
第９７回滋賀県森林審議会

日 時：平成２４年９月６日（木）１３：３０～１６：３０

場 所：大津合同庁舎５Ｅ会議室

次 第

１ 開 会

２ 定足数の確認

３ 議事録署名人の指名

４ 議 事

○「琵琶湖森林づくり基本計画の平成２３年度実績の評価」について

５ 閉 会
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〔午後 １時３０分 開会〕

１ 開 会

○司会：定刻になりましたので、始めさせていただきたいと思います。

きょうは、委員の皆様方にはお忙しい中ご出席いただきまして、まことにありがとう

ございます。

ただいまから、第９７回滋賀県森林審議会を開催いたします。

２ 定足数の確認

○司会：本日の審議会は、委員１５名のうち１２名がご出席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。

技監、お願いいたします。

○琵琶湖環境部 技監：委員の皆様には、本日は大変お忙しい中、またお暑い中、第９７回

の滋賀県森林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。また、

日ごろは県の森林・林業施策の推進に格別のご理解とご協力をいただいておりますこと

を、厚くお礼を申し上げます。

まず、８月１３日から１４日にかけまして、２４時間雨量にして２９２ミリという記

録的な豪雨によって、大津市南部地域で発生しました山地災害についてご報告させてい

ただきたいと思います。

被害は、大津市南部の南郷町石山内畑町、それから石山外畑町等を中心に、山地崩壊

が約１６０カ所、面積にしまして２５ヘクタールで、被害額は約１０億２,０００万余と

推定されているところでございます。これを受けまして、まずは災害防止の恒久的対策

としまして、治山ダム工を１基設置するとともに、災害対策に係る調査測量等に係る予

算を本９月議会に上程する予定であります。今後も地元大津市、また国と調整しながら、

早期の復旧に向けて取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

また、各委員の方々からの要望も踏まえまして、去る６月７日に実施させていただき

ました当審議会の現地調査には、多くの委員の方々にご参加いただきまして、ありがと

うございました。当日は時間的な制約もございまして、６カ所という限られた中での現

地調査でございましたが、基本計画の評価をしていただく上で、何かの参考にしていた
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だけたのではないかと思っているところでございます。

さて、ご承知のとおり、県におきましては、琵琶湖森林づくり基本計画に定めます４

つの基本政策に基づく、さまざまな事業を展開しているところでございますが、今年度

からは特に、ニホンジカ等の獣害対策、それから県産材の生産流通促進対策を重点的に

取り組んでいるところでございます。

獣害対策につきましては、当初の推定より２倍近いニホンジカの爆発的な増加が森林

被害のみならず、植生そのものの衰退を引き起こし、林地の荒廃が進んでいる現状を踏

まえまして、一刻も早い対策を講じる必要があり、今年度、当森林政策課内に鳥獣対策

室を設置するとともに、県関係部局の連携によります地域の主体的な取り組みを支援す

るために、庁内に鳥獣被害対策本部を設置しまして、ニホンジカ以外に、猿、イノシシ、

カワウ等も含めまして、その対策を進めているところでございます。

県産材の生産流通促進対策としましては、鳥獣対策とともに、当課内に県産材流通推

進室を設置しまして、本県の素材生産や木材利用動向などの実情に即した加工流通体制

の整備強化を迅速かつ確実に推進しまして、県内外の木材関連事業体への働きかけを実

行し、適切に対応した県産材の安定供給の実現を目指していくところでございます。

本日の審議会は、昨年度実施させていただきました各施策の評価をいただくわけでご

ざいますが、委員の皆様には忌憚のないご意見をいただきまして、次年度以降の施策展

開、また次期基本計画見直しに反映してまいりたいと考えているところでございます。

本日は、どうぞよろしくご審議をいただきますよう、お願い申し上げます。

冒頭に当たっての挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○司会：それでは、早速ですが、本日の議事に移らせていただきたいと存じます。

議長は、運営要領の第３条に従いまして、会長にお願いし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。皆様、どうかご協力賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。

審議に先立ちまして、当森林審議会の公開の取り扱いにつきましては、滋賀県森林審

議会の公開の取り扱い方針に基づきまして、公開とさせていただきますので、ご了承を

お願いいたします。また、公開の方法につきましては、会議の傍聴と議事録の公表によ

ります。
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３ 議事録署名人の指名

○議長：次に、本日の議事録署名人を指名させていただきます。

○○委員、いらっしゃいますか。それから、○○委員にお願いいたしたいと存じます。

お二方、どうかよろしくお願い申し上げます。

４ 議 事

「琵琶湖森林づくり基本計画の平成２３年度実績の評価」について

○議長：それでは、議事に入りたいと存じます。

お手元の次第にありますように、本日の案件は、「琵琶湖森林づくり基本計画の平成２

３年度実績の評価」についてでございます。予定終了時刻は午後４時３０分になってお

りますので、議事の円滑な進行についてよろしくお願いいたします。

それでは、「琵琶湖森林づくり基本計画の平成２３年度実績の評価」について進めてま

いります。

本審議会での意見をもとに作成されました点検・評価シートによりまして、琵琶湖森

林づくり基本計画の平成２３年度の実施状況について評価をいただきたいと存じます。

評価を行うに当たりまして、事務局から資料のご説明等をお願いいたします。

○事務局：それでは、事務局から資料の確認と説明をさせていただきます。

まず、お手元の資料の確認をお願いいたします。

まず、審議会次第という一枚物でございます。

それから、資料１といたしまして、縦長のＡ３判、４枚とじでございますけれども、

審議会委員様からのご意見というものです。それと、資料１－２といたしまして、基本

施策の４つの中には該当しない、基本計画全体に対する意見をいただいておりますので、

これをＡ４判一枚物でまとめております。資料２といたしまして、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）というＡ３判横

長の４枚とじのものです。資料３といたしまして、同じく昨年度の点検・評価シートで

ございます。資料４といたしまして、琵琶湖森林づくり基本計画の推進にかかる事業費

という、昨年度の事業費の一覧でございます。資料５といたしまして、先日開催いたし

ました審議会の現地調査の各委員の方々のご意見をいただいたものを、事務局のほうで

整理したものでございます。

あとは、パンフレット類になるんですけども、まず琵琶湖森林づくり基本計画の改訂
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判の冊子でございます。それと概要版という、同じく基本計画のパンフレットでござい

ます。それと、琵琶湖森林づくりガイドということで、琵琶湖森林づくり事業の説明を

させていただいた平成２４年度版のパンフレットでございます。それと、目で見る森林・

林業ということで、平成２３年度の森林・林業統計要覧の概要版でございます。

それから、滋賀プラスワンの９月・１０月号で、毎年、琵琶湖森林づくり県民税のＰ

Ｒをしております特集を組んでおります。

それと、次第の資料一覧には書いてはおりませんけれども、そのあと、森林ＣＯ2 吸

収量認証制度のパンフレット一枚物と、集約化施業を進めましょうというパンフレット、

それと今回、委員のほうからご提供いただいております、自然エネルギーによるまちづ

くりというパンフレットでございます。

以上でございます。お手元にございますでしょうか。

それでは、まず、基本計画と点検・評価の目的などについて簡単に説明申し上げます。

お手元にお配りしております、琵琶湖森林づくり基本計画概要版のパンフレットを開

いていただいて左上のほうから、琵琶湖森林づくり条例、琵琶湖森林づくり基本計画と

いったフローが書いてございますけれども、こちらをごらんいただきたいと思います。

森林の多面的機能の持続的発揮により、琵琶湖の保全及び県民の健全で文化的な生活

の確保に寄与するために、平成１６年４月に琵琶湖森林づくり条例を施行しております。

さらに、その条例の理念を実現するために、平成１７年４月に琵琶湖森林づくり基本

計画を施行しております。この基本計画は４つの基本施策によって構成されております。

１番、環境に配慮した森林づくりの推進、２番、県民協働による森林づくりの推進、３

番、森林資源の循環利用の促進、４番、次代の森林を支える人づくりの推進、この４つ

の基本施策を柱といたしております。

この基本施策を具体的かつ計画的に進めるために、中期計画であります５年間の戦略

プロジェクトを定めまして、森林づくりの着実な取り組みを目指しております。この基

本計画を進めるための事業につきましては、今の欄の一番下、両輪で展開する森林づく

りをごらんいただきたいと思います。

木材生産を中心とする林業振興、治山事業など従来事業と、「環境重視」と「県民協働」

という新たな視点に立って取り組む琵琶湖森林づくり事業、この２つを車の両輪として

展開しまして、滋賀の森林づくりに取り組んでおります。

続きまして、基本計画の推進体制についてご説明いたします。このパンフレットの一
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番後ろのページ、基本計画の推進体制をごらんいただきたいと思います。

まず１番、財源の確保ということで、先ほど説明いたしました新たな視点に立った琵

琶湖森林づくり事業、これを進めるために、県民の皆様には、琵琶湖森林づくり県民税

として新たにご負担をいただいております。

２番目、進行管理と点検評価でございます。毎年度、基本計画の事業の進行状況を点

検し、森林審議会において事業の効果や施策の方向性を評価することを、ここで定めて

おります。具体的には、資料２の点検・評価シート、この基本計画の進行状況をこれに

取りまとめております。その内容をこの審議会で評価いただき、その意見を踏まえて、

今後の施策に反映させていこうというものです。

本日は、この平成２３年度の実績に基づく資料２、点検・評価シート（案）に対する

評価のため、ご審議をいただくものでございます。

最後、３番目の実施状況の公表ということで、審議会でのご意見を取りまとめたもの

を点検・評価シートに最終的には取りまとめまして、県のホームページなどを通じて公

表することといたしております。

また、平成２１年度に基本計画が施行５年を迎えたということで、中期目標でありま

す戦略プロジェクトを中心に、基本計画の見直しをいたしました。新たな戦略プロジェ

クトは明くる年の平成２２年度からスタートしておりますので、昨年の審議会で評価し

ていただく段階では、前年度との比較ができなかったといった項目がございましたけれ

ども、今回の平成２３年度は２年目を迎えておりますので、全ての項目につきまして、

前年度との比較ができております。

では、お手元の資料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・評価シートをごらんいただきたいと思います。

まず、１ページ目の環境に配慮した森林づくりの推進でございます。

ここでは、多面的機能を発揮させる森林管理の推進等、３点の取り組みを進めており

ます。進捗状況を示す指標といたしましては、左側の平成３２年度をめどといたします

基本指標、それと真ん中の欄ですけども、戦略プロジェクトに関します実施目標を、で

きるだけごらんいただきやすいように記載しております。ここでの主な施策といたしま

しては、治山事業ですとか、環境林の整備事業、間伐対策、作業道整備などを実施して

おります。

平成２３年度におきましては、全体といたしまして左の基本指標達成度で申しますと、
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５４％、真ん中の戦略プロジェクトの実施目標達成度で言いますと、全体では２０７％

になっております。なお、左側の基本指標達成度が昨年度より低下となっておりまして、

また戦略プロジェクト実施目標の真ん中よりやや下の年間間伐実施面積、こちらのほう

も基準となります平成２０年度と比べて、マイナス２％となっております。今回、何名

かの委員の方々からご指摘をいただいております。これは右側の事業の実施概要、これ

の間伐総合対策の欄にも記載しておりますけれども、搬出間伐のみを補助対象とするよ

う、昨年度から国の制度が変わりましたことから、間伐材を搬出するための作業道の整

備、こちらのほうを重点的に進めておりまして、結果として間伐実施面積が減少すると

いうこととなりました。

次に、２ページ目の県民協働による森林づくりの推進です。

こちらは県民の主体的な森林づくりの参画の促進等、３点の施策を実施しております。

主な施策といたしましては、みんなの森づくり活動支援事業でありますとか、協働の森

づくりの啓発事業、こういったものを実施しております。平成２３年度におきましては、

全体といたしまして、基本指標達成度で５３％、実施目標達成度で６０％になっており

ます。

続きまして、３ページ目の森林資源の循環利用の促進でございます。

ここでは、県産材の利用促進と、森林資源の有効な利用促進のための施策を実施して

おります。主な施策といたしましては、木の香る淡海の家推進事業ですとか、びわ湖材

利用促進事業、森の資源研究開発事業などを実施しております。平成２３年度におきま

しては、全体といたしまして、基本指標の達成度は４０％、実施目標達成率は４２％に

なっております。

最後に、４ページ目の次代の森林を支える人づくりの推進でございます。

ここでは、森林所有者等の意欲の高揚、森林組合の活性化、森林環境学習の推進と、

この３点に取り組んでおります。主な施策といたしましては、林業技術研修ですとか、

森林環境学習「やまのこ」事業、こういった事業に取り組んでおります。平成２３年度

におきましては、全体といたしまして、基本指標達成度３６％、実施目標達成率５５％

となっております。

以上、簡単ではございますけれども、資料の説明を終わらせていただきます。よろし

くお願いいたします。

○議長：はい、ありがとうございます。
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ただいま事務局より、琵琶湖森林づくり基本計画の評価をするに当たって、資料の説

明等がございました。この件に関しまして、ご質問等はございませんでしょうか。

またもし後でございましたら、その際にご発言いただくことにいたしまして、次に進

めさせていただきます。

それでは、委員の皆様には事前に評価を提出していただいておりますので、この評価

内容について、本日、意見を交わしながら、まとめていきたいと存じます。あらかじめ

各委員の皆様から、資料２、点検・評価シート（案）に対するご意見をいただいており

まして、資料１には、琵琶湖森林づくり基本計画の４つの基本施策ごとに、左側の評価

できる点、中央の欄に評価できない点、右側の欄にその他意見として取りまとめられて

おります。

本日は、平成２３年度の基本計画の進行管理および基本指標等の達成度に対する評価

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

だきたいと存じます。

まずは、少しお時間をいただき、お目通しをいただきたいと存じます。

大体のところ、よろしゅうございますでしょうか。

それでは、基本施策ごとに評価の取りまとめをしていきたいと存じます。

この前は現地調査を実施していただきまして、大変ありがたく存じております。その

ことがありましてか、ごらんのように、各委員の皆様からは大変多くのご意見を頂戴し

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

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

議事の進行にご協力をお願いいたします。

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

評価できる点としまして、○○委員から、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るが、さらなる推進に期待。○○委員から、全体として、事業は

目的に照らして、おおむね妥当である。○○委員から、目的に照らしておおむね妥当。

○○委員から、基本指標に対する達成度はおおむね良好。○○委員から、事業施策につ

いてはおおむね妥当である。○○委員から、事業はおおむね妥当である。○○委員から、

県民税での事業は予定のように進んでいる、おおむね妥当。

という高い評価を得ております。

しかし、評価できない点も、○○委員から、基本指標達成度が昨年度より低下してお



- 8 -

り、改善を加えることが必要である、という意見をいただいております。

その他意見としましては、○○委員から、効果が十分に上がっている事業と、そうで

ない事業とがあり、改善を加えることにより事業効果を高める必要がある。○○委員か

ら、指標達成度の低下という結果にどう対応していくかが求められる。人工林に配慮し

た森林整備のより充実した推進が必要である。

そして、森林の多面的機能というのがございますけど、これは後で、項目別のところ

でまた申し上げたいと存じます。

それから、○○委員から、予算の厳しい中、事業の達成度が少し下がったことは仕方

がないかもしれないがということで、あとのシカ被害については、後でたくさんござい

ますので、そこで一括ご審議をお願いいたしたいと思います。

以上のように、間伐総合対策の方針というのは後にしまして、全体として事業は、施

策の目的に照らしておおむね妥当であるが、さらなる推進に期待したいというようなこ

とで、評価できる点はまとめられるかと思っております。

ただ、委員のご指摘、それからご意見なども、「全体」意見として挙げておくようにし

たいと思いますが、こういうことでまとめさせていただいていいでしょうか。

よろしゅうございますか。

次に、多面的機能を発揮させる森林管理の推進。

評価できる点としまして、○○委員から、多面的機能に関わる事業実施、達成度はお

おむね妥当と判断する、というご意見をいただいております。

その他意見としまして、ここのところは一括まず申し上げて、後で県のほうからご説

明いただきたいと存じますが、○○委員から、近年、想定外の集中豪雨が発生し、各地

で災害が発生している。危険と予想される地域・地区については、積極的な保安林指定

を行い、治山事業を推進していただきたい。○○委員から、保安林については、病害虫

や乾期の山火事についても注意が必要である。森林管理はおおむね順調だが、治山事業

等の場合、管理は経済性、必要性だけでなく、自然科学的な視点からも地質調査等の調

査が求められる。

それから、○○委員から、これだけではなかなかわかりにくいので、補足的なご説明

をいただけませんでしょうか。

○委員：治山の場合、ほとんど木を伐ることだけを目的に政策が進んでいるようですけど、

自然科学的なということは、ここに何を植えようとしたときに、植生の観点から見て、
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例えばポドソルという表現があると思いますが、そのような地盤に下手なものを植えて

