうということではないんですけど、これまでの教育が定

着したがゆえに、いよいよ県産材が県内で大人たちの理解で循環するきっかけが生まれ

ると、スタートも切ってほしいなと、これは願望でございます。 

余計なことかもわかりませんけど、「里山資本主義」という本が７月に出て、これは今

後多くの方の関心を呼ぶだろうと思っておりますが、痴呆症の取り組みをＮＨＫの広島

放送局がまとめたもので、まさに里山というものの持っておるポテンシャル、新エネル

ギーをうまく使う時代に入ってきたと、こういうことが具体的な例として紹介されてお

りますので、そういうことを含めて、県民の大人たちのそういう意味合いの参画機会、

こういうきっかけを持ってほしい。 

これまたレイカディア大学という仕組みが既にありますので、そういう中にできると

いいなという思いで、これはその流れからずっと思っておりますので、しかもお金を払

っているんですよ。２年コースで１年間５万円払っておるわけですね、レイカディア。

それ以外に、現地の研修とか何かで２万から８万、多い人は１０万円を超えて払ってい

るんですよ。払って勉強して、一生懸命盛り上がっているクラスもあります。特に園芸

科とか、そういうところについては、いよいよ園芸だけじゃなしに、森もよく見てほし

いなと、こんなことを思っていますので、こういうことを書かせていただきました。よ
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ろしくお願いします。 

○議長：これは、ご意見ということで。 

○委員：はい。 

○議長：ありがとうございました。 

  続きまして、里山の整備・利活用の推進ということで、北本委員から、県民参加の里

山づくり事業については、これまでの取り組みの具体的な成果を幅広くＰＲすることで、

協定数の増加が期待できるのではないか。というご意見をいただいております。 

  このことで何か。 

はい、お願いいたします。 

○事務局：県民参加の里山づくり事業でご意見をいただいております。この事業はＮＰО

への補助だけではなく、市町が主体的になって土地所有者や森林ボランティア団体と協

定をしていくというふうな形で、ただＰＲしていくだけではなかなか進まないような仕

組みでございまして、ＰＲも必要かと思っておりますが、どういうふうなことができて

いるかという成果を、市町できっちりと事例とか、そういうようなものを見せるように

して進めていきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長：ありがとうございます。 

  このことについて、委員の方からご意見等ございませんか。 

  ないようでございますので、それでは、基本施策３のほうに移りたいと存じます。 

森林資源の循環利用の推進ということで、全体としましては、評価できる点、○○委員

から、目標とする指標については、おおむね順調に推移している。○○委員からは、事

業内容は適切である。事業により、施策目的の達成に効果が上がってきていると考えら

れる。事業はおおむね効率的に行われている。同じような趣旨で、○○委員、○○委員、

○○委員からも頂戴しております。 

  その他意見として、○○委員から、素材生産量が、昨年度より低下した理由は何か。

ということでございます。これにつきましては、評価できる点で、○○委員のご意見に

もあるようでございますので、後でお答えをお願いしたいと思います。○○委員からは、

素材生産量はやや低下ではあるので、改善策を模索していく必要があろう。○○委員か

らは、基本指標（達成度）の県産材の素材生産量は昨年に比べやや低下、今後の着実な

取り組みを期待する。彦根東高校などの建築成果をさらに生かしてほしい。先ほど○○
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委員からご意見がございましたけど、ここにも書いてございます。 

 ということでございますが、県のほうから何かございますでしょうか。 

○事務局：木材需要に関する点についてお答えさせていただきます。 

  素材生産量の関係でございますけども、この素材生産の数値につきましては、平成２

３年が６万７,０００、昨年が５万９,０００と、８,０００㎥減少ということになってお

ります。その内訳につきましては、製材用は横ばい、合板用が＋２,０００、チップ用が

－１万ということで、差し引き８,０００㎥の減少ということになっております。 

  ただ、この調査につきましては農林水産省の調査でございまして、調査の仕方につき

ましては、事業体抽出調査、それと全国の木材需要の流通の趨勢等を勘案した推計とい

う形で算出されたものでございます。そういったことから、実態とのある程度乖離とい

うのは、場合によってはあると考えております。チップが減少したというのは、最近の

傾向であります製紙・パルプの需要減少という要因が、推計の段階で反映されたという

ふうに考えております。滋賀県でも既存のチップ工場で製紙・パルプ工場の取引減少に

伴いまして、生産が落ちたというように聞いております。 

  ただ、昨年は、甲賀市でチップ工場が設置されまして、順調に業績も伸ばされておら

れます。また、昨年の森林組合系統の素材生産量につきましては増加しているという点

から、実際はそれほど減少してはいないというふうに考えておりまして、私どもでつか

んでおります素材生産事業体の素材生産量も伸びておりますので、それほど心配はして

いないというところでございます。以上です。 

○議長：ありがとうございます。 

  今のお答えにつきまして、何か委員のほうからご質問ございませんでしょうか。 

  ないようでございますので、もし何かありましたら、また後でおっしゃってください。 

  続きまして、県産材の利用の促進ついて、まず左側の評価できる点です。○○委員か

ら、木の香る淡海の家推進事業やびわ湖材利用促進事業に見られるように、県産材の利

用促進については順調に進んでいるように思われる。さらに県産材を積極的に活用でき

る新たな施策を検討していただきたい。○○委員からは、公共建築物木材利用促進法に

より東高を初め公共建築が木材化されるのはとてもよい傾向で、東高が５０年ぶりに木

造で建設されたことは感慨深い。○○委員からは、公共の施設が木造でつくられるとい

うことはよいことである。もっと増加してほしい。健康面、精神面でよいほうに働いて

いると思う。○○委員からは、公共施設を初め積極的な県産木材の利用が図られている。
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森林組合系統における間伐材等の流通は増加しつつあり評価できる。さらなる取り組み

に期待する。県産材の利用について彦根東高校や県立大学等の公共建物を木造で建築し

たことは、評価できる。今後も各部署において公共建物の木質化を積極的に行っていた

だきたい。という評価をいただいております。 

  一方、評価できない点としましては、○○委員から、木材の使用量は官民とも、まだ

まだ少ない数字と思う。県より市町へのアドバイス、情報発信など積極的な働きかけが

必要である。○○委員からは、「木の学習机」（学校使用のもの）だが、従来の机よりも

重量があるのでは、小さな子供が使いづらくないか。そのような声は学校から上がって

いないか。改善の必要はないか。という疑問をおっしゃっていただいております。 

  この点につきまして、県のほうから。 

  はい、お願いいたします。 

○事務局：１点目の○○委員からの意見でございます。○○委員はそういったお仕事をさ

れておるので、実感として感じておられることと思います。去年の彦根東高校等の取り

組みが増えたといえ、県産材の流通という面では、いつでも市場に流れているという状

況ではございません。ああいう需要があって初めて動くという状況でございますので、

ご指摘のように特に公共施設につきましては、木材需要創出にかなり効果がございます

ので、市町等にも働きかけを積極的に行ってまいりたいと考えております。 

  木の学習机につきまして、実は市町の管理者から重たいという声をかなりいただいて

おります。ただ、最近、びわ湖材合板というのを認証できるようになり、それを使った

天板というのも商品開発されておりますので、天板だけ交換するものに対しても助成す

るとか、そういった方法で改善できないかという検討を行っておりまして、もし可能な

らば、そういったものについても認めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長：はい。 

  ということでございますが、委員の皆様、いかがでしょうか。 

  はい、○○委員、お願いします。 

○委員：木の香る淡海の家推進事業を中心に話をさせていただきますと、実施されてから

年々実績は上がっておりまして、例年ですと目標に対する達成が１１月、１２月になる

んですけど、ことしはこの８月末で当初の目標を達成していただいています。年々枠も

ふやしていただいているんですけども、滋賀県で一戸建ての木造住宅というのは、むち

ゃくちゃ少なくても年間で５,０００戸台、平均すると６,０００戸台が建っております。 
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今、木の香る淡海の家推進事業でお建てをいただいているのが大体１２０戸でござい

