
琵琶湖森林づくり基本計画の進捗状況 資料1

Ⅰ：基本施策【基本指標】 H15(現状) H26(中期的な目標） H32(長期的な目標） H22 H23 H24 H25 H26

33 36 38 34 35 35

達成率(%) 24 40 40

49 61 65 58 58 58

達成率(%) 53 56 56

64 80 90 97 81 62

達成率(%) 127 65 -8

30 125 150 112 120 127

達成率(%) 68 75 81

0 25 40 11 12 13

達成率(%) 28 30 33

1,583 8,000 13,000 6,819 7,481 10,618

達成率(%) 46 52 79

32,000(H20) 59,000 120,000 43,000 67,000 59,000

達成率(%) 13 40 31

25 87 100 60 62 80

達成率(%) 47 49 73

78（H20) 660 1,400 280 381 452

達成率(%) 15 23 28

Ⅱ：戦略プロジェクト【5年間の取り組み】 H20(現状) H26(中期的な目標） － H22 H23 H24 H25 H26

422 1,600 － 639 699 1,075

達成率(%) 18 24 55

2,525 3,100 － 3,014 2,513 1,921

達成率(%) 85 -2 -105

26,115 36,200 － 69,652 86,649 113,512

達成率(%) 432 600 867

3 15 － 11 14 17

達成率(%) 67 92 117

482 750 － 539 555 935

達成率(%) 21 27 169

6 18 － 9 9 15

達成率(%) 25 25 83

9,595 18,000 － 10,484 14,450 16,828

達成率(%) 11 58 86

0 50 － 38 30 31

達成率(%) 76 60 62

12,928 20,000 － 14,557 16,412 17,200

達成率(%) 23 49 60

１ 環境に配慮した森林づくり推進プロジェクト

２ 県民の協働による森林づくり推進プロジェクト

３ 森林資源の循環利用促進プロジェクト

４ 次代の森林を支える人づくり推進プロジェクト
●　森林環境学習の年間受講者数(人)

●　森林組合の木材生産に専門的に従事する作業員数(人)

●　年間作業道等開設延長(m)

●　環境林整備面積（ha・累計）

●　森林づくり活動市民団体年間延べ活動日数(日)

●　琵琶湖森林づくりパートナー協定（企業の森）締結数(累計)

●　びわ湖材認証を行った年間木材量(m3)

●　高性能林業機械導入数(台・累計)

●　年間間伐実施面積(ha)

１ 環境に配慮した森林づくりの推進

３ 森林資源の循環利用の促進

２ 県民の協働による森林づくりの推進

４ 次代の森林を支える人づくりの推進

(1) 県産材の利用の促進 311 県産材の素材生産量(m3)

111 民有林に占める保安林面積の割合（％）

112 治山事業による保安施設整備割合（％）

121 除間伐を必要とする人工林に対する整備割合（％）

(1) 多面的機能を発揮させる森林管理の推進

(2) 人工林の特性に配慮した森林整備の推進

(3) 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 231 びわ湖水源のもりづくり月間の森林づくりへの参加者数(人）

(1) 森林所有者等の意欲の高揚

(2) 森林組合の活性化

411 地域の森林づくりを推進する集落数(集落)

421 森林組合の低コスト施業実施面積(ha)

211 森林づくり活動を実践している市民団体等の数(団体・累計)(1) 県民の主体的な参画の促進

221 里山整備協定林の数（箇所・累計）(2) 里山の整備・利活用の推進



資料2

琵琶湖森林づくり基本計画　進行管理および基本指標達成度に対する点検・評価シート(案)

対応方針

基本指標
（長期目標：H17～H32）

基本指標毎

上段：実　績
下段：達成率

基本施策
単位

（平均）

事業毎

上段：実　績
下段：達成率

基本施
策単位
(平均)

１　環境に配慮した森林づくりの推進 ●：従来事業
◆：県民税事業

35%

40%

58%

56%

　森林の保全のため、マツクイムシの防除および駆除、野
生獣（シカ、クマ）被害防除対策を実施しているが、特に
ニホンジカによる林業被害が深刻となっている。
　ナラ枯れについては、平成２３年度に比べ増加してお
り、特に県南部地域において被害が目立っている。
（実被害面積は18ha）
　※トータル事業量：獣害防止ﾃｰﾌﾟ巻き等（959ha）、松
枯れやナラ枯れの被害木整備（372m3）

(2)人工林の
特性に配慮し
た森林整備の
推進

 376ha
(累計

1,075ha)

55%

62% 1,921ha

-8% -105% 272%

113,512m

867%

◆②長寿の森奨励事業 　成熟期を迎える森林について、手入れ
の行き届いた長伐期林に誘導すること
で、水源涵養機能の高い森林に導く。

－ －

・長寿の森奨励事業
　平成２４年度は、長伐期施業への誘導を進めるた
め、4,039haの人工林に対して事業を実施した。

◆③森林を育む間伐材
　       利用促進事業

　間伐材を搬出・利用することで、資源
の循環と二酸化炭素の固定による地球温
暖化防止に貢献する。

 ・地球温暖化防止対策
　　　県産材供給支援事業

　間伐材の有効利用を図るため、需要者
のニーズにあわせて適切に仕分け・寸検
する経費および保管・ロットをとりまと
める経費を助成する。

－ －

・地球温暖化防止対策県産材供給支援事業
　22,660ｍ3の間伐材買取を支援した。
　引き続き、制度のPRに努め、搬出利用の拡大を推
進する必要がある。

 ・間伐材搬出対策事業 　間伐材の利用を促進するため、簡易な
間伐材搬出路の作設および伐採･搬出に
必要な林業機械のレンタル利用を支援す
る。

・間伐材搬出対策事業（H20より実施）
　13,739ｍの間伐材搬出路を作設するとともに効率的な間
伐材搬出を図るため、11森林組合での林業機械活用への助
成を実施し、積極的な間伐材の搬出作業を支援した。

(3)天然林の
保全管理の推
進

◆④里山リニューアル事業
－ －

基本指標達成度　★：0-29%　★★：30-49%　★★★：50-69%  ★★★★：70-89%  ★★★★★：90%以上　　また、前年度と比して増加している場合：「向上」、変わらない場合「現状維持」、減じている場合「低下」を記入する。 　

○地球温暖
化防止に向
けた森林吸
収源対策の
推進

22箇所、83haの里山で実施(里山整備:14箇所、61ha
緩衝帯整備:8箇所､22ha）
　従来の整備に加え、緩衝帯整備を実施したが、整
備後の維持管理作業が、地域で主体的に継続して実
施される仕組みが必要である。

【環境林整備面積】

 H20   422ha(累計)
 H26 1,600ha(累計)

【年間作業道開設延
長】
    H20 26,115m/年
    H26 36,200m/年

　社会経済情勢の変化により利用されず
に荒廃している里山を市町が主体となっ
て手入れし、県民が森林に親しみ利用で
きる場とする。
また、緩衝帯の整備を行い野生獣の生息
環境の改善を図る。

　森林の持つ多面的機能を高度に発揮さ
せるため、奥地などの放置された人工林
を強度間伐し、環境豊かで生態系に富ん
だ針広混交林に導くことや、手入れ不足
の「人工林」を間伐し「多面的機能の高
い森林」に導く。
　また、森林環境の調査研究により、環
境を重視した森林づくりを推進する。
　さらに、ニホンジカの食害が森林生態
系の下層植生全体に及んでいるため、ニ
ホンジカの捕獲により個体数を減少さ
せ、森林被害を抑制する。

　路網や高性能林業機械の整備による森
林整備の効率化を図りながら、手入れ不
足森林の解消を進め、公益的機能を発揮
する森林づくりを進める。

（森林審議会からの評価や外部
要因の分析等を踏まえた県の対
応方針）

<民有林に占める保安林面積>
　森林の多面的機能を高度に発揮させるために、新
たに472haを保安林に指定した。
　　累計：64,309ha（民有林の35％）

　　事業の実施概要

　・推進の状況
　・推進上の問題点の分析
　　（対応の状況を含む）

滋賀県
森林審議会
の評価等

平成２４年度末状況

　荒廃林地の復旧および予防等により県土の保全と
保安林機能の増進を図るために実施。
<治山事業による保安施設整備割合>
治山事業による保安施設整備面積 273ha(76箇所)

　厳しい予算事情の中で、災害発生箇所の復旧を優
先するなど効果的な実施に努めている。

　平成２３年度より、国の政策として、原則、搬出
間伐のみが補助の対象となった。
　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き、併せて間伐を行う方
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。

　平成２４年度の基盤整備における事業実績は、林
道開設506ｍ、林業専用道960mおよび作業道開設
112,552ｍであり、昨年と同様に積極的な整備ができ
た。

　環境林整備事業については、放置森林を対象に強度間伐
と密度管理型の整備手法の導入を進めている。
　また、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、その整備を進めた。
　加えて、間伐等が未整備で放置されている森林が増加傾
向にある中、境界の明確化のため、新たに放置林防止対策
境界明確化事業に着手した。
　湖国の森林と自然を守るニホンジカ特別対策事業では、
許可捕獲に対する助成に加え、狩猟に対する捕獲について
も助成対象とし、捕獲の推進に努めた。（本事業による捕
獲頭数：許可捕獲3,918頭、狩猟捕獲3,864頭）
　これまで捕獲の進んでいない高標高地域での希少種の植
生保全および効果的な捕獲手法を検討するため、伊吹山に
おいてモデル事業を実施。

基
本
施
策

大項目
（施策群）

【施策目的】

取組のねらい

具体的取組

：戦略プロジェクト
（中期目標H22～H26）

施策目的を達成するための具体的取組と進捗状況
基本指標達成度
(H17～H32)

戦略プロジェクト
における実施目標

（中期目標）

実施目標達成率
（H22～H26）

－

　森林の多面的機能を高度に発揮さ
せるため、保安林に指定し、山地災
害から県民の生命財産を保全し、森
林病虫獣の被害を防除して、森林の
保全に努める。

－

●森林の保全と
    災害対策の推進
 ・治山事業
 ・森林病害虫等防除事業
 ・保安林適正管理(許認可)

(1)多面的機
能を発揮させ
る森林管理の
推進

121 除間伐を必要とする人工
林に対する整備割合

   H15 64%
   　→ H20 65%
          → H26 80%
               → H32 90%

【施策目的】
　森林の多面的機能を十全に発揮させるよ
うな森林整備に努める。

111 民有林に占める保安林面
積の割合
　H15 33%　→　H20 34%
　　　　   →  H26 36%
　　　　　 →  H32 38%

112 治山事業による保安施設
整備割合

  H15 49%
　　→ H20 57%
 　　　  → H26 61%
　　　　　　　→ H32 65%

★★

(29%)

｢昨年度よ
り低下｣

【施策目的】
　環境に配慮しながら木材資源の循環利用
をめざす森林については、地域の実情に応
じた効率的・効果的な森林整備を推進す
る。
　また、森林の持つ多面的機能を持続的に
発揮させるよう整備管理していく森林へ転
換する人工林については針広混交林へと誘
導する。

【施策目的】
　環境に配慮しながら木材資源の循環利
用をめざす森林については、地域の実情
に応じた効率的・効果的な森林整備を推
進する。
　また、森林の持つ多面的機能を持続的
に発揮させるよう整備管理していく森林
へ転換する人工林については針広混交林
へと誘導する。

【施策目的】
里山林については、地域住民をはじめさまざまな主
体による新たな森林整備の仕組みづくりを進める。
また、奥地林については、自然生態系の保全に努め
ると共に、必要に応じて森林の多面的機能が高度に
発揮されるよう森林整備を進める。

◆①陽光差し込む健康な
　       森林づくり事業
　
　・環境林整備事業
　・農地漁場水源確保
          森林整備事業
　・森林吸収源確保対策事業
　・放置林防止対策
　　　　　境界明確化事業
　・森林環境の調査研究
  ・森林動物対策事業
　(湖国の森林と自然を守る
　　ニホンジカ特別対策事業)
  (ニホンジカ防除対策モデル
                      事業）

●間伐総合対策
　・造林事業
　・治山事業
　・森林整備加速化基金事業

【年間間伐実施面
積】
   H20  2,525ha/年
　 H26　3,100ha/年

●基盤整備の推進
　・林道事業
　・造林事業（作業道整備）
　・森林整備加速化基金事業

戦

戦

戦

計算式
（35-33)/(38-33)＝40.0％

計算式
（58-49)/(65-49)＝56.3％

計算式
(36,692+273)/64,309＝57.5％

計算式
（62-64)/(90-64)＝-7.6％

計算式
（1,921-2,525)/(3,100-2,525)＝-105.0％

計算式
（64,309/184,233)＝34.9％

計算式
(1,075-422)/(1,600-422)＝55.4％

計算式
（113,512-26,115)/(36,200-26,115)＝866.6％

達成度：基本施策毎の単純平均
（40+56-8)/3=29.3％

達成度：基本施策毎の単純平均
（55+(-105)+867)/3＝272.3％

1



琵琶湖森林づくり基本計画　進行管理および基本指標達成度に対する点検・評価シート(案)

