
第９８回滋賀県森林審議会

日 時：平成２４年１２月１８日（火）１３：３０～１６：３０

場 所：滋賀県庁北新館３階 職員会館中会議室

次 第

１ 開 会

２ 定足数の確認

３ あいさつ

４ 議事録署名人の指名

５ 議 事

（１）「湖南地域森林計画樹立（案）」および「湖北地域森林計画変更（案）」

の諮問について

（２）「琵琶湖森林づくり事業」の施策検討等について

６ その他

７ 閉 会
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〔午後 １時３０分 開会〕

１ 開 会

２ 定足数の確認

○司会：年末のお忙しい中、委員の皆様方には出席いただきまして、どうもありがとうご

ざいます。

定刻になりましたので、ただいまより第９８回滋賀県森林審議会を開催いたします。

本日の審議会は、委員数１５名、うち１３名の委員さんが出席していただいております

ので、森林審議会運営要領第２条第４項の規定により会議は成立しておりますことを、

ご報告いたします。

それでは、議事に先立ちまして、押谷琵琶湖環境部技監よりご挨拶を申し上げます。

３ あいさつ

○押谷琵琶湖環境部技監：失礼いたします。

第９８回の滋賀県森林審議会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。

本日は、年の瀬の何かとご多忙のところ、当審議会にご出席いただきまして、まこと

にありがとうございます。日ごろは県の森林・林業施策の推進に格別のご理解と、また

ご協力を賜っておりますことに厚くお礼を申し上げるところでございます。

一昨日の衆議院議員総選挙の結果、自民党圧勝と、３年続きました民主党政権から自

公民連立政権に移ることになりまして、当面の景気対策として公共事業を中心とした本

年度の補正予算の編成に着手される見込みでありまして、デフレ脱却の足がかりになれ

ばと思っているところでございます。

昨年度、国におきましては、森林・林業再生プランを法制面で具体化し、森林経営計

画を基本とする新たな森林法が改正されたところでございます。特に、従来の森林施業

計画にかわるものとして、森林の経営受委託を促進し、まとまりのある一体的な整備を

実現する森林経営計画の実効性の確保を図るために、森林管理・環境保全に直接支払制

度が創設されまして、今年度から県内におきましても、各森林組合等におきまして森林

計画の作成に取り組まれているところでございます。

県といたしましても、集約化施業の取り組みや作業路網の整備を中心としまして、低

コストによる搬出・間伐を進め、木材利用の促進と森林整備を行う持続的な森林経営に

対して支援を行うとしているところでございまして、森林経営計画の作成によって持続
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的な森林経営が一層推進され、森林・林業再生プランが実行面でいよいよ具体化される

ものと期待しているところでございます。

さて、本日ご審議いただきます議事は２件でございます。

１件目は、森林法の第６条第３項の規定に基づきます、「湖南地域森林経営計画樹立案」

及び「湖北地域森林計画変更案」でございます。地域森林計画は、市町村森林整備計画

の規範となるもので、県全体の森林につきまして基本的な事項を定め、５年ごとに１０

年を１期として立てる計画でございまして、湖南地域森林計画につきましては、今年度

が樹立年になるところでございます。

２件目としましては、琵琶湖森林づくり事業の施策検討として、来年度から実施を予

定しております森林税を活用した新たな事業についてでございます。

以上、２点でございます。委員の皆さんから本日忌憚のないご意見をいただきますこ

とをお願い申し上げまして、開会の当たってのご挨拶とさせていただきます。

ひとつよろしくお願いいたします。

○司会：早速ですが、ただいまから本日の議事に移らせていただきたいと存じます。

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

ますので、会長、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。ご協力のほど、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いては、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、本審議会は公開とさせていただきますので、ご

了承をお願いします。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

より行うことといたします。

４ 議事録署名人の指名

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

いただきたく存じます。

○○委員と○○委員、よろしゅうございますか。

○両委員：（うなずく）

○議長：それでは、○○委員、○○委員、よろしくお願いいたします。
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５ 議 事

○議長：これから議事に入りたいと存じますが、終了予定時刻は午後４時３０分となって

おりますので、議事の円滑な進行につきまして、よろしくお願いいたします。

次第にありますとおり、本日の議題は、「湖南地域森林計画樹立案」および「湖北地域

森林計画変更案」の諮問についてと、「琵琶湖森林づくり事業」の施策検討等についての

２件となっております。

（１）「湖南地域森林計画樹立案」および「湖北地域森林計画変更案」の諮問について

○議長：まず初めに、知事より諮問を受けております「湖南地域森林計画樹立案」および

「湖北地域森林計画変更案」について、審議を始めたいと存じます。

それでは、この２つの計画書案につきまして、事務局からご説明をお願いいたします。

○事務局：よろしくお願いいたします。

まず、お手元にお配りしています資料の確認をお願いしたいと思います。

第９８回滋賀県森林審議会の次第、湖南森林計画樹立案および湖北地域森林計画変更

案の諮問について、それから冊子として資料１－１、湖南地域森林計画樹立案、資料１

－２、湖北地域森林計画変更案、それから資料１－３、湖南森林計画樹立の概要、資料

１－４、湖北地域森林計画変更の概要、それからＡ４の裏表になっております資料１－

５、（森林計画制度の体系図）。

それから、後ほどご審議いただきます資料として、資料２－１（Ａ３判）、琵琶湖森林

づくり事業の施策検討について、資料２－２、森林吸収源確保対策事業の拡充、資料２

－３、ニホンジカ広域管理捕獲実施事業、資料２―４、里山リニューアル事業の新たな

展開、それから、みんなで始めよう森づくり活動公募事業に係るアンケート調査結果。

あと、委員の皆様方には、参考資料といたしまして、「滋賀の環境２０１２」、「森林づ

くり基本計画の概要版」、「琵琶湖森林づくりガイド」、をお手元のほうにお配りしており

ます。

不足等、ございませんでしょうか。

まず、委員の皆様方には、事前に資料を送らせていただいておりますけれども、本日

お手元に準備させていただきました資料につきましては、誤字・脱字とか表現を直して

いるところがございます。内容について大きな変更はしておりませんので、その点をご

了承いただきたいと思います。
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それから、数値の集計が間違っているところがございまして、資料１－１の８０ペー

ジの（４）林業事業体等の現況、その表の造林業の総数が、事前にお渡しさせていただ

いた資料では１５となっていましたが、合計の間違いですので、１６に訂正させていた

だきましたものをお手元の資料としております。大変申しわけございませんでした。

それでは、計画書の中身を説明させていただきたいと思いますが、その前に、諮問文

のコピーをごらんください。「湖南地域森林計画樹立案および湖北地域計画変更案の諮問

について」という文書ですが、先ほど会長からもお話がありましたが、森林法第６条第

３項に基づきまして、滋賀県知事から滋賀県森林審議会会長に諮問されています。本日

は、この諮問により、湖南地域森林計画の樹立案と湖北地域森林計画の変更案につきま

してご審議をいただきたいと思います。

それから、森林法第６条第１項の規定により、計画案の縦覧が定められております。

それに基づきまして、この１１月１４日から１２月１２日までの間、県庁と各森林整備

事務所・高島支所におきまして計画案の縦覧をさせていただきました。その結果、特に

意見はありませんでしたので、ご報告させていただきます。

続きまして、横長になっている資料１―５をごらんいただきたいと思います。こちら

は、森林計画制度の体系図となっております。上から２つ目のところに全国森林計画が

ございまして、全国森林計画は、全国の森林の規範になっております。全国森林計画に

基づきまして、今回ご審議いただきます地域森林計画を県で計画するという形になって

おります。その下の、市町村森林整備計画につきましては、それぞれの市町の状況に合

わせて、地域森林計画を規範として立てるということになっており、市町村森林整備計

画に基づいて、先ほど技監の挨拶にもありましたが、森林所有者さんとか森林組合さん

におきまして、森林を施業する計画として森林経営計画を立てるという構造になってお

ります。

今回は、地域森林計画をご審議いただくわけですけども、地域森林計画につきまして

は、１０年間の計画を５年ごとに樹立するということになっております。ですので、こ

とし湖南は、その５年ごとの樹立の時期に当たっており、樹立となります。湖北につき

ましては、必要な見直しを毎年かけておりますので、これに基づきます変更という作業

になります。

裏を見ていただきますと、地域森林計画樹立・変更の時期になっておりまして、左の

湖南地域森林計画につきましては、本年度の平成２４年度に樹立を行い、平成２５年度
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から平成３４年度までの１０年間の計画を立てるということになります。

一方、右の湖北地域森林計画につきましては、現在の計画は平成２１年度に樹立され

まして、２２年度から３１年度までの計画となっています。こちらにつきましては、今

年度は変更という作業を行うという流れになります。

続きまして、冊子になっております湖南地域森林計画樹立案の内容を説明していきた

いと思います。湖南と湖北、それぞれ資料１－１、１－２になっておりますが、内容に

つきましては重複するものがかなり多くございます。湖南のほうは、樹立ということで

今回見直しをしている点が多くありますので、こちらを中心に説明させていただきたい

と思います。

湖南の内容ですけれども、昨年度に森林計画制度が大幅に変更されております。地域

森林計画の記載内容も大幅に変更されまして、それに基づいて昨年度一定の見直しをさ

せていただいているところです。ということもありますので、それぞれの計画は、本文

については、今回ほとんど見直しをしておりません。湖南で変更させていただきました

のは、計画数量に係る部分となります。その内容につきましてご説明させていただきた

いと思います。それから、資料１－３と１－４を、変更の概要ということで主な変更を

示しておりますので、両方合わせてごらんいただけるとわかりやすいと思います。

まず、４ページをごらんいただきたいと思います。中ほどに２としまして、前計画の

実行結果の概要及びその評価という項目が記載されております。こちらは昨年度の森林

計画制度の改正に伴いまして、地域森林計画を樹立するときには、計画量に対しての実

行量と、評価を行うということが新たに追加されております。湖南は樹立となりますの

で、この項目を新たに追加しているところです。

内容ですけれども、上から、伐採材積の主伐につきましては、針葉樹と広葉樹でそれ

ぞれ分かれております。同じように、間伐につきましても針葉樹と広葉樹に分かれ、広

葉樹のほうは計画量がありませんが、それぞれの項目で計画されている計画量に対して、

５年間にどれだけの実行量があったかということを書くということになっております。

こちらは前半５年間の実行量ということになりますので、１０年間のうちの５年間分で

す。

計画量ですが、主伐の針葉樹からいきますと、５万７,０００立方メートルという計画

量に対して、実行量が６万４,０００立方メートル、それから主伐の広葉樹につきまして

は、計画量１万立方メートルに対して、実行量は２万８,０００立方メートル。間伐では、
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針葉樹の間伐としては、２５万４,０００立方メートルの計画量に対して、３４万２,０