しまったら失敗したとか、そういうことがあると思うんですね。過去にもそういうこと

があって、そういうことの植林について注意していただきたいということです。

それと、もう一つ、あまり環境林が進みますと、鳥獣害ですか、鳥獣たちが住めなく

なるんですね。それで結局、農業被害も出たりしているわけですから、その辺のことも

視点に入れて、ただ生産とか経済効果だけを思って、森林政策をするべきではないとい

うことで書かせていただきました。

○議長：どうもありがとうございます。

続きまして、○○委員から、南部にナラ枯れが広がりつつあり対策が必要であるとい

うご意見をいただいております。

このお三方のご意見に対しまして、県、あるいは事務局のほうから、何かご説明いた

だけませんでしょうか。

○事務局：先に、委員のご意見でございますが、ご指摘の点につきまして、技監のほうか

らのご挨拶の中にございましたが、先月の１３日から１４日におけます大津市南部地域

の局地的豪雨災害がありました。内容は渓流、山地に大被害を及ぼしまして、２５ヘク

タールで、金額では１０億円を超えるというようなことがございました。

本県としましては、近年局地的に３００ミリを超えるような雨というのは非常にまれ

なことでございまして、また被災箇所が保安林でないものが多く、今後の復旧に支障と

なる可能性が出ております。

そのため、今回の例を教訓ということではございませんが、ご指摘のとおり、危険が

予想される地域につきまして、保安林指定と治山事業を推進していきたいと、そのよう

に思っております。

続きまして、病虫害につきまして問題となっておりますのは、松枯れ、ナラ枯れが特

にやられるかと考えております。大規模な松枯れにつきましては、保安林改良事業等に

よりまして改植で対応しているところでございますが、ナラ枯れにつきましては、事業

採択要件上、困難なものとなっております。治山、保安林担当といたしましては、大規

模に表土流出を伴うような被害につきましては対応の必要性があると考えておりますの

で、多様な被害につきまして、いち早く情報を得るということに注意を払っていきたい

というふうに考えております。

１点、山火事についてでございます。本県におきましては、平成１３年の旧五個荘町
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の繖山の森林火災以来、大規模な森林火災というものが発生しておりませんが、小規模

も含めまして、原因の多くがたき火や、たばこの不始末に起因しておりますので、関係

機関等の森林の中での声かけ等、一層の普及啓発を図っていきたいというふうに考えて

おります。

もう１点のご意見でございますが、地質による植生の安定策というご意見でございま

すが、気温・日照・湿度・風など、植生の要因はいろいろとあり、地質も確かに大きな

要因でございます。治山事業を行うに当たりましては、速効性と永続性という面を考え、

永続的に強化を図る部分につきましては植生の検討が必要で、特に木本類の植生につき

ましては、周辺の森林植生との整合をとるようにしております。それに当たりまして、

地質調査につきましては、現在のところは目視ということでございますが、これは必要

性に応じてということで、ご回答したいと考えております。以上です。

○議長：はい、ありがとうございます。

以上でございますが、委員から特にございませんでしょうか。

じゃ、そういうことでよろしゅうございますか。

続いて、どうぞ。

○事務局：委員の、南部にナラ枯れが広がりつつあり、対策が必要であるというご意見に

ついて、お答えさせていただきます。

ナラ枯れ被害につきましては、一昨年度、大変大きな被害が中部地域を中心に目立ち

まして、話題になったことがありますが、昨年は一転、被害面積が半分程度に落ち込む

というような状況でした。今年度につきましては、先日、ヘリで上からナラ枯れの被害

調査を実施いたしまして、そのときの状況で、最終的な整理はまだできていないんです

が、おおむね被害は南部地域に広がっていることは間違いないんですが、ちょっと特徴

的なことがございまして、その奥山地域での被害というのが余り目立っていなくて、集

落の周辺、そういうところで非常に被害が目立ってきている。

それから、大津から甲賀地域に被害が目立ってきているんですが、その区域について

は、昨年度の１．５倍から２倍程度の被害は発生しているであろう。ただ、大津地域で

は滋賀里から南のほうに目立っているだけで、そこから北については非常に被害量が少

ない。そういった形になっています。ということで、全体の被害量については、今後ま

だ精査していかないと、傾向はわからないんですけれども、特に目立ちやすいところに

被害が発生しているのが、今年度の特徴かなというふうに考えております。
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それで、この被害について委員より対策が必要であるというご意見でございますが、

ナラ枯れ被害が発生しているものを、一本一本対策をとるということでは非常に経費の

かかる問題がありまして、さらにナラノキの森林所有者を特定しながら対策を進めてい

く、これも物理的に困難なところがあるというような状況もございます。というような

ことがあるんですが、ただ、ナラ枯れ被害の特徴的なものとして、非常に大きな木が、

公園とか神社の周辺で枯死して、不足するというようなことがありますので、そういう

ところでの二次的被害の防除に向けた対策について、現在、力を込めているというとこ

ろでございます。

○議長：はい、ありがとうございます。

○○委員、いかがでしょうか。

じゃ、お願いします。

○委員：少し山を歩いてみると、ナラ枯れは老齢木に多いということを今まで聞いていま

したが、２０年前後の木にも、今かかっている木が見受けられます。これから若い木に

も被害が広がるのではないだろうかと心配しております。

○議長：はい。

いかがでしょうか。

○事務局：ご指摘のとおり、老齢木だけでなく、比較的若い木にも被害は発生しているこ

とは確かでございます。ただ、全体の傾向として、そういう加齢木の増大が被害を誘発

しているということについては間違いないようでございますので、今後、そういうもの

が森林整備の中で、林齢構成を、若い方に誘導していくというような対策が面的な対策

になるんじゃないかなというふうに思います。

○議長：いかがでしょうか。よろしゅうございますか。

はい、どうもありがとうございます。

今のようなご意見があったということを、まとめさせていただきたいと存じます。

続きまして、２つ目の大きな項目ですけど、人工林の特性に配慮した森林整備の推進

について、ご審議をお願いいたしたいと存じます。

ここはご意見が大変多くございまして、左、中央、右と意見がありますので、そこで

ご意見を区分しながら、進めていきたいというふうに思っております。

評価できない点は、○○委員から、環境林整備事業の進捗がおくれている。○○委員

から、環境林整備面積は達成率が低い。人工林の針広混交林への誘導については、天然
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下種更新だけでは不十分。○○委員から、前の３行ほどですけれども、森林の持つ多面

的機能を高度に発揮させるために、人工林を強度間伐により針広混交林に導くという手

法は適切かどうか、十分検討する必要がある。というご意見をいただいております。

その他の意見としまして、先ほど割愛しました右側の上から２つ目の○○委員のご意

見で、森林の多面的機能、除間伐を必要とする整備事業の拡充が求められる。というご

意見をいただいております。それから、先ほど人工林の一番右側のところの○○委員か

ら、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。というようなご意見をいただいております。

こういうご意見というか、提案をいただいておりますが、このことに関しまして、県

のほうからご説明をお願いできたらと思います。

○事務局：環境林整備事業の進捗・達成率についてのご意見をいただいております。また、

その環境林整備事業の手法についてのご意見もいただいております。このことについて、

まとめてお答えさせていただきたいと思います。

環境林整備事業というのは、放置された人工林について４０％程度以上の強度間伐を

実施することで林内照度を高めて、そこに広葉樹の生育を期待するというものから始ま

ったものでございます。本県でも、この環境林整備事業について、その目的のために取

り組んできたところですが、その取り組みの中でいろいろと検証して、事業の内容につ

いて検討を加えてきたところ、幾つか問題を確認しております。

具体的に申しますと、４０％程度の間伐というのが、非常に過密な林分では、そこに

広葉樹が生育できるのに必要な照度が確保できない場合もある。さらに、その照度が確

保できても、比較的速やかに枝が伸びて、再びまた林内が暗くなってしまうというよう

な状況もある。それから、せっかく侵入した広葉樹の苗が、シカの被害でなくなってし

まうというようなもの。そして加えまして、すみません、一つ申しおくれましたが、広

葉樹の種子が近くから供給されないと、なかなか効率的に広葉樹の種子が入ってこない。

こういった問題がありまして、実際、強度間伐を手法とした中での環境林整備事業とい

うのは、条件的にかなり限られたところでないと、スムーズにはいかないというふうに

現在考えています。

そのため、昨年度、この審議会の中でご説明させていただきまして、いろいろご意見

もいただいたところでございますが、環境林の目的とする森林の持つ多面的機能の向上

というものについては、針広混交林化だけではない。針広混交林化というのは、あくま
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で手段であって、最終目的ではないわけで、森林の持つ多面的機能を向上さすには、針

広混交林化を目指すばかりに、十分な照度を確保するために、人工林を過度に伐採をし

て、本来、人工林が持っている森林の機能自体を低下させてしまう本末転倒のことに至

ってしまうというのは、変なことになります。

そこで徐々に密度を落としていって、森林としての機能を安定的に維持しながら、最

終的に森林の持つ多面的機能を高度に発揮できる状況にもっていくという、そういう手

法も環境林整備事業の中に取り込んでいきたいということを、審議会の中でちょっとご

説明させていただきました。

それで、今年度よりその手法を具体的に取り組んだ密度管理型の整備方法というのを

実施しております。それで、環境林整備事業につきましては、進捗のおくれとか、整備

手法とか、そういったものについて一定の改善が期待できるんじゃないかなというふう

に考えているところです。

それから、○○委員から、環境林整備事業の効果測定方法について、野鳥の生息状況

調査をしてはどうかというご意見をいただいております。これは先日、現地調査を実施

したときにも、委員のほうから直接お話を伺ったものなんですが、単純な人工林と、そ

ういう一定整備された森林との間では、確認できる鳥の種類が極端に違ってくるという

ご指摘だったと思っております。

この方法が具体的に適用できるのが、どういう条件の中で適用できるのかというのを

一度検討する必要があるのかなと思います。環境に配慮した森林づくりというのは重要

な目標ですので、その強化の手法として、これが効率的に運用できるのであれば、それ

にこしたことはないと思うんですが、ただ、環境林整備事業というものは、非常に小面

積をばらばらと実施するもので、その効果自体が野鳥の生息状況に直接的に反映するの

かどうかというのは、ちょっと私もわかりにくいところがありますので、また勉強させ

ていただきたいと思います。

○議長：ありがとうございます。

委員の皆様、何か、そのことに対してご意見等ございませんでしょうか。

よろしゅうございますか。

またもし何かありましたら、後でおっしゃっていただけたらと思います。

２つ目は、放置林防止対策境界明確化事業ということで進めたいと思います。

これにつきましては、左のほうの１つ目の黒丸印、○○委員から、人工林の森林整備
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における放置林防止対策境界明確化事業の新たな着手は大事な取り組みをされたと評価

する。地道な事業になるが、今後も着実に取り組んでいただきたい。というような評価

と励ましの言葉をいただいております。それから、○○委員から、放置林防止対策境界

明確化事業は、今後も推奨されるべき。というご意見をいただいております。

これにつきましては、その他意見の２つ目と３つ目が関係ございます。○○委員から、

放置林防止対策境界明確化事業については、所有者の世代交代が進んでいることから、

さらなる推進（スピードアップ）が必要。○○委員から、新たな放置林防止対策境界明

確化事業とはどのようなもので、効果はどの程度期待できるのか。という質問がござい

ます。

ということでございますので、おおむねいい評価をいただいておりますけれども、県

のほうからご説明をいただけたらと存じます。

いかがでしょうか。

○事務局：放置林防止対策につきまして、頑張れというようなご意見をいただいているよ

うで、喜んでおります。

委員が言われた概要について、まず説明をさせていただきます。これは２３年度から

できた事業でありまして、放置林という、人の手が入らず放置されたままの山になって

いくと荒廃とか地球温暖化、あるいはいろんな問題が出てくるということで、基本的に

は間伐の推進ということに着目しまして、間伐を推進するために放置林の境界確定、境

界を明確化するという事業です。

中身ですけれども、１つ目として、境界明確化の事前調査、集落会議等を実施する。

あるいは、境界明確化の現地調査、所有者の人に現地に入っていただいて境界を見つけ

る、あるいは仮杭を打つ。そして３年目に測量をする、境界杭を打つ、あるいはＧＰＳ

で測量する、そういうふうな制度でございます。事業実施主体については市町、あるい

は森林組合にお願いをしております。この事業は３年間でやっていただくという事業で

す。国のほうで境界の明確化ということで、森林・林業加速化事業の中にもあります。

それは単年度で境界明確化をしなければならない事業ですが、これは３年間でいけると

いう事業です。

いろいろご意見がありますように、やはり今の時期に境界はきっちりとしていくとい

うことが重要なことだと思っておりまして、今ご存命の地元をよく知っている方がいる

うちに、していかなければならないということで、限られた予算ですけれども、極力頑
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張ってやっているところです。

今年度につきましても要望等がありましたので、当初より増額して、９月補正に上程

するということで動いております。それと同時に、林研グループの活動の中で、境界確

定を広げてもらい、それをもって林研の会員を増やしていただく、あるいはそのように

問題意識を持ってもらう等をやっていくということで、林研グループが行う研修会で境

界確定をしていただく。それもＧＰＳを用いた境界確定をしていくということを今年度

からやっております。とにかくこれはいろいろご意見がありますように、早く進めてい

かなければならないと思って、積極的に進めていきたいと思っているところです。以上

です。

○議長：どうもありがとうございます。

委員の皆様、いかがでしょうか。

よろしゅうございますでしょうか。はい、お願いします。

○委員：大事な事業だと思うんですけども、３年間の中でどのぐらいまでいける見込みな

んでしょうか。

○事務局：一つの地区で３年というところで、継続的にどんどん広げていこうというふう

に思っています。それで、ソフト的なものとしまして実際こういうチラシ、最終的には

集約化というところにつなげていきたいと思っております。効率的な搬出間伐で収益を

生むとか集約化施業を進めましょうと。

こういうふうな境界確定を明確化するということで森林整備が進んでいくように、そ

れを一つの手法として進めるようにやっていますので、たった３年間の事業ではなくて、

これからもどんどん継続して、一つの地区で３年間、説明会から最終的に測量まで進め

ていこうという事業です。

○委員：わかりました。

この地域は、結構境界が全国的にも曖昧な地域ということらしいので。

○事務局：滋賀県、近畿地方は非常に低いので、やはり今の時期に、古老の方々が知って

おられるうちにやらなければならないという意識を持って頑張っております。

○議長：よろしゅうございますか。

はい、どうもありがとうございました。

続きまして、３つ目は、ニホンジカ対策でございます。これについては多くの方から

ご意見をいただいております。
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評価できる点では、○○委員から、ニホンジカの駆除は大分されているようだが、ま