対応方針

基本指標
（長期目標：H17～H32）

基本指標毎

上段：実　績
下段：達成率

基本施策
単位

（平均）

事業毎

上段：実　績
下段：達成率

基本施
策単位
(平均)

２　県民の協働による森林づくりの推進 ●：従来事業
◆：県民税事業

(1)県民の主
体的な参画の
促進 ○多様な主

体や新たな
仕組みによ
る森林づく
りの推進

17協定

117%

127団体

◆⑥みんなの森づくり
         活動支援事業

　県民が森林づくりに積極的に参画する
ための場づくりや森林づくり活動、組織
づくりを支援する。

81%

○県民が森
林づくり活
動を行う体
制の整備

 ・みんなで始めよう
  　森づくり活動公募事業

　森林づくりや資源利用、森林環境学習
や人材育成など、地域のＮＰＯ等から提
案のあった活動に対して助成

延べ935日

169%

 ・流域森林づくり
    　委員会推進事業

143%

(2)里山の整
備・利活用の
推進 － －

 13箇所

　33%

◆⑤協働の森づくり
        の啓発事業

10,618人

○県民が森
林づくり活
動を行う体
制の整備

79%

基本指標達成度　★：0-29%　★★：30-49%　★★★：50-69%  ★★★★：70-89%  ★★★★★：90%以上　　また、前年度と比して増加している場合：「向上」、変わらない場合「現状維持」、減じている場合「低下」を記入する。

　箇所数は、平成２３年度から１箇所増加し１３箇
所となり、活動は継続的に展開している。
　市町、森林所有者、里山保全団体の協定に基づく
実効性のある事業であり、団体と市町等の協力によ
り県民が森林に親しむフィールドが整備された。

－

　地域の合意形成を図りながら地域に
あった森林づくりのために主体的に活動
する組織づくりとその運営に対して支援

　里山をフィールドに、計画から実行ま
で地域が協働して取り組む継続的な里山
保全活動への支援。

－

　琵琶湖の水源としての森林の重要性が
認識されるように、下流の市民団体、ボ
ランティア等と上流の森林所有者との上
下流連携による森林づくり活動やみどり
づくりを支援する。

【琵琶湖森林づくり
パートナー協定(企業
の森)締結数】

　　H20   3協定
　　H26　15協定

取組のねらい

施策目的を達成するための具体的取組と進捗状況

実施目標達成率
（H22～H26）

（森林審議会からの評価や外部
要因の分析等を踏まえた県の対
応方針）

平成２４年度末状況

　　事業の実施概要

　・推進の状況
　・推進上の問題点の分析
　　（対応の状況を含む）

　全県下で流域森林づくり委員会（６委員会）が設
立されている。
　平成２３年度においては、森林づくりやそのあり
方の検討や提案、情報の発信等、様々な取り組みに
加え、１委員会からの施策提案をもとに意見交換を
実施した。
  今後も引き続き、各地域の特性にあった活動に対
して支援していく。

滋賀県
森林審議会
の評価等

19団体の活動に対して助成した。　活動支援により
森林づくり活動が活発となり、森林づくり活動を実
践している市民団体の数が増加し、活動日数も昨年
の555日から935日へと増加した。
　今後は、ホームページ「森づくりネット･しが」の
活用など、団体が参加者を広く募る場や情報交換･発
信をする場の提供を行い主体的な取組みが進むよう
支援する必要がある。

「上下流連携の森林づくり」は、従来事業の林業普
及や、琵琶湖森林づくり県民税事業の協働の森づく
りの啓発事業として実施した。
※甲賀市と大阪府豊中市との連携活動（1回）
※琵琶湖森林づくりパートナー協定
　　（H24 3件、累計17件締結）
※琵琶湖森林づくりサポート事業
　山門水源の森において、現地交流会を開催し、県
内だけでなく下流府県の住民に対し琵琶湖の源流で
ある滋賀の森林に関心を持ってもらう機会を提供し
た。

具体的取組

：戦略プロジェクト
（中期目標H22～H26）

戦略プロジェクト
における実施目標

（中期目標）

【森林づくり活動市
民団体年間延べ活動
日数】

　　H20  482日/年
　　H26　750日/年

【施策目的】
　びわ湖水源のもりの日・びわ湖水源のもりづくり
月間が定着するよう様々なメディアを通じて普及啓
発を行う。

基
本
施
策

大項目
（施策群）

【施策目的】

211 森林づくり活動を実践している
市民団体等の数（累計）

    H15 30団体
  　  →H20 99団体
　  　  　→ H26 125団体
　　   　　　　→ H32 150団体

(3)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

231 びわ湖水源のもりづくり月
間の森林づくり（取り組み）へ
の参加者数

  H15 1,583人
   → H20 6,742人
　     → H26 8,000人
           → H32 13,000人

【施策目的】
　県民が主体的に森林づくりに参加できるよう森
林・林業の情報提供や上下流連携による森林づくり
活動を進める。
　また、流域の森林づくりの在り方、進め方につい
て、ひろく県民が協働で活動できる組織の整備や活
動を支援する。

基本指標達成度
(H17～H32)

★★★

(64%)

「昨年度
より向
上」

－

221 里山整備協定林の数
              （累計）

   H15 0箇所
    → H20 9箇所
　　  　→ H26 25箇所
　　　　　　→ H32 40箇所

○県民が森
林づくり活
動を行う体
制の整備

　森林の価値や大切さ、森林づくりへの
参加、琵琶湖森林づくり県民税の目的や
使途などを広く県民等に普及啓発するこ
とで、森林づくりの意義や税制度の趣旨
について理解と関心を高めてもらう。

<びわ湖水源のもりづくり月間における森林づくりへ
の参加者数>
・森づくり交流会　　4,000人
・地域普及啓発活動　2,156人
・林業技術交流学習会　 92人
・森林環境学習等　　4,370人
　森林づくりに対する県民の理解を深めるため、県
広報誌「滋賀プラスワン」やホームページ等で啓発
を行うとともに、びわ湖水源のもりづくり月間（１
０月）に合わせて、各種の森林づくり活動を積極的
に実施し、一般県民等が気軽に参加できる場を提供
した。
　参加者数は昨年度比で、42％と急増した。
　これらを契機として県民協働の森林づくりへの参
加を広げる取り組みを進めていく。

－

【施策目的】
　県民の身近に存する里山については、県民協
働で行う森林の整備保全活動を支援する。

●「上下流連携の森林づくり」
や「湖国のみどりづくり」の推
進

　・上下流連携の森林づくり
　　           活動の支援
　（企業と森林組合等の連携）

◆⑥みんなの森づくり
        活動支援事業

　・県民参加の里山づくり事業
    （里山協定林推進事業）

戦

戦

戦

戦

戦戦戦

計算式
（127-30)/(150-30)＝80.8％

計算式
(10,618-1,583)/(13,000-1,583)＝79.1％

計算式
(935-482)/(750-482)＝169.0％

計算式
(13-0/40-0)＝32.5％

10,618人

計算式
(17-3)/(15-3)＝116.6％

戦

達成度：基本施策毎の単純平均
（81+33+79)/3＝64.3％

達成度：基本施策毎の単純平均
（117+169)/2＝143.0％
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琵琶湖森林づくり基本計画　進行管理および基本指標達成度に対する点検・評価シート(案)

対応方針

基本指標
（長期目標：H17～H32）

基本指標毎

上段：実　績
下段：達成率

基本施策
単位

（平均）

事業毎

上段：実　績
下段：達成率

基本施
策単位
(平均)

３　森林資源の循環利用の促進 ●：従来事業
◆：県民税事業

(1)県産材の
利用の促進

●県産材利用の推進
　・公共施設等木造化・木質化
　　推進
　・木材利用の普及啓発事業

　県産材の利用を促進するため、公共施
設等の木造化・木質化を図り、県産材を
活用した住宅の情報発信や研修会の開催
などによる県産材利用拡大の取組を推進
する。

－ －

<県産材の素材生産量>
　59,000m3(前年度 67,000m3(農林水産省統計より))

　彦根東高校、地球市民の森、県立大学の木造施設
建築により、公共建築物の木造化への関心が高ま
り、県産材の加工、流通に関わる事業者の取組も活
発になった。

59,000m3
○県産材の
利用促進 (H20～累計)

１５台

31% 75%

◆⑦未来へつなぐ木の
         良さ体感事業

　木の温もりや良さを体感する機会を県
民に提供することで、滋賀の風土にあっ
た地域の木を積極的に使うことを啓発す
る。

－ －

 ・木の香る淡海の家推進事業 　木材の地産地消の普及啓発を進めるた
め、県内に住宅を建てる県民の方にびわ
湖材の使用量に応じて助成する。
　なお、既存住宅の耐震･ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ改修を
される方には、補強用製材品の無償提供
を実施する。

－ －

<木の香る淡海の家推進事業>
　112戸の木造新築住宅にびわ湖材の使用量に応じた
助成を行った。
　びわ湖材使用量(全戸数分)　1,606m3に相当
             　H16～累計：638戸

 ・木の学習机等
    木製品利用促進事業

　子どもに対して森林の大切さや木の良
さを普及啓発するため、小中学校等に木
の学習机を導入する。

－ － 81%
<木の学習机等木製品利用促進事業>
　1市（１小学校１中学校）1学校法人（中・高）に
対し木の学習机の導入を支援した。
　　　（ 62セット）　H12～累計：11,634セット　木材の地産地消とびわ湖材の普及を図

るため、公共性の高い施設への木製品導
入を支援する。

－ －

　木製品の利用促進を推進するため、７市町２１団
体に対して支援し、木の良さのＰＲに努めた。

・びわ湖材利用促進事業 　「公共建築物等における木材の利用の
促進に関する法律」の施行に対応し、地
域のモデルとなるような公共性の高い施
設（建築物）での「びわ湖材」の利用を
支援する。

<びわ湖材利用促進事業>
　４社会福祉法人、１公立大学法人の木造化・木質
化に対して「びわ湖材」の利用支援を行った。
(新築１件、内装木質化４件、利用材積43.505m3)

・「びわ湖材」産地証明事業

16,828m3

86%

(2)森林資源
の有効な利用
の促進

◆⑦未来へつなぐ木の
         良さ体感事業

　・森の資源研究開発事業

　森林資源や森林空間を利活用した試験
研究を行うとともに、研究開発を行う企
業、研究機関、ＮＰＯ、市町等を支援す
る。

－ －

○森林の新
たな利用の
推進

基本指標達成度　★：0-29%　★★：30-49%　★★★：50-69%  ★★★★：70-89%  ★★★★★：90%以上　　また、前年度と比して増加している場合：「向上」、変わらない場合「現状維持」、減じている場合「低下」を記入する。

　輸送に伴う二酸化炭素の排出を低減す
るなどの地球温暖化防止の観点から、当
面、間伐材を中心とした県産材の産地を
明確にし、消費者に供給する。

（森林審議会からの評価や外部
要因の分析等を踏まえた県の対
応方針）

　　事業の実施概要

　・推進の状況
　・推進上の問題点の分析
　　（対応の状況を含む）

滋賀県
森林審議会
の評価等

【びわ湖材認証を
行った年間木材量】

  H20   9,595m3
  H26  18,000m3

<びわ湖材産地証明事業>
　認定事業者は、平成24年度末時点で合計161者と
なった。
　認証木材量は16,828m3（対前年度2,378m3の増）と
なるなど、「びわ湖材」の浸透は着実に進んでいる
が、目標達成には、消費者が利用しやすい、加工流
通体制を整備する必要がある。

基
本
施
策

【施策目的】
基本指標達成度
(H17～H32)

大項目
（施策群）

施策目的を達成するための具体的取組と進捗状況

取組のねらい

311 県産材の素材生産量

　H20 32,000m3
　　　→ H26 59,000m3
　　　　　→ H32 120,000m3

具体的取組

：戦略プロジェクト
（中期目標H22～H26）

★★

(31%)

「昨年度
よりやや
低下」

【施策目的】
森林資源の環境に配慮した新しい利用や有効な
活用のための調査研究・技術開発を支援する。

【施策目的】
　住宅建築や公共事業などへの県産材の利用拡
大のための仕組みづくりに取り組み、地産地消
を進める。

●林業･木材産業の振興対策
 ・林業･木材産業振興施設整備
 ・林業関係資金

戦略プロジェクト
における実施目標

（中期目標）

平成２４年度末状況

実施目標達成率
（H22～H26）

　木材加工・流通体制の整備合理化を推
進するために、需給情報の提供や供給拠
点づくりの取組を促進する。

　高性能林業機械の保有台数(累計)については、森
林整備加速化事業の助成により増加した。前述の間
伐材搬出対策事業による林業機械の活用推進に取り
組んでおり、労働安全衛生に配慮しつつ、作業の機
械化による効率化･低コスト化等に向けて、今後も積
極的に普及に努める。
　県内森林組合の素材生産量は、着実に増えつつあ
るものの、さらに基本指標の達成に向けて重点的に
取り組んでいく必要がある。