００立方メートル。

続きまして、間伐面積は、計画量６,１８０ヘクタールに対して、実行量は５,８２２

ヘクタール。造林面積は、人工造林として、２３９ヘクタールの計画量に対して、実行

量は１６０ヘクタール、それから天然更新につきましては、１７０ヘクタールに対して、

１７９ヘクタール。林道は、開設５．８キロの計画量に対して、実績は３．０キロ、そ

れから改良８．８キロの計画量に対して、２．７キロの実績、それから舗装１０．１キ

ロの計画量に対して、１１．１キロの実行量。保安林指定では、水源涵養目的での指定

につきましては、４１２ヘクタールに対して、７３４ヘクタール、それから災害防備に

つきましては、１７０ヘクタールに対して、１７３ヘクタール。それから、保健・風致

保存等の目的の保安林は、計画量１４０ヘクタールに対して、実行量ゼロ。治山事業は、

１０４カ所の計画量に対して、９３カ所の実行量となっております。

その下の（２）評価のところで、評価を書いております。特に大きなものでは、主伐

の広葉樹の実行量を見ますと２８０％という数字になっており、これにつきましては、

もともと１万立方メートルという数字が針葉樹に比べて小さかったということ、それか

ら実行量は、統計要覧であるとか実績報告等の数字をもとにして出しているわけですけ

ども、木材チップの用途では増加しているという統計がございまして、そちらのほうで

の需要が増えているのではないかと考えるところです。

一方、間伐面積の実行率が９４％と若干計画量を下回っているにもかかわらず、間伐

の針葉樹の実行率は１３５％ということで、材積では計画量を上回っております。これ

は、伐り捨て間伐から利用間伐が進んでいて、単位当たりの間伐材積が増えているので

はないかと考えております。

それから、造林面積ですけども、人工造林が６７％と少なく、逆に天然更新が１６７％

と計画より上回っているということで、材価の低迷やシカ被害の懸念から人工造林の意

欲が低下しているのではないか、というふうに思っているところでございます。林道で

すけども、開設、改良につきましては、計画よりもかなり少ない結果となっているので

すけども、公共事業費の縮減等もありまして、このような結果になっているということ

だと思います。ただ、舗装につきましては、その中でも計画以上の進捗が出てきている

というところでございます。

保安林指定につきましても、保健・風致の保存等の実績がゼロということで、その一
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方、水源の涵養が１７８％という形になっており、滋賀県といたしましては、琵琶湖を

抱えているということもありまして、水源涵養機能を発揮するために必要な保安林の指

定を進めるという結果が出ているのではないか、というふうに考えております。治山事

業につきましては、計画量は下回っているのですけれども、公共事業が縮減されている

中で、何とか頑張っているというふうに考えているところでございます。

続きまして、７ページは、湖南の計画区域内における市町別の森林面積の現状を示し

ております。総数が８万９,３７０ヘクタールとなっており、昨年度の数字と比べますと、

１４ヘクタールの減となっております。これは、林地開発等で減ったものがあるという

ことでございます。

続きまして、１１ページの（３）計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資

源の状態等、この表は、左側に現況を示しておりまして、（右側に）計画期末、１０年後

の計画量ということで示しているものでございます。育成単層林につきましては、現況

３万６,８４３ヘクタールが、（計画期末）３万６,２１３ヘクタールに減少する。一方、

育成複層林につきましては、現況１,３３６ヘクタールを（計画期末）１,６４６ヘクタ

ールにする。天然生林につきましても、（現況）４万７,９２６ヘクタールから（計画期

末）４万８,１２６ヘクタールに設定して、それに誘導する計画にしております。

こちらの計画数値ですが、全国森林計画として国で計画をつくっており、その中で滋

賀県としての計画量がございまして、それをもとに計画をした数字でございます。育成

単層林を減らして、育成複層林とか天然生林を増やしていこうというような形の計画の

中身になっているということでございます。

続きまして、３６ページをごらんいただきたいと思います。第６ 計画量等 １．間

伐立木材積その他の伐採立木材積、２．間伐面積、３．人工造林及び天然更新別の造林

面積、３つの表が示されております。

間伐立木材積は、主伐と間伐を、それぞれ針葉樹と広葉樹に分けまして、この１０年

間の伐採量を計画しているものです。その下に、うち前半５年分ということで計画の数

値を示しております。間伐面積、人工造林及び天然更新別の造林面積につきましても、

同じ構成になっております。

こちらも、一定国のほうから示されている数値がございまして、それのプラス・マイ

ナス１０％になるように、ここで示しているものでございます。この数値は、森林・林

業基本計画に示されている数値に合わしており、その目標値に向かって変化するだろう
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というような形で、それぞれその分から１０年間分、もしくは前半５年間分を取り出し

た計画量となっております。間伐立木材積その他の伐採立木材積と、人工造林及び天然

更新別の造林面積につきましては、前回の計画よりも、それぞれの報告におきまして、

計画の量が多くなっている形になっております。ただ、間伐面積とか間伐の材積もそう

ですけれども、今後１０年間になりますと、そろそろ間伐対象齢級が外れてくるものが

ありますので、それが計画の終期にかかってくるということもございまして、前計画よ

りは少し低目の数字になっているところでございます。

それから、３７ページ、林道の開設または拡張に関する計画ということで、これから

１０年間に開設、改良、舗装、そういった予定の計画路線を計上しております。今年度

から従来の林道に加えまして、林業専用道という規格ができました。林道は、一般の方

も通られることを想定してつくる道ですけども、林業専用道は、一般の方は通らずに、

林業に従事する方が間伐材を出したり、そこに行ったりすると、そういった作業だけに

使うというものです。それほどお金をかけずに、構造物を安くつくるというものが新た

に動き出しており、それが区分のところに林業専用道と書かれているものであり、こち

らの計画量が前回の計画よりも増えているところです。

それから、４０ページ（５）保安林整備及び治山事業に関する計画、こちらは保安林

指定につきまして、１０年間の数字ということで見直しをしているところでございます。

それから、４１ページ、計画期間内において保安林の指定または解除を相当とする森林

の種類別所在および面積等の表がついておりまして、一番下のところに解除という項目

がございます。大津市、湖南市、栗東市、竜王町ということで、転用等が予定されてお

りまして、解除の予定となっております保安林の面積につきまして、こちらで計上させ

ていただいております。

それから、４３ページから４７ページまで、（３）実施すべき治山事業の数量というこ

とで、この１０年間に実施する治山事業の施行地区数を掲げております。個別の施行箇

所につきましては、４４ページ以降の表に載っているところでございまして、この計画

の地区数ですけども、湖南の合計は、４３ページの一番下のところに１５５カ所と示さ

れております。昨年度、大津市南部で集中豪雨の災害がございまして、こちらを増やし

た分と、ほかの地区で施行終了になった箇所がございますので、それを差引いて、新た

な事業数量ということになっております。

あと、５４ページから後ろに（附）参考資料をつけてございます。こちらは現状の数
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値を表しているもので、できる限り最新の情報を反映させていただきまして、数値を見

直しているところです。例えば、５８ページに（５）産業別就業者数という表がついて

ございまして、こちらは２２年度の国勢調査をもとにしているのですけれども、第１次

産業・林業というのが総数で３５８となっておりまして、前回の国勢調査よりも数が増

えているといったことがわかる形になっております。その他に表がいろいろついている

のですけども、こちらも全て最新の状態に修正をしておりますが、個別の数値について

の説明は省略させていただきます。

最後の８３ページに、４．林地の異動状況（森林計画の対象森林）の表をつけさせて

いただいています。（１）森林より森林以外への異動、（２）森林以外より森林への異動

ということで、森林から森林以外になったものは、総数で２２．４７ヘクタール、一方、

森林以外から森林に入ってきたものが８．６９ヘクタール、差引１４ヘクタールの減に

なっているところでございます。

続きまして、資料１－２、湖北地域森林計画変更案につきまして説明させていただき

ます。こちらの本文につきましても、一部の修正等を加えておりますが、昨年度とほぼ

同様になっています。今回、本文につきましては、変更ということですので、必要な部

分だけの変更となっております。

まず、５ページ、第１ 計画の対象とする森林の区域といたしまして、湖北の森林の

現状分析を示しております。この中で、総数としては９万４,８６３ヘクタールというこ

とで、前年度の計画と比べますと、１ヘクタールの減になっているところでございます。

それから、３５ページで、林道の開設または拡張に関する計画の表がついております。

こちらも、来年度以降に実施予定の林業作業道とか林道を新たに追加して見直しをして

いるところです。先ほど湖南のほうでは説明できていなかったのですけれども、湖北の

４１ページを見ていただきますと、下のほうに、開設・拡張別という表がついておりま

す。これが、湖北の開設延長と路線数をそれぞれ示しております。

続きまして、４５ページは湖北の実施すべき治山事業の数量ということで、湖北の森

林計画区の合計としましては、１７５カ所の施行地を予定しているところです。４６ペ

ージ以降で、それぞれの箇所の内訳がついているという構成です。

あと、参考資料ですけども、湖南のほうと同じように、現状の数値に修正をしており

ます。

最後の８５ページですけども、森林の異動の状況ということで、森林から森林以外へ
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の異動になったものが０．８９ヘクタールということで、四捨五入して１ヘクタールが

減少になっております。

細かいところは説明を省略させていただきましたけれども、以上、説明をさせていた

だいたところが変更の中心となっているところでございます。

以上で、湖南地域森林計画の樹立と湖北地域森林計画の変更の説明とさせていただき

ます。

○議長：はい、ありがとうございました。

ただいま事務局より、湖南地域森林計画樹立案及び湖北地域森林計画変更案について、

ご説明がございました。今回は、湖南は樹立、湖北は変更となっておりますが、両方の

計画書は共通する部分も多く、見直しは計画量が中心となっておりますので、湖南と湖

北の計画書につきまして、あわせてご意見やご質問をお聞かせいただければと存じます。

なお、議事の進行上、資料１－１、湖南地域森林計画樹立案を使用して進めていきた

いと存じますので、計画量や参考資料の数値に関しましては、お手数でございますが、

湖南、湖北それぞれの資料をごらんいただきたく存じます。両計画書は何分大部でござ

いますので、それぞれ、全体を３区分してご審議を願いたいと存じます。

それでは、資料１－１、湖南地域森林計画樹立案の目次をごらんください。

まず、目次の１枚目の「Ⅰ 計画の大綱」から目次２枚目の「第５ 保健機能森林の

区域の基準その他保健機能森林の整備に関する事項」までに関する部分を第１の区分と

させていただきたく存じます。ページ数で言いますと、湖南の計画書では１ページから

３５ページまで、湖北の計画書では１ページから３３ページとなります。特に、湖南で

は、先ほどございましたけれども、４ページに前計画の実行結果と評価が新たに加わっ

ておりますし、１１ページの、計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資源の

状態等の計画期末数値が見直されているようでございます。

なお、今回の樹立や変更で見直しのなかった点も含めて、ご審議をお伺いしたいと存

じます。

それでは、ご発言をお願いいたしたいと存じます。湖南につきましては、１ページか

ら３５ページの間、湖北につきましては、１ページから３３ページのところでお願いい

たします。

何かございませんでしょうか。

それでは、少し私のほうから確認でございますけれども、湖南の８ページに、森林の
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公益的機能について①から⑦まで書いてあるのですが、今、話題になっております二酸