だまだ引き続き取り組まないと逆戻りするので、一層の力の入れようを望む。というご

要望でございます。

評価できない点では、４つ目の○○委員の中途から、同時にニホンジカ対策を強化し

て進めない限り、目的を達成できない可能性があり、効果的な事業手法とは言えないの

ではないか。○○委員から、ニホンジカの食害を抑えなければ、森林整備の効果がなか

なか上がらないので、食害対策を徹底するべきだ。ニホンジカ特別対策事業にもっと重

点を置いていただきたい。○○委員から、ニホンジカ被害に対する対策は進められてい

るが、もう一段の強固で積極的な対応が必要。

というようなご意見でございます。

それから、その他意見としまして、「全体」の項目の３つ目、○○委員から、シカ被害

が拡大して、損失も年々増加していると思う。さらなる早急な対策が必要。というご意

見です。

それから、元の欄に戻りまして、その他意見としまして、４つ目、○○委員から、針

葉樹・広葉樹混交林への誘導については、広葉樹の幼齢林においてシカの被害等により、

目的が達成できるのか。○○委員から、ニホンジカの森林被害が深刻で、集中している

林地がある。○○委員から、ニホンジカ特別対策事業では、狩猟による捕獲数増加に期

待し、猟期の延長を検討すべきではないか。○○委員から、シカ対策に関しては、保護

と捕獲とのバランスが要求されるのではないだろうか。○○委員から、ニホンジカ対策

に使っている事業費はどのぐらいの割合でしょうか。シカによる下層植生の破壊が土砂

流出や斜面崩壊の原因となっている場所もある。本格的な対策が必要。○○委員から、

シカ駆除事業において、大津市と東近江市で発生した水増し報告事件の再発防止のため、

尾部の提出を義務づけているが、下顎、それから齢構成、個体群動態予測の調査研究体

制を構築できないか。

というようなご意見でございます。

いろいろシカ被害対策についてご意見、あるいはご要望がございましたので、県のほ

うからご説明をお願いいたしたいと存じます。

○事務局：技監の最初のご挨拶の中にもございましたが、今年度４月から鳥獣対策室とい

うことで、森林政策課内に創設されたものでございます。ニホンジカにつきましては、

私どものほうが担当しておりまして、まずこれまでの事業計画から最初に説明させてい
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ただきたいと思います。

この事業につきましては、平成２２年度から、森林税による事業を行わせていただい

ております。２２年度は許可捕獲だけ、２３年度はそれに加えまして、狩猟に対しても

補助をさせていただいております。平成２２年度につきましては、４,６５５万８,００

０円の事業費をもちまして、３,７５３頭を捕獲させていただきました。それと、平成２

３年度には５,２５４万３,０００円をもちまして、５,５２０頭の捕獲をしております。

合計でいきますと、平成２２年度には全部で９,６００頭余りの捕獲をしております。

２３年度につきましては、今、詳細は集計中でございますが、ほぼ１万頭前後まで捕

獲数は伸びているというふうに考えております。この２年間でいきますと、約１億近い

お金を使わせていただいたおかげで、大分捕獲数は伸びてきたと考えております。捕獲

数につきましては、平成２１年度では７,０００頭余り、それまでは４,０００頭余りの

数字だったんですが、この事業をやらせていただいたおかげで、捕獲数は伸びていると

いうことでございます。

今回、皆様のご意見でいきますと、まだまだシカ被害は大変な状態になっているので、

もっと進めなさいというのが意見と考えております。昨年度、特定鳥獣保護管理計画を

見直させていただきまして、昨年の数字でいきますと、２２年度は９,６００頭、昨年も

１万頭ぐらいまでとれておりますので、昔の計画でいきますと、これぐらいとれれば、

全体の生息数は抑えられると考えておりました。ところが、昨年度、生息頭数を見直し

たところ、こんなものでは済まないと。実際は頭数が多いということになっておりまし

て、現在では一番多い推定の生息数を考えますと、１万６,０００頭ぐらいまで捕獲数を

上げなければならないということになってございます。

そのため、２４年度につきましては、全部で１万３,０００頭捕獲したい。そのうち１

万１,０００頭を、森林税を利用させていただきたいと考えておりまして、森林税で８,

２００万円余り、それで１万１,０００頭をとるとの計画を立ててございます。

今年度につきましても、○○委員からご指摘がございましたように、許可捕獲につき

ましては、ここ数年かなり伸びていまして、やはり狩猟の部分で捕獲を強めなければ、

全体頭数が上がってこないと考えます。もう一つは、捕獲時期の問題もございまして、

４月、５月、６月、７月と草木が繁っている間、それと暑い間につきましては、猟犬の

動き、それから障害物の関係もございまして、なかなかとれないという現状がございま

す。ですから、狩猟期の１１月以降、そのあたりについて伸ばす必要があると考えてお
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りまして、２４年度につきましても、補助金の部分を多くして、やらせていただきたい

と考えております。

それと、○○委員のほうからもご指摘ございましたが、シカにつきましては、人工林

の食害だけではなしに、自然生態系につきましても、植生を食べてしまって下草をなく

す。それが原因で土砂崩壊、山腹崩壊が生じているということをご指摘いただいており

ます。これにつきましては、特に高標域地域、例えば伊吹山であるとか、霊仙山である

とか、特に霊仙山につきましては、これが原因の一つであると言われておりますが、山

腹崩壊等が起こっている事例もございます。

２４年度からは、こういう事例にも対応したいということで、高標域地域でシカがど

ういうふうな動きをするか、そしてどうしたらとれるのかということを研究するために、

これも森林税を使わせていただいて、９００万円のモデル事業をさせていただいており

ます。それと、緊急には希少種は保護しなければなりませんので、その９００万のうち

には、希少種の小規模の保護柵も含めさせていただいているものでございます。

それと、保護と捕獲のバランスの話でございますが、４万７,０００から６万７,０００

という生息数が滋賀県にはいると考えられておりますが、適正頭数と考えられておりま

すのが、約８,０００ということでございます。ここにいくまでは、今はとりあえず、捕

獲圧を強めて、捕獲を進めなければならないと考えております。しかも、シカにつきま

しては毎年度、複利計算ぐらいで増えていきますので、できるだけ早い時期に減らして

いきたいと考えているところでございます。以上でございます。

○議長：どうもありがとうございます。

委員の皆様からいかがでしょうか、ご意見なり。

では、お願いします。

○委員：少しわかりにくいお話をしていましたので、補足をさせていただきます。

私の意見のところに書いてある尾部の提出もいいんですけど、どうせ何か物を提出さ

せるのであれば、下顎にしてはどうかという提案です。なぜ下顎なのかですけども、下

顎は歯を使って齢査定ができますので、全部やっていると大変ですけども、とりあえず

下顎を提出していただくということと、あとサンプリング的に、それから齢査定を行う

ような体制がもしとれれば、琵琶湖博物館とかに協力していただくと。

そうすれば、捕獲した個体の大体の齢構成がつかめますので、そうすると、人と同じ

で、人口ピラミッドみたいなものをつくって、そうすると、シカの個体群がこれから先
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まだまだ増えていくのか、ちょっとは衰退傾向なのか、少子高齢化みたいになっている

のかとか、そういうようなことを調べることができるんですね。ですので、特にシカの

頭数は非常に読みにくいですから、全体のトレンドを見るということで、こういったこ

とをちょっと検討してみてはどうかと、そういう意味です。

それと、幾つかの指標で頭数予測もそうですし、主な齢構成もそうですし、被害が減

っていくのか、増えていくのか。幾つかの物差しで、どういうほうに向かっているのか、

常に想像しながら取り組むことが重要だと思います。

○議長：はい。

じゃ、よろしゅうございますか。

○事務局：昨年度、こういう問題が起きたときに、何を出していただくのか。その防止策

としてどうしたらいいのかということで、尻尾と歯と２つ、どっちがいいのかという検

討をさせていただきました。そのときに、猟師さんといいますか、その方々にも実際と

っていただいて、どの程度の手間がかるかを調べてみました。

歯というのは、ちょっと手間がかかるということがございます。２本だけとれるとい

うこともあったんですけれど、なかなか難しい。しかも、下顎になりますと、全部を一

回確認しなければならないとございますので、市役所等に現物が来ると、その後、捨て

るのも保管するのも大変ということで、歯２本と、尻尾とを研究させていただいたんで

す。

ところが、歯２本でもなかなか大変。これをやることによりまして、捕獲をやめてお

こうと言われましたら元も子もないというのがございますので、今年度は尻尾を出して

ください。尻尾だと簡単に切れるということがありますので、尻尾を出してもらう。こ

れでしたら、冷凍庫で割と保管しやすいのと、処分もしやすい。

それと、これだけでは、よそから持ってくるという心配もございます。写真の撮り方

として、捕獲したものと捕獲者が写っている自分撮りの写真もつけてください。この２

点の改良措置を今年度やらせていただきます。それで不正を対応させていただきたいと

思います。

それから、調査のほうでございますが、毎年５０体程度、歯を集めています。それを

ＷＭＯという試験研究機関に送らせていただいて、モニタリングの一つの資料とさせて

いただいております。これはお願いの世界になってくるんですが、毎年ずっとやらせて

いただいているものでございます。



- 20 -

○議長：はい。

どうぞ。

○委員：ありがとうございました。調査をやられていることでいいと思いますが、下顎と

いうのは歯がとりにくかったので、それは初めて聞いたんです。先進的な取り組みをし

ている北海道では、もう随分前から下顎を集めていますけど、うまくやれば、１０秒ぐ

らいでとれるものなので、本当はもうちょっと技術を磨いて、そういうものをぱっとと

れるようになってはほしいですけども、現状は理解できました。ありがとうございます。

○議長：そのほか、委員の皆様、何か。

はい、お願いします。

○委員：シカの捕獲についてですが、たくさんとってもらうのは大変結構なことです。そ

れで、シカのくくりわなの免許を取った人、何人かに聞いた話ですけども、一応捕獲を

して、後の処理に大変困っているというのが１点と、もう一つ、毎年毎年、猟友会の会

員が多額で困っているということの２点を聞いております。

できるだけ、その捕獲してもらった後の処理、夏場、山に放っておいてもらうと、臭

いとかそんなので迷惑になりますので、そういう点を何とか考えていただきたい。

○議長：はい。

いかがでしょうか。

○事務局：現実問題といたしまして、山の中でとったシカを下のほうに持っていく。しか

も、焼却施設自体が余りないということで、難しい点はございます。現在、ほとんどの

場合、山の中に埋めていただくという処分をしていただいております。そのまま放置す

るということは、鳥獣保護法でも、廃掃法の中でもだめとなってございますので、埋め

ていただくようにということでお願いしているところでございます。

これにつきましては、猟友会さんのほうにもお願いさせていただいて、できるだけこ

れを進めていくといいますか、これしか今のところ方法はないと考えております。

もう一つ、担い手につきましては、こちらのほうでも、本当に捕獲者が少なくなって

くるというのは大変な問題だと考えております。自然環境保全課とも連絡をとりながら、

何とか増やせないか。今年度は狩猟免許の試験の回数も２回から３回にしているという

こともございまして、受験者の底上げを図っているところもございます。

また、市町さんで、支援隊を編成しておりますので、それに対して国の助成もござい

ますので、そのあたりの活用も考えていきたいというふうに考えてございます。
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○議長：よろしゅうございますか。

はい、お願いします。

○委員：先ほど、保護と狩猟のバランスがまだまだだとおっしゃったんですけれども、保

護をしている者にとって、今までシカの個体数の維持ということをやっていらっしゃら

なかったんですか。ほかのものではやられている部分もあるんですけれども、その辺を

聞きたかったんです。

もちろんオオカミが絶滅したということも一つの要因だと考えられますけれども、そ

のほかにデータ、個体数の維持ということをされていたら、ここまでならなかったし、

それで害になるから殺したらいいという、そういう発想が私はできないと思うんです。

人間に対して害になるから、殺したらいいんだというんじゃなくて、例えば昔の農業で

したら、かかしとか鳴子がありましたよね。ああいうもので人間との共生を図っていた

わけですね。

今はもう化学肥料であるとか、そういうもので人間が農地に行かなくなっているわけ

ですね。そうすると、動物たちは、人間がいないということだから、僕たちの格好の餌

場だということで、があっと出てきたわけでしょう。それに環境林なんかがあって、住

むところがなくなった。そういう現状が今、地球のところであると思うんですけれども、

そんなところで現状ではどういうふうに考えていらっしゃるか、ちょっとお聞きしたい

と思います。

○議長：いかがでしょうか。

○事務局：一時、メスジカのほうが捕獲できなかったということで、それが増えた一つの

原因かと考えられます。それと、昔は冬場に積雪の影響でニホンジカの場合は、３０セ

ンチぐらいですか、その値ぐらいが基本になりまして、それで動けなくなって死んでい

るというのがかなりの数にのぼっていたと聞いております。それが最近、地球温暖化等

によりまして、冬場に死ぬシカが少なくなってきた。それも増えた原因の一つと思いま

す。

それから、餌場の関係でいきますと、放置森林、放置竹林等、身近に餌場が出てきて、

シカが下までおりてきているというのが一つあるかと思います。それと、逆に今度は上

のほうにも上がっているんです。伊吹山、以前はそこまで上がっていなかったところに

も上がっている。これは数が多くなり過ぎて、今までシカがいた場所だけでは、もう餌

がとれないということがありまして、どんどんどんどん数も増えておりますし、活動場



- 22 -

所の広がりも多くなってきているというふうに考えます。

それは、人が山の中に入らなくなったというのも一つの原因でありましょうし、ただ、

シカの猟の数でいきますとかなり増えておりますので、昔に比べてシカの捕獲数が減っ

たから、増えたということではないと思います。

○議長：よろしゅうございましょうか。

では、お願いします。

○委員：目標頭数を非常にアップさせておられますけれども、猟師の数が減っているとい

う現状で、これは可能な数字であるのか。例えば猟師の人に無理をさせていたりしない

のかということで、目標数を上げるのは簡単ですけど、それは達成可能な数なのかとい

うことを一つ伺いたいと。

あと、滋賀県での頭数枠が６万数千頭というふうに出ていますけれども、もちろんシ

カには県境なんてありませんので、境の県、岐阜とか京都、福井、三重、奈良。滋賀県

で幾ら捕獲しても、隣の県からどんどん入ってきては、減らしたつもりが減ってないと

いうこともあるので、隣の県との協力というのか、そういうものは考えておられないで

しょうか。

○議長：はい、お願いします。

○事務局：まず隣の県等の協力体制でございますが、なかなか今進んでいないというのが

現状でございます。ただ、私どもでいきますと、真ん中の共和国ということで、岐阜県

さん、それから三重県さん、福井県さん、その中で獣害対策研究会をつくっております

ので、その中で対応を考えていこうと情報活動も行っておりますので、やらせていただ

きたいと思っております。

それから、シカの数が全国的に増えているというのははっきりしておりまして、例え

ば兵庫県のほうでも、２年ほど前ですか、特定鳥獣保護管理計画が見直されたときに、

すごい数が増えていた。京都でも増えているということでございますので、滋賀県だけ

が突出して増えているということよりも、全国的に増えている傾向になっているという

ふうに考えております。

○委員：目標の数は達成できるか。

○事務局：目標頭数なんですが、最高でいきますと１万６,０００頭までとらなければなら

ないということでございます。とりあえず最低限、これ以上増えないというところでは、

１万３,０００頭ぐらいまでとれば何とかなるかなというふうに考えておりまして、当面
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は１万６,０００ではなしに、平成２４年度は１万３,０００を目標と考えております。