<森の資源研究開発事業>
　研究開発を行う３団体を支援した。
　　木材利用(乾燥技術)    　　         1件
　　木質バイオマス利用(薪ストーブ） 　 1件
　　森林環境教育（プログラム）         1件
（参考）H18からの提案内容　延べ29提案
　　　　･木材利用関係　　　　　　７件
　　　　･建築関係                ７件
　　　　･木質バイオマス利用関係　８件
　　　　･森林環境教育関係　　　　４件
　　　　･その他(森林療法等)　　　３件

【高性能林業機械
          導入数】
（累計）
    H20  ６台
    H26  18台

戦

戦

戦

戦戦戦

計算式
（59,000-32,000)/(120,000-32,000)＝30.6％

計算式
(14-6)/(18-6)＝66.6％

計算式
(16,828-9,595)/(18,000-9,595)＝86.1％

達成度：基本施策毎の単純平均
（75+86)/2＝80.5％

計算式
(15-6)/(18-6)＝75.0％
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琵琶湖森林づくり基本計画　進行管理および基本指標達成度に対する点検・評価シート(案)

対応方針

基本指標
（長期目標：H17～H32）

基本指標毎

上段：実　績
下段：達成率

基本施策
単位

（平均）

事業毎

上段：実　績
下段：達成率

基本施
策単位
(平均)

４　次代の森林を支える人づくりの推進 ●：従来事業
◆：県民税事業

(1)森林所有
者等の意欲の
高揚

●森林・林業の担い手確保育成
　・林業普及指導事業
  ・林業後継者育成
  ・林業技術研修

80集落

○意欲ある
林家･グ
ループの育
成

73%

(2)森林組合
の活性化

○森林を育
む担い手づ
くり

●森林組合の活性化
　・林業労働力対策事業

31人

452ha 62% 61%

28%

(3)森林環境
学習の推進

◆⑧森林環境学習
　「やまのこ」事業

　子どもや大人を対象とする森林環境学
習（生涯学習を含む）をすすめ、次代の
森林づくりを支える人を育成する。 17,200人

○森林環境
学習の充実

60%

基本指標達成度　★：0-29%　★★：30-49%　★★★：50-69%  ★★★★：70-89%  ★★★★★：90%以上　　また、前年度と比して増加している場合：「向上」、変わらない場合「現状維持」、減じている場合「低下」を記入する。

<森林組合の低コスト施業実施面積>
　森林組合の低コスト施業実施面積　452ha

　滋賀県森林組合連合会が森林組合を育成･強化する
ために行う指導への助成、森林組合が行う素材生産
等に対する資金面での助成を実施した。
　また、林業従事者の就労環境の改善に向けた取組
への支援や森林組合常例検査等を通じて、森林組合
の経営基盤の強化に向けた指導に努めた。
　さらに集約化施業を推進するため、森林施業プラ
ンナー研修や森林作業路作設技術者育成研修の実施
や、素材を低コストで行う人材の育成に対して助成
した。

★★★

(51%)

「昨年度
より向
上」

【森林組合の木材生
産に専門的に従事す
る作業員数】

　　H20　 0人
　　H26　50人

（森林審議会からの評価や外部
要因の分析等を踏まえた県の対
応方針）

取組のねらい
戦略プロジェクト
における実施目標

（中期目標）

<林業後継者の育成等>
　林業労働力確保支援センターを通じて、育成協議
会の開催、林業労働者の募集、新規就業者の就業促
進等を実施した。
また、境界明確化の作業を通じて後継者の意識が高
まるよう林研グループと協働で研修会を実施した。
<林業普及事業>
　林業普及指導員が中心となり、市町や森林組合、
森林所有者等と連携をとり、集約化施業の推進に努
めた。

　県内の小学４年生が体験をとおして森林づくりを
学習する森林環境学習「やまのこ」事業を実施し
た。

　平成１９年度　１１５校（  6,700人）
　平成２０年度　２０２校（ 12,928人）
　平成２１年度　２４１校（ 14,650人）
　平成２２年度　２４３校（ 14,557人）
  平成２３年度  ２４２校（ 14,707人）
  平成２４年度  ２４３校（ 14,549人）

目標：県内の全ての小学校（市町立、国立、私立、
特別支援学校）で実施

　今後は、「やまのこ」事業対象外の他の学年の児
童･生徒、大人等が既存施設を活用し、森林環境学習
が広がるよう、市町等と連携していく必要がある。

滋賀県
森林審議会
の評価等

　　事業の実施概要

　・推進の状況
　・推進上の問題点の分析
　　（対応の状況を含む）

平成２４年度末状況

施策目的を達成するための具体的取組と進捗状況

実施目標達成率
（H22～H26）

基
本
施
策

大項目
（施策群）

【施策目的】
基本指標達成度
(H17～H32)

【施策目的】
　県民に対し森林の多面的機能についての理解
と関心を深め、森林づくりへの参加意欲の高揚
に努める。

【施策目的】
　森林所有者・林業従事者が生き生きと森林づ
くりに取り組めるよう森林整備情報の提供や技
術指導に努める。

【施策目的】
　森林組合が地域の森林経営の中核的な担い手
としての役割を果たせるよう、組織体制の充実
と人材の育成に対して支援する。

411 地域の森林づくりを推進す
る集落数

  H15 25集落
   → H20 56集落
       → H26 87集落
 　　　    → H32 100集落

421 森林組合の低コスト施業実
施面積

  H20 78ha
     → H26 660ha
           → H32 1,400ha

具体的取組

：戦略プロジェクト
（中期目標H22～H26）

【森林環境学習の年
間受講者数】

　H20   12,928人
　H26   20,000人

－

　地域特性や環境に配慮しつつ、森林を
育む担い手を育成するため、森林経営･
路網整備を提案する施業プランナーや高
性能林業機械オペレーターの養成などに
取り組むとともに、森林組合が地域にお
ける森林経営の真の中核的な担い手とし
ての役割を果たせるように、合併や組合
加入率等の向上を図りながら、木材生産
流通を中心とした事業展開による経営の
安定化に向けた取り組みを積極的に進め
る。

　森林経営に積極的に取り組む森林所有
者を育成するため、地域全体での協同施
業を実施するとともに、施業の集約化に
よる森林の適切な管理を図るため、森林
所有者等に森林整備に関する情報の提供
や技術指導を行う。

－

戦

戦

戦

戦戦戦

計算式
(80-25)/(100-25)=73.3％

計算式
（452-78)/(1,400-78)＝28.2%

計算式
(31-0)/(50-0)＝62.0％

計算式
(17,200-12,928)/(20,000-12,928)＝60.4％

戦

達成度：基本施策毎の単純平均
（73+28)/2＝50.5％

達成度：基本施策毎の単純平均
（62+60)/2＝61.0％
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資料３
琵琶湖森林づくり基本計画　進行管理および基本指標達成度に対する点検・評価シート

対応方針

基本指標
（長期目標：H17～H32）

基本指標毎

上段：実　績
下段：達成率

基本施策
単位

（平均）

事業毎

上段：実　績
下段：達成率

基本施
策単位
(平均)

１　環境に配慮した森林づくりの推進 ●：従来事業
◆：県民税事業

35%

40%

58%

56%

　森林の保全のため、マツクイムシの防除および駆除、野生
獣（シカ、クマ）被害防除対策を実施しているが、特にニホ
ンジカによる林業被害が深刻となっている。
　ナラ枯れについては、平成２２年度に比べ大幅に減少した
が、県南部地域において被害が目立っている。
（実被害面積は11ha　前年度比47％）
　※トータル事業量：獣害防止ﾃｰﾌﾟ巻き等（1,833ha）、松
枯れやナラ枯れの被害木整備（77m3）

(2)人工林の特
性に配慮した
森林整備の推
進

 59ha
(累計699ha)

24%

81% 2,513ha

65% -2% 207%

86,649m

600%

◆②長寿の森奨励事業 　成熟期を迎える森林について、手入れ
の行き届いた長伐期林に誘導すること
で、水源涵養機能の高い森林に導く。

－ －

・長寿の森奨励事業
　平成２３年度は、長伐期施業への誘導を進めるた
め、3,209haの人工林に対して事業を実施した。

◆③森林を育む間伐材
　       利用促進事業

　間伐材を搬出・利用することで、資源
の循環と二酸化炭素の固定による地球温
暖化防止に貢献する。

 ・地球温暖化防止対策
　　　県産材供給支援事業

　間伐材の有効利用を図るため、需要者
のニーズにあわせて適切に仕分け・寸検
する経費および保管・ロットをとりまと
める経費を助成する。

－ －

・地球温暖化防止対策間伐材利用拡大事業
　10,000ｍ3の間伐材買取を支援した。
　引き続き、制度のPRに努め、搬出利用の拡大を推進
する必要がある。

 ・間伐材搬出対策事業 　間伐材の利用を促進するため、簡易な
間伐材搬出路の作設および伐採･搬出に必
要な林業機械のレンタル利用を支援す
る。

・間伐材搬出対策事業（H20より実施）
　12,730ｍの間伐材搬出路を作設および効率的な間伐材搬出
を図るための、６森林組合での林業機械活用への助成を実施
し、積極的な間伐材の搬出作業を支援した。

(3)天然林の保
全管理の推進

◆④里山リニューアル事業
－ －

基本指標達成度　★：0-29%　★★：30-49%　★★★：50-69%  ★★★★：70-89%  ★★★★★：90%以上　　また、前年度と比して増加している場合：「向上」、変わらない場合「現状維持」、減じている場合「低下」を記入する。
　

○地球温暖
化防止に向
けた森林吸
収源対策の
推進

　13箇所、79haの里山で実施した。
　主に県北部地域での積極的な取り組みがみられる
が、整備後の維持管理作業が、継続して適正に実施さ
れることが必要である。

【環境林整備面積】

 H20   422ha(累計)
 H26 1,600ha(累計)

【年間作業道開設延
長】
    H20 26,115m/年
    H26 36,200m/年

（森林審議会からの評価や外部
要因の分析等を踏まえた県の対
応方針）

<民有林に占める保安林面積>
　森林の多面的機能を高度に発揮させるために、新た
に472haを保安林に指定した。
　　累計：63,530ha（民有林の35％）

　　事業の実施概要

　・推進の状況
　・推進上の問題点の分析
　　（対応の状況を含む）

滋賀県
森林審議会
の評価等

平成２３年度末状況

　荒廃林地の復旧および予防等により県土の保全と保
安林機能の増進を図るために実施。
<治山事業による保安施設整備割合>
　治山事業による保安施設整備面積  409ha(66箇所)

　厳しい予算事情の中で、災害発生箇所の復旧を優先
するなど効果的な実施に努めている。

　平成２３年度より、国の政策として、原則、搬出間
伐のみが補助の対象となった。
　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き、併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。

　平成２３年度の基盤整備における事業実績は、林道
開設1,285ｍおよび作業道開設86,649ｍであり、昨年と
同様に積極的な整備ができた。

　環境林整備事業については、放置森林を対象に強度
間伐を実施し、広葉樹が伸長する条件を整えた。
　また、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、その整備を進めた。
　なお、環境林整備事業については、平成２４年度よ
り、密度管理型の整備手法の導入を進めている。
　加えて、間伐等が未整備で放置されている森林が増
加傾向にある中、境界の明確化のため、新たに放置林
防止対策境界明確化事業に着手した。
　湖国の森林と自然を守るニホンジカ特別対策事業で
は、許可捕獲に対する助成に加え、狩猟に対する捕獲
についても助成対象とし、捕獲の推進に努めた。（本
事業による捕獲頭数：許可捕獲2,953頭、狩猟捕獲
2,567頭）

基本
施策

大項目
（施策群）

【施策目的】

取組のねらい

具体的取組

：戦略プロジェクト
（中期目標H22～H26）

施策目的を達成するための具体的取組と進捗状況

【多面的機能を発揮させる森
林管理の推進】
  森林の多面的機能を持続的
に発揮させるため、特に重要
な森林について保安林の指定
を推進する。
  近年、局所的な豪雨等が多
発していることから、人命と
財産を守ることを優先し、被
災地の復旧を進めるととも
に、災害が予想される地域に
おいても、森林整備と一体と
なった効果的・効率的な治山
事業を推進する。