化炭素吸収機能というのが特に書いていないのですけども、これはこういうものでしょ

うか。ちょっとお教えいただきたいと存じます。

○事務局：機能といたしましては、ＣＯ2 の吸収機能というのがございますけども、こち

らのほうは、ある程度林野庁との記載ぶりに合わせているところがございまして、その

中で書き切れてないという現状でございます。

○議長：ＣＯ2 の吸収機能は、森林全般にわたってあるということで、特記はしてないと

いうことですか。

○事務局：そうですね、はい。

○議長：わかりました。

ほかに、何かございませんか。はい、どうぞ。

○委員：湖南の８ページ、⑦木材等生産機能という部分で、「林木の生育に適した土壌を有

し、木材として利用する上で良好な」というくだりがあるのですけれども、木材だけで

はなくて、集成材にしますと木材からの抽出部分で生産ができますし、またキノコの生

産もできると思うので、この辺はいかがでしょうか。

○議長：委員から、今のご意見がございましたけれども、いかがでしょうか。

○事務局：こちらの機能区分ですけども、①から⑦までいろんな機能が示されています。

具体的に、それぞれの機能に応じて、市町村森林整備計画でゾーニングをしていただい

ている状況でございます。例えば、①水源涵養養機能につきましては、ここに示してい

るような機能が高い森林、そういった森林を水源涵養機能の維持増進森林というゾーニ

ングに指定しております。

今、委員からお話がありました⑦の木材等生産機能につきましては、区分としてはこ

ういうふうに分かれているのですけれども、これは各機能が重複するということで、水

源涵養機能の森林であっても、木材等生産機能の森林というのは存在する形になってお

ります。もちろん木材を生産するというのは基本的な機能になりますので、そのあたり

はよほどその森林の状態が悪いと別なのかもしれませんけれども、基本的には、このあ

たりは重複してかかってくるものと考えているところです。

○議長：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。
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そのほか、何かございませんでしょうか。

はい、お願いします。

○委員：４ページに前計画の実行結果の表がありまして、主伐で広葉樹が計画量よりかな

り増えていますけれども、これは一体どのようなものが増えて、どういう用途になった

のかということを教えていただきたい。それで、今後の計画もかなり増やした形で計上

されているように見受けました。これも少し教えていただきたい。

それから、同じ表の中で、造林面積の天然更新のところがかなり増えているんですけ

ど、きちんと更新が行われているのかどうかということを教えてください。

以上、２点です。

○議長：どうもありがとうございます。

今の点につきまして、いかがでしょうか。

○事務局：広葉樹の実行量につきまして、ここで示している数値は、農林水産省が出して

おります滋賀県での素材生産量をもとにした数字になっております。用途としましては、

最近の傾向を見ていますと、広葉樹が大幅な伸びになっております。一方、同じ農林水

産省が出している資料で見ますと、用途も書かれており、チップがかなり伸びておりま

すので、チップのほうに行っているのではないかというふうに考えているところです。

といいますのは、針葉樹の伐採につきましては、さほど伸びておりません。用途は製

材品と合板が示されているのですけれども、製材品につきましては余り変化していない

という状態になっております。合板も、それほど増えておりませんので、チップに使わ

れているのではないかというふうに考えているところです。

それから、天然更新につきましては、計画上こういった数字になっており、現地のほ

うまできちんと更新されているかどうかは把握しきれないところもありますが、天然更

新ができないところにつきましては、造林をしていくという方針でおりますので、相対

的には増えていますけれども、できるだけ人工造林をしていかなければならないと考え

ております。

○議長：広葉樹について、種類もお聞きじゃなかったかと思うのですけど、樹種を。

○委員：種類も教えていただければ。

○議長：そうですね。広葉樹はどんな種類が増えているのか。

はい、お願いします。

○事務局：ちょっと私のほうから。
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この調査は、統計局の出口調査なので加工事業体に聞き取りをしておりますが、樹種

までは把握できていないというところで、ご了承いただきたいと思います。

○議長：そうですか。

よろしいでしょうか。

○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、お願いします。

○委員：私も同じく湖南の４ページの表ですけれども、先ほどの説明の中で、チップ用材

ということで製材とか合板はそんなに伸びてなくてというお話だったと思うのですけど

も、チップは、ほかにどのように使われているのでしょうか。ただ燃やして終わりなん

でしょうか、そこがちょっと気になりますので。

○事務局：私のほうからお答えします。

チップにつきましては、滋賀県の場合、用途として受け入れが多いのは製材・パルプ

関係でございます。ただ、パルプは今少し業界が不況ということで需要量も減ってきて

いるのですけども、その分、またほかの用途も、パーティクルボード、いろんな加工の

仕方もございますので、そういったほうに出しているというところで、聞いております。

エネルギー利用、電気などには滋賀県のチップはまだ供給できていないところで、基

本的にはマテリアル利用のほうで使われているというふうに聞いております。

○委員：これらは海外に行くということは、そんなにはないでしょうか。

○事務局：安いものでございますので、海外へ持っていこうと思えば、一船５万トンとか、

かなりの量を集める必要がございますので、滋賀県のチップを海外に出すということは

今のところございません。

○委員：わかりました。

もう１つ、この表で保健・風致の保存等のところですけれども、１４０ヘクタールの

うち、実行量がゼロということですが、これは計画があって、実行はないということは、

どういうことだったのでしょうか。

○議長：はい、お願いします。

○事務局：保健・風致の保存等でございますが、この場合、保健保安林の指定のことを想

定していたわけでございますが、近年の保健保安林の指定につきましては、公共事業と
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しての森林公園的整備に伴う指定がほとんどでございました。近年、公園的整備よりも、

復旧治山等の治山施設整備に重点を置いていますところから、残念ながら、森林公園的

整備を行わないために、それに伴う保健保安林の指定がないということになっておりま

す。

ただ、この保健保安林につきましては、今の水源や災害防備関連の保安林に重複して

指定するという形のものがほとんどでございましたので、保安林機能としてはあまり問

題ないというふうに考えております。

○議長：よろしゅうございますか。

○委員：予算があって、いろいろなご苦労があったのかなと思いますし、今、二重に要ら

なかったという話で、結局は、風致の保存ということに関しても、そういうことでしょ

うか。

○事務局：保健・風致につきましては、まとめて一つの取り扱いをしておりますが、風致

の指定目的が、既存景勝地の風致の保存になりますので、ほぼこれから先、出ることは

ないであろうなと考えています。

○議長：よろしゅうございますか。

○委員：はい。今後、都市計画とかいろんなものが絡まって、また風致とか出てくるかと。

こっちのほうの計画的には全体計画自体なかったものですから、結構です。

○議長：どうもありがとうございます。

そのほか、ございませんでしょうか。

はい、お願いします。

○委員：もう一つ、４ページの表に関連して、林道の開設とか改良の計画が進まなかった

という理由が、公共事業の縮減ということで、公共事業が減らされる以上は仕方がない

のかという気もしますけども、林道の開設・改良というのは、多分林業をやる上で基盤

となるものだと思いますので、公共事業が縮減されたときに順位がどの程度なのか。

これが低位に位置づけられているということは、林業は相当軽んじられているという

ことにもなりますし、公共事業を単純に減らされたから林道が維持できないというよう

な状況なのか、その辺の重みづけみたいなことを教えていただけたらと思います。

○議長：はい。

その点、いかがでしょうか。

はい、お願いします。
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○事務局：委員が今おっしゃったように、林道の進捗というのが計画に比べて大変低いと

いうような形になっております。ただ、林道だけが林業基盤の位置づけである状況は、

最近、少し変わってきていまして、林道という骨格的な路線から、今後は毛細血管のよ

うな作業道という路網の整備、そちらのほうにシフトしていると、そういう部分もあり

ます。

また、これからは林道と作業道を結ぶ林業専用道も積極的に整備していき、より木材

生産に効率的な路網整備を進めていかなければならないという、そういう認識のもとで

進めるというふうに考えております。ただ、現実的な問題として、林道の開設、改良と

いうものは、自治体にとって財政的な負担が大きいものがありますので、計画どおりに

進めるというのは、当面確かに厳しい部分があることは間違いございません。

○委員：ただ、量的に半分近くになっていたりするので、かなりこれは計画変更になって

いると。

○議長：よろしゅうございますか。

○委員：はい。

○議長：そのほか、何かございませんでしょうか。

それでは、ございましたら、また後でおっしゃっていただきたいと存じます。

次に、第２の区分でございますけれども、資料１－１、湖南地域森林計画樹立案、目

次で言いますと、２枚目の「第６ 計画量等」から「別表４」までについて、ご意見を

お願いしたいと存じます。ページで言いますと、湖南の計画書では３６ページから５３

ページまで、湖北の計画書では３４ページから５５ページまでとなります。

湖南では伐採計画量、治山や林道の計画量が見直されており、湖北では林道と治山の

計画量が見直されているようでございますが、それ以外の部分も含めて、ご質問やご意

見等をお願いいただきたいと存じます。

それでは、ご発言のほう、よろしくお願いいたします。

はい、どうぞ。

○委員：確認ですが、４０ページの表の数字を教えていただきたいのですけども、面積が

あって、総数、例えば実面積で３万７,０００ヘクタール、うち前半５年分で６５２とな

っています。これは、両方ともヘクタールという読み方でよろしいんでしょうか。それ

で、期間の中では、３万７,３４０ヘクタール実施するんだけども、前半で６５２という

読み方でよろしいんでしょうか。
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○議長：その辺、いかがですか。

○事務局：計画の期末に３万７,３４０ヘクタールという指定の面積になる。これは１０年

間ですので、そのうちの５年間で６５２ヘクタールを増やしていくという数字です。

○委員：だから、３万７,０００を１０年間でやって、そのうち前半５年間で６５２をやる

という読み方でいいのですか、何かバランスが相当悪いのですれけど。

○事務局：期末ですので、これは合計の面積です。

○委員：これまでの部分を含めてということですか。

○事務局：はい。

○委員：そうすると、１０年間の数量というのは、ここではわからないわけですね。

○事務局：そうですね。５年間分だけしか出てこない。１０年間分のうちの５年間です。

○委員：わかりました。

○議長：よろしゅうございますか。

○委員：１０年間が知りたいと思いますね。

○議長：そうですね。

○事務局：すみません。４１ページの表でいきますと、その１０年間分、水源涵養のため

の保安林の計のところが８８９ですね。うち５年間分として、４１２という数字の構成

になっています。その８８９ヘクタールを１０年間で新たに指定していくと。うち前半

５年分として４１２という形になります。

○議長：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。

ほかに、何かございませんか。

どうぞお願いします。

○委員：４１ページの保安林の解除理由ですけど、森林の持つ公益的機能を高度に発揮さ

せるためとなっているのですけど、具体的にはどういうことでしょうか。

○議長：いかがでしょうか。

はい、お願いします。

○事務局：森林の持つ公益的機能を高度に発揮させるため、これは指定ということでござ

いまして、解除の理由ではないと考えています。それで、解除は、右下にございます「転

用等」ということでございます。
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○委員：わかりました。指定または解除、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、ございませんでしょうか。

確認ですけど、４０ページの表でございますが、この３つの保安林で合計すると、上

の計にならないということは、保安林で重複して機能するものがあるということだと思

うのですけども、どの機能と、どの機能の保安林が重複しているのが多いんでしょうか、

ちょっとお教えいただければと思います。

○事務局：水源涵養と災害防備等につきまして重複は余りないのでございますが、保健・

風致の保安林が指定種が８号から１１号につきましては、既存保安林と重複されている

例が非常に多うございます。その分で面積との差が出ております。

○議長：わかりました。ありがとうございます。

はい、お願いします。

○委員：さっき言えばよかったのですけど、湖北の４３ページ、同じ保安林解除の表です。

枝葉末節な質問で申しわけないですが、伊吹山の鉱山の関係で保安林が結構な面積で解

除がされると思うんです。その数字はここには出てこないのですか。

○議長：その点、いかがでしょうか。

はい、お願いします。

○事務局：すみません。現在まだ解除が確定していないものについては、解除となりませ

んので、いわゆる保安林の解除は、官報告示によって解除するとなったものが、解除で

ございますので、それ以前の予定告示の中で、解除予定であるという状態のものは、法

律上は保安林のままということになっております。

したがいまして、その面では数値としては入っておりません。完全に鉱山が終わって、

緑化した段階で解除が確定されるという、そういう形になります。

○委員：ありがとうございます。

そうすると、もっともっと先の計画に反映されてくるというお話になるわけですね。

○事務局：数値的にはその形になります。実態的には、解除予定森林の中の作業許可で事

業が行われていますと、部分の計画につきまして、終わった段階でかつ植栽がされた時

点で、解除が確定されるということです。

○委員：では、現時点で一応その解除申請みたいなものが行われて、許可が出て、作業を

やっているけれども、現状では、あれは保安林というふうに法律ではなっていると。
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○事務局：一部確定したものもあろうかとは思いますが、実際に現在掘削している箇所は