それは捕獲能力等も考えまして、いきなり９,５００、１万を１万６,０００まで上げて

くるというのは、今でもかなり頑張っていただいているという認識をしておりますので、

それをいきなり上げるのは難しいと考えております。

ただ、それについて、今度は達成できるのかという話でございますが、県の中で捕獲

が進んでいるというのは、かなりのばらつきがあるんです。今、大方１万頭近くとって

いる中で、例えば高島市で４,０００ぐらいとっているにもかかわらず、例えば湖北でし

たら１,０００ぐらいというように、かなりのばらつきがございますので、今進めており

ますのは、今まで捕獲数が少なかった、例えば多賀町さんとか、長浜市さんとか、米原

市さんとか、捕獲が進んでいなかった地域がございます。まずそこで捕獲を増やしてい

ただこうというのが、やらせていただいているところです。

それから、予算枠だけ増やしたらできるというようには考えておりませんで、今後、

猟友会さんとか、市町さんを含めて、どうやったら進められるかというのを考えさせて

いただきたいと思っております。

○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。

どうぞ、お願いします。

○委員：猟友会の人数が減っているというのを聞いたんですけども、私、ラジオで一回聞

いたことがあるんです。どこの県かはわからないんですけども、公務員の方、県なり、

町なり、市なりの職員の方が猟銃の免許を取られて、その方がその仕事に従事されると

いうのを、あるラジオ番組で聞いたことがあるんです。

それにはいろんな制約があって、銃の保管とか、我々がふだんわからないことがたく

さんあったり、いろんな弊害もあるかもわかりませんけども、将来的に最低これだけは

捕獲しなければいけないという、その数字目標を達成するためには、県のほうでもそう

いう鳥獣対策の部屋ができた以上、そういうことも含めて今後の検討をしていただいた

らいいかと思うんです。

○議長：はい、いかがでしょうか。

○事務局：実際に捕獲していただく人を、どういうふうに確保していくかということも一

つの手法だとは思います。ただ、おっしゃっていただいたように難しい面もございまし

て、今考えておりますのは、現在は、市町さんが各猟友会の支部と契約を結ぶなりして
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実施していただいていますが、例えば猟友会でピックアップメンバーをつくるのか、そ

れともよそから連れてくるのかというのは別にしまして、委託直営みたいな手法を検討

するというのも一つの方法かなと考えております。

とりあえず今は、どんな手法があるのかというのを検討している段階でございまして、

担い手を十分考えていかなければ、難しくなると思っております。

○議長：よろしゅうございますか。はい、どうもありがとうございます。

それでは、お願いします。

○委員：いろいろ苦労されているんですけども、しばらくは、今のような体制でやってい

ると、ある程度頭数は伸びてくると思われます。特に、猟期を延ばすとかいう体制。問

題は、先行的にやっていたエゾシカなんか見ていると、問題はそこから先なんですが、

ある程度減らすとこまでは、高島市でたくさんとれていますけど、ある程度の生息数が

あれば、それなりに捕獲数も伸びてくる。

その先がなかなか難しくて、より戻されるみたいなパターンがあるんですけれども、

そのあたりをもうちょっと先も見据えて、今の段階から科学的な根拠を持った、戦略を

持った捕獲について、恐らくこの高標域でモデル事業とかにできるとは思うんですけど、

若干冷静になって、いろいろと科学的なデータをとりつつ、戦略を持った捕獲というも

のの体制にと。それは、次の段階を目指してということになるかもしれないんですけど、

そこはちょっと目を向けて、ぜひとも取り組んでいただきたいと思います。よろしくお

願いします。

○議長：よろしゅうございますか。

じゃ、お願いします。

○事務局：今、委員がおっしゃったとおり、特に今やっておりますのは、伊吹とか霊仙と

かモデルケースみたいなところで、今までと違った捕獲方法ができないかというのを一

つ検討しておりますので、またそのあたりについては、お知恵をおかりさせていただき

たいというふうに考えております。

○議長：はい、ありがとうございます。

よろしゅうございますか。

そのほか何かございませんか。

次は、作業道と間伐材対策関係です。これは、先ほど事務局からご説明がありました

ように、国の政策の転換によりまして、搬出間伐のみが補助の対象となったということ
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もありまして、間伐総合対策の事業費が大幅に減少しました。それで、将来を見据えて、

作業道の開設を大幅に進められたということでございますので、間伐対策関係と作業道

整備とはセットにしてまとめていきたいと存じます。

それで、評価できる点としまして、○○委員から、作業道に関しては２０７％という

ことで、間伐材対策費は２分の１になった。道を整備（四万十式、エコ林道、低コスト）

とすることで、材を搬出しやすくなった結果ではないか。これはよい成果。というご意

見を頂戴しております。

それから、評価できない点で、下から５つ目でございますが、○○委員から、間伐実

施面積の進捗がおくれている。 ○○委員から、間伐実施面積の減少は防ぐべきである。

○○委員から、基盤整備は積極的に進められているが、間伐実施面積が減少しており、

施業の集約化をさらに積極的に進め、間伐量を増加させる必要がある。○○委員から、

さらなる作業道開設が必要。○○委員から、予算の範囲内で作業道開設も併用して実施

しているため、間伐実施面積の進捗がおくれている。目的は、間伐実施にあるため、さ

らなる推進を図ること。というご意見をいただいております。

それから、その他の意見といたしまして、下から６番目の黒丸、○○委員から、除間

伐実施が積極的な作業道の整備にシフトしたことで減少したとあるか、今後の除間伐の

実施計画（量）はさらに減少するのか。○○委員から、間伐総合対策において達成率が

マイナスなので、国の政策に合わせた数値目標に置き直す必要があるのではないか。○

○委員から、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。○

○委員から、国の政策（補助）が搬出間伐のみとなり、間伐実施面積が減少しているの

が気にかかる。○○委員から、間伐材搬出対策事業は、需要動向のこともあり困難とは

思われるが、販路開拓も含め進めるべきと思う。○○委員から、間伐材搬出対策事業で

森林組合以外への補助支援の拡大は？

ということでございまして、この点につきまして、県のほうからご説明をお願いいた

したいと存じます。

○事務局：まず、間伐の目標数値、あるいは達成度についてのご意見についてなんですが、

間伐の目標数値につきましては、本県の人工林面積に対して、それを適正な状態で管理

するのに必要な除間伐量というので算出したものでございます。ということで、この目

標数値、あるいは将来の計画についても、やはり適正な森林管理という面で、何とかこ

の数字は目標として頑張っていかなければならないといふうに考えているところです。
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ただ、そうは言いましても、搬出間伐に補助事業全体がシフトした中で、どうしても

間伐を実際にやる事業体が、その取り組み方にあたって道づくりなり、あるいは集約化

とか地元の調整なりにエネルギーや時間を費やしてしまって、なかなか効率的な間伐が

できないというような状況にあるのも事実でございます。

そういうことで、必要な間伐量が実施できないということは大きな問題になりますの

で、県といたしましては、先ほどもちょっと申し上げましたが、森林の多面的機能の維

持・向上ということから、環境林の密度管理型の手法を積極的に広めていって、こうい

ったところを管理していきたいというふうに考えているところでございます。

それから、道づくりについて、幾つかご意見をいただいております。作業道について

は、さらに積極的に道をつくっていくべきであるというご意見もあれば、もう一つ、作

業道に力を注ぐのではなく、間伐のほうにも力を注いできたというご意見がございます。

ここについては先ほど申しましたように、間伐の予算が不足しているので、間伐が進ん

でいないというよりも、むしろ実際に間伐に取り組むところが、道をつくったり、ある

いは集約化を進めていかなければ、間伐が進まないというのが現状です。ということも

あって、道づくりが予算的に足を引っ張っているわけではなくて、その他のエネルギー

とか、そういったもので間伐が進まなくなっているというところでございます。

作業道の積極的な推進についてなんですが、作業道につきましては、ここでご意見を

いただいているとおり、まだまだ滋賀県では作業道が必要な箇所がございます。ですの

で、作業道の必要な箇所、それが適正な作業道が開設できるところについては、今後も

正しい作業道のつくり方に基づいて、その作業道をつくっていかなければならないと思

っております。

ただ、何が何でも道かといえば、地形的に厳しいところに道をつくって、災害の原因

になってしまうというのは大変な問題ですので、そういったところについては、むしろ

架線を使った集材方法、集材技術なりをこれから普及していかなければ、昔はそれがポ

ピュラーなものだったんですが、それを再びまた復活させて進めていかなければならな

いというふうに思っております。ということで、作業道も必要ですが、今後は作業道だ

けでなく、そういう架線系の技術についても進めていきたいというふうに思っておりま

す。以上です。

○議長：はい、ありがとうございます。

委員の皆様から、何かご意見等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：先ほど急斜面のようなところで、作業道にかわって架線復活というようなことで、

それができれば、すばらしいなと思って聞いていたんです。さまざまな技術を持ってい

る人って物すごく減っていると思うんですけど、まず人材育成のところから取り組まな

いといけないような気がするんですけど、こういったことはできそうですか。できれば

本当にすばらしいと思います。

○議長：はい、お願いします。

○事務局：ぜひやらなければならないというふうに思っておりますので、まだ検討段階で

すが、来年度以降は、具体的にそういう技術者の養成に取り組めればというふうに思っ

ているところです。

○委員：現実、オペレーションも減っていく中で、ぜひとも早目に取り組んでください。

ありがとうございます。

○議長：そのほか、ご意見等ございませんでしょうか。

それでは、このような項目別の意見があったということ、それから、いい点というこ

とでまとめさせていただきたいと思います。

それから、施策１、一番下の、天然林の保全管理の推進ということで、その他意見と

して、○○委員から、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。

先ほどもございましたけれども、里山でもいかがかというふうなご意見がございます。

これについてはいかがでしょうか。

○事務局：貴重なご意見、初めて見ましたので、森づくり推進担当とも連携をとりながら

進めていきたいと思います。

○議長：はい、よろしゅうございますか。

ということで、基本施策１について、あらかたご意見を頂戴しました。

ちょうど今、３時です。１０分ほど休憩したいと思います。

まだございますか、すみません。

○委員：環境林整備事業のところで、ちょっと意見を言い忘れたんですが、現地も見せて

いただいて、種子源の問題が大きいんじゃないかなと思いました。先ほどご説明の中で

も少しあったんですけども、取り扱う面積が少な過ぎるのか、小さ過ぎるのかというこ

とで、根本的に計画を練り直していただいたほうが、もしかしたらいいのかなと。
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というのは、種子源をどうやって醸成するというか、将来的なことを考えると、種子

源となる森林をちゃんと保存して、計画的に環境林を周りに配置するというような、そ

ういう小体系を立てて実施していただくのがいいんじゃないかなと思いました。それだ

けです。

○議長：どうもありがとうございます。

今のご意見に対しまして、いかがでしょうか。

○事務局：大事なことだと思いますので、そこは検討したいと思います。

○議長：よろしゅうございますか。

はい、どうもありがとうございます。

ちょっと先を急ぎ過ぎまして、すみません。

それでは、今から３時１０分ぐらいまで休憩をさせていただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。

〔午後 ３時 ２分 休憩〕

◇

〔午後 ３時１０分 再開〕

○議長：それでは、再開いたしたいと存じます。

続きまして、基本施策２ 県民の協働による森林づくりの推進について、ご審議を願

いたいと存じます。

評価できる点としましては、○○委員から、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るが、新しい取り組みにも期待。○○委員から、目標に対して順

調に施策が推進されている。○○委員から、基本指標達成度は昨年度より向上しており、

おおむね順調に推移していると言える。○○委員から、基本指標に対する達成度は良好。

事業は目的におおむね合致。○○委員から、目的に照らして、事業は大変適切であると

考える。○○委員から、おおむね妥当。事業については達成度も順調に伸びているのは、

県民が森づくりに関心を持つようになったことのあらわれではないか。○○委員から、

昨年より向上したということは、県民の協働による森林づくりが軌道に乗っているよう

に思われる。○○委員から、目標の施策に対して、全体として昨年度より向上という点

で、より県民の森林への関心が高まったと言える。地域の小さな里山の森林整備活動へ

の助成金は大変よいことで、これからも継続して続けていってほしいと思う。必要な用

具も多く、機械の摩耗も多いからである。
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というふうなご意見をいただいております。

そういうことで、評価できる点としまして、大枠まとめますと、県民の協働による森

林づくりは、基本指標達成などから見て昨年度より向上しており、順調に施策が推進さ

れている。そのほか、このようなご意見があったというようなことでまとめさせていた

だきたいと思います。

それから、その他意見としまして、○○委員から、事業は効率的に行われているよう

だが、支援を受けた団体が適切な活動を継続できているか、活動が行き詰まっていない

か等のチェックは必要ではないか。また、森林づくりに興味・関心のない人たちへの引

き寄せ方も、今後、事業目的に入れていただきたい。○○委員から、各団体の活動のモ

チベーションを上げるための仕組みづくりの必要性。○○委員から、森づくりも多くの

参加者があるが、男性が多いという認識があるため、女性の参加者へ呼びかけることが

大切である。そのためには、女性が好む可視化戦略も必要である。森林活動により多く

の人員を呼び込むには、各駅から公的バスがあれば、もっと人が集まると思う。「森づ

くり」へのＰＲ・情報発信は大切である。○○委員から、３．１１以降、森や水、エネ

ルギー、環境と人々が身近なものに目や意識を真剣に向け始めたことで、今後もっと活

動や呼びかけの方法を広げれば、新しい団体も増えるように思う。○○委員から、単に

広報誌を発行するだけでなく、それをもって企業や学校、自治体に参加（参画）をじか

に求めていくことが必要。

というご意見をいただいております。

このように、森づくりの推進に関するアイデアというものが各委員から提示されてお

りますが、県のほうから何かございましたら、ご説明をお願いいたしたいと存じます。

○議長：はい、お願いします。

○事務局：県民協働につきましての委員さんのほうからのご意見等について、簡単に説明

させていただきます。

各委員からの、関心のない人たちへの呼びかけ、それにつきましては毎年、森づくり

フェスタというものをやっており、今年度も彦根でさせていただきますが、大津、野洲、

彦根と来ておりまして、いろんな方々、山について知らない方々に知っていただくとい

うことで考えております。そういうようなところへもＮＰＯの方々にも参加していただ

くように広報しております。

そういうようなことで、いろんな団体との交わりの中から、活動というものについて
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のモチベーション、そういうようなものを上げていただきたいと思っておりますし、そ

ういうものをフェスタの中で活動を見せる。ある意味、ハレの場みたいな感じになるか

と思うんですけども、そういうようなところもありますので、そういうようなところへ

の参加を呼びかけております。

ＮＰＯ等、県民協働の活動につきましては、行政として今進めているのは、イベント

をするとか、みんなで始めよう森づくり活動への１団体２０万円の支援、あるいは県民

参加の里山づくり事業、そういうようなもので支援しております。一番大きな問題はや

っぱり、資金がどういうふうに続くかということで、県も支援につきましては立ち上げ

支援といいまして、最長で５年間、支援させていただくというようなことでございます。

あと、やはり団体の方々の努力といいますか、情報交換、そういうような中でいろん

な支援を集めていただく。緑化推進会とか企業、あるいは淡海ネットワークセンターな

ど、いろいろ条件はあるかと思うんですが、そういう支援を使っていただいて、継続的

に続くような形で活動していただくように、県としましては下支えといいますか、そう

いうような形でやっていきたい。

そういう中で、ＮＰＯの方々の情報交換として、おととしにつくりました協働ネット

というんですか、そういうふうなものの中で、今、ＮＰＯの方、団体の方が悩んでいる

ことはどういうことがあるかということを載せるページも昨年度つくりましたし、講師

になって活動に行っていいですよということで、そういうような団体については講師の

派遣ができますと、そういうような形で少しずつですけども、やっています。

しかしながら、ちょっと県のホームページの中で見にくいところがありますので、そ

ちらにつきましては、県の職員からメールをだすときに、アドレスをそこにコピーして

貼ることで、そこへつながるよう、工夫しながら出していきたいと思っております。簡

単ですが、以上です。

○議長：はい、ありがとうございます。

委員のほうから何かご質問、ご意見とかございませんでしょうか。

よろしゅうございますか。もしありましたら、また後ほどお願いいたしたいと思いま

す。

それでは、次の項目、県民の主体的な参画の促進に参りたいと思います。

これにつきましては、３つぐらいに分かれるかと思います。

１つ目は、パートナー協定に関することです。
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評価できる点、○○委員から、企業とのパートナー協定は順調に増加している。○○