【人工林の特性に配慮した森
林整備の推進】
  環境林整備事業について
は、今年度から、森林の多面
的機能の維持向上を目的とし
た密度管理型を追加し、より
一層の進捗を図る。
  森林の境界確定について
は、林研グループ等の協力も
得ながら積極的に進め、集約
化施業の推進につなげていき
たい。
  ニホンジカの捕獲数は年々
増加しているが、年間16,000
頭の目標を達成するために
は、より一層の捕獲の推進が
必要となる。市町や関係団体
と連携し、担い手の確保や体
制整備に取り組むとともに、
原則、捕獲は市町が実施との
原則は堅持しつつ、県が編成
する捕獲隊による「空白地
域」に限定しての捕獲を新た
に実施する。
  間伐実施面積の目標を達成
するため、密度管理型の環境
林整備事業を拡大するなど、
積極的な取り組みを展開す
る。
  また、更なる路網整備を進
めるとともに、作業道作設に
不向きな現場においては架線
による間伐材の搬出を検討す
る。
  さらに、森林吸収源を確保
するための再造林に必要な獣
害防止施設の設置や、二酸化
炭素のストック対策のための
更なる間伐材の搬出に対して
新たな支援を行う。

【天然林の保全管理の推進】
  人家周辺の里山林におい
て、倒木や小渓流の崩壊等に
対する防災面での機能低下が
進行しているため、間伐等に
よる災害に強い森林の育成や
倒壊の恐れがある立木の伐
採、簡易防災施設の設置など
を実施し、里山の防災機能向
上を図る。

【全般事項】
  基本指標の達成度は概ね良好であり、
全体として事業は施策の目的に照らして
概ね妥当であるが、改善を加えるなど更
なる推進に期待したい。
  基本指標達成度の低下に対し、森林整
備のより充実した推進などの対応が必要
である。

【多面的機能を発揮させる森林管理の推
進】
  多面的機能の発揮に関わる事業の実施
や達成度は概ね妥当である。
  近年、想定外の集中豪雨が発生してお
り、危険と予想される地域・地区につい
ては保安林指定や治山事業の推進が必要
である。
  また、ナラ枯れへの対応が必要などの
意見があった。

【人工林の特性に配慮した森林整備の推
進】
  環境林整備事業の進捗が遅れている。
針広混交林への誘導については、天然下
種更新だけでは不十分である。
  放置林防止対策境界明確化事業は今後
も着実に取り組む必要がある。
  ニホンジカによる森林被害は極めて深
刻であり、捕獲数の増加や猟期の延長な
どニホンジカ対策を強化して推進する必
要がある。
  搬出間伐のみを補助対象とするよう国
の制度が改正されたことから、作業道整
備を重点的に進めたため、間伐実施面積
が減少したが、目標とする間伐実施面積
を確保できるよう、さらに施業の集約化
や作業道の開設などに努める必要があ
る。
  また、その他に以下の意見があった。
・環境林整備事業の効果測定法として、
野鳥の生息状況調査（生物多様性評価）
を導入してはどうか。
・集約化により間伐は進みつつあるが、
小面積の放置林が増加している。
・間伐材搬出対策事業は、販路開拓も含
め進めるべきである。

【天然林の保全管理の推進】
  里山リニューアル事業の効果測定法と
して、野鳥の生息状況調査（生物多様性
評価）を導入してはどうかといった意見
があった。

【施策目的】
　環境に配慮しながら木材資源の循環利用
をめざす森林については、地域の実情に応
じた効率的・効果的な森林整備を推進す
る。
　また、森林の持つ多面的機能を持続的に
発揮させるよう整備管理していく森林へ転
換する人工林については針広混交林へと誘
導する。

基本指標達成度
(H17～H32)

戦略プロジェクト
における実施目標

（中期目標）

実施目標達成率
（H22～H26）

－

　森林の多面的機能を高度に発揮させ
るため、保安林に指定し、山地災害か
ら県民の生命財産を保全し、森林病虫
獣の被害を防除して、森林の保全に努
める。

－

●森林の保全と
    災害対策の推進
 ・治山事業
 ・森林病害虫等防除事業
 ・保安林適正管理(許認可)

(1)多面的機能
を発揮させる
森林管理の推
進

121 除間伐を必要とする人工
林に対する整備割合

   H15 64%
   　→ H20 65%
          → H26 80%
               → H32 90%

【施策目的】
　森林の多面的機能を十全に発揮させるよ
うな森林整備に努める。

111 民有林に占める保安林面
積の割合
　H15 33%　→　H20 34%
　　　　   →  H26 36%
　　　　　 →  H32 38%

112 治山事業による保安施設
整備割合

  H15 49%
　　→ H20 57%
 　　　  → H26 61%
　　　　　　　→ H32 65%

　社会経済情勢の変化により利用されず
に荒廃している里山を市町が主体となっ
て手入れし、県民が森林に親しみ利用で
きる場とする。

　森林の持つ多面的機能を高度に発揮さ
せるため、奥地などの放置された人工林
を強度間伐し、環境豊かで生態系に富ん
だ針広混交林に導くことや、手入れ不足
の「人工林」を間伐し「多面的機能の高
い森林」に導く。
　また、森林環境の調査研究により、環
境を重視した森林づくりを推進する。
　さらに、ニホンジカの食害が森林生態
系の下層植生全体に及んでいるため、ニ
ホンジカの捕獲により個体数を減少さ
せ、森林被害を抑制する。

●間伐総合対策
　・造林事業
　・治山事業
　・森林整備加速化基金事業

【年間間伐実施面積】
   H20  2,525ha/年
　 H26　3,100ha/年

●基盤整備の推進
　・林道事業
　・造林事業（作業道整備）
　・森林整備加速化基金事業

　路網や高性能林業機械の整備による森
林整備の効率化を図りながら、手入れ不
足森林の解消を進め、公益的機能を発揮
する森林づくりを進める。

【施策目的】
里山林については、地域住民をはじめさまざまな主
体による新たな森林整備の仕組みづくりを進める。
また、奥地林については、自然生態系の保全に努め
ると共に、必要に応じて森林の多面的機能が高度に
発揮されるよう森林整備を進める。

★★★

(54%)

｢昨年度よ
り低下｣

○森林の生
態系環境に
配慮した整
備の推進

◆①陽光差し込む健康な
　       森林づくり事業
　
　・環境林整備事業
　・農地漁場水源確保
          森林整備事業
　・森林吸収源確保対策事業
　・放置林防止対策
　　　　　境界明確化事業
　・森林環境の調査研究
　・湖国の森林と自然を守る
　　ニホンジカ特別対策事業

戦

戦

戦

計算式
（35-33)/(38-33)＝40.0％

計算式
（58-49)/(65-49)＝56.3％

計算式
36,692/63,530＝57.8％

計算式
（81-64)/(90-64)＝65.4％

計算式

（2,513-2,525)/(3,100-2,525)＝-2.1％

計算式
（63,530/184,248)＝34.5％

計算式
(699-422)/(1,600-422)＝23.5％

計算式
（86,649-26,115)/(36,200-26,115)＝600.2％

達成度：基本施策毎の単純平均
（40+56+65)/3＝53.7％

達成度：基本施策毎の単純平均
（24+(-2)+600)/3＝207.3％

1



琵琶湖森林づくり基本計画　進行管理および基本指標達成度に対する点検・評価シート

対応方針

基本指標
（長期目標：H17～H32）

基本指標毎

上段：実　績
下段：達成率

基本施策
単位

（平均）

事業毎

上段：実　績
下段：達成率

基本施
策単位
(平均)

２　県民の協働による森林づくりの推進 ●：従来事業
◆：県民税事業

(1)県民の主体
的な参画の促
進 ○多様な主

体や新たな
仕組みによ
る森林づく
りの推進

14協定

92%

120団体

◆⑥みんなの森づくり
         活動支援事業

　県民が森林づくりに積極的に参画する
ための場づくりや森林づくり活動、組織
づくりを支援する。

75%

○県民が森
林づくり活
動を行う体
制の整備

 ・みんなで始めよう
  　森づくり活動公募事業

　森林づくりや資源利用、森林環境学習
や人材育成など、地域のＮＰＯ等から提
案のあった活動に対して助成

延べ555日

27%

 ・流域森林づくり
    　委員会推進事業

60%

(2)里山の整
備・利活用の
推進 － －

 12箇所

　30%

◆⑤協働の森づくり
        の啓発事業

7,481人

○県民が森
林づくり活
動を行う体
制の整備

52%

基本指標達成度　★：0-29%　★★：30-49%　★★★：50-69%  ★★★★：70-89%  ★★★★★：90%以上　　また、前年度と比して増加している場合：「向上」、変わらない場合「現状維持」、減じている場合「低下」を記入する。

　箇所数は、平成２２年度から１箇所増加し１２箇所
となり、活動は継続的に展開している。
　市町、森林所有者、里山保全団体の協定に基づく実
効性のある事業であり、団体と市町等の協力により県
民が森林に親しむフィールドが整備された。
　今後は、新たな協定箇所への展開が重要である。

－

　地域の合意形成を図りながら地域に
あった森林づくりのために主体的に活動
する組織づくりとその運営に対して支援

　里山をフィールドに、計画から実行ま
で地域が協働して取り組む継続的な里山
保全活動への支援。

－

　琵琶湖の水源としての森林の重要性が
認識されるように、下流の市民団体、ボ
ランティア等と上流の森林所有者との上
下流連携による森林づくり活動やみどり
づくりを支援する。

【琵琶湖森林づくり
パートナー協定(企業
の森)締結数】

　　H20   3協定
　　H26　15協定

取組のねらい
（森林審議会からの評価や外部
要因の分析等を踏まえた県の対
応方針）

平成２３年度末状況

　　事業の実施概要

　・推進の状況
　・推進上の問題点の分析
　　（対応の状況を含む）

【県民の主体的な参画の促
進】
  国際森林年などを契機とし
て開催した下流域の住民等が
参加するイベントを継続的に
実施するなど、琵琶湖の源流
である滋賀の森林に対する理
解を深める機会を提供する。
  また、新たに琵琶湖森林づ
くりパートナー協定に参加す
る企業や森林所有者のコー
ディネートを、市町等と連携
しながら推進する。
  ＮＰＯ等への支援に関する
情報を、県のホームページ
「森づくりネット・しが」に
おいて積極的に提供し、森林
づくり活動の拡大につなげた
い。
  また、流域森林づくり委員
会の活動については、フォー
ラムの開催や広報誌の発行な
どあらゆる機会や手段を利用
してＰＲ活動に努めるととも
に、関係市町の積極的な参加
を促し、地域の特色ある森林
づくりを進める。

【里山の整備・利活用の促
進】
　里山整備協定林について
は、市町等と連携をとりなが
ら、協定数が伸び里山整備が
進むように努力していきた
い。

【びわ湖水源のもりづくり月
間の取り組み】
  １０月の「びわ湖水源のも
りづくり月間」や１０月１日
の「びわ湖水源のもりの日」
などを通じて、広く県民に森
づくりの場を提供するととも
に、森づくり活動団体などが
集う「森づくり交流会」で
は、参加者の情報交換や森づ
くりへの参画を促す内容とす
る。
  また、県の広報誌やホーム
ページの掲載などによるＰＲ
を積極的に進め、たくさんの
県民の方々が参加すること
で、老若男女問わず幅広く森
林に対する理解を深めたい。

【全般事項】
  基本指標の達成度は昨年度より向上
し、順調に施策が推進されており、県民
の森林への関心が高まったといえる。ま
た、事業は目的に対して概ね適切である
が、新たな取り組みにも期待したい。
  森林づくり活動市民団体が継続的に活
動できる環境づくり、モチベーションを
上げるための仕組みづくりや、森林づく
りへの更なる参加を呼びかけるための方
法や情報発信などを検討することが必要
である。

【県民の主体的な参画の促進】
  企業とのパートナー協定の件数は順調
に増加しているが、今後は協定の更新に
対する支援が必要である。「びわ湖を支
える水源の森林体験ツアー」により、水
源の重要性を広く啓発することは大切で
あり、継続実施を期待する。
  県民の森林づくりへの参加や地域での
森林づくりのための組織形成を促すなど
効果が現れている。一方、市民団体活動
日数については進捗が遅れており、下流
府県や学校等に幅広く参加を呼びかける
など、さらに努力することが必要であ
る。
  また、その他に以下の意見があった。
・「びわ湖を支える水源の森林体験ツ
アー」については、ワークショップ形式
により、参加者が森づくりアクションプ
ランを作成するプロジェクトを企画して
はどうか。
・県民が主体となって、森づくりに繰り
返し参画できるようにすることが大切で
ある。