保安林であるはずです。

○委員：そうですね。一般人の感覚からすると、その掘削しているところも保安林という

ことがすごくずれた感じがするんですが、法律上そうなっているということですね。

○事務局：保安林の中で作業許可という許可を取って、行っているという形です。それが

終了した段階で保安林の解除がされことになります。

○委員：はい、わかりました。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。

そのほか、何かございませんでしょうか。

そうしましたら、次に進みたいと存じます。

３つ目の区分は、資料１－１、湖南地域森林計画樹立案、目次３枚目の（附）参考資

料から最後のページまででございます。ページ数で言いますと、湖南では５５ページか

ら８３ページ、湖北では５７ページから８５ページでございます。湖南、湖北とも現況

に合わせた最新の数値とされているようでございますが、これらに関しまして、ご質問

やご意見等はございませんでしょうか。ご発言をお願いいたします。

はい、お願いします。

○委員：湖南の５６ページのウの部分です。ＢＤ、ＢＤ－ｄと書いてありますけど、ＢＤ

－ｄについて説明していただきたいと思うのですけれども、お願いします。

○議長：５行目ですね。

○事務局：ＢＤとＢＥの意味ということでしょうか。

○委員：ＢＤ－ｄ型が。

○事務局：こちらは土壌の区分で、英文字を使って区分をしており、ＢＤ型土壌といいま

すのは、ウの地質、土壌等のところで適潤性褐色森林土をＢＤ型土壌と言っているもの

です。ＢＥにつきましては、５行目のところに、弱湿性褐色森林土という区分のものを

ＢＥ型と言っているところです。

○委員：それで、ＢＤ－ｄが書いてあります。

○事務局：これはドライですので、ＢＤよりは少し乾燥しているということです。

○委員：はい、わかりました。

○議長：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。
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はい、お願いします。

○委員：湖南の８３ページの上の表、森林より森林以外への異動、その他という項目で、

甲賀市が５．１０ヘクタール、その他というのは、どういうことでしょうか。

○議長：はい。

いかがでしょうか。

○事務局：お待たせしました。甲賀ですね。こちらは５．１になっていますけれども、一

番面積の大きなものは信楽町の畑の学校施設です。こちらが３．３ヘクタールございま

す。それから、水口町の山で老人福祉施設が１．５８になっています。それが大きなも

のでございまして、あとは駐車場とかいったものでございます。

○議長：よろしゅうございますか。

○委員：わかりました。

別項目で、住宅・別荘・工場等建物敷地と書いていますので、これに類するぐらいの

ものかなと思い、ちょっとお聞きしたんですけれども、こういうものはその他に入ると

いうことですか。

○事務局：そうです。こちらのほうの区分は住宅と工場に該当するようなことになってお

ります。それに該当しないものを、その他に計上させていただくということです。

○委員：わかりました。

○議長：そのほか、ございませんでしょうか。

はい、お願いします。

○委員：湖南の５５ページ、湖北の５３ページの（２）でございます。伐採面積の規模を

縮小した皆伐を推進すべき森林とあるのですけれども、湖南のほうも同じ文章が使われ

ているのですけれども、規模を縮小した皆伐を推進すべきということは、どういう規模

を言われるのでしょうか。この（ア）から（ウ）までの規定では、どれもこれも皆伐を

してはいけないような地域ばかり、というふうに我々は考えているのでございます。

○議長：はい。

いかがでしょうか。

○事務局：５５ページでしょうか。

○委員：湖北の５５、湖南の５３。

○議長：湖南の５３ページ、湖北の５５ページでございますね。

○委員：はい。
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○事務局：すみません。湖北の５５ということで、（２）の伐採面積の規模を縮小した皆伐

を推進すべき森林ですね。こちらですけども、水源涵養機能が比較的高いようなところ

につきましては、できるだけ伐採の面積を少なくしようと。そうした皆伐を推進すべき

森林であるということを、こちらで説明しているものでありまして、具体的な中身が（ア）

（イ）（ウ）といった状況のところにつきましては、水源涵養機能が高いのではないかと

いうことで、その皆伐面積をできるだけ少なくしましょうということを示しているとこ

ろです。

○委員：この地域では、「皆伐を推進すべき」というこの言葉、これは使ってはいけないの

と違いますか。本来的に、皆伐はしてはいけないところであるのと違いますか。これは、

林野庁から来たひな型に、こう書いてあったかもしれませんけれども、今の時代の森林

整備を進める上において、皆伐をするということを謙虚に考えなくてはいけないわけで

ございますが、一度検討されてはいかがかと思います。もう印刷がされており、林野庁

に許可を取ってある書類でございましたら、修正とは申しませんので、ひとつよろしく

お願いいたします。

○議長：はい。

今の点、いかがでしょうか。

○事務局：こちらは、皆伐を推進すべきという意味ではございませんでして、皆伐をする

場合は、面積の規模をできるだけ少なくして実施をするということで、こういう水源涵

養機能の高いところですと、択伐とか、そういった施業のほうが望ましいかとは思いま

す。

ただ、こちらは市町村森林整備計画での指針になっていまして、こういった皆伐をす

る場合に、できるだけ面積を少なくするというゾーニングに指定するということが基準

になっておりまして、皆伐を推進すべき森林ということではないということで、ご理解

をお願いしたいと思います。

○議長：はい。

いかがでしょうか。

○委員：普通、こう書いてしまったら、このとおりご理解をしてくださいというのに、理

解するのが、我々小学校からずっと勉強してきた者の頭の中なのですね。

しかし、このように決まっているのなら、そのようにしておいてください。

○技監：今、委員からご指摘の件でございますけども、これは林野庁が誤解を呼ぶような
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表現でございまして、実際問題は、伐採面積の規模を縮小した「伐採」を推進するべき

森林だということになりますが、これは林野庁に対して一応言っておきます。

○議長：どうもありがとうございます。

よろしゅうございますか。

○委員：はい、結構です。

○議長：はい、ありがとうございました。

そのほか、何かございませんでしょうか。

そうしましたら、最後に、両計画全体を通して何かございませんでしょうか。

はい、お願いします。

○委員：先ほどもありました林道のことですけど、最後に、予算のことでできないという

結論が出たかどうかわかりませんけど、それは林業の基盤を、今おっしゃったみたいに

血管のように動脈をつくって、それから作業道をつくられるということですけれども、

林道、一般の方も通れるような広い道路があり、それから専用道、機械が入れるような

道路があり、それから作業をする細い道路がつくれると一番いいのですけれども、それ

がないと、森林作業をするのにすごく時間がかかるわけです。

もしそれがなければ、経済効果だけではなくて、生物相として互いに生態系もわから

ないですし、また災害のほうも、林道がつくことによって明らかになってくると思うの

ですね。それは、やはり基盤だと思います。それが計画的な予算でもってできないとい

うのは、ちょっと納得がいかなかったのですけれども、そこは、じゃ、どうしてできな

いのかということを、どうして議論をなさらないのかということが非常に残念だったわ

けです。

そしたら、どういう解決法があるかということを、ここでもっと議論していただいて、

どうして人を動かしていくのか、その次の答えも探していただきたかったと思います。

それについて、県のほうからご意見も伺いたいと思いますが、よろしくお願いします。

○議長：はい。

いかがでしょうか。

○事務局：林道の進捗が、先ほども委員のほうからご指摘があった部分ですね。当初計画

に対して半分程度しか進捗していない。非常に重要な基盤であるものが、この程度の進

捗でよいのかというご指摘だったと思います。

おっしゃるとおり、林道についてはまさに林業の基盤、骨格をなす部分ですので、こ
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れについては着実な進捗というものが非常に重要なものだというふうに考えております。

私も、先ほど財源的な問題とか、そういったものを少し口にしたわけですけれども、必

要な林道については、必要な予算をできるだけつけるようにして進捗をしていきたいと

いうふうに考えております。

ただ、言いわけがましいことですけれども、林道についてはその骨格となる部分とい

うことで、山の中の森林所有者の非常に重要な部分を通過するということもありまして、

なかなか所有者のご理解を得ながら進めていくということも困難を伴う場合もございま

すし、またほかの例としまして、自然環境の保全とか、猛禽類の繁殖とか、そういった

ものに配慮しながら進めていくとなると、なかなか計画どおりに進まない場合もあると、

そういう例もあるということについてご理解いただきたいと思います。

○議長：よろしゅうございますか。

どうもありがとうございます。

はい、お願いします。

○委員：湖南の５８ページで、先ほど林業関係の３５８名が増えているという説明をいた

だいたのですけども、どのぐらい増えているか。

それから、全体的なことについて、湖南の２９ページで、（５）その他必要な事項、３

行目ですけど、「林業と木材産業の後継者の緊密な連携強化による、～～～育成を図るも

のとする。」と書いていただいているのですけど、現在、連携はあるのか、そういう取り

組みはどういったことでやっておられるのか。あれば教えていただきたいと思います。

○議長：はい、ありがとうございます。

お願いします。

○事務局：５８ページの表の数値ですが、湖南全体で林業が３５８名となっていますけど

も、１７年の国勢調査をもとにした指標では２０７名。ですので、１５０人ほど増えて

いる形になります。

○事務局：２９ページの「林業と木材産業の後継者の緊密な連携強化による、生産から流

通まで」というところについて、お答えさせていただきます。

具体的なところでは、林研グループさんとか、まず、一つとしましてはＳＧＥＣ（エ

スジェック）を取られて、木材産業などの実際出口のほうとの連携をされるとか、ある

いは森づくりフェスタ、そういうところへ林研グループさんが参加していただいた中で、

木材産業の関係者との連携、そういうようなものをきっかけとして新しい動き、そうい



- 23 -

うものが出てくるという形で認識しております。

○議長：はい。

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：先ほどの就業者数ですが、増えているのは非常にいいことだと思うのですけど、

湖北のほうはいかがでしょうか。

○事務局：湖北のほうですけども、６０ページに２９０名となっており、前回の調査では

１５９名ですので、１３０名ほど増えている形になっています。

○委員：そうですか。森林組合さんが多いんですが、その内訳はわからないですか。

○事務局：内訳まではわからないです。林業に従事されている方ということです。

○委員：すみません。前回というのは平成１７年ですか。

○事務局：はい、１７年です。

○議長：これ、国勢調査ですね。

○事務局：そうです。平成１７年の国勢調査と、今回は２２年の国勢調査です。

○議長：ついでと言いますと大変失礼ですけども、高齢化率はどうだったのでしょうか。

おわかりになりませんか。

○事務局：年齢構成を調べたのですけど、わかりませんでした。申しわけございません。

○議長：全国で見ましたら、林業就業者数が１７年から２２年について随分増えています

し、年齢ごとで言いますと、年齢別の就業者数が６５歳以下は全部増えているんですね。

それがなぜ増えたかよくわからないのですけれども、またお調べいただけたらありがた

いと存じます。

そのほか、何かございませんでしょうか。

はい、お願いします。

○委員：素人なので教えていただきたいのですが、湖南の３７ページの林道の表ですけれ

ども、例えば一番上、大津市の葛川西部の面積が２,３３８ヘクタール、針葉樹が２６万

９６５立方メートルですけど、この広い面積からどのように材積を出されるのか、すご

い数字が並んでいるので、ちょっと教えていただきたいと思いました。

○議長：はい。

いかがでしょうか。

○事務局：こちらの面積は上のほうに書いていますけども、利用区域といいまして、その
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林道を開設したときに、利用できるであろうと見られる区域の面積として、２,３３８ヘ