委員から、琵琶湖森林づくりパートナー協定（企業の森）提携数は、平成２６年の実施

目標（１５協定）をほぼ達成したが、これは本県の森林づくり推進に寄与するインパク

トもあるし、県民から見てもよい影響を与えるので、協定締結数の増加拡大を再検討さ

れてはいかがか。というご要望がございます。

その他意見としまして、○○委員から、企業とのパートナー協定の更新のための支援

が必要じゃないか。ということだと思いますけれども、そういうご意見がございます。

このパートナー協定のことについて、何か県のほうからございましたら、お願いいた

したいと存じます。

○事務局：パートナー協定につきましては、順調にといいますか、この８月２９日ですか、

生協と長浜市余呉の中之郷生産森林組合との協定ができまして、順調に進んでいます。

委員から、更新のための支援というふうなことがありますけれども、そちらにつきま

しても、県の職員なり、あるいは市の職員、そういうようなところがきっちりと連携し

ながら、更新がうまくいくように進めていきたいと考えております。

協定につきましても、順調に進めていくように努力をしております。

○議長：はい。

○事務局：全体的な話をしましたが、パートナー協定も企業のほうと連携をとって、企業

のほうもいろいろと思いもありますし、その辺、県と土地所有者のところがうまくつな

がるように、きっちりと行政が支援していくように努力をしております。

○議長：よろしいですか。はい、ありがとうございます。

ほかに、委員の方から何かございませんか。

続きまして、主体的な参画の促進の２つ目としましては、「びわ湖を支える水源の森林

体験ツアー」についてでございます。

評価できる点として、○○委員から、「びわ湖を支える水源の森林体験ツアー」のよう

な、現地見学を伴う体験型イベントは効果的な普及啓発活動であり、今後の継続実施に

期待する。というご意見を頂戴しております。

それから、その他意見として、○○委員から、「びわ湖を支える水源の森林体験ツアー」

のさらなる発展型として、ワークショップ形式で、参加者が実際の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するのもよい。経験豊富なファシリテーターが必

要。○○委員から、「びわ湖を支える水源の森林体験ツアー」は、単に滋賀県に関心を
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持ってもらうのみならず、若狭地方の原発の影響をＰＲすべきである。というご意見を

頂戴しております。

それから、申し忘れましてすみませんが、評価できる点の○○委員の下に、○○委員

からご意見をいただいているんですが、これはツアーと関係ありますでしょうか。これ

とはまた別ですか、下流域と書いてあるので。

○委員：そのように思ったから、書いたんです。

○議長：この「びわ湖を支える水源の森林体験ツアー」というのと関係あるんでしょうか。

○委員：と思います。

○議長：そうですか。すみません。

そういうことでございまして、○○委員のご意見を、つけ加えさせていただきます。

「びわ湖を支える水源の森林体験ツアー」に関することで、下流域からの応援がありが

たい。これからも持続していってほしい、という意見を頂戴しております。

失礼いたしました。

そういうことでございまして、この「びわ湖を支える水源の森林体験ツアー」につい

ては、期待するとか、いいご意見をいただいておりますけれども、これについて、県の

ほうからご説明いただけませんでしょうか。

○事務局：「びわ湖を支える水源の森林体験ツアー」につきまして、説明させていただきま

す。

昨年度は３０周年記念ということで、体験ツアーをさせていただきました。これは県

のほうが主体的に動きまして、ＰＲなりいろいろ苦労しながらやって、大体１００名の

方に集まっていただき、７月２３日、一定、上下流連携の森林づくりという体験ができ

たと思っております。

今年度は、それをちょっとリニューアルして、８月４日に山門で実施しました。それ

につきましては、上下流連携の「びわ湖森林づくりサポート事業」ということで、西浅

井総合サービスという長浜市の有限会社に委託して実施しました。当初１００名という

ことでやっておりましたが、目標の１００名を優に超えまして、１３０名近くの方に参

加していただいたのと、下流からも大阪、京都、兵庫県なり、上下流の方に来ていただ

きました。

それと、長浜市の西浅井総合サービスに委託しましたので主体的にやっていただいて、

山門水源の森とか、経験豊富なファシリテーターみたいな感じで、イベントを運営して
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いただきましたので、こういう形で出すのもうまくいくのかなと一定評価しております。

○議長：はい、どうもありがとうございます。

今の点について、委員の方から何かございませんか。

はい、お願いします。

○委員：私は、その他の意見の中ほどに私の意見を述べさせてもらっておりますが、実は

３．１１が起こって、その月の月末に全国森林組合代表者会議がありまして、そこで福

島県の代表者の方ですけれども、この方が手を挙げられまして、これをどうしてくれる

んだと。おれたちの山は全部４０年たたなきゃ、山の木が使えなくなるじゃないか。こ

んな放射能がいろんなことをすると困るじゃないか、どうしようと。山の木々の除洗は

誰がするんだ、どうするんだという問題が出るというぐらい、強く言われました。

それを聞きながら、それはそのとおりだな。我々はその結果、除洗した水が仮に琵琶

湖に流れ出たら、どうするのかということになります。福島県の場合は、海へ流れ出ま

すから、これは直接飲まなきゃいいわけなんですが、琵琶湖の水は飲まんとけというわ

けにいきませんので、そういうわけで、皆さん、よく知っておられるんですけども、事

が山の問題になってくると、関心がなくなるという欠点があります。

不思議と、山林関係の人間は常に小心者でして、人の理解をしてもらうのには、田舎

者に何ができんのやという、このハンディキャップを乗り越えなきゃならないという、

大きなハードルを越えながら事を進める必要がありますので、我々としては、たゆまず

努力をせんといかんということになってくるんです。

こういうふうな体験ツアーのようなよい機会がありましたら、いろんなファシリテー

ターの方がお越しになられますので、琵琶湖の水の中に、琵琶湖の周辺の山々に、放射

能が落ちるようなことをしてはいけないんですよ、困りますよということの考え方を、

単にイベントとして、お遊びのような後にそっと忍ばせといていただくのがいいんじゃ

ないか。そして、知らず知らずに皆さん方の意識づけというものを築いてもらったらい

いんじゃないかというふうな思いがしております。よろしくお願いしたいと思います。

○議長：どうもありがとうございます。

今のは、ご意見ということでよろしゅうございますか。

○委員：はい、結構です。

○議長：はい、ありがとうございます。

次に、県民の主体的な参画の促進の３つ目としまして、森林づくりというのが挙げら
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れております。

評価できる点、一番下でございますが、○○委員から、県民の森林づくりへの参加や

地域の森林づくりのための組織形成を促すなど、十分な効果があらわれている。という

評価が挙がっております。

それから、評価できない点としまして、○○委員から、市民団体活動日数については

進捗がおくれている。というご意見をいただいております。

それから、その他意見として、下から３つ目の丸です。○○委員から、森林づくり活

動市民団体年間延べ活動日数のさらなる増加が期待される。○○委員から、森づくりへ

の参加を下流府県、学校、子ども会など幅広く呼びかける。○○委員から、森づくりに

は、県民が主体となって繰り返し参画できるようにすることが大切である。

ということでございますが、特に○○委員からございました市民団体活動日数につい

て、進捗がおくれているということでございますが、このあたりを中心に、県のほうか

ら何かご説明いただけたら、ありがたいです。

○事務局：森林活動日数ですけれども、参加者が、最初の年度は５０ぐらいから、５０、

４０、３０と、今年度で２０ぐらい支援しております。しかしながら、中には活動とか

がたまってくるとか、いろいろ聞いているところもあります。

そういうふうなところがないように、支援の仕方、継続な活動になるような方法の啓

発といいますか、そういうようなものを県の協働ネットのホームページの中で出してい

くとか、先ほども言いましたように、団体が困っているところは違う団体から助ける仕

組みとか、そういうふうな中で、市民活動日数が順調に進んでいくように努力をしてい

きたいと思っています。

○議長：はい、ありがとうございます。

委員の皆様から、何かご意見等ございませんでしょうか。

お願いします。

○委員：当地区での意思交換のほうですけども、上下流連携の森づくりという、大阪と、

ことしは多分福島から３人、子どもさんが来たように見ております。毎年、百数十名ぐ

らいが来て、実際に山に入って体験をするという形でやっておられます。そういうこと

で、資金面で大変苦労しておられるのと、実際に山へ入って間伐をするのですけれども、

小面積であるので補助金が今年からもらえないということで、困っておられると、そう

いうことでちょっと質問です。
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○議長：ご質問について、いかがでしょうか。

○事務局：委員が言われた上下流連携の森づくりにつきまして、最初のうちはお金の支援

があったと。あとは、県のほうが人的支援という形でいろいろ進めさせていただいてい

ますが、今、ちょっとの資金で甲賀愛林クラブの中で皆さんが努力してやられていると

いうふうなことで、去年は、県かどこかの若干の金はあったかと思うんですけれども、

なかなかご苦労をされているとは思いますが、具体的に甲賀のほうとか、その辺の担当

と一度ご相談していただいてやっていただけないかと思います。

○議長：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：そのほかございませんでしょうか。

はい、お願いします。

○委員：今まさにおっしゃったとおり、何とかクラブさんとか、きょう朝、たまたまある

林業クラブの方がおいでになられて、過去は４５０名ぐらい活動していただく方々がお

られたんですけども、高齢化もあり、現在は１５０名ぐらいになったと。初めは県の人

の協力で立ち上げて、事務局もお願いしていた。

ところが、あるクラブだけ県のほうで事務局を担当するというのはいかがなものかと

いうことで、それをクラブでやるようになってきた。それで、だんだん人数が減ってき

て、事務局を維持するのも大変しんどいということを、県下で７支部ほど持っているク

ラブの方が話しておられたんですけど、いろんな林業クラブなり、林研部会なりという

各種のクラブの方がおいでになる。

出てきてはある程度集約化を、集約化というのは、こんな言葉でいいのか悪いのかわ

かりませんけども、まとめていただいて、何らかの、ＮＰＯまでいかなくても、補助が

できるようにしていただけたら、もっと民間から山に対してどうこうということも出て

くるんじゃないかと思います。高齢化もあって、なかなかそういうことは続かないとい

うことを言っておられたんですけども、県のほうもいろんな協力ができる範囲のことは

していただいているんですけども、もっと積極的にしてくれたらなということを、きょ

うも代表の方がおっしゃっていただきました。

ちょっと参考意見ですけど。

○議長：ご意見ということでよろしゅうございますか。

○委員：はい。
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○議長：どうもありがとうございます。

続きまして、お願いします。

○委員：今の森林づくり活動、次に市民団体年間延べ活動日数という、一つのみんなで取

り組む森づくり活動支援ということになっておるんですけど、私は、市民で活動される

対象の事業と、そのカウントですね。

それと、一番上の、企業が参加される森づくり、森林整備、その協定されたところの

活動内容と、市民が活動される内容と、根本的に全然別方向のもので違うと言うならと

もかく、企業がそういう理念で近隣の森林環境に働きかけようと、これが必要な場所と、

やる仕事を協定してされる活動と、それから市民が従来から自主的に取り組まれたもの、

県で一定されたもの、それの広がりと、この両者にさほどの差がなければカウントは同

じようにとれないものかなと。

そういうことで、市民がやる活動の管理と、企業のパートナーでやられる森づくりは、

あくまで別立てで管理していくというのが貸借形にあると思うんですけど、実績として

は企業人であれ、県民であれ、市町村民であれ、他府県の人であれ、そういうことで一

緒になれば、それは森づくりの大きなかたまりのデータ、カウントとして一緒にすると

いうことは無理なんでしょうかね、考え方です。

○議長：いかがでしょうか。

○事務局：先ほど委員からも、将来の目標というのが１５と、そちらへの回答が１つ抜け

ていましたので、その辺については目標を達成しておりますので、また今後ちょっと検

討していかなければならないなと思っています。

パートナー協定は単純に何カ所協定したかということです。この市民活動の指標にな

っているのも、市民活動団体数というような形になれば、まだよかったんですが、活動

の継続も含めた形、日数というふうな形で現時点指標となっておりますが、これをなか

なかまとめるのが難しい。

今後、どういうような形がいいか、皆さんにここでご意見とか伺った中で、また指標

なりを決めるというような形もあるかなと思っておりますので、その辺については、ち

ょっと検討させていただきたいと思います。

○議長：はい。

よろしゅうございますか。はい、どうもありがとうございます。

はい、お願いします。
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○委員：市民団体の活動というのは、熱心にされている団体がほとんどだとは思うんです

けれども、例えば中には、補助金をもらって余り活動をしていないという団体も少数あ

るんじゃないかと私はちょっと疑問があるんです。そういう意味で、その他の意見のと

ころに、その後のチェックが必要ではないかという意見を書かせていただきました。

ですので、困ったことに応えるというのは、困ったことがあるという団体は熱心にさ

れている団体だと思いますので、活動が何か滞っているような団体をチェックして、む

だなお金をそこに流していないかということで、そのむだなお金を本当に熱心にしてい

る団体に回すことのほうが有意義だと思いますので、そういう意味でのチェックをもっ

と積極的にやっていただきたいと思います。

○委員：それについて、また。

○議長：はい、補足ですね。

続きまして、お願いします。

○委員：今、委員からそういう意見が出ていたので、私が今、森林のボランティア活動を

実際やっているんですね。そういうときにいろんな団体を知っていて、確かにお金を使

ってはいけない項目で、全然活動をしていないのに、活動したような報告があったりす

る。それを、悩んでいるのが現状なんです。それは実際、入ってみてわかったと思うん

です。

私がもし外にいたら、そういうことは、「であろう」で済んだことが、委員がおっしゃ

ったことは実際あるんですね。その辺の、要するに評価する組織づくりが全然ないんで

すね。お金はあげるけど、勝手にやってくださいよということでは、そのボランティア

活動も、熱心にやっていらっしゃる方たちの意欲を阻害されるということを非常に思い

ました。

私もそうです。実際に一生懸命やっているところが評価されなくて、同じお金しかも

らえないんであれば、何でこんなことをやらないかんのやという、そういう意見が出る

んですよ、実際に。人間ですから思いますし、どんなに大義名分を出しても、私自身も

そのボランティアのほうに行って、そういう気を持ちましたし、そこの部分はボラティ

ア活動として、もうちょっと県が積極的に目線を上げてほしいと思います。よろしくお

願いします。

○議長：ありがとうございます。

今の点について、いかがでしょうか。
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○事務局：チェックの件ですけれども、事後のチェックというのはなかなか難しいところ