【里山の整備・利活用の推進】
  「里山整備協定林の数」については進
捗が遅れており、県民への更なる広報を
行うなど普及啓発活動に努めることが必
要である。
  現地では公園的な整備が目立っている
が、高齢木を伐採するなど本来の里山整
備が進むような指導が必要である。
  その他に以下の意見があった。
・薪炭の利用などの仕組みづくりを促進
する工夫が必要である。
・農林業が連携して、里山放置林や耕作
放棄地の改善に取り組むべきである。

【びわ湖水源のもりづくり月間の取り組
み】
  森づくり交流会には多数の参加があ
り、県民には知識を広げたり仲間と交流
したいといった意識が育っていると考え
られる。子どもから大人まで様々な世代
に加え、企業や研究機関、マスコミなど
も取り込み、充実・発展して欲しい。

　全県下で流域森林づくり委員会（６委員会）が設立
されている。
　平成２３年度においては、森林づくりやそのあり方
の検討や提案、情報の発信等、様々な取り組みに加
え、２委員会からの施策提案をもとに意見交換を実施
した。
  今後も引き続き、各地域の特性にあった活動に対し
て支援していく。

滋賀県
森林審議会
の評価等

　25団体の活動に対して助成した。
　活動支援により森林づくり活動が活発となり、森林
づくり活動を実践している市民団体の数が増加し、活
動日数も昨年の539日から555日へと増加した。
　今後は、団体活動を支援するため開設したホーム
ページ「森づくりネット･しが」の活用など、団体が参
加者を広く募る継続的な活動と、情報交換･発信をする
取り組みを進める必要がある。

　「上下流連携の森林づくり」は、従来事業の林業普
及や、琵琶湖森林づくり県民税事業の協働の森づくり
の啓発事業として実施した。
　※甲賀市と大阪府豊中市との連携活動（1回）
　※琵琶湖森林づくりパートナー協定
　　（H23 3件、累計14件締結）
　また、｢国際森林年記念事業｣および｢びわ湖の日30周
年事業｣の一環として、｢びわ湖を支える水源の森林体
験ツアー｣を開催し、下流府県の住民に対し琵琶湖の源
流である滋賀の森林に関心を持ってもらう機会を提供
した。

具体的取組

：戦略プロジェクト
（中期目標H22～H26）

戦略プロジェクト
における実施目標

（中期目標）

【森林づくり活動市民
団体年間延べ活動日
数】

　　H20  482日/年
　　H26　750日/年

【施策目的】
　びわ湖水源のもりの日・びわ湖水源のもりづくり
月間が定着するよう様々なメディアを通じて普及啓
発を行う。

基本
施策

大項目
（施策群）

【施策目的】

211 森林づくり活動を実践している
市民団体等の数（累計）

    H15 30団体
  　  →H20 99団体
　  　  　→ H26 125団体
　　   　　　　→ H32 150団体

【施策目的】
　県民が主体的に森林づくりに参加できるよう森
林・林業の情報提供や上下流連携による森林づくり
活動を進める。
　また、流域の森林づくりの在り方、進め方につい
て、ひろく県民が協働で活動できる組織の整備や活
動を支援する。

基本指標達成度
(H17～H32)

★★★

(53%)

「昨年度
より向
上」

施策目的を達成するための具体的取組と進捗状況

実施目標達成率
（H22～H26）

(3)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 231 びわ湖水源のもりづくり月

間の森林づくり（取り組み）へ
の参加者数

  H15 1,583人
   → H20 6,742人
　     → H26 8,000人
           → H32 13,000人

－

221 里山整備協定林の数
              （累計）

   H15 0箇所
    → H20 9箇所
　　  　→ H26 25箇所
　　　　　　→ H32 40箇所

○県民が森
林づくり活
動を行う体
制の整備

　森林の価値や大切さ、森林づくりへの
参加、琵琶湖森林づくり県民税の目的や
使途などを広く県民等に普及啓発するこ
とで、森林づくりの意義や税制度の趣旨
について理解と関心を高めてもらう。

<びわ湖水源のもりづくり月間における森林づくりへの
参加者数>
・森づくり交流会　　2,500人
・地域普及啓発活動　　 53人
・林業技術交流学習会　 84人
・森林環境学習等　　4,844人
　森林づくりに対する県民の理解を深めるため、県広
報誌「滋賀プラスワン」やホームページ等で啓発を行
うとともに、びわ湖水源のもりづくり月間（１０月）
に合わせて、各種の森林づくり活動を積極的に実施
し、一般県民等が気軽に参加できる場を提供した。
　参加者数は昨年度比で、9％増加した。特に森づくり
交流会は、多数の参加者を得た。
　これらを契機として県民協働の森林づくりへの参加
を広げる取り組みを進めていく。

－

【施策目的】
　県民の身近に存する里山については、県民協
働で行う森林の整備保全活動を支援する。

●「上下流連携の森林づくり」
や「湖国のみどりづくり」の推
進

　・上下流連携の森林づくり
　　           活動の支援
　（企業と森林組合等の連携）

◆⑥みんなの森づくり
        活動支援事業

　・県民参加の里山づくり事業
    （里山協定林推進事業）

戦

戦

戦

戦

戦戦戦

計算式
（120-30)/(150-30)＝75.0％

計算式
(7,481-1,583)/(13,000-1,583)＝51.7％

計算式
(555-482)/(750-482)＝27.2％

計算式
(12-0/40-0)＝30.0％

7,481人

計算式
(14-3)/(15-3)＝91.7％

戦

達成度：基本施策毎の単純平均
（75+30+52)/3＝52.3％

達成度：基本施策毎の単純平均
（92+27)/2＝59.5％
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琵琶湖森林づくり基本計画　進行管理および基本指標達成度に対する点検・評価シート

対応方針

基本指標
（長期目標：H17～H32）

基本指標毎

上段：実　績
下段：達成率

基本施策
単位

（平均）

事業毎

上段：実　績
下段：達成率

基本施
策単位
(平均)

３　森林資源の循環利用の促進 ●：従来事業
◆：県民税事業

(1)県産材の利
用の促進

●県産材利用の推進
　・公共施設等木造化・木質化
　　推進
　・木材利用の普及啓発事業

　県産材の利用を促進するため、公共施
設等の木造化・木質化を図り、県産材を
活用した住宅の情報発信や研修会の開催
などによる県産材利用拡大の取組を推進
する。

－ －

<県産材の素材生産量>
　県産材 67,000m3(前年度 47,000m3(農林水産省統計より))

　一般県民を対象に地域材を用いた家造り見学会を開
催するなど、木材利用の普及啓発、未来へつなぐ木の
良さ体感事業等を通じて県産材の普及に努めた。

67,000m3
○県産材の
利用促進 (H20～累計)

９台

40% 25%

◆⑦未来へつなぐ木の
         良さ体感事業

　木の温もりや良さを体感する機会を県
民に提供することで、滋賀の風土にあっ
た地域の木を積極的に使うことを啓発す
る。

－ －

 ・木の香る淡海の家推進事業 　木材の地産地消の普及啓発を進めるた
め、県内に住宅を建てる県民の方にびわ
湖材の使用量に応じて助成する。
　なお、既存住宅の耐震･ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ改修を
される方には、補強用製材品の無償提供
を実施する。

－ －

<木の香る淡海の家推進事業>
　97戸の木造新築住宅にびわ湖材の使用量に応じた助
成を行った。
　びわ湖材使用量(全戸数分)　1,365m3に相当
             　H16～累計：526棟

 ・木の学習机等
    木製品利用促進事業

　子どもに対して森林の大切さや木の良
さを普及啓発するため、小中学校等に木
の学習机を導入する。

－ － 42%
<木の学習机等木製品利用促進事業>
　２小学校に対し木の学習机の導入を支援した。
　　　（20セット）　H12～累計：11,572セット

　木材の地産地消とびわ湖材の普及を図
るため、公共性の高い施設への木製品導
入を支援する。

－ －
・木製品の利用促進を推進するため、市町９団体、
　　民間４団体で事業を実施し、木の良さのＰＲに
　　努めた。

・びわ湖材利用促進事業 　「公共建築物等における木材の利用の
促進に関する法律」の施行に対応し、地
域のモデルとなるような公共性の高い施
設（建築物）での「びわ湖材」の利用を
支援する。

<びわ湖材利用促進事業>
　３市町、４社会福祉法人で事業を実施し「びわ湖
材」の利用支援を行った。
(新築･増築３件、内装木質化４件、利用材積103.5m3)

・「びわ湖材」産地証明事業

14,450m3

58%

(2)森林資源の
有効な利用の
促進

◆⑦未来へつなぐ木の
         良さ体感事業

　・森の資源研究開発事業

　森林資源や森林空間を利活用した試験
研究を行うとともに、研究開発を行う企
業、研究機関、ＮＰＯ、市町等を支援す
る。

－ －

○森林の新
たな利用の
推進

基本指標達成度　★：0-29%　★★：30-49%　★★★：50-69%  ★★★★：70-89%  ★★★★★：90%以上　　また、前年度と比して増加している場合：「向上」、変わらない場合「現状維持」、減じている場合「低下」を記入する。

<びわ湖材産地証明事業>
　認定事業者は、新たに９者が認定され、平成23年度
末時点で合計150者となった。
　認証木材量は対前年度比約40％の増となるなど、現
制度の浸透は着実に進んでいるが、産地証明制度の更
なる充実のためには、工務店等をはじめとする対象事
業者拡大の要請に応えていく必要がある。

　輸送に伴う二酸化炭素の排出を低減す
るなどの地球温暖化防止の観点から、当
面、間伐材を中心とした県産材の産地を
明確にし、消費者に供給する。

（森林審議会からの評価や外部
要因の分析等を踏まえた県の対
応方針）

　　事業の実施概要

　・推進の状況
　・推進上の問題点の分析
　　（対応の状況を含む）

【県産材の利用の促進】
  国が策定した「森林・林業
再生プラン」を踏まえ、県産
材の生産体制の強化と併せ
て、加工流通体制の整備・強
化を図り、県産材安定供給に
向けた体制づくりを推進す
る。
　また、公共施設・一般住宅
の木造化により、更なる県産
材の利用拡大を図る。

　さらに、県産材の確実な流
通・利用を図るため、需給調
整機関の育成や「流通コー
ディネーター」の配置によ
り、県内の生産や加工の実情
に見合ったきめ細かな流通対
策を戦略的に進めていきた
い。

　併せて、森林の適切な保全
管理といった視点から、使い
育てるという森林資源の循環
利用を確立するため、再造林
に必要な獣害防止施設などに
対する支援を行う。
 
  また、「びわ湖材」産地証
明事業は着実に浸透している
と考えられるが、県産材を誰
もがいつでも調達できる状況
を創出し、県産材が当たり前
のように利用される社会の構
築を目指す。

【森林資源の有効な利用の促
進】
  今後、国内における木材供
給が過剰になると、新たな用
途開発による需要の創出を図
る必要があり、マーケティン
グ等も含め、引き続き「森の
資源研究開発事業」などによ
り民間事業体等に対して研
究・開発を支援する。

【全般事項】
  基本指標の達成度は良好であり、目標
に対して順調であると評価する。さらに
積極的に取り組むよう期待する。
  一方で、利用促進の側面から見るとま
だまだという感がぬぐいきれないといっ
た意見があった。

【県産材の利用の促進】
  県産材の素材生産量については昨年度
より向上しており、順調に推移している
と評価できる。
  また、その他に以下の意見があった。
・資源の利用だけでなく、植林や保育が
なされなければ、本当の循環利用とは言
えない。
・県産材の利用促進に係る関連団体への
補助金や助成については、極度の集中が
ないようにして欲しい。
・県産材の利用促進については、公共施
設の木造化、より質の高いものへの加
工、材質の評価などを行うとともに、更
に広く県民に対してＰＲすることが必要
である。
・市場への材の供給超過に伴い材の値下
がりが危惧される。
・地域で生産された木材を県民が理解し
好きになっていただくことが大切であ
る。
・「びわ湖材産地証明制度」をもっと消
費者にＰＲするとともに、工務店や消費
者にとって、びわ湖材を使用する目的と
メリットが十分感じられる仕掛けが必要
である。
・現在は素材生産量の６０％がチップ利
用となっているが、「材」としての利用
が望まれる。
・木質バイオマスを利用したボイラー等
の導入助成や発電実現のための体制整備
を検討できないか。

【森林資源の有効な利用の促進】
  県産材の用途拡大研究や木質バイオマ
スのエネルギー利用に関する研究など森
林資源の有効な循環利用の推進に向けた
研究を充実させるとともに、研究内容を
活かす取り組みが必要である。

滋賀県
森林審議会
の評価等

【びわ湖材認証を
行った年間木材量】

  H20   9,595m3
  H26  18,000m3

基本
施策

大項目
（施策群）

【施策目的】
森林資源の環境に配慮した新しい利用や有効な
活用のための調査研究・技術開発を支援する。

【施策目的】
　住宅建築や公共事業などへの県産材の利用拡
大のための仕組みづくりに取り組み、地産地消
を進める。

【施策目的】
基本指標達成度
(H17～H32)