ますので、もちろん予算の関係もございますけども、せめて１割を、この木の香る淡海

の家びわ湖材でやれるようにしていただけると、先ほどからご意見が出ていますように、

びわ湖材の循環利用、山から川下の末端までの循環がスムーズにいくと思いますので、

ぜひまた今後とも枠をふやしていただくようにお願い申し上げておきます。 

○議長：はい。 

  ご意見ということで。 

○委員：意見です。 

○議長：ありがとうございます。 

  そのほか。 

  はい、○○委員、お願いします。 

○委員：木の学習机については、そういうこととあわせて検討してくださっているという

ことで、ありがたく思います。うちの子どもの学校が１年生から６年生まで同じ机を使

うので、教室が変わるときに持って移動するんですよ。それによって床が傷むというこ

とがあれば、余りよいことではないなと思っていましたので、検討いただいているとい

うことでありがたいです。 

  それから、東高校の視察に私は行けなかったんですけれども、うちの子が通う学校も

木の体育館をつくっていただいて、木のぬくもりいっぱいで、大人にとってはすごくい

いのですけれども、卒業式とか入学式のときの声がすごく反響して、聞こえづらかった

んです。それが、木の影響なのか、設計の影響なのかわからないんですけれども、その

ようなこともあります。 

木のぬくもりは重要ですけれども、機能的にも考えていただけないと、本来の使用目

的というのが運動する場所というところですので、ちなみにガラス張りになったので、

体育館の中では派手な球技はしてはいけないという決まりができてしまって、子どもた

ちの間で、なぜ体育館で球技ができないんだという声もありましたので、今後また進め

ていく上で、機能のことも考えて設計していただけたらありがたいです。 

  意見ですので。 

○議長：どうもありがとうございました。 

  では、先に○○委員、お願いします。 

○委員：すみません。学習机のことでちょっと質問ですけれど、重たいというのは、天板
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が重たいと。 

○事務局：全体を木材でやっていますと、どうしても重たくなるというのは仕方がないこ

とですが、今、考えられますのは、足はスチールで、天板をびわ湖材のものを、６年間

使ってもらって、卒業するときにそれを持って帰ってもらうというもので、基本的には

天板だけを木材でやれば、機能的にはよくなるんじゃないかなという提案もいただいて

おります。 

○委員：ありがとうございます。 

○議長：それじゃ、○○委員、お願いします。 

○委員：これはお尋ねです。びわ湖材を使った新築は、今、予算補助は幾らですか。１２

０戸ですか。 

  それで、私の知り合いが、県産材が家に一番ヒットするということを言っていますの

で、世話してくれということも言われるんですけど、新築ハウスメーカーも、再生の業

者さんも、私は話をするんですけど、木は任しておいてくださいと。任しておいたらい

いけど、どこの材を持ってくるのやと。そしたら、ふにゃふにゃ言っておるわけですね。

それと、個人の施主さんが、ここはこうしたいのやと。県産材なんかややこしいと、重

要なとこはこっちに任してほしいと。そうして進めていきますと、それやったらいいで

しょうと。やっぱりこの部屋は、下を杉材にしたいと、６畳、４畳半、きっちりダイニ

ング。これは施主さんのニーズとしてあるんですね。それでも、建築業者さんは、全て

ピシッと段取りをしたいので、どこの材かわかりませんと。 

今ですと、６畳のフローリングとか、そういうようなニーズに、どこに行けば、ある

いはそういうものがリーズナブルに、これは補助金があるとか、ないとか別として、そ

こへ行けばお世話いただけるという仕組みはあるんでしょうか。それをちょっとお尋ね

したいんです。 

○議長：はい。 

  いかがですか。 

○事務局：基本的に、びわ湖材、県産材で供給できるのは、構造材、柱とかが中心でござ

いまして、フローリングとか、ある程度表面加工、強度加工するようなものは、つくる

工場が県内ではないので、どうしても県外からとか、県内の製材の問屋さんから仕入れ

ていただくことになりますので、なかなか施主さんの思いに応えきれないのが工務店の

現状と思います。 
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先ほど申しましたように、もっと加工の部分を充実して、そういった県産材製品が問