があるんです。現時点で取りまとめ中ですが、実際、「みんなで始めよう」という活動を

やっているか、どうなっているかというのはとりまとめているところで、まだ出来てお

りませんので、わかり次第また報告もさせていただきたいと思いますが、何通か見てい

ると、リーダーが亡くなっているとか、資金がなくなったということで、単年度ではな

いんですが、何年かで活動がとまっているところもあるように聞いております。

終わったところのチェック、たった１年でというのは、なかなかないかと思っていま

す。といいますのは、外部委員も入っていただいた中で審査するときに、５年間継続的

に活動をやりますという形を、きっちり見せていただくということを条件に審査してお

りますので、単年度で終わるとか、その辺については、まだ考えられないんですが、も

うちょっと調査をさせていただきます。審査のときに、きっちりと継続的な活動をやる

という条件で、「みんなで始めよう森づくり活動」については公募しておりますので、そ

の辺のところの担保が不確定なところについては、なかなか採択というのは難しいかな

と思っております。

それと、委員が言われました、不正といいますか、ちょっと状況がわからないんです

けれども、県の貴重な税金を使った形で支援しておりますので、最終的に活動実績報告

とかきっちりとチェックして、税金が確実に使われているというふうなことを確認した

上で、補助金を出しております。

昨年来も、内部告発というか、内部ではなく、どこかに漏れて、グループ間の中でお

金のやりとりがあるとか、ないとか、そういうようなことがありましたけども、それに

ついては、事実関係をきっちり確認はさせていただきましたし、不正は確認ができませ

んでした。きっちりと活動もしているということで確認しましたけれども、そういうふ

うな疑惑が持たれるということ自体、問題です。活動される方には事業実施の手引なり

をきっちりつくり、こういうふうな場合はだめですという形で、「みんなで始めよう森づ

くり活動」がうまいこといくような形で、実施させていただいております。以上です。

○議長：はい、ありがとうございます。

いかがでしょうか。

○委員：ありがとうございました。

○議長：それでは、何かありましたら、後でまたお願いいたしたいと思います。

続きまして、里山整備・利活用の推進につきましては、評価できる点としまして、○
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○委員から、里山の整備は推奨されるべきである。というご意見をいただいております。

それから、評価できない点として、○○委員からは、里山整備協定林数については進

捗がおくれている。○○委員から、里山の整備・利活用の進捗状況は数字が低い。さら

に普及啓発活動等が必要と思う。というご意見をいただいております。

その他意見としまして、○○委員から、里山整備協定林の数のさらなる増加が期待さ

れる。○○委員から、県民参加の里づくり事業（里山協定林推進事業）については、達

成度が３０％となっている。さらなる県民への広報を行うとともに、採択要件の見直し

を行う等、推進を願いたい。○○委員から、公園的な環境をつくるタイプの里山保全で

は、補助が終了したり、中心的に関わった人がいなくなると継続できなくなるおそれが

ある。薪炭等の利用などの仕組みづくりを促進できるような工夫が必要と思う。○○委

員から、里山の放置林相、耕作放棄地が多く見受けられる。環境保全のため、農林業が

連携して改善に取り組むべきである。

林業だけじゃなくて、農林業ということに広げておっしゃっています。

そういうことでございますが、県のほうで何かご説明いただきたいと存じます。

○事務局：回答させていただきます。

里山整備協定林数については進捗がおくれているということで、確かに進捗がおくれ

ております。ここで指標となっておりますのが、県民参加の里山づくり事業といいまし

て、市町と里山保全団体の間に、２つ以上の団体が入って協定を結ぶというところで実

施します「県民参加の里山づくり事業」、それが指標となっております。

こちらにつきましては、市町が主体的に動いていただいて、市町と里山保全団体の間

で協定を結んでいただかなければならないし、やはり市町が里山整備にうまく絡んでい

ただくというふうなことが条件となっておりますので、その点で若干おくれているのか

なと思っています。この辺につきましては、市町等と連携をとりながら、こういう協定

数がもう少し伸びるように努力していきたいと思っております。

一方、「里山リニューアル事業」も、同様に土地所有者と市町が結ぶ里山整備でござい

ますので、今後この辺の指標のあり方というのも、少しまた検討なりさせていただく中

で、里山整備が進んでいくというところを、きっちりと見えるような形にしていきたい

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。

委員の方から、何かご意見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：里山保全なんですけど、ちょっと私、わからないのは、里山保全というのは、要

するに景観を主にやられるのか、公園的な整備をやられるのかという、どっちを主眼に

置いていらっしゃるのか。それは、２つともオーケーということであれば、例えば

どのぐらいの確率で公園事業をやって、山だけの保全をするのか。それをどの程度のバ

ランスで考えていらっしゃるのか、ちょっとお聴きしたいんです。

○事務局：これは手の入っていない里山を、薪炭林なり、昔、手の入っていたような形の

里山に戻していきたいと。その結果として人が入っていくとか、そういうような形にな

るものと思っております。

○委員：それは、要するに保存ということですね。

○事務局：里山を継続的な活動に使っていただくための一つの指標として、こういう制度

があるということです。

○委員：私がもう一つの疑問だったのは、その景観と公園みたいなものをおつくりになっ

ていますね。例えば運動公園みたいなことですが。

○事務局：それは、この事業ではやってないと思うんですけど。

○委員：これには入らないんですか。私の誤認だったと思います。

はい、ありがとうございます。

○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：今の発言と少し関連するんですけども、里山保全というと、薪炭林として利用す

るのが本来だと思うんですけども、多くの活動団体はどうしても公園的な管理のほうに

行ってしまっているんじゃないかと私は思っています。そのほうが、素人はやりやすい

ので、小さな木を伐って風通しをよくし、見通しをよくするということをやっていて、

結局、大きなコナラを残している。そこに草が生えて悪循環になっている。

ナラ枯れがないとしても、大きな木を残すということでやっていると、その林はその

うちに行き詰まってしまって更新できなくなるので、もし里山保全を公園的な管理とい

うことでやるのなら、思いっきりケヤキを植え直すとか、公園としてもちゃんと機能す

るような植え込みをしたほうがいいと思いますし、里山として保全していくんだという

ことであれば、ある程度、こういうタイプの施業をしてくださいということを指導しな

いと、やっぱり里山としての保全は成り立たないんじゃないかと思いました。できたら、
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そういう指導をお願いしたいと思います。

○事務局：なかなか里山整備は難しいところがありますので、ご意見をいただきながら進

めていきたいと思います。

○議長：はい、どうもありがとうございます。

そのほか、よろしゅうございますか。

それでは、次の、びわ湖水源のもりづくり月間の取り組みについて、ご審議願いたい

と思います。

その他意見としまして、○○委員から、森づくり交流会は今後さらに充実する可能性

があり、本県の取り組みを広く内外に発信し普及啓発に寄与するものである。県内の林

業従事者とその事業もさらに周知し、子どもから大人まで、さらには企業、大学及び関

係研究機関、マスコミまでも取り込み、充実発展してほしいと期待する。環境ビジネス

メッセの先例を見て、関西、西日本のモデルとして「森づくりと水源を考える大きなイ

ベント」として育ててほしい。○○委員から、森林づくり交流会に多数の参加が見られ

るなど、県民の中には森林づくりに参加するだけではなく、さらに知識を広げたり、同

じような取り組みをしている仲間と交流したいなどの意識が育っていると考えられる。

誰でも参加しやすい事業とともに、より高度な取り組みを求める層に向けた事業など、

幅広い事業の展開により、より効果が高まると考えられる。

というようなご要望がございます。

これについては、特にございませんか。こういう要望ということにさせていただきた

いと思います。

以上で、いただきましたご意見なり、ここに書いてあることなどを中心にまとめてい

きたいと存じます。

続きまして、基本施策３ 森林資源の循環利用の推進について。

評価できる点につきまして、○○委員から、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るが、新しい取り組みが必要。○○委員から、指標、目標に対

して順調と評価する。○○委員から、おおむね妥当、達成度の伸びも順調。○○委員か

ら、全体の数字としては、目標に対して順調と思う。○○委員から、基本指標による達

成度は良好。○○委員から、目的に照らして事業内容は適切である。期待される効果が

上がりつつあり、さらに積極的に取り組んでいくべきである。

ということが書かれております。
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ここのところだけまとめますと、全体として、基本指標による達成度は良好であり、

目標に照らして順調と評価され、さらに積極的に取り組んでいくことを期待するという

ふうにまとめては、いかがかと存じております。

ただ、評価できない点もございまして、○○委員から、たくさんの資源があるのに何

とかならないのか。予算の削減でどんどん林業が衰退していくのが情けない。山に手を

入れるようにしないと、土砂災害を引き起こしやすい。

その他意見として、○○委員から、全体を見ると向上という評価はまずまずだが、利

用の促進という点から見ると、まだまだという感が拭いきれない。

というご意見を頂戴しております。

この点について、県のほうから何かご説明いただきたいと思います。

○事務局：なかなか木材というのは厳しい状況がございますけども、精いっぱい取り組ん

でまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

この基本施策３につきまして、私のほうから回答というか、説明させていただきます。

まず、評価できない点でございますけども、ご指摘のとおり、滋賀県森林の約半数の

森林が利用可能な状態になっておりまして、このまま放っておくと、１０年後には７割

近くが利用可能な状態になるという状況でございます。

そういった中で、あくまでも滋賀県の森林を適切に保全管理していくという視点から、

木材利用を進めていこうという施策を持っておりますので、ご指摘のとおり進めてまい

りたいというふうに考えております。

その他意見ということで、確かに昨年の素材生産量は、一昨年に比べて１．５倍にな

りました。ただ、それはあくまでも素材生産量が増えたというだけでございまして、利

用という点からはまだまだ不備な点がございますので、そういった部分についても今後

取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。

○議長：はい。

何かご意見等ございませんでしょうか。

そしたら、後ほどいろいろあるかと思いますので、そのときにおっしゃっていただき

たいと思います。ここのところは、そういうような評価について、ただいまの貴重なご

意見も入れさせていただきたいと思っております。

それから、項目別では、県産材の利用の促進でございます。

○○委員から、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
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移していると評価できる。というご意見をいただいております。

評価できない点としましては、○○委員から、現時点で資源の利用に関しては、効率

的に事業が行われているようだが、利用・消耗ばかりでよいのか。使う→育てる→使う

→育てるということが、本当の循環利用なのではないか。そのためには、植林も必要で

あるので考慮いただきたい。ただし、植林となると食害・獣害が絡んでくるので、施策

１の事業の重要性が響くと思われる。○○委員から、生産・流通等森林組合に対する割

合が多いように思う。補助金や助成の極度な集中があれば、再検討していただきたい。

というご意見でございます。

それから、その他意見をたくさん頂戴しておりまして、一個一個区切ろうかと思って

いたんですけど、県産材の「びわ湖材」とかも同じような感じもいたしますので、全部

通して申し上げていきたいと思います。

○○委員から、木材利用進展のためには、生産、加工、流通、いずれのシステムも重

要だが、現在の建築システムの中で、確実な需要を獲得していくためには、適切な加工

体制を構築し、製品として質の高いものが加工されることが重要であると思われる。そ

のための支援として、何か対策が考えられないだろうか。○○委員から、県産木材の利

用にあっては、販売ルートの整備、県産材質の評価（クオリティー）をどのように打ち

出していくのか。県産木材の量産をどうするのか。利用、活用推進などが挙げられる。

○○委員から、県産材利用促進については、さらに広く県民にＰＲ等が必要と思う。○

○委員から、県産材の利用促進で公共施設の木造化が進んでいるが、平成２３年度の事

業予算欄がゼロなのはどういうことか。県産材が公共建築にも使えるとなると、多くの

材のストック等も必要。現在、県下で大型公共施設も建築されてきているが、県産材の

需要と供給はどのようになっているか。

○○委員から、国の施策により間伐材を搬出しなければ補助金が交付されなくなった

ことや、伐期齢を過ぎた人工林分がかなりあることから、国有林、公社、森林組合等よ

り大幅な市場への材の供給が起こり得るであろうことは周知の事実である。それに伴い、

市場への材の供給超過が起こり、材の値下がりが起こる。それだけにはとどまらず、材

の仕分けを行い価格の維持に努めてきた市場・民間業者の経営が圧迫されると考える。

補助金事業のみにとどまらず、経済対策としての事業展開を願いたい。また、材の市場

への供給についても、価格の低下が起こることのないようシステムの構築に向け努力願

いたい。という経済的な観点からの投げかけと、ご意見ということが書かれております。
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○○委員から、森づくりの諸施策は広範多岐に及ぶが、中でも大事なことは県民（国

民）が生産された木材をいかに知るか。材の特性・品質を理解し、好きになることが大

事。これらの面も強化していただきたい。○○委員から、「びわ湖材」の認定木材量は増

加しているとはいえ、工務店にとっても消費者にとっても、「びわ湖材」を使用すること

の意義とメリットが十分感じられるような仕掛けが必要と考える。○○委員から、びわ

湖材産地証明制度は、消費者に制度の目的と長所をＰＲすべきである。○○委員から、

県民の森林への意識改革は必要である。コンクリートの建築になれた現代人は、身体で

感じることを忘れ、人間の本能をも忘れかけている。新しい時代の木造建築への意識改

革は、木造建築への再生へと導いてくれるだろう。○○委員から、県から市町への県産

材の利活用について助言を。○○委員から、県産材をもっともっと活用（使用）しても

らうためには、基本施策１でも述べたように、まず作業道の新規開設と拡大が重要。ま

た、県産材使用に対する県の補助（金）制度の拡大も必要。

以上までが、県産材に関することでございますので、まとめさせていただきました。

多岐にわたっておりますので、県のほうから逐一ご説明をお願いできればと存じます。

○事務局：まず、評価できない点の１つ目でございますけども、循環利用というのは当然

必要ということで、私たちも目標に平成 32 年の素材生産量 12 万㎥を挙げ、それを目指

しております。ただ、ここに書いていただいていますように、使う→育てるというのも

全て林業でございますので、使うことによってその収益が山元に回って、獣害対策も含

めて、植えて育てるという部分に回るようにするというのは、今やっております木材利

用の目的でもございます。そういった支援もしっかりやってまいりたいと考えています。

２点目でございますけども、確かに従来は、どっちかというと、山側に対する補助金

が中心の行政でございましたけども、特に今年度から、３年間で延長になりました「森

林整備加速化基金事業」では、高性能林業機械導入等の川上対策もあわせまして、流通

とか加工といった川下対策についても、かなりの配分をさせていただいておりますので、

特にこの３年間につきましては、それらの基金を活用しながら取り組んでまいりたいと

考えております。

次に、その他意見のところでもかなりありますので、１点１点申し上げますと時間の

制約もございますので、私のほうから木材利用促進策基本方向という形で、今現在取り

組んでおります方向性について、全体的に取りまとめて説明させていただきます。

まず、ポイントは、木材利用をいかに促進していくかというところであると思います。
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利用するためには、まず生産、加工、全ての工程の中でしっかりと収益を生み出して、

それが回ると。先ほど申しました林業も、川上も山側も含めまして、そういった収益が

しっかり回っていくという仕組みを確立するというのが重要であると考えております。

そのためには、林業、木材産業といった２つの産業の振興が、やはりベースにあるんじ

ゃないかと考えております。

ご意見の中にも、製品の品質の対応でありますとか、販売ルートの整備、量の確保な

ど挙げていただいておりますが、まさにそれらが県産材利用促進に向けた林業、木材産

業の課題でもございまして、現在県で取り組んでおります内容につきましては、生産や

加工事業体の基盤整備、そして住宅や公共建築物の利用拡大に取り組んでいるところで

ございます。

ただ、滋賀県のこれらの現状は全国レベルと比べましても、まだまだ低い水準である

ということは事実でございます。さらに、今後全国で木材生産量というのは飛躍的に増

えてきます。また、住宅着工数を見ますと全国的には若干持ち直しておるんですが、滋

賀県の住宅着工数はここ数年下がり続けているという状況で、木材需要は、国全体も含

めても頭打ちという状況でございます。特に昨年度末からお盆前までの顕著な問題であ

りましたが、木材価格がかなり低下しているという傾向もございます。そういった中で、

今後国産材の市場獲得競争というのもますます厳しくなってくるというのははっきりし

ております。

こうした中で、県産材を確実に流通させて利用を図っていくというためには、国産材

流通の現状をしっかり注視しながら、滋賀県の生産や加工の実情に見合ったきめ細かな

取り組みが必要であると考えておりまして、木材利用を促進する対策とあわせまして、

まずニーズに即した品質の木材を必要なときに必要な量を供給して、原木の動きが滞っ

ている、現在そういう状況にあるんですが、そういうときにはストックするなど、そう

いう需給調整を行う流通コーディネーターの役割を担う機関というものを中心とした、

流通対策の整備というのを進めてまいりたいと考えております。

そういった視点で、この７月には、県森連さんのほうで東近江市に「木材流通センタ

ー」を開設していただきました。それも取り組みの一環として、県としては支援させて

いただきたいと考えておりますし、今後皆さんもご協力いただきたいと考えております。

こういった関係者の皆さんとも協力しながら、これからの滋賀県の木材産業振興にし

っかり取り組んでいくということが、ここにありますその他意見にお答えする方向性じ
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ゃないかなというふうに考えております。以上でございます。