施策目的を達成するための具体的取組と進捗状況

取組のねらい

311 県産材の素材生産量

　H20 32,000m3
　　　→ H26 59,000m3
　　　　　→ H32 120,000m3

具体的取組

：戦略プロジェクト
（中期目標H22～H26）

●林業･木材産業の振興対策
 ・林業･木材産業振興施設整備
 ・林業関係資金

戦略プロジェクト
における実施目標

（中期目標）

平成２３年度末状況

実施目標達成率
（H22～H26）

　木材加工・流通体制の整備合理化を推
進するために、需給情報の提供や供給拠
点づくりの取組を促進する。

★★

(40%)

「昨年度
より向
上」

　高性能林業機械の保有台数(累計)については、前年
度と同じであるが、前述の間伐材搬出対策事業による
林業機械の活用推進に取り組んでおり、労働安全衛生
に配慮しつつ、作業の機械化による効率化･低コスト化
等に向けて、今後も積極的に普及に努める。
　県内森林組合の素材生産量は、着実に増えつつある
ものの、さらに基本指標の達成に向けて重点的に取り
組んでいく必要がある。

<森の資源研究開発事業>
　自ら研究開発を行う５団体を支援した。
　　木材利用関係(乾燥･材料開発)        2件
　　木質バイオマス利用                 1件
　　森林環境教育関係                   1件
　　建築関係　　　　　　　             1件
（参考）H18からの提案内容　延べ26提案
　　　　･木材利用関係　　　　　　６件
　　　　･建築関係                ７件
　　　　･木質バイオマス利用関係　７件
　　　　･森林環境教育関係　　　　３件
　　　　･その他(森林療法等)　　　３件

【高性能林業機械
          導入数】
（累計）
    H20  ６台
    H26  18台

戦

戦

戦

戦戦戦

計算式
（67,000-32,000)/(120,000-32,000)＝39.8％

計算式
(9-6)/(18-6)＝25.0％

計算式
(14,450-9,595)/(18,000-9,595)＝57.8％

達成度：基本施策毎の単純平均
（25+58)/2＝41.5％
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琵琶湖森林づくり基本計画　進行管理および基本指標達成度に対する点検・評価シート

対応方針

基本指標
（長期目標：H17～H32）

基本指標毎

上段：実　績
下段：達成率

基本施策
単位

（平均）

事業毎

上段：実　績
下段：達成率

基本施
策単位
(平均)

４　次代の森林を支える人づくりの推進 ●：従来事業
◆：県民税事業

(1)森林所有者
等の意欲の高
揚

●森林・林業の担い手確保育成
　・林業普及指導事業
  ・林業後継者育成
  ・林業技術研修

62集落

○意欲ある
林家･グ
ループの育
成

49%

(2)森林組合の
活性化

○森林を育
む担い手づ
くり

●森林組合の活性化
　・林業労働力対策事業

30人

381ha 60% 55%

23%

[

(3)森林環境学
習の推進

◆⑧森林環境学習
　「やまのこ」事業

　子どもや大人を対象とする森林環境学
習（生涯学習を含む）をすすめ、次代の
森林づくりを支える人を育成する。 16,412人

○森林環境
学習の充実

49%

基本指標達成度　★：0-29%　★★：30-49%　★★★：50-69%  ★★★★：70-89%  ★★★★★：90%以上　　また、前年度と比して増加している場合：「向上」、変わらない場合「現状維持」、減じている場合「低下」を記入する。

★★

(36%)

「昨年度
より向
上」

【森林組合の木材生
産に専門的に従事す
る作業員数】

　　H20　 0人
　　H26　50人

（森林審議会からの評価や外部
要因の分析等を踏まえた県の対
応方針）

取組のねらい
戦略プロジェクト
における実施目標

（中期目標）

【全般事項】
  基本指標の達成度は昨年度より向上し
ており、順調に施策が進められている。
事業内容は目的に対して適切であり、更
なる推進に期待する。
  一方で、森林所有者の意欲の向上や森
林組合の活性化については、数値的には
伸びているが、意欲も意識も高まってい
る実感がないといった意見があった。森
林に対する意識が高い人が誇りを持って
働くことのできる事業展開が必要ではな
いか。
  放置林防止対策境界明確化事業をきっ
かけに、地域の森林づくりが推進された
事例を広く紹介してはどうか。

【森林所有者等の意欲の高揚】
  事業は効率的に行われていると判断で
きる。
  森林づくりを支える人々の意欲を支え
るために、資源の循環利用が進むなど地
元材消費が増えることが重要である。
  また、町づくり・町おこしを考えなが
ら森林と向きあっていく森林所有者の
リーダーの育成が必要であるといった意
見があった。

【森林組合の活性化】
  林業の低迷と林業労働者の高齢化が進
んでおり、人材不足は大きな課題であ
る。
  期待した効果は上がっていると判断で
きるが、森林組合の組織体制を更に一層
充実させ、人材の育成を図るには継続的
な支援が必要である。
　また、森林組合に加え、林業事業体な
どに対する支援を強化し、林業界全体の
活性化を願いたい。

【森林環境学習の推進】
  森林環境学習「やまのこ」事業は非常
に好評であり、今後の人材育成には必要
である。
  「やまのこ」事業は順調に定着してき
たが、児童や指導者などが活動状況を振
り返る機会が必要ではないか。
  森林環境学習は小学校４年生だけでな
く、対象を拡大して幅広く展開し、森林
を支える人づくりに努めて欲しい。
  また、その他に以下の意見があった。
・地域の経済活動を支える一員として、
林業を学ぶ時間を取ることを提案する。
・ボランティアリーダー養成講座を開催
してはどうか。

<林業後継者の育成等>
　林業労働力確保支援センターを通じて、育成協議会
の開催、林業労働者の募集のほか、森林組合等の従事
者に対する森林管理技術者養成講座や高性能林業機械
オペレーター養成研修等を実施した。

<林業普及事業>
　林業普及指導員が中心となり、市町や森林組合、森
林所有者等と連携をとり、集約化施業の推進に努め
た。

　県内の小学４年生が体験をとおして森林づくりを学
習する森林環境学習「やまのこ」事業を実施した。

　平成１９年度　１１５校（  6,700人）
　平成２０年度　２０２校（ 12,928人）
　平成２１年度　２４１校（ 14,650人）
　平成２２年度　２４３校（ 14,557人）
  平成２３年度  ２４２校（ 14,687人）

目標：県内の全ての小学校（市町立、国立、私立、特
別支援学校）で実施

　今後は、「やまのこ」事業対象外の他の学年の児童･
生徒、大人等が既存施設を活用し、森林環境学習が広
がるよう、市町等と連携していく必要がある。

滋賀県
森林審議会
の評価等

　　事業の実施概要

　・推進の状況
　・推進上の問題点の分析
　　（対応の状況を含む）

平成２３年度末状況

施策目的を達成するための具体的取組と進捗状況

実施目標達成率
（H22～H26）基本

施策
大項目

（施策群）

【施策目的】
基本指標達成度
(H17～H32)

【施策目的】
　県民に対し森林の多面的機能についての理解
と関心を深め、森林づくりへの参加意欲の高揚
に努める。

【施策目的】
　森林所有者・林業従事者が生き生きと森林づ
くりに取り組めるよう森林整備情報の提供や技
術指導に努める。

【施策目的】
　森林組合が地域の森林経営の中核的な担い手
としての役割を果たせるよう、組織体制の充実
と人材の育成に対して支援する。

411 地域の森林づくりを推進す
る集落数

  H15 25集落
   → H20 56集落
       → H26 87集落
 　　　    → H32 100集落

421 森林組合の低コスト施業実
施面積

  H20 78ha
     → H26 660ha
           → H32 1,400ha

具体的取組

：戦略プロジェクト
（中期目標H22～H26）

【森林所有者等の意欲の高
揚】
  森林所有者の林業経営に対
する意欲の高揚を図るため、
森林所有者や林業研究グルー
プ等と連携しながら、各種情
報提供や境界確定、施業の集
約化、獣害対策などに取り組
む活動に対して支援を続け
る。
　また、平成２５年度からス
タートする新たな普及制度
（フォレスター制度）の定着
を図り、地域の森林づくりに
ついて市町への支援を行うと
ともに、森林所有者等への指
導・助言を行う。

【森林組合の活性化】
　地域の森林整備や県産材の
安定的な供給体制整備を進め
るうえで、森林組合の果たす
べき役割は非常に大きい。施
業の集約化や機械化、効率化
などを推進し、県と県森林組
合連合会や各森林組合が連携
して、木材生産流通を軸とし
た経営の安定化に向けた取り
組みを進める。
  さらに、効率的な路網整備
や高性能林業機械の導入等に
よる素材生産の低コスト化を
進めるため、研修等を通し
て、森林施業プランナーや作
業道作設オペレーター、素材
生産を低コストで行える技術
者など人材の確保・育成を進
める。

【森林環境学習の推進】
  「やまのこ」事業は、県内
の全ての小学４年生が参加で
きるようになったが、今後
は、他の学年や中学・高校、
一般県民など様々な世代に森
林環境学習の対象を拡大する
ことが必要であり、市町やＮ
ＰＯ、企業等と連携するなど
幅広く取り組みたい。

【森林環境学習の年
間受講者数】

　H20   12,928人
　H26   20,000人

－

<森林組合の低コスト施業実施面積>
　森林組合の低コスト施業実施面積　381ha

　滋賀県森林組合連合会が森林組合を育成･強化するた
めに行う指導への助成、森林組合が行う素材生産等に
対する資金面での助成を実施した。
　また、林業従事者の就労環境の改善に向けた取組へ
の支援や森林組合常例検査等を通じて、森林組合の経
営基盤の強化に向けた指導に努めた。

　地域特性や環境に配慮しつつ、森林を
育む担い手を育成するため、森林経営･路
網整備を提案する施業プランナーや高性
能林業機械オペレーターの養成などに取
り組むとともに、森林組合が地域におけ
る森林経営の真の中核的な担い手として
の役割を果たせるように、合併や組合加
入率等の向上を図りながら、木材生産流
通を中心とした事業展開による経営の安
定化に向けた取り組みを積極的に進め
る。

　森林経営に積極的に取り組む森林所有
者を育成するため、地域全体での協同施
業を実施するとともに、施業の集約化に
よる森林の適切な管理を図るため、森林
所有者等に森林整備に関する情報の提供
や技術指導を行う。 －

戦

戦

戦

戦戦戦

計算式
(62-25)/(100-25)=49.3％

計算式
（381-78)/(1,400-78)＝22.9%

計算式
(30-0)/(50-0)＝60.0％

計算式
(16,412-12,928)/(20,000-12,928)＝49.3％

戦

達成度：基本施策毎の単純平均
（49+23)/2＝36.0％

達成度：基本施策毎の単純平均
（60+49)/2＝54.5％
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 資料１

基本施策１　環境に配慮した森林づくりの推進　に対する　森林審議会委員からのご意見　（参考）              資料４

評価できる点 評価できない点 その他意見

全
　
体

●事業は、目的に照らして概ね妥当である。
【坂野上委員】

●目的に照らして、概ね妥当である。
【中西委員】

●目的に照らして概ね妥当である。
【加藤委員】

●厳しい予算状況の中、事業は施策目的の達成
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。
【野瀬委員】

●間伐以外の項目は順調に進んでいます。
【山田委員】

●事業は、施策の目的に照らしておおむね妥当
である。
【久保委員】

●基本指標に達成していないが、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
と共に進めていただくことに期待したい。
【加藤委員】

●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。
【須藤委員】

●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
した方がよいように思う。
【宮浦委員】

多
面
的
機
能
を
発
揮
さ
せ
る

森
林
管
理
の
推
進

●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
は概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、効果的な達成を望む。
【浅香委員】

●保安林に関しては概ね計画どおりに推進して
いるようであるが、予想以上の野生獣の増加や
ナラ枯れ被害で、保安林に指定された面積は、
これらの被害地がが先行しているか。
●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。又、保安林か
ら解除された地域はあるか。
【河島委員】

●南部にナラ枯れが広まってきた防除および駆
除が必要である。
【中本委員】

●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、
および整備作業の実施は高く評価できる。
【中西委員】

●間伐実施や作業道開設は進んでいると思う
が、更なる推進が必要である。
【野瀬委員】

●間伐材も切り捨てにしないで、買い上げの方
法をとられているのは良い事。もう少し回数を
増やして欲しい。
【浦田委員】

●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。
【久保委員】

●ニホンジカ特別対策事業は大いに進めて欲し
い。
【加藤委員】

●施策目的の達成については、効果は十分に上
がっているとはいえない。とくに間伐・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。
【坂野上委員】