屋さんに行けば買えるというという状況に持っていかないと、なかなかそこまでは実現

しないのかなというふうに考えております。 

○議長；はい。 

○委員：マーケットはあると思いますので。 

○議長：よろしゅうございますか。 

  それじゃ、○○委員、お願いします。 

○委員：すみません、○○です。 

  今のは県産材を使ってフローリングとか、そんなものをやりたいということで、私な

んかは特にそれをやりたいほうで、大工さんに頼んでフローリング化してもらっていま

す。岐阜のほうは表面の強度を保つために、加工なりいろんなこともされている業者と

かもいらっしゃるんですけれども、下手にそこへ水をこぼしたりすると、ぶくぶくと膨

れ上がったりして、木は元に戻りたいわけですね。私なんか、そんなことを無理やりに

せずに、公共建築物がせっかく木質化になったということはいいことで、いかにそれと

うまくつき合ってあげるかという、公共建築物でさえそういうふうになっているんです

から、住宅なんかはメンテができて、本来は当たり前と思うんですね。 

でも、そういうやり方をずっと知らなくてきたものですから、すごく恐怖心が強くて、

片や床から熱い空気を入れたいとか、いろんなご要望があるからあれですけれど、そん

なこともちょっと押さえておいて、杉とかヒノキにうまく親しんでもらう。杉なんかも

バタンとこかすと凹むんですけれども、私なんかも施主さんに、そんなことも恐怖心を

持たずに、ちょっと濡れた雑巾を置いておいてください。絶対膨れ上がってきます。よ

っぽどひどいときは、スチームアイロンをちょっとかけてやるというぐらいのもので、

ちゃんと元どおりになってきますので、恐れずに使ってほしい。そうすると、心地よさ

を享受できるわけです。 

先のほうに書いていますけども、子どもたちもせっかく勉強されているんですから、

何とかその机なんかもうまく使ってほしいというのは、そういうふうなところから需要

を掘り起こして、自分のお家は木造にしたいとかという思いに流れていくように、今の

サイクルが回るように考えていってほしいなと、そういうシステムづくりを自然に入っ

ていくようにしてほしいなというのが私の考えです。 

意見です。 
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○議長：ありがとうございます。 

  ほかに。 

  はい、○○委員、お願いします。 

○委員：木材の使用量が官民ともまだ少ないという、これは実質数字が我々手元にありま

せんので、これは申しわけないですけども、私の実感だけで書かせていただいたんです

けども、三重県、特に松阪あたりでは、「あかね材」といって虫のついた木なんですけど

も、これは御存じの方もおられると思うんですけども、そういうのにも補助金を出すよ

うな制度も、松坂だけではないんですけども、三重県で進められている。 

  今、市になりましたけども、そこでもかなりかなり保育園、小学校あたりで木造をた

くさん建てていただいているのを聞いておりますので、彦根東を木造にしていただいて、

かなり飛び出て宣伝効果を出してくれているんですけども、まだまだ少ないような私の

実感として書かせていただきましたので、了解いただきたいと思います。 

  それから、木材の生産量が８,０００㎥ほど減っているというのを聞いたんですけども、

チップは先ほどお話がありましたように、製紙会社の使用量はことしに入って激減して

おりまして、生産者の方から、私もチップをやっているんですけども、入荷をストップ

してくださいとお願いをするような状況にも一時なっております。去年度は、反対にチ

ップの材料がほとんどなくて、県外から私どもの会社も何千立米としばらくの間、入れ

たんですけども、かなり製紙会社さんの需要によってチップ材は波がありますので、こ

れから滋賀県内でもその製紙会社さん以外のチップの需要というのが、私どもの会社も

含めて県のほうの流通も、これから生産をしていくということですので、考えていただ

きたいと思います。 

  去年度ですか、合板が２,０００㎥ふえているというようにお聞きしたんですけども、

合板というのは県外の合板工場に県産材を持っていかれて、それを合板してもらって、

滋賀県産材として滋賀県にバックする。そういう制度の出荷が多分ふえているんだろう

と思うんですけども、この出荷は県森連さんが主体になってやっておられるんですけど

も、それのいい、悪いじゃなくして、その製材用の材が本当はふえたら滋賀県産材の、

先ほどびわ湖材というのをかなり宣伝していただきましたけども、実際は金額が上がら

ないことにはびわ湖材としての価値がなかなか出てこない。 

  今は、合板用として長期的に金額を決められて滋賀県産材を大量に県外に出荷してお

られる。それも悪くはないんですけども、それが主体になってきますと、木材の価格は
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いつまでたっても安定しない、価格が上がらない。生産者の方になかなかお金が返らな

いという現状がますます続くと思いますので、流通の対策としてその辺も考慮していた

だけたらと。ちょっと話がずれましたけど、意見です。 

○議長：意見でよろしゅうございますか。 

○委員：結構です。 

○議長：どうもありがとうございます。 

  続きまして、右側のその他意見のほうに移りたいと存じます。また県産材の話が出て

きますので、よろしくお願いします。 

  ○○委員から、近年、植林面積が少なくなっている。今後も県産材の安定供給をする

には、荒れ地、シカ食害、放置林など林地として保全させる方策が必要である。という

ご意見をいただいておりますが、ここは植林面積というので、ほかとちょっと違います

ので、県のほうから何かございましたら、お願いいたします。 

○事務局：失礼いたします。ただいまの○○委員様の意見について、回答させていただき

たいと思います。 

  近年、主伐また皆伐は行っても、なかなか再造林をしていただけない。造林未済地と

申しますけれども、そのような林野が大変ふえてきております。我が県におきましても、

調査活動を展開しておるんですけれども、他県の実例に比べると非常に少ない状況で、

安堵しておる最中でございますけれども、今後につきましては、県のほうで造林未済地

が発生しないよう森林所有者に普及啓発を行っていきたいということで考えております。 

  また、荒廃地関係につきましては、必要に応じまして、保安林施業等により復旧をし

てまいりたいということで考えております。 

  なお、鹿、鳥獣関係対策を推進し、間伐の推進など放置林が発生しないような取り組

みを、今後滋賀県として展開してまいりたいということで考えておりますので、ご報告

させていただきたいと思います。 

○議長：ありがとうございます。 

  このことについて、委員の方から何かご意見ございませんか。 

  続きまして、○○委員から、素材生産量の増加を着実なものにするため、引き続き木

材の需要拡大、販路の確保・拡大、生産・加工体制の整備対策を効果的に推進していた

だきたい。また、素材生産の意欲を高めるために、素材生産量の大半を占めている木材

チップ用材を、製材用材等にきめ細かく活用していく施策が望まれる。○○委員からは、
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Ａ材利用の面から加工流通体制の整備が必要であり、重点的に取り組まれたい。県産木

材の素材生産量の減少は、搬出間伐実施面積の減少とリンクすると思われるため、搬出

間伐の推進とあわせて取り組まれたい。○○委員からは、より一層の効果を高めるため

に、素材生産と製材加工等との連携を深め、加工流通体制を強化することに努めていた

だきたい。○○委員からは、合板ばかりでなく、木の良さをアピールし、子どもたちに

も知られるようにしてほしい。今までは、合板、コンクリートでないとだめなようなコ

マーシャルが多かったのでは。というご意見をいただいております。 

  このことにつきまして、県のほうから何か。 

  はい、お願いいたします。 

○事務局：今の点につきまして、まとめて説明させていただきます。 

  まず、木材利用という観点からは、先ほど○○委員からございましたように、その木

材を製材に使うもの、合板とか集成材に使うもの、それとチップとかで製紙とかパルプ

として使うもの、いろんなものがございます。当然製材のほうが価格は高いということ

になってきますので、そういった山から出てくるいろんなものが混じったものをしっか

り仕分けして、製材用は製材用として売る。合板、集成材用は集成材として売る。チッ

プ用は、チップとして売るという形にしないと、収益が確保できません。そうすること

で一番収益が確保できるということになってきますので、そういった形で木材流通とい

うものを考えていかなければなりません。 

  そういった観点から、素材を生産して、加工につきましては、Ｂ材、Ｃ材は県外に出

ていくということはあるんですけども、Ａ材は、県内で生産したものを県内で加工して、

県内で利用するといった形に、いわゆる地産地消という形に持っていくことが、県内の

林業、木材産業振興にもつながって、そのことが木材需要につながって、また森林の整

備につながっていくと考えておりますので、まずそういった体制をつくっていきたいと

思います。 

  昨年７月に県の森林組合連合会さんが東近江市に「木材流通センター」をつくられま

した。そこを中心に、まずその流通の需給調整機能を上げていきたいというふうに考え

ております。 

また、加工につきましては、特に公共施設は、あとのご意見にありますように、品質

の高いものを求められますのが、なかなか滋賀県の加工業界は、質・量的にも他府県に

比べて弱いということがございますので、そういった経営基盤の強化についても支援を
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させていただきながら、もうちょっとレベルを上げていきたいというふうに考えていま

す。 

あと、生産から加工、流通、利用まで一貫してレベルアップしていくことによって、

県産材、びわ湖材の流通というのをもうちょっとうまく進むように取り組んでいきたい

というふうに考えております。 

○議長：ありがとうございます。 

  今のことにつきまして、委員の方、何かございませんか。 

  そうしましたら、今度は県産材、公共施設ということでくくらせていただきたいと思

いますけれども、○○委員から、これからも県産材を使用した公共施設への利用、住宅

建築への利用等さらなる普及活動は重要である。住宅建築利用への普及の際、県産材の

質についての詳細な説明やデータ（強度、害虫に対する抵抗性、防災性、耐火性等）を

付加し、ＰＲ活動にプラスしていくことはできないか考えていく必要がある。こういう

普及活動ができれば、普及効果を高めていくことができるだろう。その辺のシステムづ

くりが早急に必要かと思います。木の香る淡海の家推進事業では、補強用製材品の無償

提供の実施は、これからのシニアたちが県産材に目を向けてくれるチャンスとなる可能

性がある。○○委員からは、「びわ湖材」認識とその利用、採用、購買意欲は県民の大人

たち、シニア層への情報提供や周知、工夫が必要である。シニア層に対する学習の中に

取り込むことも大事である。○○委員からは、今後も公共建築の木造化を推進し、びわ

湖材が１００％うまく活用されるには設計段階で設計者と製材（森林組合）・県との協議

や連携、情報の共有が必要で、施工業者が落札してからでは遅く、良質な建物を望めな

くなる可能性がある。木構造設計者の養成も必要である。その辺のシステムづくりが早

急に必要かと思う。○○委員からは、公共建築物の木質化に伴い、必要とされる大工・

左官等の職種の育成をも考慮した施策の推進をされたい。というご意見があります。 

  このように、公共施設、県産材、びわ湖材ということでございますので、県のほうか

らまたお願いいたします。 

○事務局：住宅と公共施設を中心に木材利用というご意見をいただいております。 

まず、住宅につきましては、先ほど○○委員からありましたように、森林税事業で木

の香る淡海の家推進事業を行っています。ただ、先ほど要望がありましたけど、その予

算額を上げるというのはなかなか難しゅうございますが、今年について見ますと、国土

交通省の「地域型住宅ブランド化事業」、または林野庁がやっております木材利用ポイン
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ト事業というのがございますので、そういったものも木造住宅新築の追い風にしていき