○議長：はい。

たくさんございますので、まとめて、こういう方向性ということをお示しいただきま

したけれども、委員の皆様から何か。

はい、どうぞ。

○委員：意見というよりも、要望みたいなものですけども、今現在、「木の香る淡海の家」

の補助政策をやっていただいているんですけど、あれは戸数にすると年間で１００棟前

後なんです。今、滋賀県の建築着工数がどんどん減っているというふうに統計的には出

ているんですけど、毎年あれを見ていくと、木造の新築着工数は６,０００棟前後で、ず

っと横ばいで来ているんです。

それで、「県の木の香る淡海の家」の補助政策の戸数をその６,０００棟前後で割って

いくと、シエアが１．６ぐらいだと思うんです。全てのものの市場シエアというのは５％

を超えると、一般の方々がきちっと意識をなさるという、そういう統計があるそうなん

です。それで、１．６前後だと、何かやっているらしいなという程度で、市場性という

か、使われる方も消費される方も、その意識の中にないと、そういうパーセンテージに

なってしまう。

これは、甚だ勝手な流通の立場からのお願いですけども、まずは、滋賀県の一戸建て

の木造住宅の５％の数までは補助をしていくとか、お金の問題ですので、ことし、来年

というと、すぐに提起できるかどうかわかりませんけども、そういう具体的な数値目標

を掲げて補助政策をやってほしいというのをお願いしておきたいんです。

○議長：はい。

ということでございますが、いかがでしょうか。

○事務局：ありがとうございます。予算面、なかなか厳しい状況にあるのは事実なんです

が、ただ１点、来年度の国の概算要求を見ていますと、国土交通省のほうで、木造住宅

に対する従来のエコポイントと同じような、木造住宅に対するポイント制度を考えてい

るみたいですので、そういったものをもうちょっと注視しながら、セットで、今おっし

ゃったように、ちょっとでもそういう取り組みが増えるような形で仕組みは考えていま

す。ただ、予算の関連もございますので、どうしてもこれから交渉次第という状況でご

ざいますので、努力してまいりたいと考えております。

○議長：はい。
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お願いします。

○委員：その他の意見の中ほどのちょっと下に、私の意見を書かせてもらっておりますが、

これはただいまの意見と非常に関係が強うございます。この席上、皆さんはこういうジ

レンマをお持ちになると思うんですが、山の間伐木、また皆伐木をよい値段で山から持

ち出してこなければ売れない。皆伐、間伐を促進しようと思うと、木の値段を高くしな

いと仕方がないということ。

それをたくさん買ってもらうということになると、安くしないと仕方がない。高く生

産したものを、安く売れということは非常に難しいことなんです。さあ、どうすればい

いかという、ここにジレンマが出てくるわけですけども、このジレンマを少しでも軽く

するために、この大きな乖離のある問題を解決するためには、私はせっかくつくってい

ただきました「びわ湖材」というもの、このブランドをもっと大切にすると。

そして、伐るときは、おれたちの山の木は「びわ湖材」で売るんだということで、プ

ライドを高く持ちながら、少々厳しい生産ですけれども、頑張って木を伐っていこう。

そして、またこれを買って、家に加工していただく製材業をやっておられる業者の方々

は、少しでも安く売れるようにしようということで、「びわ湖材」については頑張ります

ということで、ひょっとすると、他のものより高いかもしれないけれども、「びわ湖材」

のブランド、このブランドが推しているんですよと。

女性の方は、ハンドバッグにしろ何にしろ、いいブランドがついておりましたら、同

じ機能しかなくても、よい値段で売れるという経験をお持ちと思いますけれども、「びわ

湖材」というブランドをもう少し権威づけるように努力していただいたら、伐るほうも、

売るほうも、つくるほうも、みんなで喜びが得られるんじゃなかろうかと思います。こ

れについては、余りお金はかからないと思いますので、ブランドの権威づけをしてもら

うようにお願いしたいと思っております。

○議長：はい。

今の点について、いかがでしょうか。

○事務局：ありがとうございます。

特にびわ湖材利用促進対策につきましては、「びわ湖材」を使っていただくことに対す

る支援ということで位置づけております。また公共建築物と若干ほかにもご意見をいた

だいておりますが、公共建築物につきまして、例えば今、彦根東高校の木造校舎をそう

いった取り組みをやっておりますが、市町の公共建築物も含めて需要を拡大する中で、
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「びわ湖材」を使っていただくこと、県としてもそういったことを進めてまいりたいと

考えております。

○議長：はい。

お願いいたします。

○委員：私、木材業を営んでおるんですけども、ここにたくさんの県産材の意見を書いて

いただいて、非常に励ましていただいているような気がしてありがたいんですけども、

今、○○委員がおっしゃったように、ブランド化ということも非常に大事だと思うんで

す。

今、「びわ湖材」の認証制度というのは、恐らくできて五、六年になると思うんですけ

ども、経済が停滞化して、その建築数が伸びていないということもあるかと思うんです

けども、この「びわ湖材」の認証業者は１５０前後なんです。その登録をされて、既に

やめられたとこも１０や２０ぐらいある。新たに参画していただいた方も、そのぐらい

の数はあるんですけども、ちょっとここへ来て、マンネリ化ではないんですけども、そ

の「びわ湖材」に関して皆さんの意識が非常に業界内で薄いというのは、私どもは湖南

地域ですけども、ここ半年ぐらい非常に感じているんです。

「びわ湖材」というのをもっと皆さんに定着していただけるように、いろんな宣伝も兼

ねてしていただいたらありがたいんですけども、先ほど市町村で国産材の需要というお

話があったんですけども、まだまだ、我々の観点からすると、業者ですので余計そのよ

うに思うかもわかりませんけども、市町村で「びわ湖材」を使ったら、半公共的な建物

は補助金が幾らかありますよというのを御存じない場合もあったように伺いますので、

できれば県のほうからそういうようなことをもっと積極的に指導していただいて、「びわ

湖材」の商品というのは増加していただくように。

そうでないと、現状は、県外の大型工場に「びわ湖材」としてかなりの量を出荷する。

それが施策として悪いか、いいかは別にして、それがメーンになるようでは県の林業と

いうのはなかなか再生されないと思いますので、これは希望的な意見ですけども、「びわ

湖材」というのは利用していただいて、宣伝もアピールも兼ねて、もちろん補助金もつ

いてくるんですけども、お願いしたいと思います。

○議長：はい。

ただいまの点について、いかがでしょうか。

○事務局：ありがとうございます。
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特に後段の公的事業に関しましては、県としてもそれは重要な施策と位置づけており

ますので、先日来も機関長さんに集まっていただいた会議の中で、県挙げて市町にＰＲ

していくということを話しさせていただいておりますので、精いっぱい努力してまいり

たいと考えております。

○議長：ありがとうございます。

そのほか、いかがでしょうか。

はい、お願いします。

○委員：私も、上から５つ目の意見で、県産材の公共建築ということで設計する側と施工

する側なんですけれども、県の工事をしましたら、やはり着工年度とか、設計に取りか

かる月とか、そういうのは決まっておりますので、それで結局は設計して竣工に至るま

でで、そんな時間が少ないと思いますので、それに関してストックが本当にあるのか、

どういう材がストックされているのか、そういったことをある程度知りながらだと設計

がしやすいと思うんですね。

わからなかったら、店のメンバーとか要求していくと思いますので、そういうふうな

きめ細かなお知らせというか、いろんな形ではあると思いますが、それをお願いしたい

なと思っております。

もう１つ、追加的なんですけれども、間伐材をこのように補助でおろしておられます

けれども、その間伐材は今、どのように利用されているんですか。

○議長：はい。

では、お願いします。

○事務局：まず、１点目でございますけど、それにつきましては、例えば彦根東高校の事

例を出しますと、実は部材調達が大変でございまして、設計の段階から建築担当部局と、

こういう材だったらほんまに滋賀県産で調達できるかというとこまで突き詰めて設計を

したという経緯がございます。現在そういうことをしないと、なかなか県産材を使って

大規模建築物を木造でというのは無理という状況でございますので、当面はそういった

ことも、市町に対しても同じようにやっていきたいというふうに考えております。

間伐材につきましては、昨年６万７,０００のうち、ほとんどが間伐材なんですけども、

そのうち４万立米がチップ、２万立米が製材、５,０００立米が合板という形になってお

ります。どうしても、今はチップとか合板のほうに流れやすいですけども、本来、柱と

して利用可能なものもございますので、そういったものにしっかり利用できるように取
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り組んでまいりたいと考えております。

○議長：よろしゅうございますか。

そのほか、何かございませんか。

はい、お願いします。

○委員：ちょっと「びわ湖材」のほうに聞きたいんですけど、建築に使われる材と、それ

から家具だとか、一般に机とか多目的に使う材と種類が若干違いますね。そういう部分

で、「びわ湖材」というのは対応できるんでしょうか。

○事務局：「びわ湖材」は種類を限定していませんので、先ほど委員からありましたように、

認定事業体を通じて使っていただければ、「びわ湖材」として産地証明をするという仕組

みでございますので、そういった事業体の皆さんが使っていただくについては、種類と

用途は問うてはいません。

○委員：今では、そういう意味での山での行為というのは行われているんですね。

○事務局：現実、家具に使われるというのはほとんどございませんので、例えば机も、学

習机の天板とか、学習机でしたら助成制度もやっておりますので若干動いておりますけ

ども、それ以外、一般的な家具として流通しているかといいますと、余りまだ事例がご

ざいません。ただ、事業体によっては家具屋さんがそういった県産材で取り組みされて

いるとこもございますので、動きとしては若干あると考えています。

○委員：間伐材では絵はがきとかいただいたことがあって、その辺は間伐材として動いて

いるわけですね。

○事務局：それは、「びわ湖材」というか、それは間伐材を利用した製品ですよということ

で、さまざまな取り組みをしていただいているということだと思います。

○委員：はい、わかりました。ありがとうございます。

○議長：はい、どうもありがとうございます。

そのほか、ございませんか。ありましたら、また後ほどお伺いするとしまして、次は

右側の下から４番目の黒丸です。

○○委員から、作業の機械化の促進と、普及のための機具の整備を促進することと書

いておられるんですけど、もうちょっと補足していただけませんでしょうか。

○委員：県産材の利用の促進ということになりますと、とにかく滋賀県内の山で木を伐っ

て持ち出してこなきゃいけないということになります。そういうことになりますので、

目下のところ山から木を持ち出してくるというと、たくさんの機械が要るわけなんです。
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これは、このあとの段でも申し上げたいと思いますけれども、そういうことで、この

機械というのが今の状況ですと、特殊な機械ということに該当しますので、非常に高い

ということでございます。例えば私は森林組合という立場なんですけれども、１つの森

林組合でも何カ所か現場を持っていると、何カ所かに高い機械が必要であるということ

になります。ですから、それぞれにつきまして、助成していただける制度はもっともっ

と充実して広がっていったら、多くの方がそれを使うことができるのではないかという

ふうに思いますので、書かせていただきました。

○議長：はい、どうもありがとうございます。

ということでございますので、県のほうから何か。

○事務局：今の点でございますけども、低コスト施業の推進ということで、当然路網とセ

ットで高性能林業機械の導入という課題が一つございます。そういった視点で、先ほど

も申し上げましたとおり、森林整備加速化基金事業でことしから３年間、かなりの金額

で、今、要望いただいていますのは４１台ですか、県下全体で。その部分の予算を一応

確保しております。

ただ、実際に整備が進むかどうかというのは、それぞれの森林組合さんや事業体さん

の経営方針なり状況も関係してくると思いますが、一応それだけのものは予算を確保し

ておりますので、必要な部分についてはできるだけ早く導入していただくように、県の

ほうも対応してまいりたいと考えております。

○議長：どうもありがとうございます。

ということでございますが、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した。

続きまして、○○委員から、施策目標から考えると、現在の木材利用としてチップとし

ての利用が６０％を占めており、材としての使用が望まれる。木質バイオマスを利用し

たボイラー等の導入助成の必要。○○委員から、木質バイオマス発電実現のための体制

整備を検討できないか。循環型社会の構築を目指し、脱原発のための代替エネルギーと

して、地球温暖化対策としても期待できる。

というご意見を頂戴しておりますが、これについてはいかがでしょうか。県のほうか

らお願いいたします。

○事務局：特にバイオマスにつきましては、この７月に再生エネルギーの固定価格買取制
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度がスタートしたこともございまして、皆さんの関心が大変高いところでございます。

先ほども申し上げましたように、昨年度時点で６万７,０００の素材生産量に対する４万

立米がチップになったという現状もございます。ただ、委員からありますように、やは

り木材というのは柱にもなれば、合板にもなれば、燃料にもなるという、さまざまなも

のが山から出てきますので、また価格的に見ますと、製材のほうが高いし、その次に合

板、最後に燃料等のチップになってきます。

そういった生産側からすれば、ちょっとでも高く売るというのは、当然収益の確保に

つながりますので、それが望ましいというところでございますが、ただ、滋賀県の現状

を見ますと、製材のほうがなかなか流通しないという現状の中で、どうしても合板とか

燃料に回ってしまっているという現状がございます。だから、できるだけしっかり木材

を利用される、要するに製材として利用されるという仕組みをつくる中で、あわせてＢ

材なり、また燃料用に使われるというふうに持っていきたいというのが考え方でござい

ます。

支援の関係でございますけども、特に熱利用に関してはボイラーで燃やすか、ストー

ブに対する支援をというご要望を多々いただいておりますが、ただ、森林・林業サイド

からすれば、木材の利用促進というのが、どうしても視点になってきますので、本当に

そういったものに支援して、木材が動くのかという部分もございますので、そういった

部分をしっかり見極めながら、制度設計なりを検討してまいりたいというふうに考えて

おります。

発電につきましても、これは現在、まだこの制度で動いているのは１カ所、福島県に

あるだけというふうに聞いておりまして、第２号は和歌山県で検討されているという予

定でございます。ただ、採算性という点で、本当にそれが採算に合うかどうか。東北と

か中国地方ですと、もともとその木材が動く、流通しているとこでございますので採算

が合うかもわかりませんけども、それを滋賀県に持ってきて、滋賀県で採算が合うのか

どうか。そういった部分もしっかり見ていく必要がございますので、この点については

慎重に進めてまいりたいと考えているところでございます。

○議長：はい、ありがとうございます。

特に、委員の皆様からご意見等、ございませんでしょうか。

それでは、今までございましたことなんかも取りまとめていきたいと存じます。

それから、最後のところで、森林資源の有効な利用の促進について、その他意見とし
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て５つございます。