●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。
【山田委員】

●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、そのために減少したのかどうか
疑問である。
【中西委員】

●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。
【北本委員】

●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、さらなる推進が必要で
ある。
【中本委員】

●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
のように増えるのではないか。
【浦田委員】

●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
能維持の面から更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出来ない急峻
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。
【久保委員】

●これからのニ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。
【中西委員】

●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，境界の明確化がます
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
想にもと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。
【須藤委員】

●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。
【浅香委員】

●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又必要と思
う。
【浦田委員】

●ニホンジカ特別対策事業では，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。
【須藤委員】

●ニ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。
【北本委員】

●ニ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。
【中本委員】

●マツクイムシの防除・駆除、野生獣・特にニ
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。
【野瀬委員】
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基本施策２　県民の協働による森林づくりの推進　に対する　森林審議会委員からのご意見　（参考）

評価できる点 評価できない点 その他意見

●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。
【坂野上委員】

●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。
【北本委員】

●施策目的、取組とも目標に対して順調と思
う。
【山田委員】

●目的（目標）に対して適切な施策が進められ
ており、各種交流会や学習への参加者が増えて
いるのは心強い。
【野瀬委員】

●概ね妥当である。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進めて頂くこと
に期待したい。
【加藤委員】

●森林・林業経営のための貢献は少ない。
【松山委員】

●県民の森林づくりへの参加は、直接的なもの
だけではなく、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。
【宮浦委員】

●期待される効果が上がっていると考えられる
が、継続的に息のながい取組となるよう努力を
お願いしたい。
【坂野上委員】

●公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。
【野瀬委員】

●更なる情報発信が必要と思います。
【山田委員】

●目的に照らして、大変適切である。
●基本指標を達成し、十分な効果が現れてい
る。県民の森林への関心が高まってきている感
がある。
【中西委員】

●前年度の実績からさらに各施策の成果が出て
きており評価できる。
【浅香委員】

●順調に施策が進められていると感じる。
【久保委員】

●全体として目標に対して順調に進められてい
る。
【須藤委員】

●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。
【松山委員】

県
民
の
主
体
的
な
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画
の
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●ボランティア等森に入られる機会が増えたこ
とは良い。機械が必要であるが、人の手も必要
である。
【浦田委員】

●森づくりへの参加はなんと言っても、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。
【野瀬委員】

●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。
【久保委員】

●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増やし
ていく広報活動は大切である。
●都市と森林を繋ぐコーディネーターという制
度を作り、市町の人々を森林に導くことができ
る施策も考えていただきたい。
【中西委員】

●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
もと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。
【須藤委員】

●新たな取組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(仮称)」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。
【浅香委員】

●山仕事も１日いくらのアルバイトでできるよ
うな仕組みがあってはどうですか。
【浦田委員】

●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付くと思われ
る。
【久保委員】
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●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。
【北本委員】
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基本施策３　森林資源の循環利用の推進　に対する　森林審議会委員からのご意見　（参考）

評価できる点 評価できない点 その他意見

全
　
体

●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。
【北本委員】

●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。
●事業は概ね効果的に行われている。
【坂野上委員】

●県内の木材の生産量は減少しているが、全体と
しては順調な数字と思う。
【山田委員】

●概ね妥当である。
【加藤委員】

●全体として目標に対して順調に進められてい
る。
【須藤委員】

●素材生産量が、昨年度より低下した理由は？
【加藤委員】

●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。
【中西委員】

●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、今後の着実な取組を期待す
る。彦根東高校などの建築成果をさらにいかして
欲しい。
【浅香委員】

●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推進について
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。
【野瀬委員】

●公共建築物木材利用促進法により東高を始め公
共建築が木材化されるのはとても良い傾向で、東
高が50年ぶりに木造で建設されたことは感慨深
い。
【河島委員】

●公共の施設が木造で作られるということは良い
事である。もっと増加して欲しい。健康面、精神
面で良い方に働いていると思う。
【浦田委員】

●公共施設をはじめ積極的な県産木材の利用が図
られている。
●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。更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、評価出来
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。
【久保委員】

●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。
【山田委員】

●「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あがって
いないか。改善の必要はないか。
【加藤委員】

●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。
【中本委員】

●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。
【北本委員】

●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
伐の推進と併せて取り組まれたい。
【久保委員】

●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。
【坂野上委員】

●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。
【浦田委員】

●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更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。
【中西委員】

●「びわ湖材」認識とその利用、採用・購買意欲
は県民の大人達、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。
【浅香委員】
●今後も公共建築の木造化を推進し、びわ湖材が
100％上手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。
【河島委員】

●公共建築物のの木質化に伴い、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
とされたい。
【久保委員】
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●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。
【宮浦委員】

●木質バイオマス発電は，小水力発電とならん
で，循環型社会実現のための重要な取り組みであ
る。関連団体の支援に留まらず，行政主体の体制
整備を検討できないか。
【須藤委員】
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基本施策４　次代の森林を支える人づくりの推進　に対する　森林審議会委員からのご意見　（参考）

評価できる点 評価できない点 その他意見

全
　
体

●目的に照らして概ね妥当である。
【中西委員】

●基本指標達成度も成果ありで評価する。
【浅香委員】

●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。
【北本委員】

●事業内容は概ね適切である。
【坂野上委員】

●概ね妥当である。
【加藤委員】

●施策目標は非常に大切で重要な取組と思う。
【山田委員】

●林業従事者の森林整備に関する教育をもっと
進めて欲しい。
【加藤委員】

●林業技術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。
【坂野上委員】

●林業に参画する一般事業体が増加する様に、
県の指導、支援の増加、継続を。
【山田委員】

●客体の更なる拡大のため、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。
【久保委員】

森
林
所
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●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。
【須藤委員】

●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。
【坂野上委員】

●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。その為には就労環境に向けた取組
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。
【野瀬委員】

森
林
組
合
の
活
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●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。
【中西委員】

●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H26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。
【須藤委員】

●（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。
【松山委員】

●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）の努力が臨
まれる。
【中西委員】

●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。
【久保委員】

●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。事業手法は概ね効率的
と考えられる。
【坂野上委員】

●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。
【久保委員】

●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。
【野瀬委員】

●「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。
【加藤委員】

●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。
【中西委員】

●「やまのこ」事業が子ども達が山をしるきっ
かけになっているので、これからも続けてほし
い。
【浦田委員】

●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。
【北本委員】

●子供だけではなく、大人対象の環境教育も検
討していただきたい。
【坂野上委員】

●「やまのこ」事業対象外の大人達への森林・
林業学習機会の実現は是非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。
【浅香委員】

●受け入れる指導員、施設にあわせて柔軟に森
林環境学習を提供できるようにして頂きたい。
【加藤委員】

●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。
【中本委員】

●「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併せて、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、杉や檜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増えるのではない
かと考える。
【河島委員】

森
林
環
境
学
習
の
推
進
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第９９回滋賀県森林審議会（現地調査） 各委員の意見 資料５