クタールを挙げております。その中に、針葉樹が２６万、広葉樹が１０万という材積が

ありますが、このデータにつきましては、県のほうで森林簿を策定しており、その森林

簿を使いまして、それぞれの利用区域に該当する範囲、その範囲に該当するレコードと

言っているのですけども、その該当するレコードの材積を集計したものとして２６万な

り１０万なりという数字が出てくる形になっております。

ですので、これのデータのもとは、県の森林簿のデータになります。

○委員：そうすると、実際に見て、計算されているのではないのですね。例えば、太さと

か、山の上のほうだと、ちょっと細めとか、林道にする際のほうだと太めとかいう計算

を一々されているのかなと思ったんですけど、そうじゃなくて、机上の計算になるんで

すか。

○事務局：そういう形になります。毎木調査をやっているわけじゃなくて、県のほうで収

穫表というのがございまして、植栽して１０年たったらこれだけの材積、２０年たった

らこれだけの材積という計算表がございます。それに基づいて、林齢に応じた材積を集

計したものになっております。

○議長：よろしゅうございますか。はい、ありがとうございます。

そのほか、ご意見ございませんでしょうか。

はい、お願いします。

○委員：森林認証制度というのがございますが、昔は経験ということで広められる方も多

かったのですけれども、最近そういう方も少なくなられたので、認証制度というのが滋

賀県でどれくらい進んでいるのか、少し教えていただきたいと思います。

○議長：はい。

認証制度について、いかがでしょうか。

○事務局：森林の認証制度はいろいろ、幅も広いのですけれども、ＣＯ2 を認証するとか、

ＦＳＣなどの森林認証があります。

○委員：ＦＳＣは外国のものですから。

○事務局：すみません。滋賀県で森林認証されているところは、ＦＳＣではなくて、ＳＧ

ＥＣの取り組みにつきましては、１件ございます。金勝生産森林組合さんです。あと、

出口のほうにつきましては甲賀林材さん、そちらのほうでＳＧＥＣ認証をされておりま

す。以上です。
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○委員：ＳＧＥＣというのは、基準としては、外国のものに比べてどれぐらいですか。

○事務局：ＦＳＣというのは、かなりレベルが高いのですけれども、日本のものにつきま

しては、若干日本人の林業として適切な形で認証されているようなレベルになっている

という認識です。

○委員：日本人の適切とは、ちょっとわからないのですけどね。

○事務局：ＦＳＣは、認証するに当たりまして値段がかなり高額です。ＳＧＥＣにつきま

しては、１回の認証が５０万か６０万ぐらいで、できるように聞いています。

○委員：海外では、どれぐらいかかるんですか。日本で５０万ですと、向こうのレベルに

すると、どれぐらい違うんですか。その価格が倍とか、そんなには変わらないんですか。

○事務局：ＦＳＣは外国の機関とか、そういうふうな形で外国の委員さんに認証していた

だくわけですけど、ＳＧＥＣは「緑の循環」基準というふうなものがございまして、日

本の森林環境を守るという観点でつくられており、基準が１番から７番まであります。

機関がつくりました「緑の循環」基準に基づいて、その山の森林管理が認証されれば、

ＳＧＥＣに認証されると認識しております。

○委員：はい、わかりました。７つの基準点は合っておりますので、これぐらいのクオリ

ティーを持っていたら、まあまあ保全できるかなというふうには感じております。あり

がとうございました。

○議長：はい、どうぞ。

○事務局：ちょっと補足でございます。

基本的に、モントリオールプロセスに基づいてＦＳＣはやっているんですけども、Ｓ

ＧＥＣもそれを基準にしております。ただ、ＦＳＣでいきますと、かなりハードルが高

いので、日本の通常の森林経営に合ったようなものに、今、７つと申し上げましたけど、

それぞれの項目をちょっとずつレベルダウンしてやっているというところです。

○委員：木の種類も違いますし、外材は隠蔽工作されやすいという欠点もあるので、それ

は日本の身元確認での基準と同じですね。

○事務局：そうですね。御存じのようにＦＳＣだけにいくと、かなりハードルが高くて、

日本の森林がそれに適応できない部分がございますので、それぞれの項目で若干ハード

ルを下げた形でやっていると。基本的にはＦＳＣと、並びでは一応いろんな基本項目を

挙げているんですけども、ちょっと基準が下がっている認識でお願いしたいんです。

○委員：もし木材を買われる方がいらっしゃったら、そうですよという説明をしたらいい
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んですね。

○事務局：そうです。

○委員：わかりました。ありがとうございました。

○議長：はい、どうもありがとうございました。

ほかに、何かございませんか。

それでは、ご異議がないようでございますので、本件につきましては、適正と認めて

よろしゅうございますでしょうか。

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、湖南地域森林計画樹立案および湖北地域森林計

画変更案について、原案どおり認めることといたします。

なお、ただいまご承認をいただきました両計画書案につきまして、答申書の作成と答

申時期につきましては、私にご一任願いたいと存じますが、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。

それでは、そのような方向でさせていただきたいと存じます。

続きまして、２点目の議題でございますが、少し時間がたっておりますので休憩をと

りたいと思います。今、３時５分ぐらいでございますので、３時１５分から始めさせて

いただきたいと存じます。

１０分間、休憩とさせていただきます。

〔午後 ３時 ５分 休憩〕

◇

〔午後 ３時１８分 再開〕

（２）「琵琶湖森林づくり事業」の施策検討等について

○議長：時間となりましたので、再開したいと存じます。

それでは、２件目の議題でございます「琵琶湖森林づくり事業」の施策検討等につい

て、進めてまいりたいと存じます。

事務局から、資料のご説明等をお願いいたします。

○事務局：資料の説明をさせていただきます。

お手元にお配りしております資料２－１というＡ３判の資料一枚物と、資料２－２、

２－３、２－４の４種類を使ってご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
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先ほどの地域森林計画の資料と同様、委員の皆様には事前に資料を送付いたしており

ますけれども、表現がわかりにくい箇所等ございましたので、一部修正しております。

事前に目を通していただいておりますけれども、申しわけございません、きょうお配り

した資料でご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。

それでは、「琵琶湖森林づくり事業」の施策検討等について、簡単に説明申し上げます。

「琵琶湖森林づくり事業」は、琵琶湖森林づくり計画に基づきまして、琵琶湖森林づ

くり県民税を活用した環境を重視した森林づくりと県民協働の森林づくり、こういった

新たな視点に立ったさまざまな事業を実施しております。県といたしましては、毎年度、

森林審議会におきまして、事業の効果、施策の方向性について評価をいただいておりま

す。また、それらの改善、新たな課題への対応といった検討を行っております。

そこで今回も、現在検討しております取り組みの内容や方向性について、委員の皆様

にご意見をいただきまして、今後の事業の施策展開に生かしていきたいと考えておりま

す。

まず、資料２－１、「琵琶湖森林づくり事業の施策検討について」をごらんいただきた

いと思います。

今回は、３つの検討項目を挙げております。それぞれに現状と課題、課題への対応、

期待できる効果、関連する森林審議会の評価・意見等を整理しております。

それでは、検討項目ごとに事業のご説明をいたします。

１点目の、森林吸収源確保対策事業の新たな展開でございます。資料２－２をごらん

いただきたいと思います。

ニホンジカの食害等によりまして、森林所有者の造林意欲が低下しており、次世代の

森林の育成が進んでいないといった課題がございます。しかし、新たな造林につきまし

ては、成長力旺盛な植栽木によって多くの炭素を吸収することから、伐採跡地の確実な

更新が期待されております。また、基盤整備の遅れとか、素材の生産技術が未熟である

ことなどから、多くの間伐材が林内に放置されたままとなっており、せっかく固定され

た炭素が、二酸化炭素として再び大気中に放出されるといった状況にもなっております。

地球温暖化防止対策としての森林吸収源を確実に確保するために、再造林に必要な獣害

防止施設の設置、またさらなる間伐材の搬出に対しての支援を新たに検討しているとこ

ろでございます。

次に２点目の、森林動物対策のさらなる推進でございます。資料２－３をごらんいた
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だきたいと思います。

まず１点目の、ニホンジカに対する対策でございます。生息数が急増しておりますニ

ホンジカの食害は、人工林だけの被害にとどまらず、下層植生がなくなってしまったり、

枯損木が生じたりということもございまして、表土の流出または林地の荒廃といったも

のにつながっております。

そこで、平成２２年度から森林税を活用いたしまして、ニホンジカの捕獲を進めてお

ります。その結果、捕獲総数は平成２１年度時点では７,０００頭余りということでした

が、平成２３年度には１万頭を超えるまでになっております。

また、ニホンジカの捕獲につきましては、市町を実施主体といたしまして県が支援す

るといった体制で進めております。しかし、例えば市町の境でございますとか、鳥獣保

護区、こういったところには空白地域が生じるといった問題が起こっております。今後、

一層の捕獲を推進するためには、こういった空白地域の解消が急務であるということで、

今回、県の猟友会に委託しまして、各猟友会の支部の持ち場を越えた捕獲隊を結成いた

しまして、特定の捕獲困難地での捕獲を進めていこうということを考えております。

次に２点目の、カワウに対する対策でございます。資料２－３の２枚目の資料をごら

んいただきたいと思います。

県内では、竹生島、また近江八幡市の伊崎半島に、カワウの大コロニーが形成されて

おり、こういったところに長期間にわたってカワウが定着しております。そこで巣づく

りのための枝折りでありますとか、カワウの糞の影響などにより、下層植生が喪失した

り樹木が枯損したりといった植生被害が発生しております。その結果、ひどいところで

は土砂の流出など森林の公益的機能が失われるといったことになっております。

このようなカワウの被害に対しまして、資料の次のページですけれども、カワウの生

息数の推移のグラフをごらんいただきますとわかりますように、平成２２年のころから

の対策によりまして、大きなコロニーでの急激に生息数が減少し、若干ですけども、植

生の回復の兆しが見え始めているといったところでございます。

ただ、一方で、竹生島の周辺で、例えば葛籠尾崎ですとか、奥の洲といったところで

新たなコロニーが形成されるといった変化が見られるようになっております。竹生島な

どは長期間定着しておりまして、こういったものの駆除は非常に困難となっております

けれども、周辺の新たなコロニーに対しましては、早期に対応すると、短期間で結果が

出るといったことが実証をされております。そこで、今後、構造に変化が予想されるカ
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ワウの動向を監視しながら、新たなコロニー、または急激に生息数が増加しているコロ