たいなというふうに考えております。 

  公共施設につきましては、平成２２年に、公共建築物等における木材の利用促進に関

する法律が施行され、市町、県も含めまして、木造化の時代になってまいりました。昨

年の彦根東高校のような案件もあるんですが、それ以降、それにかかわった設計士さん、

またそれにかかわった工務店さんがかなりノウハウを身につけられまして、今年あたり

は、こちらからＰＲしなくても市町の公共施設を木造化でという話が上がってきている

状況もございまして、そのときに木材調達について私どもが相談を受けることがござい

ます。 

しかし、公共施設につきましては、木造化の動きがあるにもかかわらず、その調達面

で課題があるというのが現状でございますので、先ほど加工・流通施設の整備のときに

申し上げましたように、そういった需要に応えられる供給体制の整備というのが重要に

なってくると思いますので、公共施設につきましても、市町とも連携しながら進めてま

いりたいというふうに考えております。 

  ただ、彦根東高校のように、その関係者の熱い思い、熱い思いを持った関係者がいな

いと、なかなか実現しないという現状がございます。関係者に対する普及啓発とかいっ

たものが必要でございますし、またそういったことを進めることが技術者の育成にもつ

ながっていくというふうに考えておりますので、関係者とも協力しながら進めてまいり

たいというふうに考えております。 

○議長：ありがとうございます。 

  ただいまのお答えに対しまして、何か委員のほうから。 

  はい、○○委員、お願いいたします。 

○委員：その他の意見の中で、我々森林組合関係者にとっては非常にうれしいことがたく

さん書いていただいておるんですが、ちょっと変なことを言いますけども、○○委員さ

んのご発言でございます。木材加工を森林組合がしていたら全部赤字なんです。不思議

と赤字になる。どうにもならないというのが現状であるということをご承知いただきた

いと思っておりますし、またご承知していただける機会が持っていただければありがた

いと思っております。 

  それから、○○委員さんと○○委員さん、このご意見は非常にありがたいと思ってい

ます。これは、滋賀県ではないことをせよというふうにおっしゃっておられるんですけ
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れども、今、建物を建てておいて、ほとんど建築士さんの手によって設計されます。そ

れについては、木材の強度というものが検討されますので、当然ながらいろんな要素が

必要となりますので、山から持ってきた木をそのまま使ったらよいというものではない

という部分があります。 

  それと、防災、防火、防風、いろんな部分がありますので、その辺のこともきちっと

考えていかなきゃいかんわけですけれども、これが森林組合では目下のところできない。

滋賀県でどこもそういうところがないというのが現状です。それ以外に、もっと複雑な

話は、先ほど○○委員さんがおっしゃいましたけども、子どもさんたちの卒業式のとき

の声が反響して仕方がないという話が出ました。これは設計士さんのされる仕事ではな

いと思うんです。 

私は１５年前に、この経験をしておりまして、フル木造の体育館のような大きなホー

ルをつくって、中で、お話をしたら何が起こるかということについて、全く困ったこと

が起こりました。結局、反響について、名古屋にあります国際フォーラムの音響を設計

した方に来てもらいまして、そして調べてもらいました。結果的に、木造は反響が強す

ぎますな。ですから、これを防ぐためには、周辺全部に毛布をぶら下げてくださいとい

うふうに言われました。 

それから、先ほど学習机の天板の話が出てまいりました。私ども森林組合で２００セ

ット、とある小学校に入れたことがあるんですけど、全部返品をくらいました。それは

なぜかといいますと、ボールペンを机の上で使ったら、日本の木は筋がついてしまう。

だから、その上の天板には強度の加工をせないかんし、塗装せないかん。これは滋賀県

にないんです。 

そういうことを考えますと、今ここに書いておいていただきます中西委員さんと河島

委員さんの発言は、単に森林だけの審議をしている範疇からはみ出したことになってま

いりました。私どもは今、はみ出した発想をせねばいかん時期に直面しておるというふ

うに考えておりますので、非常にありがたいと思っております。皆さんにまでこのはみ

出した発想をしてもらえるようにお願いしたいと、かように思っております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長：○○委員、今のはご意見ということでよろしゅうございますか。 

○委員：全く意見です。 

○吉田議長：ありがとうございます。 
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  はい、○○委員、お願いします。 

○委員：すみませんが、ご意見をいただいたんですけども、全くそういう意味で私は書い

ておりませんので、一応申し上げます。 

  素材生産と製材加工との連携と一言で書いてしまっているんですけど、これは非常に

難しいことであるのは承知をして、例えばその森林組合で製材加工とか、そういうこと

は全く想定しておりませんし、私個人的な考えとしては、森林組合さんが製材加工とか

するべきでないと思っておりますので、ちょっと誤解されたかなと思っています。 

  ついでに、じゃ、何を言いたいのかということをご説明申し上げると、実際は製材加

工等の主体というのが、現状どの程度あってとか、さらにどうしたらもっと県産材をう

まく加工してくれる、その主体が広がるのかということについて具体的な案があるわけ

ではないんです。ただ、滋賀県で木材が生産されると。その特徴を生かした製材加工を

する主体がどこかに、私は別に県内でなくても、ある必要は必ずしもないと思うんです

けど、とにかくあるということ、それでいってほしいということ、そのつながりが必要

であるということを申し上げたかっただけです。 

○委員：よろしいか。 

○議長：はい、○○委員、どうぞ。 

○委員：時間をとりまして恐縮です。 

  それは、よくおっしゃっていただいたことはわかります。ところが、木材加工という

ものにつきましては、非常に幅が広うございます。最近の工務店さん、大工さんは、ほ

とんどかんなを使われないんです。でき上がった材木を持っていったら、そのまますっ

ぽり使う。ですから、常に直角ができないといかんわけです。もう１つは、きれいに表

面が削られていないといけないです。直角を出して、表面をきれいに削れるということ

ができるところは、滋賀県に１カ所しかないんです。 

  しかも、規定の含水率、いわゆる乾燥度ですね、これを確保できる工場は滋賀県に２

カ所しかない。１カ所はちょっと能力が要るんです。ですから、能力の高いところが大

量の木材を要求されたときには、てんてこ舞いです。それが彦根東高等学校の体育館だ

ったんです。一定の期間に乾燥された正確に直角の出た木材を納めよと、こういうふう

になってきましたら、これはなかなか難しい状況なんですね。ですから、滋賀県でいう

と、その辺の能力も全般的にアップしなきゃいかんということですけども、森林・林業

の範疇は、これも出ておるんです。 
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ところが、材木を納めるということになりましたら、この両側に材木屋さんはお見え