※各委員の意見を審議会事務局で整理したものです。

１，今回の現地調査において、感想や改善すべき点などをお聞かせください。

（１）彦根東高校の木造校舎（彦根市金亀町）・・・森林資源の循環利用の推進

● 県内森林資源の積極的採用は、今後も不可欠で重要な取組である。この建物がコン

クリート仕様であったならば・・・・と比較しながら見させていただいた。間違い

なく県産材木造校舎の出現は正解であったと評価します。ここまでにいたる関係者

の努力にも拍手したいです。森づくり県民啓発の具体的教材としてしっかり活用し

てください。

● この校舎は、県の建築関係者や森林林業関係者のみならず、知事以下県議会、市町

自治体の長も、教育委員会営繕関係者も見学考察の対象にすべきと考えます。

● 現場にいた高校生にも意見を聞きましたが喜んでいました。せっかくの建物です。

県内生徒や父兄も見学して啓発してほしいと思います。

● コンクリートとちがって木の温かさがとてもよかった。若い人はもっと木をかわい

がってほしい。

● 大変興味深い事例でした。木材選択や調達、加工の詳細をぜひ伺いたかったです。

生徒さんの評価もぜひ聞いて欲しいです。

● 木造の彦根東高校特別教室等を見学。廊下部分天井の材組は工夫され、耐震性を取

り入れられ美を感じさせた。木造は人をほっとさせてくれるような温かみがあった。

音楽室は広く、生徒さん達は楽器の練習中であったが、音は壁板に吸収されていく

のか、耳にする楽器の音は柔らかかった。スギ材、壁板の一枚々の色が微妙に異な

り全体として美しく仕上がっていた。県産木材の利用効果は上々である。これから

も市町の建築物を木造へ持っていく推進活動は大切である。木造の含水率が 20 ％
以下ということで木材乾燥機稼働の不足はあるが、木材建築が増加することで少し

ずつ解消していくことを期待したい。時間をかけても県産材利用の推進は重要であ

る。

● 無垢の杉（びわ湖・県産材）を中心に使われており、コンクリートおよびクロス貼

りの教室と違って、心和む雰囲気を醸しだし落ち着いた感がある。予算の問題もあ

るが、桧・松等も要所要所に使うとまた、違った感覚になると思います。「落ち着

いて勉強や音楽の練習が捗る感じがします」という生徒さんの言葉が印象的。

● 使っておられた生徒さんが「気持ちがいい」と云っておられた。もっと小さな子供

さんが裸足で使えるよう、保育園、小学校にも「木とふれあう教室」というような

形でも地域材の利用をされたい。

● 材を揃えるために納期の問題があるようですが、発注時期等に工夫を。



● 県より市町に積極的な利用の助言を。

● 近い将来かなりの量が供給されるであろう県産木材（Ａ材、Ｂ材）をどのように有

効活用し、森林資源の循環に繋げていくかが、大きな課題となっているが、木材を

多く使用する木造公共建築物の建設は、その足がかりとなるのではないかと、期待

される。そのためにも、実際に使用されている関係者から時折、使い勝手や使用上

の問題点等について意見を聴取し、今後に活かしていくことが不可欠と考える。ま

た、県産木材の最終的な受け皿となる需要先の開拓、木造建築に関わる人の育成や

木造の長所のＰＲ、製材過程において必要な木材乾燥施設の拡充・整備などを推進

する必要があろう。

● 木造独特の柔らかい感じや気持ちの良い香りなどが生徒や教員のメンタルにとっ

ても良い効果があるのではないかと感じた。

使用から１年後などに，実際に使用した生徒や教員に，使用感などを聞いて，今後

の参考としてほしい。

（２）山門水源の森（長浜市西浅井町山門）・・・・・・・県民協働の森林づくりの推進
やまかど

● 当地は全国の水源の森百選として、近畿圏内に「比叡山の森林」とともに「上の荘

の森」が指定されている。県も水源涵養や保健休養の面から当地を「山門水源の

森」として公有化し、琵琶湖森林づくり県民税事業の適用対象にされているが、現

地の保全維持ボランティア関係者はややもすると草本類や貴重植物などの保護視

点に注力されている面がある。それも大事なことであるが、かっての里山（アカマ

ツ・コナラ林）形態を意識的に再造成して、県民に見せる里山林のモデルゾーンを

作ってはいかがかと思います。手を加えない自然保護だけでなく、人が手を加える

美しい里山林の姿の出現と水源管理の教育啓発に供する事業性を持たせることも

大事ではないかと思いました。

● 笹ゆりを大切に増やしておられることに感心しました。地域の人も参加されている

とのこと。とても心強いです。

● 水源の森を守ろうという方々の熱意が伝わりました。もう少し森を歩きたかったで

す。税金をほとんど使わず、自分たちの力と想いで活動されているのですごいなと

感心しましたし、森林づくりの共通理解がほぼできているのかなと思いました。

● ボランティアの方の熱心さに頭が下がりました。初めてうかがい、残された自然環

境を満喫でき、すばらしい場所だと思いました。しかし湿原の維持には多大な労力

が必要とうかがい、ボランティアの活動のみでは、困難な側面があるとも思いまし

た。

● 入山前に、靴底を洗った。良い習慣である。山門は行政と市民団体との間で様々な

歴史を経て、今日まで水源が守られてきたところである。なぜなら、この水源には

貴重な生物や植物が存在し、県民にとっても価値のある森だからである。森があり



湿原がある。1960 年以降、この里山は放置され動植物が減少している。整備され
た沢（かつて炭を運ぶための道）を歩いた。湿原を守るための砂防工事は、作業の

大変さを感じた。足下は険しかったが、水はとても清らかであった。ササユリは獣

害対策の網で包囲されており、景観美に乏しくなっていた。これからも市民団体の

次世代につなぐ活動に期待し、そのための継続的な人材の確保、助成金の情報、資

金面での支援は大切である。市民団体の横の繋がりに期待する。

● 初めて県内の湿原を見学させていただき管理の大変さを実感しました。

● 年間 600名程度の来場と伺いましたが、市町および県の補助金も必要かと思います
が、「入山料」的な制度を取り入れる検討をしてみてはと思います。

● かっての生物多様性に富んだ里山の環境を復元するためには、人手をかけて保全の

取り組みを行う必要があり、それに向かって邁進・努力されている「山門水源の森

を次の 世代に引き継ぐ会」の熱意が感じられた。里山の環境を取り戻すために、

種々の保全作業がなされているが、とくに、砂防、シカ対策、林床整備と一般者向

けの道の補修に力点をおいているとのことであった。沢沿いに所々見られるササユ

リ等保護のためのシカ除け防護ネットや湿原維持のための砂防現場などが目視さ

れたが、里山再生には、何よりも人と資金が必要であることを痛感した。

● 精力的かつユニークな活動をされており，今後も継続して活動を続けてほしいし，

行政のさらなる支援をお願いしたいと感じた。

また，藤本秀弘さんの絶妙な解説のおかげで，非常に楽しく勉強になった。

もっと時間ゆっくり時間をとって，伐採地等の見学もしたかった。

（３）間伐材搬出現場（高島市今津町角川）・・・・・・環境に配慮した森林づくりの推進

● 道の近くで、作業道をうまく作って搬出している様子が想像できました。

● 山主と森林組合や現場で仕事をする人（山師）との間にはさまれて森林を作ってい

くことが、難しそうだなという印象を受けました。この日は県の方の話だけでした

が、組合や山師の方の声も聞きたかったです。いずれにしろ組合、山師の意識向上

に努めなければならないのではと思います。どういう森林にしていくか、という共

通理解が、ひとつの山に関わる全ての人に必要だと思います。

● 間伐木の選木基準に若干の疑問を覚えました。作業班の技術の育成は、実際の現場

でしか行うしかないと思いますので、今後とも取り組んでいってほしいです。

● 搬出間伐の取り組み現場では、３ｍ幅位の作業道が作られており歩きやすかった。

平成 23 年度から伐り捨て間伐から搬出間伐へ移行され、事業の展開が始まってい
る。作業道のオペレーター育成や林業機械（ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ､ﾌｫﾜｰﾀﾞｰ）による搬出が行わ

れており、作業道の法面崩壊を防ぐための丸太積み工事がなされていた。現在のと

ころ、これ以上の機械の導入を考えていない、ということであったが、今後さらに

技術者の質の向上やさらなるステップが望まれる。機械ばかりに頼るのではなく、



他地方への視察研修を行うことも大切であろう。よい山を見ることで組合員さんの

意識も高くなり、広い視点で考えることが、山づくりや経営において必要だと考え

る。

● 将来にわたり使用できますが、僅か４６m3の搬出で作業道の設置はもったいない
気がします。（試験的な意味があれば別ですが）

● 生産量が H22年度から H24年度には 3倍に増大している状況から見て、現場より
販売先割合の％も変わると思いますが、ベニヤ工場へ５４％という数字は今後の課

題と思います。従来の間伐と違い、正常木が搬出されることも多くなっていますの

で、販売先の検討も重要と思います。

● 森林資源を有効に活用するためには、樹木の伐採、搬出を低コストで能率良く行わ

なければならないが、それには作業道などを開設・整備し、林業機械を適切に使用

する必 要がある。ご案内戴いた角川地区では、森林所有者にｍ 3 当たりかなりの
金額を支払えたが、事業地の確保、計画的実施、技術向上、収支計算などが今後の

課題ということであった。間伐対象面積の集まり具合、地形、搬出距離などの条件

不利箇所でどのように対処していくか、道作りの前提条件となる森林境界の確定を

いかに進めるか、木材の需要先の情報をいかに的確に把握するか等、解決すべき問

題が残されている。

● 搬出間伐には，いろいろな条件がそろわないと難しいということが，よくわかった。

地域の特性に応じた間伐のやり方をアドバイスできる人材の必要性を感じた。

２，現地調査についてのご意見やご感想をお聞かせください。

● 審議会委員の現地調査研修を提案した者として、２回目の参加ですが大変有益であ

ると感謝しています。このような現地調査の準備と現地案内・説明には県関係者に

多くのご負担をおかけする事になり恐縮ですが、委員個々にも審議会論議にも有効

に働くと考えます。

● 「平成２４年度森林及び林業の動向」、「平成２５年度森林及び林業施策」の資料を

用意していただいたことに感謝します。時間がなくもったいない事でしたが、拝読

して委員として大変ありがたい資料でありました。御礼申し上げます。

● これまで訪問機会のなかった場所へ案内していただき、大変勉強になりました。あ

りがとうございました。

● 資料や写真等で想像を働かせているだけでは、魂が動くことは少ないが、現地の声

や表情の中に、内なる声を聞くことができる。短時間の中で現地の人々との共感は

意味があり、良い体験ができたと思います。この企画にあたって、県職員皆様のご

配慮やご苦労に感謝申し上げます。ありがとうございました。

● 育てる林業から活用する林業に変わっている昨今で流通に対する関心がまだまだ

薄いように思います。（正常な循環に戻る様に）



● 降雨の中の出発となったが、ほぼ予定通りの日程を無事、終了できたことは、何よ

りであったと感謝している。全体として、昨年とは異なる地域、取り組みを選択さ

れ、限られた時間ではあったにせよ、要領よい説明と丁寧な現地案内をして戴いた

うえ、質問時間もかなり設けて戴いたので、不明な点の理解に役立ったと思う。

予定外として、ニホンジカの自動捕獲装置の設置場所をご案内戴いたが、大いに参

考になった。

● 現場を見学することで取り組みの実態がよくわかるとともに，現場担当者の熱意な

ども伝わり，理解が深まるので，今後も現地調査の企画をお願いしたい。

また，委員間の情報交換の場としても有益であると思う。



琵琶湖森林づくり基本計画の推進にかかる事業費 （参考)

※ ●印･･･従来事業

基本施策１　環境に配慮した森林づくりの推進 ①～⑧･･･琵琶湖森林づくり事業

平成17年度以降累積額
平成23年度事業費
(H22繰→H23：含む)

(H23繰→H24：含まず)

平成24年度事業費
(H23繰→H24：含む)

(H24繰→H25：含まず)

●森林の保全と災害対策の推進
　・治山事業
　・森林病害虫等防除事業
　・保安林適正管理（許認可）

森林の多面的機能を高度に発
揮させるため保安林に指定し、
山地災害から県民の生命財産
を保全し、森林病虫獣害を削減
して、森林の保全に努める。

13,230,182 1,247,214 1,245,828
治山予算は、間伐と保安林管
理道を除いた額を計上

①陽光差し込む健康な森林づくり事業〈県民税〉
　・環境林整備事業
　・農地漁場水源確保森林整備事業
  ･放置林防止対策境界明確化事業
　・森林環境の調査研究
  ・湖国の森林と自然を守るニホンジカ特別対策事業

放置された人工林を強度間伐
することによって環境豊かな針
広混交林に誘導するなど、多面
的機能の高い森林に導く。

1,831,114 335,524 459,628

●間伐総合対策
　・造林事業
　・治山事業
　・県営林

造林事業、治山事業、県営林に
おける間伐の実施 7,303,977 562,479 249,206

造林事業は、作業道を除いた
額を計上
治山予算は、間伐分を計上

●基盤整備の推進
　・林道事業
　・造林事業（作業道整備）
　・治山事業（保安林管理道）

路網や機械の整備による間伐
等森林整備の効率化 4,851,232 483,330 398,388

②長寿の森奨励事業〈県民税〉 手入れの行き届いた70～80年
生の「長伐期林」に誘導し、水
源かん養機能の高い森林に導
く。

213,593 32,090 16,032

③森林を育む間伐材利用促進事業〈県民税〉

　・地球温暖化防止対策県産材供給支援事業
108,974 18,200 22,660

H22までは地球温暖化防止対
策間伐材利用拡大事業

　・間伐材搬出対策事業
　　（搬出路整備、機械レンタル） 139,510 39,029 37,594

④里山リニューアル事業〈県民税〉 荒廃している里山を手入れし
て、県民が親しみ利用できる場
所にする。

585,599 55,273 61,762

小　　　　計 28,264,181 2,773,139 2,491,098

基本施策２　県民協働による森林づくりの推進

平成17年度以降累積額
平成23年度事業費
(H22繰→H23：含む)

(H23繰→H24：含まず)

平成24年度事業費
(H23繰→H24：含む)

(H24繰→H25：含まず)

●「上下流連携の森づくり」や「湖国のみどりづくり」の
推進 ・上下流関係者(森林所有者、

ボランティア、企業等)による森
林整備の実践活動
・森林ボランティアの指導者養
成などの活動支援

3,921 523 0

⑥みんなの森づくり活動支援事業〈県民税〉

　・県民参加の里山づくり事業
  　　　　（里山協定林推進事業） 110,181 5,596 10,226

　・みんなで始めよう森づくり活動公募事業

44,138 4,081 3,048

　・流域森林づくり委員会推進事業
24,437 3,846 2,744

⑤協働の森づくりの啓発事業〈県民税〉
協働の森づくりについて、広く情
報発信を行う。 109,045 14,759 18,654

小　　　　計 291,722 28,805 34,672

平成２４年度末状況

間伐材を搬出・利用することで、
資源の循環と二酸化炭素の固
定による地球温暖化防止に貢
献する。

事　業　名 事　業　内　容

事業費(H17～H24）　　　　（千円）

事　業　名 事　業　内　容 備　考

備　考

事業費(H17～H24）　　　　（千円）

県民協働による森林づくりをす
すめるため、県民が森林づくり
に参画していただく場づくりや、
地域の活動団体による森林づく
りを支援。

資料６



基本施策３　森林資源の循環利用の促進

平成17年度以降累積額
平成23年度事業費
(H22繰→H23：含む)

(H23繰→H24：含まず)

平成24年度事業費
(H23繰→H24：含む)

(H24繰→H25：含まず)

●県産材利用の推進
　・公共施設等木造化・木質化推進
　・木材利用の普及啓発事業

県産材の利用を促進するため、
公共施設等の木造化・木質化を
図り、県産材を活用した住宅の
情報発信や研修会の開催など
による県産材利用拡大の取組
を推進する。

388,162 0 982

●林業・木材産業の振興対策
　・林業・木材産業振興施設整備
　・林業関係資金 木材加工・流通体制の整備合

理化を推進するために、需給情
報の提供や供給拠点づくりの取
組を促進する。

1,782,180 210,147 228,769

高性能林業機械整備
木材加工流通施設整備
→103,740千円
林業関係資金
→125,029千円

⑦未来へつなぐ木の良さ体感事業〈県民税〉

　・「びわ湖材」産地証明事業

27,395 3,442 3,366

　・木の香る淡海の家推進事業

251,452 37,762 43,476 H17試行事業分を含む。

・木の学習机等木製品利用促進事業

373,445 55,523 80,512

　・びわ湖材利用促進事業
146,274 19,742 17,347 H17試行事業分を含む。

　・森の資源研究開発事業
76,277 15,656 8,411

小　　　　計 3,045,185 342,272 382,863

基本施策４　次代の森林を支える人づくりの推進

平成17年度以降累積額
平成22年度事業費
(H21繰→H22：含む)

(H22繰→H23：含まず)

平成23年度事業費
(H22繰→H23：含む)

(H23繰→H24：含まず)

●森林・林業の担い手確保育成
　・林業普及指導事業
  ・林業後継者育成および林業労働力対策
  ・林業技術研修

森林整備に意欲ある森林所有
者や林業従事者を確保するた
め、森林整備情報や技術情報
の提供、就業相談、森林管理技
術の研修等に取り組む。

194,420 13,840 13,739

林業労働力対策のみ
決算額6,675千円
林業普及費
　決算額7,064千円

●森林組合の活性化
　・林業労働力対策事業

森林組合改革プランで目指す
中核組合を基本に１県１組合を
めざすとともに、林業労働力確
保支援センターと連携し、森林
整備の担い手となる人材の育
成に努める。

425,330 50,060 50,279
森林組合振興対策費
決算額50,279千円

⑧森林環境学習「やまのこ」事業〈県民税〉
森林環境学習「やまのこ」、指導
者セミナーなどによる森林環境
学習の推進
（県民税事業はH18から実施）

509,738 93,126 95,808
H18以前の「もりっこｽｸｰﾙ
事業」等を含む。

小　　　　計 1,129,488 157,026 159,826

計 32,730,576 3,301,242 3,068,459

事　業　名 事　業　内　容

事業費(H17～H23）　　　　（千円）

備　考

事業費(H17～H24）　　　　（千円）

備　考事　業　名 事　業　内　容

木の温もりや良さを体感する機
会を県民に提供することで、滋
賀の風土にあったびわ湖材を
積極的に使うことを普及啓発す

る。