ニーに対し、速やかに対応するといったことで、定着の拡大を防ぐことによりまして、

森林被害の未然防止を図りたいと考えております。

最後に３点目の、里山リニューアル事業の新たな展開ということで、資料２－４をご

らんいただきたいと思います。

近年、利用されずに放置されてきた荒廃した里山に対しては、景観または生態系の保

全といった視点で、里山整備タイプといった里山リニューアル事業に加えて、今年度か

ら獣害防止の視点から、緩衝帯整備タイプといったものを追加しております。また、平

成２３年度からは、山村文化の継承といった視点から、巨樹・巨木の森整備事業に取り

組んでまいりました。また、一方で、人家周辺におきましては、倒木ですとか、小渓流

の崩壊に対する防災機能の強化が求められております。

そこで、従来の３種類の里山リニューアル事業に加えまして、防災対策の視点から、

人家周辺の里山の整備、または倒木による被害の恐れがある木の伐採でありますとか、

木柵などの簡易防災施設を設置いたしまして、里山の防災機能の強化を図ろうと考えて

おります。

資料２－４の裏面に、里山防災整備のイメージということで示しております。

以上、簡単ではございますけども、３点の検討項目の説明とさせていただきます。

○議長：はい、ありがとうございました。

ただいま事務局より、「琵琶湖森林づくり事業」の施策検討の資料の説明等がございま

した。それでは、施策ごとに委員の皆様からご意見を伺うという形で進めてまいりたい

と存じます。

まず、森林吸収源確保対策事業の新たな展開に関しまして、ご意見、ご質問等はござ

いませんでしょうか。ご発言をお願いいたします。

はい、お願いします。

○委員：私は、「琵琶湖森林づくり事業」につきましては、全面的に非常に結構なことだと、

ありがたいことは推進してほしいという思いを持っております。それが基本的な姿勢で

ございますが、特に今申し上げますことは、検討項目の森林吸収源確保対策事業の新た

な展開という項目の中で、課題への対応というところがあります。

この中に書いてあることにつきまして、「支援」という言葉が２回使われているわけで

す。獣害防止施設の設置に対する支援と、間伐材の搬出に対する支援という言葉を使っ
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ておりますけど、この支援が非常に大切だと思っております。今ここで銭金のお話をさ

せてもらいますとちょっと雰囲気を害するわけでございますけども、率直に申しまして、

いろいろな森林計画等の発表がありましたし、検討もしたわけでございますけれども、

採算なくして森林の管理保全というのはあり得ないと思っております。といいますのは、

森林所有者やそれに当面する作業員の方々の経済的な保証が全くなされない状態にあっ

ては、何を言っても、これは空念仏ということに相なります。

そういう意味から、獣害対策にいたしましても、獣たちは我々人間のしたことを簡単

にクリアしてくれます。そしてまた、間伐木の搬出につきましても、間伐木を搬出する

ということは、間伐しないといけないということになります。搬出も単に林道を持って

出てくれば搬出でなく、伐採したところから林道のあるところまで持ってくるのも搬出

のうちで、これについては危険や経済的負担がかぶってまいりますので、何としても吸

収源対策を推進していこうと思いましたら、この支援につきましてお願いしたい。

私はいやらしい感じで、支援、支援ということを求めるわけでございますけども、実

際問題、目下の木材価格は、さわればさわるほど損をするという価格でしかありません。

そうなりますと、伐るということもさわるうちでございますし、搬出するということも

さわることですから、これはできないということになります。

そういうことでございますので、何としても、この木材価格がこのように低い状態に

ある経済状態を日本の国はつくってしまっているんですから、これに対しては、しかる

べき方法で支援をしてもらいたい。その一環として、琵琶湖の森づくりの事業計画から

もご支援をいただければ、森林所有者としては、喜んでこの目的のために一生懸命頑張

るんじゃないかと、このように思いますので、ぜひとも支援の充実をお願いしたいと思

っております。

以上でございます。

○議長：はい、ありがとうございました。

今の委員のご意見に対しまして、県のほうで何かございませんか。

では、お願いします。

○事務局：ありがとうございました。

今は森林吸収源確保対策事業の見直しということで、２つのメニューを拡充しており

ますが、この内容について、私のほうから若干補足の説明をさせていただきたいと思い

ます。
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まず、次世代森林ということで、お手元の資料２－２の裏側のページをごらんいただ

きたいと思います。これの左上のところに棒グラフがありますが、ここの白っぽい棒グ

ラフが現状の滋賀県の森林資源構成の表です。１から１４、１５以上というような形で

下のほうに数字が上がっておりますが、これに掛ける５をしていただくと、その森林の

年齢に当たりまして、その縦軸が面積です。ちょっと面積の数字についてはわかりにく

いんですが、おおむねこの山が８というところに上がっていて、１、２、３のところは

非常に小さくなっています。

これはどういうことかというと、今から４０年ぐらい前をピークに、どんどん造林面

積が落ちてきて、今はほとんど数十ヘクタール、実際、再造林としては３０ヘクタール

に足らない面積しか植林されていないという現状になるわけです。このままいきますと、

３０年後には黒いグラフになってしまいまして、森林吸収に大きな役割を果たす４齢級

前後の森林が大幅になくなってしまう。こういうことで、非常に大きな影響が予想され

ることになります。ただ、これを植えようにも、下の写真にありますように、シカがた

くさんおりまして、とても現状では森林所有者個人の努力では、再造林というのは困難

な状況になっています。ここのところを、何とかこの県民税を使って支援していくこと

はできないであろうかということを、今、考えているところです。

次に右側のほうですが、二酸化炭素のストック対策ということで絵を描いております。

現在、間伐ということで、いろんな間伐の種類があるのですが、本当の間伐らしい間伐

という形でいきますと、２,５００ヘクタールより少し小さいぐらいの数字がここ数年の

間伐の面積になるわけで、そのうち２０％に満たない１５％～２０％ぐらいの搬出の割

合というような形です。以前ならもっと少ないんですが、その程度しか間伐材の搬出は

できていない。あとの大半は林内に残っていて、またＣＯ2 の再放出というような形に

なっているというところです。森林所有者個人の思惑として、木材を搬出して少しでも

収入を得るということのほかに、一般の県民の皆様にとってＣＯ2 がストックされる。

これを用材として建物にするというような形で、より良質なストックとして利用すると

いうことが大事ではないかと考えております。

以上です。

○議長：はい、ありがとうございます。

そのほかに、ご意見等ございませんでしょうか。

はい、お願いします。
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○委員：論点がずれると思うんですけども、たしか間伐に対する国の補助が、間伐材を搬

出しないと補助は出ないというようなことになりましたよね。

○議長：そうです。

○委員：それで、間伐材を搬出すること自体を支援していただければ非常に助かるんです

けども、間伐材を搬出できないような場所でも、間伐ができるようにする支援も行うべ

きじゃないか。というのは、作業道とか林道がしっかりと整備されていれば、搬出は可

能でしょうけども、そうでない搬出不可能な場所でも、間伐を促進するという必要はあ

ると思うんです。

そのことは直接的じゃないかもしれないですけど、ＣＯ2 をきちんと固定する、森林

全体としてストックを上げる役割を持つと思いますので、そちらのほうにも目配りをし

ていただきたいなと思います。

○議長：はい、いかがでしょうか。

はい、お願いします。

○事務局：昨年のもう少し前の時期ですが、審議会のときに諮らせていただきました環境

林整備事業の見直しというところで、従来の環境林整備事業では４０％以上の強度間伐

をして、針広混交林化を図るというようなところでした。しかし、針広混交林化を図る

ということについては、現実的に非常な問題がありまして、なかなか広葉樹林というの

は生えにくいというような状況がある。

それに加えて、今、委員がおっしゃいましたように、国の制度自体が木材生産のほう

にシフトしてしまって、原則、搬出をしないと補助の対象とならないという状況の中で、

本来、森林を守り育てるために不可欠な保育間伐という部分がまさに切り捨てられてし

まうというような形になってしまうという実態がございました。

そこで、従来の強度間伐型の環境林に加えて、密度管理型ということで、２０％程度

以上の間伐を繰り返し実施して、そして最終的には、森林の多面的機能を継続的に発揮

することのできる森林を育てていくというような形の支援は、昨年度、県民税事業を使

ってさせていただいたところです。

今後も、委員のご指摘のような内容の保育間伐という部分は非常に重要なものという

ように考えております。間伐はおくれてしまいますと、本当にさおの上にわずかに葉っ

ぱが残っているだけで、幾ら間伐してもあとが育たない。まさに手おくれという内容の

ものになってしまいますので、そこのところは搬出間伐だけでなく、保育間伐について
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もしっかり目を向けていかなければならないというふうに考えております。

○議長：はい。

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。

はい、お願いします。

○委員：先ほども質問があったことですけども、人工造林がかなり減っている中で、ここ

に書いてあるように、獣害防止施設設置に対しての支援となっております関係で、金網

の設置を支援していただいたら、もっと人工造林が増えるのではないかと思います。今

までのポリエチレンの網では、とても対応できないと思います。

○議長：ということでございますが、いかがでしょうか。

はい、お願いします。

○事務局：基本的に支援の内容については、現状の手段の中で極力森林所有者のご負担が

少なくなるような形にもっていけるようにというふうに考えておりまして、今おっしゃ

ったような金網の設置が、条件的、地理的にそういうようなものが可能なところであれ

ば、またそれに対する支援というものは同じようにできる仕組みは考えたいと思います。

ただ、経費的なものは大きな差があると思いますので、そこのところについても十分

満足できるような形になるかといったら、ちょっと規模的なものもあって、基本的には、

今の技術で一般的な対策というようなところと考えているところです。

○議長：よろしゅうございますか。

○委員：はい。

○議長：はい、ありがとうございます。

そのほか、ございませんでしょうか。

それでは、またご意見等ございましたら、その際にご発言をいただくこととしまして、

次に進めさせていただきます。

次に２つ目の、森林動物対策のさらなる推進に関しまして、ご意見、ご質問等はござ

いませんでしょうか。ご発言をお願いいたします。

はい、お願いします。

○委員：３つほどあるんですけど、まず単純な質問から。

カワウの事業内容のところで、２カ所というふうに書いてあるのですけれども、新規
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コロニー、もしくは急速に数が増加しているコロニーということだと思うのですけど、

この２カ所は具体的にどこですか。

○議長：いかがでしょうか。

はい、お願いします。

○事務局：具体的な場所ということでは、まだ確定していない。拡大するというところで

は、例えば大正池とかは恐らく１,０００羽近くなっているところもございますので、そ

ういう部分になると考えています。ただ、新規コロニーにつきましては、例えば奥の洲

とか葛籠尾崎みたいに突発的に新たなコロニーができる。そこについては今の事業では

対応できる事業はございませんので、この事業をもって早期対応に当たりたいというこ

とを考えています。

そういう意味合いで、どこの場所ということを想定しているわけではないということ

でございます。

○委員：この２カ所のうち、もしかしたら１カ所になるかもしれないということですね、

状況としては。

○事務局：そうです。新たにできた場所によりまして、対応させていただくということで

ございます。

○委員：はい、ありがとうございます。

それと関連して、新規コロニーは無くしていくということが県の特定計画で決まって

いるので、それはいいと思います。

今、大正池とおっしゃったんですけど、最近ちょっと数が増えているとは認識してい

ますけど、この大正池を最終的にどのようにするのかというビジョンは決まっていない

と思うので、きちんと決めて、どのような状況に誘導するのかときちんと決めた中でや

っていくべきだと思います。

それと、カワウとシカと両方に共通して、どのように誘導するのかというのと関連す

るのですけど、このような森林税を使って新たに事業を組んでいくのですが、これまで

余りできていなかったモニタリングと対策の一体的な取り組みというものをぜひとも重

視していただきたいと思います。増えているから、森林に被害があるのかというのもは

っきりわからないことですし、例えば大正池であれば、現時点でどのような枯損度なり

何なり、どのようになっていて、事業をやったら、どうなったというような事業の効果

測定もちゃんと含めて実施するべきだと思います。
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カワウの生息数が一定、事業の効果測定にはなるかもしれないですけど、それだけで