でございますけれども、これほどの能力の必要はないと。直角の出た、乾いた、表面が

つるつる、しかも、長さにおいて４メートルで１センチの誤差があってはいけない。３

メートルで１センチの誤差もあってはいけないという納品の仕方でないといかんという

のは目下の木材の需要の状況でございますので、その辺の能力は滋賀県の関係者は身に

つけなきゃいかんと、こういうことになると思います。 

○議長：ありがとうございます。 

  ○○委員、お願いします。 

○委員：すみません。今、松山委員がいろいろとおっしゃいましたので、あれなんですけ

ども、木材というのはどうしても反響していくと思うんです。テレビ局のあそこをつく

った、スタジオをつくっても、吸音と遮音との、こんなごつい壁が要るんです。完璧と

言われたら、それぐらいのものが要る。木を使うには適材適所といういい言葉がありま

して、いいところにうまく木を使ってやる。 

先ほどの構造体ですけれども、私も木材を使うからといって、こんな重なったような

集成材にしたようなものをばんと鉄骨のかわりに使うというのは、余りこれはよしとし

ていないんです。ここで仕上がってくるような材、例えば３００とか、３６０とかの大

きさを使って、うまく構造的に圧力がかかったり、引張りがかかったりして、ゼロのと

ころがあって、ゼロのところはそんなに力は要らないんだというような考え方が構造的

にありますので、そこをうまく使って木を重ねながら、その強度の要るところをうまく

やってやる。構造設計とここに書いていますけど、そういうことを怖がる構造屋さんが

多いですね。木とうまく話ができないというのか、そこをうまく養成していくというの

は大事なことで、実際にそうしてやられたということが、これからそれを糧に次のステ

ップが踏めるようになると思いますので、まず第一歩を踏んでいただいたと。 

その後、うまく次につなげていっていただけるかということがまた問題になってきて、

乾燥もしていないような、どぼどぼのやつを例えば何メーターも要るから、山から引っ

張ってきたということになったら、将来的に変なところに割れが入ったりして、あれは

大丈夫なんだというような、ちょっとマイナスのイメージが出てくるかもわかりません

ので、木というのはうまく期間があって、引き出してもらって乾燥してもらってという

ようなシステムがありますので、そこら辺を県の方とか、これから設計しようという公

共建築物の設計士なんかは、うまく協議してもらって、その材でやってもらうというよ
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うな考え方でやってほしいなと思います。 

やっぱり需要と供給の関係やと思いますので、しっかりいいものをつくっていただい

ても、こっちで建物が建てられなかったら、どうしようもないし、こちらの欲しい材を

無理やりなことを言っても、できないものはできないですから、そこをうまくやってい

ただくという、その調整役みたいなことを県のほうにもお願いしたいなと思います。 

  意見です。 

○議長：どうもありがとうございます。 

  はい、○○委員、お願いします。 

○委員：私、材木屋さんですので、材木屋の宣伝になるかもわかりませんけども、先ほど

からびわ湖材というのをいろいろ検討していただいているんですけど、びわ湖材という

補助金の対象は、先ほど返答されましたように、滋賀県内で生産されて、製材されて、

加工されたもの。その加工というのが、最近の木材、建材という住宅に使用されるのは

物すごく技術が発達して、フローリング加工でも無垢でも、その床暖房に耐えられると

いう商品は全国に出ています。滋賀県はもちろんないんですけども、それを一般の方が

滋賀県産材で要望されると、もちろん滋賀県産材は一切ない。で、県外からのやつを使

ったら、それはびわ湖材の補助金の対象にはなりません。 

何立米以上、びわ湖材を使いなさいという目標や縛りがもちろんあるんですけども、

その滋賀県産材は滋賀県内で加工できないと、それはびわ湖材として認められないから

補助金が出ない。その辺の縛りをもうちょっと緩和していただくなり、びわ湖材の加工

という、その加工自体もいろんな加工がありまして、丸い材を四角にするのも加工です

し、その四角にしたやつをもう一度細かくして、注入したり、圧縮したり、塗装したり、

いろんな加工がある。その加工も、最低限、この加工は滋賀県に業者がないから県外の

加工でもオーケーですよというようにしていただくと、びわ湖材として補助金が出ます

とか、そういうシステムをさらに検討していただいたら、びわ湖材の需給がもっとふえ

るんじゃないだろうか。 

今現在、合板と集成材と、杉の無垢の下地材は県外の製材所で加工された材でも、滋

賀県から持っていった材で加工されたら、それはオーケーですよという制度が一部緩和

されてきて、利用させていただいているんですけども、その辺の補助金がつく、つかな

いで、びわ湖材を使う、使わないというのはお施主さんの意向もありますので、その辺

のことを県としてこれから補助金の対象として考えていただいて、拡大できるものがあ
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れば、製材所に迷惑がかからない範囲で拡大していっていただいたらいいかと思います。 

  それから、公共なんか、東高校の話が先ほど出ていましたけども、一度にたくさんの

横架材なんかを要求されますと、従来の製材所というのは建物の柱とか、土台は既製品

として、県産材が製材で加工されて流通に対応するためにストックされている工場がた

くさんあるんですけども、横架材に関しては、その建物の大きさによって幅も背も長さ

も変わります。それを１から１０まで製材所においてストックしておくというのは、経

済的にも困難なことですし、材もなかなか集まりにくい。 

その場合、今まで県の流通の対策準備室と我々も話を何回かさせてもらったんですけ

ども、例えば県の公共の建物が発注されるときは、一つは分離発注できないかと。もう

１つは、もうちょっとその期間の余裕を持ってもらえないか。先ほどの業者が決まって

からでは遅いという話がありましたけど、そんなものは例えば魚や野菜と一緒で、きょ

う言って、あしたできるもんじゃないんですね。１０メーターの材をあしたここへ１０

０本そろえろと言っても、もちろんできるわけじゃない。その辺のことを、木材という

のは特徴を持った商品ですので、考えていただいて、建築に余裕を持って発注していた

だくとか、加工する時間をいただくとか、乾燥するのに余裕を持って時間をいただくと

か、そこを練っていただいたら、さらに公共で使っていただけるという範囲がふえると

思うんですね。 

そういうような条件がそろわないと、例えばある町で聞いたんですけども、公共のや

つを市の市産材でやろうという話がかなりあって、一度に何百立米という材が欲しいと

きがあって、なかなかそれが市で用意できない。それで、びわ湖材でなしに、県産材で

もオーケーですよという話になったんですけども、じゃ、県産材になると、なかなか補

助金がつかない。最終的に、じゃ、どこの材でもいいやないかと、半分それが建物にな

ってしまったということも聞いたことがありますので、県のほうの発注、市町も一緒で

すけども、もうちょっと余裕を持ってこれからの利用を促進するために、対策をしてい

ただいたらいいかと思います。 

  それも意見です 

○議長：はい。 

  今のお答えを。 

○事務局：今、まさに課題としていただきましたので、それにつきましても、、市町・県の

担当者が十分認識すべき部分でございますので、しっかりと考えています。 
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○議長：はい、○○委員、どうぞ。 

○委員：これは私のプラスアルファの意見なんですけれども、私の記憶が確かであれば、

整形外科なんですけど、多分、木の助成金をもらってされていたと思うんですけど、私

がそこへ行ったときに、注射をされることで、すごく温かくて怖くないというイメージ

を持ったんですね。コンクリートとかでできていたら嫌な検査をされるなとか、そうい

うことが全くなくて、非常に快い医院という雰囲気を受けたので、公共施設ばかりじゃ

なくて、患者さんに先生がお願いして、どうですかというアンケート調査なんかをして

もらったら、またいい声が聞けるんではないかと、そういうふうに感じました。 

県産材の促進のご負担が少しでも減ったらと思います。意見です。 

○議長：ご意見ということで、ありがとうございます。 

  はい、○○委員、お願いします。 

○委員：質問ですけれども、素人なのでわからないので教えていただきたいんですけれど

も、今、消費についての話がすごくされているんですが、この県内で利用可能な人工林、

搬出とか、それから大きさも含めて、どれくらいの面積があるのかということと、イメ

ージ的にどんどん使っていっていいのかなというふうに思いまして、先ほども植林がほ

とんどされていないというお話があったので、現在この調子で使われた場合、何年間使

い続けられるのかという心配が若干ありまして、もしわかれば教えてください。 

○議長：はい。 

  いかがでしょうか。 

○事務局：概要ですけど、面積的には、人工林８万ヘクタールございます。柱等に利用可

能なものは６割ぐらいありまして、年間に人工林が成長する量が３０万㎥ございます。

例えば今、滋賀県の木造住宅は年間６０００棟ですけども、大体１棟当たり２０㎥使う

といわれていますので、それを全部使ったとしても１２万㎥ですので、年間の成長力の

３分の１程度でございますから、その程度使っても、滋賀県の森林は数字的には大丈夫

だということになります。 

ただ、使うことによって森林整備が進むというプラスの部分がございますので、現状

からすれば、使いすぎて森林がどうかなるんじゃないかなという心配はないと考えてい

ます。 

○議長：よろしゅうございますか。 

○委員；そうすると、植林は余り考えておられないですか。 
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○事務局：伐ったところは、当然植林するのが大前提でございます。 