は弱くて、やはり被害量がどのようになったのかということがわかってこそ、初めて事

業の効果測定になると思います。これはシカに関しても同じだと思います。シカに関し

ても、被害量がどのように変化したのかということをきちっと効果測定できる、そうい

った体制を整えた上でやる。単にどんと捕獲にお金をかけるんだというような、そんな

ふうにならないようにお願いしたいと思います。

○議長：はい。

その点、いかがでしょうか。

○事務局：まず、どういうビジョンを持ってという話でございます。新規コロニーの話は

そうですが、既設コロニーにつきましては急に多くなっているものにつきまして、何千

羽という、４桁になるようなものについては、とりあえずもっと下げて、少なくとも何

百羽、５００羽とか、そのあたりの数に抑えてこないと、今後、爆発的に増える恐れが

あると考えております。その１,０００羽を超えるものにつきましては、とりあえずたた

きにいきたいと考えております。

それから、モニタリングとあわせての話でございますが、特にニホンジカにつきまし

ては、一つ農業の被害というのは、従来からつかんでいる部分です。それから、今年度

から森林衰退度調査を県で始めておりまして、それが一つの指標になり得ると考えてお

ります。

カワウにつきましては、正直そこが難しいのですが、この資料の中に竹生島の写真を

つけておりますが、何年もわたって営巣されているところにつきましては、もともとあ

ったタブノキ、それからヒノキ林は完全に枯損するところまでいくというのははっきり

しております。そこまでいってしまうと、今度は駆除がなかなか大変ですので、そうな

らないところの森林のコロニー対策として使わせていただきたいと考えております。

ただ、ここまで植生の調査というのはなかなか難しいかなと思いますが、とりあえず

それをたたくお金というのが全然ございませんので、これを使わせていただきたいとい

うところで、この事業の創設を考えているということでございます。

○委員：例えばそんなにお金をかけなくても、定点観測でも一番ベーシックなもので、同

じ時期に写真を撮るだけでもいいので、森林税を使うからには、森林への影響が確かに

あって、これをやったことによって軽減されたとか、されなかったとか、そういうとこ

ろをぜひとも目指していただきたい。
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先ほどおっしゃった大正池は既設のコロニーですけども、何年も前からずっと駆除を

やっているわけで、同じようなことにさらにお金を出したから、どうなるのかという部

分もあるわけですよね。カワウは、県下全域で言いますと、２０年以上も前から早期に

銃器対策を始めて、全国でまだやっていないときから、コロニーでの対策とかをやって、

どんどんお金をかけて、何が起こったかといったら、２０年かかってカワウは何万羽に

増えたんですよね。ですので、同じようなことを繰り返さないように、単にお金をたく

さん出して捕ったら、減るんだという考えは少し危険だと思います。

○事務局：今おっしゃった指摘はそのとおりだと思っておりますので、今後の対応につき

まして、カワウにつきましては検討委員会等もございますので、そちらのほうでまた皆

様方にご審議いただきながら、進めさせていただきたいと思います。

ただ、水産課とかもやっておられる事業も確かにございます。あちらのほうは、営巣

地対策ではなくて、漁場対策でやられているんです。ですから、主には漁場でカワウに

食べられないために糸を張ったり、ネットをかけたり、それが主でございます。一部撃

っている分も確かにございますが、その分について弾代は出ていないと。補助残の負担

というのは、市町さんの持ち出しが非常に大きくなっているという部分もございまして、

それではなかなかやっていただけない部分があると。

もう一つ、非鉛弾という環境的なものも考えまして、それを使って駆除を正しくして

くださいよということを言えば、それなりの費用を用意しなければできないということ

もございますので、それをこの対策で考えさせていただきたいと考えております。

○委員：はい、わかりました。

先ほど言ったモニタリングと対策というものは一体で考えていく、これはこれからの

考え方だと思いますので、ぜひともその考えに基づいてやっていただきたいと思います。

もう１点ですけど、これは主にシカかもしれない。カワウも同じだと思いますけど、

水増し報告対策というのはどうされるんですか。昨年、逮捕者が県内で出ていますし、

県猟友会の会長さんは、捕獲目標数を設定するから、こんなことになると公の場で発言

されていましたし、また先月、総務省から鳥獣対策に対してコメントが出ていましたが、

あれの中には、全国的につじつまの合わない捕獲数というものがたくさん出てきている

と。こういった状況に鑑みて、どんどん目標数を高くして、どんどんお金を入れるのは

いいのですが、水増し報告対策というのを真剣にやらないと、むだ金使いになってしま

うと思います。
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○事務局：シカにつきましては、昨年度、そういう事例が発生したというのを受けまして、

今年度から１頭とりましたら、必ず尻尾も一緒につけてくださいよというのが１点ござ

います。

今まではとったシカにペイントしていただいて、町村名も入って、連番で番号をつけ

ていただくと。それが一定の抑止効果、１頭とったということがはっきりわかる証拠と

なるというふうに考えておりました。これだけでは不十分ということで、その尻尾の提

出と自分撮りといいますか、その獲物に対して撃った人が入った写真もつけてください

よということを、今年度からやらせていただいております。その２点、自分撮りの写真

１枚の追加と尻尾、これがかなりの抑止力になるのではないかと考えております。

○委員：抑止力をしないと、守っていただけないような状況でしょうか。非常に残念だと

思いますけど、こういった抑止力を用いないといけない団体だということ自体が問題だ

と思います。これに関連して、余りうれしくない情報ですけども、滋賀県の隣接の府県

で、下顎を出すとか、いろいろやっているんですけど、尻尾の提出がない府県の中で、

尻尾のない死体がたくさん見つかっております。今の時期から尻尾を冷凍しておくとい

うようなことも恐らくあるんでしょう。

あと、ほかの地域での事例では、キツネの尻尾は長いですよね。あれを短くシカのサ

イズ大に切って、袋に入れてくるくるっとやるとシカの尻尾として使えるというような、

そういった事例も実際ございます。市町の担当者は、その袋に入れられた尻尾は、もら

って、はい、はいと数えるけど、中をあけて本当にシカかなと見たりはしない。そうい

うところが盲点だったりするんですよね。

ですので、抑止力をすれば、それに対してどんどんいろんなアイデアが生まれてきて

いるということも、ぜひとも知っていただきたいなと思います。

○議長：はい、どうぞ。

○事務局：今の話というのは、昔から伝わってきている話でもあります。私ども、いろい

ろ考えさせていただいて、例えばある市町では、４本の足も提出されているところもあ

ると聞いています。前歯を出させているところもある。いろんな話を聞かせていただい

ています。

その中で、物だけでしたら、いろんなところから回ってくるというおそれがあります

ので、写真とのセットで一応考えていきたい。確かに、抑止力という言い方では適切で

はなかったと思いますが、県として貴重なお金を出させていただきますので、その担保
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として見させていただく証拠を、しっかりしていただきたいという意味合いでお願いし

ているところでございます。

○委員：努力していただいたことはわかっているのですが、こうやってどんどん規制をし

ないと守ってくれないという、その人たち自体が何とかならないのかと思っています。

それはどうしようもないのかもしれないですけど、そんなことをしなければならない人

を相手にしているというのは、非常につらく、苦しいことだと思います。

○議長：はい、どうも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。

ないようでございますので、またご質問がありましたら、後でおっしゃってください。

それでは、３つ目の里山リニューアル事業の新たな展開に関しまして、ご意見、ご質

問等はございませんでしょうか。

はい、お願いします。

○委員：ちょっとお尋ねしたいのですが、防災整備ですけれども、以前のタイプと同じよ

うに考えたらいいのかどうか。実際、危険になっている里山に住んでいる人たちが、所

有者といざというときに被害を受ける人たちが一体だという前提なのか。

その事業自体は里山の所有者に当たる方が申請して、それを支援するということかと

思うのですけれども、例えば資料２－４に何カ所か書いてあります。図の横に書いてあ

ります「人家周辺の防災機能が低下した里山の整備共助による森林保全の促進」という

ことですけど、これは誰とともに助け合うというか、集落の人たちイコール森林所有者

という考え方なのか、ここを教えていただけたらと思います。

○議長：はい。

いかがでしょうか。はい、お願いします。

○事務局：まず、ほかの里山整備と緩衝帯整備とどのような違いがあるかということでご

ざいますが、里山整備につきましては景観保全を主としたものでございます。人家裏等

での防災面での事業対応の配慮と、簡易保全施設につきましては、林内散策に係るもの

ということであって、定額補助でヘクタール７０万の事業でございますので、これで防

災施設を設置するのは困難かと思われます。また、事業区域は３ヘクタール以上という

ような制限も、少し高いところにございます。

それから、緩衝帯整備タイプとの違いでございますが、獣害対策ということで、これ

もまた人家裏での防災面の配慮というのはございませんのと、その目的からして、森林
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整備範囲が林縁よりおおむね４０メーターという縛りをかけております。また伐採主体

ということで、土砂流出防止のための植林というものについては対象とされていないと

いうことでございます。その面で、今回ご提案しております里山防災整備につきまして

は、人家裏背面の倒木対策や、木を伐る間伐そのものにつきましては、緩衝帯整備タイ

プと似たようなところでございますが、その施業を１ヘクタール以上とするところと、

簡易防災施設ということで、事業費としては１ヘクタール１５０万程度を想定しており

ます。高齢化の過疎化集落におきまして、人家裏に木を有することで、人家への被害が

想定されるようなものも含めて対応していきたいということで考えております。

なお、簡易防災施設につきましては、県が指定する山地災害危険地区内において行う

という、最低限の制限はかけていきたいというふうに考えております。

この中の共助とは、一体何かというご質問でございましたが、この場合、防災という

面から考えまして、当然、集落の方々の前提での共助、集落の保全という意味でござい

まして、一応里山整備タイプ等におきますＮＰＯや、他のボランティア団体ということ

は想定しておりません。

以上でございます。

○議長：はい。

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：そのほか、ご意見等ございませんでしょうか。

いかがでしょうか。

それでは、３つ全ての検討項目を通しまして、ご意見はございませんでしょうか。

はい、お願いします。

○委員：すみません。全部を通してじゃなくて、ちょっと戻ってしまうんですが。

○議長：結構でございます。

○委員：申しわけございません。

資料２－３の１枚目のところですけど、ニホンジカ広域管理捕獲の最後のところに、

グループ捕獲と書いてあるんですけど、これはいわゆる巻き狩りのことですか。

○事務局：イメージは巻き狩りでございます。１０人程度の１グループでやっていただこ

うというふうに考えてございます。

○委員：これは県下全域から人をということで、縄張りみたいなものが邪魔してできない
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というのが、つまらない問題が解決されれば画期的でいいと思うんですけど、こういっ