○委員：すみません、ありがとうございます。 

○議長：どうもありがとうございました。 

  時間がもう過ぎてしまいまして、進行が下手なんで、すみません。 

  次に、進めさせていただきます。森林資源の有効な利用の促進についてでございます。 

  その他意見としまして、○○委員から、森林資源の利用を身近なことと感じられるよ

うな取り組みを積極的に行うべきである。例えば役場や学校、図書館、公民館などの公

共施設において、熱源として木質バイオマスの利用拡大を進めていただきたい。○○委

員からは、木質バイオマス発電は、小水力発電と並んで、循環型社会実現のための重要

な取り組みである。関連団体の支援にとどまらず、行政主体の体制整備を検討できない

か。というご意見をいただいております。 

  はい、どうぞお願いします。 

○事務局：木質バイオマスエネルギー利用で、熱と電気の２点いただいております。御存

じのように、エネルギー利用につきましては熱と電気がございますが、効率や施設整備

の点から、また身近な利用という点からすれば、熱利用のほうがより現実的かなという

ふうに考えております。 

熱の場合につきましては、当然公共施設での利用というのが一番手っ取り早いという

か、利用が進むものでございますけども、これまでの事例にございますように、その施

設の利用ありきで動きますと、運用が頓挫してしまうという現実がございます。やはり

地域の木材産業とか、木材利用全体の中で、それを位置づけて、そういった計画を立て

ていくというのが重要になってくると思いますので、施設管理者の市町とともに、そう

いったものが動いていくような形でのお話を進めさせていただきたいと考えております。 

  また、電気につきましては、一番の課題は効率が悪いということでございます。熱効

率で言いますと、規模にもよりますけども、１０％から３０％といわれております。熱

利用が大体８０％あるということでございますので、かなり効率が悪いというのが最大

のネックでございまして、そのことが発電の場合は、たくさんのバイオマスを集めなく

ちゃいけないということになってきます。今、滋賀県では１つ動いておりますけども、

最初は間伐材を検討されておられたんですけども、結局、十分に集めることができない

ということで、廃棄物系のバイオマスを利用して発電するという方向に舵を切られたと

いう現状がございます。 
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固定価格買取制度が始まって以降、バイオマス発電が各地で始まっておりますけども、

今言いましたような効率性や調達などの大きな課題がございますので、先行した事例も

見ながら、慎重に進め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：ありがとうございます。 

  委員の方、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

  続きまして、基本施策４ 次代の森林を支える人づくりの推進について。 

 「全体」の評価できる点として、○○委員から、目的に照らしておおむね妥当である。

浅香委員からは、基本指標達成度も成果ありで評価する。同じ趣旨で、○○委員、○○

委員、○○委員、○○委員からも頂戴しております。 

  その他意見につきましては、○○委員から、林業従事者の森林整備に関する教育をも

っと進めてほしい。坂野上委員からは、林業従事者の育成に関しては、森林組合以外の

民間事業体は支援の対象にならないのか、そもそも効果が上がらないのか、ご教示願い

たい。○○委員からは、林業に参画する一般事業体が増加するように県の指導、支援の

増加、継続を。○○委員からは、客体のさらなる拡大のため、企業の体験型研修、体験

型観光も視野に入れてはどうか。指導林家・青年林業士の積極的な認定と活動場所の創

出を期待したい。ということでございます。 

  このことについて、県のほうからお答えをお願いいたします。 

○事務局：林業事業体・従事者等に関するご意見をたくさんいただきまして、ありがとう

ございます。まとめて説明させていただきます。 

  一般の林業事業体も支援の対象にならないのかというご意見と、林業事業体に関する

質問が数点ございますので答えさせていただきますが、民間の林業事業体について、担

い手として森林組合の事業を補完していただくというような観点から、森林施業プラン

ナー育成研修、森林作業道作設オペレーター研修、あるいは素材を低コストで出すよう

な研修、そういうようなところも森林組合の職員と同等に研修を実施しております。 

  それと、林業従事者の森林整備に関する教育をもっと深めてほしいということがござ

いますが、今、言いましたように、森林組合等の職員に、施業プランナー育成研修等が

技術的なものの知識を高めておりまして、そういうようなところでの成果をおのおのの

事業体でОＪＴというような形で進めていただきたいと考えておるところでございます。 

  企業の体験型研修への視野につきましても、企業が取り組んでいる琵琶湖森林づくり
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パートナー協定の中で、企業がいろんな地域と連携した森林整備を進めるという中で、

地域との交流がいろいろとこれからも進んでいくのではないかなという形で期待してい

ます。 

最後に、久保委員からの指導林家につきましても、現実、指導林家や青年林業士の方

を県でも指定しておりまして、今後も必要な人材については認定して、地域での活動に

ついて活躍していただきたい。それと、後継者についても、そういう方が中心となって

広げていただきたと考えております。 

○議長：ありがとうございます。 

  今のお答えに対しまして、何かご意見等はございませんか。 

  そうしましたら、次の、森林所有者等の意欲の高揚についてです。 

  評価できる点として、○○委員から、地域の森林づくりを推進する集落数は順調に増

加しており、合目的性・有効性・効率性、いずれにおいてもおおむね妥当であり、さら

なる推進に期待する。というご意見をいただいております。 

  その他意見としまして、○○委員から、林業後継者への研修は、世代交代が進むこと

を考えると早急に進める必要があり、所有者の啓発と実際の施業が結びつくよう積極的

に進めていただきたい。○○委員からは、林業後継者の育成や新規就業者の就業促進が

急務である。そのためには就労環境に向けた取り組みや林業経営基盤の強化に向けた指

導と支援が必要である。というご意見でございます。 

このことにつきまして、県のほうから何かございませんでしょうか。 

○事務局：失礼します。 

森林整備を進めるということで、集約化という中で、森林組合、市町、あるいは普及

職員等と連携しながら進めるよう日々努力をしているところでございます。今後も、引

き続き集約化を進めるために努めてまいりたいと考えております。そういう経過をきっ

かけとしまして、今まで林業に興味のなかった方々につきましても、掘り起しなり意識

づけなりを進めていくものではないかと考えておりますし、林業研究グループのほうと

も、県が委託事業ということで境界確定の研修、あるいは森づくり交流会の参加、そう

いう活動の中で、林研グループの方にも自らの山づくりを、次の世代につないでいただ

くというような形で進めていただくように、今後も林研グループと連携をしながら進め

てまいりたいと考えております。 

 ○○委員からの就労環境に向けた取り組みというような点でございますが、緑の雇用
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対策、あるいは滋賀県林業労働力確保支援センターの事業、あるいは常例検査での森林

組合の指導という中で、経営基盤の強化というものを進めてまいりたいと考えておりま

す。 

○議長：はい。 

  ただいまの県のほうのお答えに対して、何か委員のほうでございませんでしょうか。 

  それでは、またありましたら、おっしゃってください。 

  続きまして、森林組合の活性化について、評価できない点として、○○委員から、森

林組合の木材生産に専門的に従事する作業員は２２年度に比べやや減であり、この問題

は重要であり、課題である。○○委員からは、森林組合の低コスト施業実施面積は、達

成率が低く、現状のままでは平成２６年度までの中長期的な目標に達するのが困難と予

測される。土佐や丹波などで取り組まれている自伐林業システムは参考にならないだろ

うか。という問いかけをなさっております。 

  その他意見としまして、○○委員から、（１）森林所有者の代表者としての組合役員へ

の指導強化。（２）（１）に共通する普及員の指導力の向上を目指す。○○委員からは、

資格制度をうまく取り入れ作業員の意識の向上を促していくような施策はできないか検

討願いたい。森林組合への助成や林業従事者の就労環境への改善（安全面、健康面等）

の努力が望まれる。久保委員からは、集約化施業の推進のため、森林組合等への研修は

非常に有効であると思われる。継続した実施に期待する。というご意見をいただいてお

ります。 

  このことにつきまして、県のほうからお願いいたします。 

○事務局：森林組合の活性化ということで、評価を含めて、その他意見、いろいろいただ

いておりまして、総括的に説明させていただきますが、専門的に従事する作業員が減っ

ているのは、森林組合の方へアンケートを出しまして、その結果を表示しておる状況で、

その当時の作業がそういうようなものになっているんではないかなと。しかしながら、

森林組合におかれましては、少ない人数の中でも効率的な作業ができるような形で、道

づくりなり施業なりをするように進められているものと考えております。 

あと、低コスト実施面積が減ということにつきましては、集約化というところを挙げ

ておりますが、制度が変わったから森林経営計画の樹立というようなものはなかなか進

捗が悪いという中で、こういうふうなところが少なくなっていると思いますが、それに

つきましても、森林組合、市町、普及職員等連携しながら努力して、そして施業の集約



 - 54 -

化を進めるように努めているところでございます。 

ご意見の自伐林業システムにつきましては、土佐の森救援隊とか、いろいろございま

すが、こちらにつきましては自伐林家が動く仕組みということで、例えば高知県だった

ら仁淀川に木質バイオマスガス化発電、そういうような地域で回る仕組みというものの

ほか、市町のエコマネーに対する支援とか、いろいろな状況が整備されてきたら、また

進むのではないかなと思いますが、１点、滋賀県でも湖西の団体で、国の施策というこ

とで、森林・山村多面的機能発揮対策交付金という制度が今年度から林野庁のほうで出

またので、そういうようなものを使って薪を割るというか、そちらのほうに取り組まれ

ておりますので、これが広がっていったら、またいろいろと回ってくるのではないかな

と思っております。 

それと、森林組合の指導強化というところで、役職員等の指導ということで今年度か

ら森林組合の常例検査の中できっちりと指導ということを進めたいと考えておりますし、

今後役職員を含めた森林組合のリーダー等、指導者を含めた研修につきましても前向き

に考えていきたいと思っているところでございます。 

それと、普及職員の指導力の向上というのも、やはり重要でございまして、准フォレ

スター研修に行くとか、今年度から森林組合の常例検査の中に普及職員が入って、きっ

ちりと森林組合をフォローする形で進めていきたいと考えておるところでございます。 

資格制度につきましては、先ほど言いました森林施業プランナーとか、素材生産を低

コストで行える人材の育成とか、そういう支援の中で、資格というふうなものも取れま

すので、そういうところを有効に活用してやっていきたいと考えております。 

以上です。 

○議長：ありがとうございます。 

  はい、○○委員、お願いします。 

○委員：すみません。ちょっと聞き漏らしたところですが、森林・山村の何交付金ですか。 

○事務局：森林・山村多面的機能発揮対策交付金、それは県の協働ネット、非常にわかり

にくいと前に○○委員から言われた、あそこに概要なりを書いています。 

○委員：そうですか。不勉強ですみません。これは国の。 

○事務局：国の支援です。 

○委員：もし差支えなかったら、お名前を聞かせてもらえますか。 

○事務局：よく新聞にも載っている高島の団体です。 
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○委員：わかりました。ありがとうございます。 

○議長：よろしゅうございますか。 

  そのほか、何かございませんか。 

  はい、○○委員、お願いします。 

○委員：森林組合のことについてでございますが、私も先ほどから非常に肩身の狭い思い

でして、評価できる点が全くない。評価できない点がありがたいと、そうおっしゃって

いただいておりますのですが、実は、森林組合ということを一言で言うてしまっていま

すけれども、森林組合の中で山の現場で話ししようとしなきゃならない人、それから森

林組合の組織団体をきちっと運営していかなきゃならない人、この２種類あるわけです。

森林組合の組織というものもきちっと守っていかなきゃいかんという、事務所を守って

いくということもありますので、非常に中身が複雑なんです。 

  民間事業体をきちっとやっていったらいいというわけですけども、森林組合の人間は

どう考えているかというと、民間事業体というのは営利目的の団体である。山は５０年、

６０年、７０年というスタンスで物を考えておりますから、目先の営利では思うことが

できない。もっと山そのものを愛する気持ちがないとできないんだという考え方をして

いますので、その辺で事業体というものと森林組合というものは同じようなことをして

いるけれども、持っている心がけが違うんだというとこら辺をちょっと添えてほしいと

思うのであります。 

  それと、もう１つ、若者が育っていないということが大きな問題だというふうに思う

んですけど、これは私が思っておるんですが、実際問題、森林組合の取り巻く環境は非

常に厳しいですね。まず、経済的には材木の値が上がらない。上がったら、木材で家を

建てられる方は困られるであろう。だから、安くないといけない。こういう問題がある

わけですけども、まず材木の値が上がらないというとこら辺が問題でありますのと、森

林組合は何をしてもよいかということではないわけでございまして、員外利用といいま

して、森林組合の組合員以外が利用してはいけないという固い縛りが国においてなされ

てしまっておりますので、これが足腰をくくっておるということになります。 

  それと、ほかに細かいことですけれども、非常に厳しいコンプライアンス、これが求

められております。もう１つは、行政手続の厳密化、これは最近特に厳しくなってきま

して、これが森林組合の非営利性というものに輪をかけておりまして、これも大きな負

担になってきておりまして動きがとれないという状況です。ですから、何が起こってく
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るといいますと、滋賀県の森林組合の半分以上が赤字決算をしております。そんな赤字

決算の会社に誰が来ますかということです。そんなことならコンビニでバイトをしてい

るほうが収入がよいと、こういうことになりますので、森林組合には採算性の悪いこの

事務所を運営していくについては、若者が来ない。若者たちに夢を与えてやることがで

きないということがあります。 

ですから、単に山に興味を持っているという程度の人でしたら、これはそれでいいか

もしれませんけど、その人たちは長続きもしないし、自分たちの身辺も非常に作業性危

険であると、こういう状況がありますので、森林組合というものは評価できる点は全く

ありませんけれども、努力をさせてもらえている、かように思っております。ひとつよ

ろしくご指導をお願いします。 

○議長：ご意見ということでよろしいですか。 

○委員：はい。 

○議長：ありがとうございます。 

  ほかに、何かございませんでしょうか。 

  はい、○○委員、お願いします。 

○委員：今、森林組合さんからいろいろとお話を伺いました。それは、森林組合さんのせ

いばかりではなくて、今までの大学の林学の教授にも問題があるのではないかと思いま

す。多くの研究者であるとか、教育者を生み出してはきましたけれど、本当に現場での

論理的な技術者を生み出してこなかった教育にすごく問題があるとずっと思ってきまし

た。それはなぜかといいますと、日本の林業はドイツから学んでいるんですけれども、

ドイツの子どもたちは何をやりたいと、今はちょっとわかりませんけど、森林官になり

たいと言うらしいですね。山側の仕事はいいと、偉い人になれるんだと、そういう意識

は、そうしてしか生まれてこないと思うんですね。 

だから、森林組合さんの言われることも本当に当たっているんです。山に命をかける

ような人を育てていかなければいけないということを、私は日常考えてまいりましたし、

これからもそういう教育づくりというのも、県でお願いしたいと思っております。 

○議長：ご意見ということで。 

○委員：はい。 

○議長：ありがとうございました。 

  そのほか、ございませんでしょうか。 
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  それでは、続きまして、森林環境学習の推進について、評価できる点でございます。