たことをやろうとすると、なかなか難しいというのが一般的で、いわゆる巻き狩りとい

うのは、常に同じグループで、同じ山でやっていってこそ、危険を回避しつつやれるよ

うな方法ですけど、危険のないようにお願いしたいと。

寄せ集めの人が慣れない山に行くということは、かなりリスクを伴う。特に巻き狩り

の場合はそういうことだと思いますので、くれぐれも従事者がケガをするというような

ことのないように注意していただきたい。一般的には非常にリスクが高くなるといわれ

ているんですけど、大丈夫なんですか。

○議長：はい。

○事務局：私ども、一番心配しているのは、その点です。ちょっとお話しさせていただい

ているところでは、やはり地元の方は入れてくださいよと。地元の人をある程度入れて、

よそからのピックアップメンバーということで組をつくると。その中で、私どもが考え

ておりますのは、ここのお金の中にも事前調査、もう一つは、先ほどの成果目標みたい

なものをとりあえず示さないでいこうと考えています。この中で、例えば１０頭とって

くれよと言ってしまいますと、とるほうが目的になってしまいまして、かなり危険が伴

うのかなと感じております。

ですから、これが１年間で終わるとは考えておりません。まずは行ってもらう。今ま

では市町さんに全面的に捕獲をお願いしていたんですが、そのうち限定して、原則は変

えないんですが、限定して特別進まないところに関しまして、県でもちょっと汗をかく

部分をつくりたいということで、この事業を提案させていただいております。くれぐれ

もということで、事前調査、それから打ち合わせ、そのあたりについては十分知ってい

ただくようにお願いしたいなと思っております。

今までは、支部単位ということで縄張りというものもあったんですが、ここで一つ思

っていますのは、県の猟友会さんに県が直接お願いして、そこでのピックアップメンバ

ーを募って、ある一定の地域に入っていただくという格好でお願いしたいなと。そうし

ましたら、市町さんの調整、それから支部間の調整も一定の役割を果たしていただける

ものかなと考えております。

○委員：この丸のついている地域は、多分県猟友会の勢力が及ばないような地域だと思う

と非常に心配ですけども、ぜひとも危険のないように。他地域でもこういうようなこと

をやろうとして、リスクが問題になってうまくいってないところがありますので、お願
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いします。

この丸がついているところはイメージなのかもしれないですけど、この丸のついてい

るところ及びその周辺地域は、希少な猛禽類の生息地になっていますので、恐らくその

ような生息地での捕獲ということになるのではないかと思います。希少な猛禽類に影響

を与えないような配慮をきちんとやるべきだと思うのですが、できないかもしれないん

ですけど、そうしないと非常にまずい地域に丸がついていると思います。

○事務局：想定していますのは、鳥獣保護区とか、今まで手がついていないところという

のがイメージでございますので、委員がおっしゃっているみたいに、貴重な動物、鳥類

が生息する可能性がかなり高い地域だと思っております。そのあたりに実際入るときに

つきましては、いろんな関係機関のご意見等を聞かせていただきながら、調整を進めて

いきたいと思います。

ここでやられているイメージといいますか、これは先進事例がございまして、一応神

奈川県が丹沢でやっておられると。１０年ぐらい前からやられていて、やっとここ数年

で少し結果が出だしたかなという事例がございまして、そのあたりをモデルケースとし

て考えさせていただいている部分がございます。その中でも、調整、それから危険防止、

そのあたりが一番ポイントになっているというふうに聞いていますので、十分そのあた

りを配慮させていただきたいというふうに考えております。

○委員：はい、お願いします。

シカの捕獲の問題と希少猛禽類との生息への影響というのは、ほかのところでも結構

問題になっていて、北海道なんかもかなり問題になっているのですが、そういうものに

影響を及ぼしてしまうと事業自体がちょっと問題視されてしまいますし、それは重々気

をつけて、ちゃんと配慮すればできるものですので、ぜひともそのようにしていただき

たいと思います。

○議長：はい、ありがとうございました。

そのほかに、何かございませんでしょうか。

よろしゅうございますでしょうか。

それでは、事務局におかれましては、本日の各委員からのご意見を参考にしていただ

き、「琵琶湖森林づくり事業」の施策展開に生かしていただきたいと存じます。

６ その他
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○議長：以上をもちまして、本日の議事を終了いたしますが、ほかに何かございますでし

ょうか。

はい、どうぞ。

○委員：きょうの議題とは関係ないのですが、境界確認というか、山の境界のことですが、

この間、ＧＰＳを使っての講習会があったのですけれども、それの機器というか、機械

というか、セットで７０万ぐらい必要というようなことで、使いたいけれども、そのお

金が個人で使うには大変なので、県で森林税の関係からでもいいし、何セットか買って

いただいて、それを県下に貸し出すというようなことはできないのでしょうかと思いま

して。

○議長：ＧＰＳでございますか。

○委員：はい。

○議長：貸し出しということで。

○事務局：今、委員が言われましたが、今年度、林研グループへ委託をしまして、境界確

定について森林所有者みずから認識を持っていただいて、森林所有者なり、林研活動に

対して、もう少し広がりをもっていただこうということで助成している事業です。その

中でＧＰＳを使うということをやってきました。

今言われましたＧＰＳは、５０万、６０万します。それをコンピューターでデータ管

理をしなければならない。確かに高いものです。まだ今年度は始まったばかりですし、

その辺について使い勝手もまだ１回だけの研修ですし、なかなか県が即買うというのは

難しいと思います。

そういう中で、森林組合においてもＧＰＳというものをお持ちですし、その辺との連

携とかをまずは考えて、とにかく一度使っていただく。ＧＰＳがあるだけでは宝の持ち

腐れですので、きちんと使うまで熟練していかないといけないと思っておりますので、

そういうご意見があったということは、本日、伺っておきたいと思います。

○議長：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、お願いします。

○委員：これは関係ないかもしれないんですけど、森林ボランティアをいろいろ見てきて、
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そこでしか使えないサークルもあるんですけれども、かなり高度な機械を使うボランテ

ィア団体もございます。

そういうときに、一番心配しているのはリスクの問題で、機械を誤って用いますと、

もちろん自分の不可抗力から事故を起こしている人が多いのですが、そういう事故を防

ぐために、少し大きくなった団体にはボランティア保険を掛ける義務化を図ってほしい

という感じは持っておりますので、その辺よろしくお願いします。

○議長：県のほうから何か。

はい、お願いします。

○事務局：ボランティア団体の保険について、ボランティア団体での対応と。

○委員：ボランティアでグループの保険はほとんど掛かっていると思うのですけれども、

もう少し突っ込んだ団体があると思うんですけど、そこで事故が起こった場合に、その

ボランティアグループの助成金の中からでもいいですから、絶対このような保険は掛け

なさいよという声かけを県のほうからお願いできたらと、そういうことはできないんで

すか。行政から、そういう保険を掛けなければならないということを義務づけるとか、

そういうものがないと。

○事務局：すみません。強制的に全てが県のほうで助成している事業でもありませんし、

いろんな場合も想定されますので、基本的には自己責任というもので、全てのところで

掛けていただかなくてはならないものかと思います。

○委員：一般的に掛かっているから。

○事務局：県のほうから掛けなさいとか、そういうふうな形でなかなか言えないと思いま

す。きっちりと安全管理にはそういう形では努めていただきたいと思っておりますけれ

ども、保険については掛けなければならないとか、そういうことを県のほうから言うと

いう性質ではないような気はするんです。

○委員：そうすると、個人の団体に任されるということですね。個人の団体のトップが、

そういうことをきちっとやっていくということしかないですね。

○事務局：基本的には、自己責任とか、そういう部類に入ると思いますけれども。

○委員：はい、わかりました。

○議長：よろしゅうございますか。

○委員：はい。

○議長：ほかに何かございませんでしょうか。
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よろしゅうございますか。

ないようでしたら、事務局へお返しいたします。

本日は審議にご協力を賜りまして、まことにありがとうございました。

○司会：議長様には、長時間にわたりまして議事進行をしていただきまして、まことにあ

りがとうございます。

それから、委員の皆様方もご熱心にご審議いただきまして、ありがとうございます。

それでは、報告事項としまして、事務局から説明を１点いたします。

○事務局：１点だけ報告させていただきます。

皆様方の場所に、「みんなで始めよう森づくり活動公募事業に係るアンケート調査結

果」という一枚物を配らせていただいております。前回９月６日の森林審議会で、現在

取りまとめ中という報告をさせていただきましたので、概要を報告させていただきます。

この「みんなで始めよう森づくり活動公募事業」といいますのは、「琵琶湖森林づくり

事業」ができた１８年度から行っているもので、ＮＰＯ団体への助成、機械の購入、あ

るいは活動支援というような形で、２０万円を上限として補助金を出しているものでご

ざいます。

今回のアンケートは、１８年から２３年に事業を実施した８０団体にアンケートを配

布させていただきました。期間が８月２０日からと長くなっておりますのは、いろいろ

出てこなかった団体等もございましたので、その辺について督促もしていた関係で、長

く時間がかかっております。

回答の結果でございますが、８０のうち７３団体から回答がございまして、一番下の

ほうですけれども、活動実施状況ということで、７５％の５５団体が今も活動している。

１８団体は、現在活動していないとの報告が参りました。

裏面へいっていただきまして、１８団体に対しまして、なぜ活動していないかの理由

を聞いたものが上段でございます。まず２９％の６団体ですが、団体が解散した。その

次に、活動資金が不足している。高齢化している。活動以外のことで忙しい。会長が亡

くなったとか、会員が少なくなり活動できない状況ということでございます。その他と

いうのが１０％の２団体ありますが、一時活動を中止しているとか、中心メンバーの会

長が単身赴任で活動ができない、そういうふうな理由が書いてありました。

解散した６団体について中身を調べてみますと、１回か２回の活動だけのところが４

団体でございます。あとの２団体は、４回以上活動しておりますが、１つは発展的解消
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で、違うグループに変わっているようなところで、現在も活動をされていると聞いてい

るところですが、その団体自体はなくなっているというふうなところでございます。

２番目として、活動している団体の活動内容についても聞きました。平均１３回で、

最多では６０回、最小は１回という結果でございまして、１回～１０回の団体というも

のが６割強であり、内１回～５回が３８％、６回～１０回が２５％ということで、１０

回までで６割強という結果が出てきました。

２つ目として、実施したことのある活動について聞きましたところ、この表のように、

下刈り、間伐、森林環境学習、木工、枝打ち、植林、炭焼き、いろいろな形で出てきて

おりました。

今回のアンケートの結果で、活動解散とされているところもあるようで、特に回数が

少ない中で解散されているところもございますので、次年度以降、この事業採択に当た

りましては、継続性という点をきっちりと見ながら、採択をしていきたいと考えており

ます。

このアンケートの中に、自由記述というようなところをつくっておりましたところ、

まず、複数の記述がございますけども、４１の団体からいろいろな記述がございまして、

後継者不足とか、人材に係るものが２４団体ございました。また、資金不足に係るもの

が１５団体というようなところで、活動を続けていくに当たりましては、人材の問題や

資金の問題、そういうようなものが重要な要素になっていると思っております。

県のほうでも、「森づくりネット・しが」のホームページの中で、いろんな助成という

ようなものも出しておりますので、そういうようなものを使っていただき、継続的な活

動がしていただけるように支援をしていきたいと思っております。県民の貴重な税金を

使っている事業ですので、継続的な活動というものに続きますよう、採択の段階からき

っちりと対応していきたいと思っております。

以上です。

○司会：今の報告で何かありませんでしょうか。

ないようでございますので、続きまして、その他事項といたしまして、事務局からご

連絡を申し上げます。

７ 閉 会

○事務局：前回９月６日の森林審議会におきまして、琵琶湖森林づくり基本計画の平成２
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３年度の実績評価についてご審議いただいております。その取りまとめにつきましては、

大変遅くなりまして申しわけございません。

評価につきましては、事前に委員の皆様にお送りしておりますけども、今のところ、

特に修正等のご意見をいただいておりませんので、案のとおりとさせていただいてよろ

しいでしょうか。

それでは、県の対応方針をまとめまして、年度末３月には公表させていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

○司会：それでは、委員の皆様には長時間にわたり熱心にご議論を賜りまして、まことに

ありがとうございました。

以上をもちまして、第９８回森林審議会を終了させていただきます。

本日はどうもありがとうございました。

〔午後 ４時１９分 閉会〕