○○委員から、事業は目的の達成に関して一定の効果が上がっていると思われる。事業

手法はおおむね効率的と考えられる。久保委員からは、森林環境学習の年間受講者数は

着実に増加しており評価できる。○○委員からは、森林環境学習「やまのこ」事業は、

次代の人材育成のためにも重要な事業であり、引き続き推進していただきたい。○○委

員からは、「やまのこ」事業は、子どもを教育する上で大切な事業だと思う。○○委員か

らは、森林環境学習「やまのこ」事業は順調に進展しており、これからも拡大しつつ継

続していくことが必要である。○○委員からは、「やまのこ」事業は子どもたちが山を知

るきっかけになっているので、これからも続けてほしい。という非常によい評価をいた

だいております。 

  その他の意見としまして、○○委員から、森林環境学習は、小学校４年生を対象に「や

まのこ」事業が実施されているが、さらに職場体験を実施する世代でもある中学生につ

いても展開していくことが望まれる。○○委員からは、子どもだけではなく、大人対象

の環境教育も検討していただきたい。○○委員からは、「やまのこ」事業対象外の大人た

ちへの森林・林業学習機会の出現はぜひとも具現化していただきたい。レイカディア大

学での講座開講は県内シニア階層に関心を与え新たな参画が得られるものと考える。加

藤委員からは、受け入れる指導員、施設に合わせて柔軟に森林環境学習を提供できるよ

うにしていただきたい。○○委員からは、地域で実施している親子森林環境体験学習や

集落での栽培・植菌体験などについて支援をお願いしたい。というご意見がございます。 

  この点につきまして、県のほうから何かござきませんか。 

  はい、お願いします。 

○事務局：次代の森林づくりを支える人づくり推進の、森林環境学習の推進ということに

答えさせていただきたいと思います。「やまのこ」事業は平成１９年から実施しておりま

して、滋賀県内の小学校が全部やっているというようなところでございまして、引き続

き実施してまいりたいと考えております。 

  こういうふうな小学校４年で山のことを学んだ人が、今後、中学校、高校、あるいは

就職というようなところにつながっていけるように考えて、小学校４年のところで森

林・林業についてきっちりやっていきたいと考えております。 

  そういう中で、中学生へも広げていただきたいというふうなご意見等々ございます。

今の制度につきまして、小学生のところに重点的にやっていただいて、中学生が自主的
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なところで自ら学ぶ。あるいは、学校では例えば葛川中学校でしたら、地域と連携して

そういう山づくりをやっている事例がございます。そういうようなところが目に見える

ような形で広がって、地域、地域で、地域の人と連携しながらやっていく、あるいはボ

ランティアと連携してやっていく環境学習に続くようになるのではないかなというふう

に思っております。 

  それと、○○委員の親子体験学習の支援につきまして、先ほど言いましたような森林・

山村多面的機能発揮対策交付金とか、そういうようなものでも使えるのではないかなと

いうようなことで、こちらにつきましては、そういう制度の普及というようなものを進

めてまいりたいと考えております。 

  以上です 

○議長：ありがとうございます。 

  ただいまのお答えにつきまして、何かご意見等はございませんでしょうか。 

  そうしましたら、続きまして、河島委員のご意見がございます。「やまのこ」事業が県

内４年生が対象なら、木の学習机等木製品推進事業とあわせて、県内４年生が各校で木

の学習机を使えるよう提案したい。木製品の扱い方を実生活を通して身につけていくと、

杉やヒノキなどの無垢板への抵抗が少なくなり、住宅への木の需要もふえるのではない

かと考える。ということで、この森林学習と同時に循環利用のほうへのご意見もあわせ

て書いていらっしゃいます。 

この点につきまして、お願いいたします。 

○事務局：木の学習机のことですけど、最近ちょっと取り組みが落ちてきておりまして、

それはなぜかといいますと、市町の予算の都合でなかなか取り組みがいただけないのが

実情でございます。ただ、こういった考え方も確かにあると思いますので、 県のほう

からも市町に提案していきたいと考えています。ありがとうございます。 

○議長：よろしゅうございますでしょうか。 

  それでは、一応ずっと通してまいりましたけれども、全体を通しまして、あるいはど

こか言い残されたということはございませんでしょうか。 

  もう時間が迫っておりまして、気持ちがあれですけども。 

  特にございませんか。 

  そうしましたら、どうもいろいろとご意見ありがとうございました。 

  それでは、本日の委員の皆様からの評価、ご意見を事務局で整理していただきまして、
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取りまとめにつきましては、皆様のご都合等もございますでしょうし、私のほうにお任

せいただくということで、いかがでしょうか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

  ありがとうございます。 

  今後の取りまとめの手順といたしましては、昨年度と同様、本日の整理した内容を委

員の皆様に審議会の評価案としてお示しさせていただきまして、それを委員の皆様にご

確認いただきまして、その上でご意見がありましたら、それらのご意見も含めまして、

評価案の調整を行い、最終的に私のほうにお任せいただき、事務局に提出させていただ

くということにいたしたいと存じます。 

  こういうことでよろしゅうございますでしょうか。 

  どうもありがとうございます。 

  ご異議がないようでございますので、事務局におかれましては、本日の委員の皆様か

らの評価、ご意見を整理していただきまして、私にお渡しいただきたいと存じます。 

  これで本日の議事は終了いたしました。 

  県におかれましては、以上の森林審議会の意見を踏まえまして、今後の事業を推進し

ていただきたいと存じます。 

  ほかに、委員の皆様方で何かございますでしょうか。 

  特にないようでございますので、それでは事務局にお返しいたします。 

  皆様、どうもご協力いただきまして、ありがとうございました。 

○司会：会長、大変長時間にわたりまして議事進行していただきまして、まことにありが

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、ご提案、ご意見等賜りまして、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。 

○事務局：失礼します。 

  お手元にお渡ししております資料５のほうでございます。７月２４日、現地調査をい

たしました各委員さんの意見でございます。これにつきましてもホームページで公開す

る予定でございます。内容を皆様方のほうで確認していただきまして、万が一誤り等が

あるようでございましたら、来週９月２０日までにご連絡いただけますと、ありがたい

と思います。 
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  もう１点でございます。取りまとめにつきましては、会長と取りまとめの作業をさせ

ていただきますけれども、今お手元のほうにお渡ししました資料１の進捗状況でござい

ます。これにつきましては、会長とも相談させていただきましたところ、特に単年度の

評価のものにつきましては、目標値に対する実績値で表したほうが、公表するに当たっ

て県民の方々にもわかりやすいというようなことで思っております。そのような方向で

進めていきたいと思いますので、何とぞご了解のほうをお願いできたらなと思っており

ます。 

  それから、きょうは資料をつけておりませんけれども、評価点検シートにつきまして

も、これに準ずるものとして同じような形で公表していきたいと思いますので、何とぞ

ご了解をお願いしたいと思います。 

  連絡につきましては、以上でございます。 

 

５ 閉 会 

○司会：ただいま事務局のほうから、一応ご連絡をさせていただきました。あとの処理に

ついては、事務局のほうにお任せいただきますように、どうぞよろしくお願いしたいと

思います。 

  それでは、委員の皆様方には大変長時間にわたりましてご論議いただきまして、まこ

とにありがとうございます。 

  以上をもちまして、第１００回森林審議会を終了させていただきたいと思います。 

本日はありがとうございました。 

［午後 ５時１６分 閉会］ 

 