○○委員から、県産材の用途拡大研究や、試験的利用事業の充実も図られたい。○○

委員から、森の資源研究開発については、研究内容を活かす取り組みが必要。○○委員

から、森林資源の循環利用の促進の観点から見ると、木質バイオマスの利用も必要であ

り、研究開発への支援はもとより、資材の確保等より実践的な分野の支援も必要である。

○○委員から、放置されている広葉樹林がたくさんある。再生可能な資源としてのエネ

ルギー開発に取り組む必要がある。○○委員から、火災に強い燃えない木材の開発や電

気への応用等、林業資源の循環利用の推進活動は重要である。

というご意見をいただいております。これについてまとめて申し上げましたけれども、

ご説明いただけたらと思います。

○事務局：森林資源、特に木材利用につきましては、先ほど申しましたように、柱等、製

材として使う場合と、あとマテリアル利用とエネルギー利用という違った形で使うとい

う部分があると思います。今後、国全体で木材供給が過剰になってくる中で、それをし

っかり使っていこうと思えば、今までの使い方以外の使い方を当然研究開発する必要が

ございます。ただ、それが民間の事業体の皆さんが、要するに商売として成り立つとい

うのが前提でございますので、そういった視点で、森の資源研究開発事業で支援させて

いただいているとこでございます。

ただ、これにつきましては県内の取り組みということで、例えば先ほどの電気に使う

とか、金額的にも、なかなかそういったもので対応できないというところがございます。

ただ、さまざまなアイデア、工夫で利用するという場合もございますので、そういった

視点でしっかり支援してまいりたいというふうに考えております。

また、そういった研究開発されたものが、しっかり売れるようにマーケティングとか、

事業化も含めた調査研究についても、しっかり取り組みいただけるようにＰＲ等をして

まいりたいと考えております。

○議長：はい、ありがとうございます。

このことにつきまして、委員の皆様、何かご意見等、ございませんでしょうか。

そうしましたら、こういうふうなご意見があったということで、まとめさせていただ

きたいと思います。

続きまして、基本施策４に移りたいと存じます。

次代の森林を支える人づくりの推進についてでございます。
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評価できる点としまして、○○委員から、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るが、さらなる推進に期待。○○委員から、全体を通しては、目

的に対しておおむね妥当である。○○委員から、指標達成度も向上しており順調と見る。

○○委員から、昨年と同じぐらいに進んでいる。これからも同様に力を入れてほしい。

○○委員から、「やまのこ」事業は合致。基本指標に対する達成度は良好。○○委員から、

目的に照らして事業内容は適切であり、引き続き、次世代へ森林づくりの意識を伝えて

いく必要がある。

ということで、まとめますと、全体として見れば基本指標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というふうなことになろうかと思います。

しかし、次のような評価できない点がありますので、それも入れないといけません。

評価できない点としましては、○○委員から、森林所有者の意欲の向上、森林組合の

活性化については、数値的には伸びているようだが、私個人の感触としては、意欲も意

識も高まっているとは感じ取れない。森林を大切にする人材育成にもっと努めてほしい。

その一つとして、「やまのこ」で子どものころから森林環境に触れさせることが重要であ

る。

これは、「やまのこ」のほうになりますので、そのときにまた触れさせていただきたい

と思います。このことは、人材育成にもっと努めてほしいというのが評価できない点だ

ろうと思います。

その他意見としましては、○○委員から、地域の森林づくりを推進する市町・集落が

取り組んでいる事例を紹介し、境界明確化などとリンクさせることが望ましい。

ということで、もう少し詳しいことを伺いたいんですが、○○委員はあいにくご欠席

でございますので、県の事務局のほうから、もうちょっと趣旨をご説明いただければと

存じます。

○事務局：本日、○○委員がご欠席ということで、この意見の趣旨を事前に確認させてい

ただいております。

１番の事業とも関連するんですけども、放置林防止対策境界明確化事業、これを実施

して、その上で森林整備が進んだというふうな、いわゆる優良事例というものを紹介す

ることによって、ほかの地域でも参考にして、少しでもこういう事業が広がればという

ふうなことが、このご意見の趣旨というようでございます。

○議長：はい、どうもありがとうございます。
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ということでございまして、評価できない点と、今のご意見について県のほうからご

説明いただけたらと存じます。

○事務局：前段の部分、評価できない点で、森林所有者の意欲の向上とか、森林組合の活

性化というところですが、こういう意欲が低下をしているのが大きな問題かと思ってお

ります。森林組合につきましては、今まで補助金で経営している、それが大きなところ

だと。今後、補助金というのはどういうふうに変わるかわからない中で、施業の集約化

なり、木の循環の中から森林組合の経営まで考えていただく。そういうふうな経営をし

ていただくような形で森林組合の方に意識の改革を、森林組合指導という中でやってお

ります。

森林所有者の意欲の向上につきましては、先ほど間伐して木がもうかりますとか、放

置林防止対策で境界を明確化して、きっちりと孫・子の世代まで山を引き継いでもらえ

るとか、そういうような形で森林所有者の方にも自分が持っている山のありがたさとい

うようなものをきちんと見ていただきながら、意欲の向上に努めていきたいと思ってお

ります。

それと、委員からの森林づくりを推進する市町とリンク、境界明確化というものを手

段にしまして、施業の集約化、間伐材がうまく出てくると。それの仕組みづくりにつき

ましては、市町あるいは森林組合と県協同できっちりと見せていくように努力していき

たいと思っております。以上です。

○議長：はい、ありがとうございます。

いかがでしょうか。

○委員：ありがとうございます。

私が意見しているのは本当にごくごく一部で、私は高島市に住んでいますので、その

周辺のことを言っているんですけれども、森林に対する意欲がある若い人がその仕事に

つけないという事実もあります。

こう言っては何ですけれども、それほど森林に対する関心度が高くないけれども、一

つの就職先として森林組合なり、その作業班にとりあえず入ってみる。そこで意識が高

まればいいんですけれども、特にそうじゃなくて、ほかのところに就職できないから、

そこにいるみたいな感じの人も実際いることによって、森林の施業がもっと意識高くで

きるところがされていないということもありますので、先ほどの「びわ湖材」をブラン

ド化じゃないですけれども、森林組合なり森林に関わる仕事をしているんだということ
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をもっと誇りに思えるように高めていってほしい。

ちょっと表現しにくいんですけれども、森林に対する意識の高い人をもっともっと活

用していけば、もっとよい森林づくりができるんじゃないかと思いますので、その辺の

ことを考えても、単純なこういう事業をしていますよというだけじゃなく、きちっとし

た中身のある事業を展開していっていただかないと、本当に意識を持った若い人たちの

よい雇用場所にはならないと思いますので、今すぐにではないですけれども、そういう

ことをちょっと念頭に置いて、事業を進めていっていただきたいと思います。

○議長：はい、どうもありがとうございます。

今のは、ご意見ということでよろしいですか。

○委員：はい。

○議長：はい、ありがとうございます。

全体としての評価できる点と、今ごらんいただいたようなことをまとめさせていただ

きたいと思っております。

続きまして、森林所有者等の意欲の高揚ということで、○○委員から、事業は効率的

に行われていると判断できる。今後、森林づくりを直接支える人々の意欲を失わせない

ためには、資源の循環利用が進むなど、実際に地元材消費が増えることが重要であり、

森林をつくることがよい木製品づくりにつながり、ひいては需要拡大に結びつくという

認識を林業者が持てるようになることを期待する。

その他意見としましては、○○委員から、森林を多く所有する市町のリーダーの意識

は大切なことだと思う。まちづくり、まちおこしも考えながら、森林事業と向き合って

いくリーダーが必要。

森林所有者のリーダーでしょうけども、必要であるというご意見を頂戴いたしており

ます。

これにつきまして、県のほうから何かございませんでしょうか。

○事務局：貴重なご意見をいただきまして、地域の森林を守るのは、山に住んでいる林業

をされている方と思います。やはりきっちりと森林所有者の方の子どもたちなり、子孫

の方々に山をつないでいく大きな役割もありますので、そういうような形がきっちりで

きるような林研グループとか、連携を取りながら進めていきたいと思っております。

○議長：はい、ありがとうございます。

委員の方から、何かご意見等はございませんか。
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はい、お願いいたします。

○委員：きのう、林研の会議がありまして、林研の会長さんからこういう話がありました。

というのは、４０年、５０年たった杉を一本伐って、販売してもらったら、コーヒー一

杯分の収益しかなかったという話がありました。まだまだこれから価格が下がるのでは

ないかということを言っておられました。こんなことでは次世代を担う若い森林所有者

の方が育たないのではないだろうかという話がありました。

そういう話でした。

○議長：今のご意見に対しまして、何かございませんでしょうか、県のほうから。

先ほどの県産材のその他意見のところ、○○委員からもそういうことを書いておられ

ましたけど。

○事務局：なかなか現実的に厳しいご意見だと思いますけども、今までは何十年に一回し

か木を伐らない。そういう中で、林業というものがありましたけども、やっぱり地域の

広い山が集約化するなりして、継続的な形で安定的に木を伐る仕組みというふうなもの

ができてきて、持続的な森林づくりにつながったら若干変わってくるのではないかなと

思うんですが、その辺については、やはり林業家の方々と意見をきっちり交わしながら

進めていかなければならないです。

○事務局：すみません。ちょっと補足を。

委員はご専門で十分ご承知だと思うんですけども、それプラス、木材市場で売れる価

格を見ていましたら、やはり良いものは高く売れる場合もありますので、売り方という

か、そういったものをしっかり工夫していくという部分が必要だと思います。そういっ

た面についても、林研の皆様ともいろいろご相談させていただきながら、ちょっとでも

高く売れるよう努力はしてまいりたいと考えております。

○議長：よろしゅうございますか。はい、どうもありがとうございます。

続きまして、森林組合の活性化について。

評価できない点が、○○委員から出ております。まず、人づくりは大きな課題である。

林業の低迷と林業労働者の高齢化が進んでいるので、人材不足は大きな課題である。林

業労働者の機械化で、人材不足を改善できるのか疑問である。森林や山を恋人にし、な

おかつ厳しい労働をも引き受けるという人材育成の推進が必要。

というご意見でございます。

その他意見としまして、○○委員から、期待した効果は上がっていると判断できるが、
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森林組合の組織体制を充実させ、人材の育成を図るには、継続的な支援が必要であり、

人を育てるとともに、人を育てられる人材が育つようにするべきである。○○委員から、

森林組合の活性化・林業労働者対策事業について、対象を森林組合だけでなく、林業事

業体、民間業者等へ実施されるよう採択要件の緩和を行い、林業界全体の活性化を願い

たい。○○委員から、地域の森林を支える森林組合は必要不可欠であるが、営利活動が

大きくなると、地域の業者がさらに脆弱化する。森林づくり県民税の活用である以上、

広く浅く活用を願いたい。

ひとまずこの３つをくくりとして、先ほどの評価できない点とあわせて、県の方から

何かご説明いただけたらありがたいです。

○事務局：まず、○○委員からの人づくりの課題です。機械化だけではなくて、やっぱり

人材の育成というのも非常に大事だと思っております。そういう中で、「緑の雇用」対策

ということで、若い人が入っていくようなことについても努めておりますし、森林整備

加速化事業ということで、素材生産に係る事業につきまして、きっちりと機械を使って

低コストに行えるような形で人材の育成というものも支援をしております。

確かに、機械化だけではなかなかうまくいかないのも事実ですが、そういう中でも、

機械を使わない伐採というものも、コストを下げることができないのも事実でございま

すので、人材育成とともに、両輪で進めていかなければならない課題かと思っておりま

す。

森林組合につきましては、きっちりと地域の山を守っていただくのは森林組合になる

ということで、やはり森林組合みずからが人材育成なりをやっていただくような形で、

県も支援しているところです。例えば、森林・林業再生プランということで、今後１０

年後に国産材の５０％化ということになってきますと、やはり森林組合の職員の方々、

森林所有者がきっちりと森林経営計画を立てるということになっております。その辺を

していただくのは森林施業プランナーの方がやっていただくわけですけど、そういう

方々につきましても、今年度から研修をやって、技術、知識、そういうようなものの研

修を受けていただくようにしているところです。

それと、○○委員からの森林組合の活性化につきまして、林業事業体とか民間事業が

採択要件の緩和ということですが、県のほうでも、認定された林業事業体につきまして

も門戸を開いているところです。それにつきましては、一定、条件というものを取って

いただくということで認識していただいております。
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それと、○○委員からの県民税の活用ということですが、森林組合の活動につきまし

ては、一般施策の人づくりというところで、やはり森林組合の果たす役割というのは非

常に大きいと思っております。今後、森林組合がうまく山づくりにつながるような形で、

支援していきたいと思っております。以上です。

○議長：はい、ありがとうございます。

委員の皆様から何かございませんか。はい、お願いいたします。

○委員：森林組合連合会の会長がおられるのに、極端な意見で申しわけないんですけども、

地域の森林を支えているのはもちろん、言うまでもなく森林組合さんが非常に重要な立

場におられるのは重々わかっておるんです。我々業者という立場ですが、素材の生産業

者なり製材業者を含めて、森林組合さんもお取引していただいているし、その一般業者

の方もおられる。

その一般業者の方から、いろんな意見を聴かしていただくということで、私の知識が

浅くて、その補助金なりどうこうというのは詳しくはわからないので、なかなか返答で

きないんですけども、そういう意見がかなり出ているというのが現状です。

先ほど○○委員がおっしゃっていましたけども、森林組合さんは営利活動ばかりじゃ

ないと思うんですけど、余り大きくなってくると一般の業者の方がなかなかそれに太刀

打ちできないということで、その一般業者の方が、「もうわしの時代で終わりや」と言う

方がきょうまでかなりおられました。材がこれからかなりたくさん生産されるというの

は、もちろん機械化もあり、人材も必要ですし、森林組合さんの立場がかなり大きくな

ってくると思うんです。

○○委員の意見に私も賛成なんですけど、民間の事業体とか民間の素材生産業者の中

で、滋賀県の林業をいろいろ考えて意見を言っておられる方もおられますので、できれ

ばそういう方にも何らかの、例えば入札に参加するには条件があると思うんですけども、

ある程度緩和できることがあれば、民間の業者の方も育てていっていただきたい。その

ように思います。

それから、「緑の雇用」の話が出たので、これは参考意見として聞いていただいたらい

いんですけども、１年目、２年目、３年目ということで各機関で研修というのがあると

思うんですけども、できればもうちょっと短期間である程度のことを研修していただく

というふうにされたほうがいいと思っています。というのは、１年目、２年目、３年目

で研修される内容が、いろいろ順番にその林家に対して深めていくということらしいの
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ですけども、２年目、３年目になりますと山の実地の研修でなしに、就業としてやって

おられる方が研修を受けられるというと、その研修をやっている時間内で、研修らしい

研修になってないというのが恐らく現状だと思うんです。これは、名前を出してどうこ

う言いませんけども、そのような現状を私は見せていただきましたので、もう少し短期

間に、初めのうちにお金を使って研修されるんでしたら、改修されたほうがいいと思い

ます。以上です。

○議長：はい、どうもありがとうございます。

今のは、ご意見ということで伺ってよろしいですか。はい、どうもありがとうござい

ます。

その他意見の続きとして、○○委員から２つございます。高性能林業機械オペレータ

ーの養成を促進するべき。同時に、収入の増加を促すべきである。常例検査においては、

基礎的項目の厳格指導と目下当面の林業政策の解説指導をすべきである。

というふうなご意見を頂戴しております。常例検査のところは、私もよくわからない

んですけど、このことについて県のほうで――○○委員、補足がございますか。

○委員：補足させてもらいます。

この場では森林組合のことについて重点的に言われておりますので、ずばり針のむし

ろに座らせてもらっているような感じがございまして、非常に恐縮に存じておるんです。

森林組合と一言にいわれるわけですけれども、森林組合は、森林組合の組合員さんのも

のなんです。ですから、この中には１００町歩も山を持っている人から、１反以上、二、

三反しか山を持っていない人もおられます。そして、１００人も、１,０００人もの組合

員がおられるわけなんです。我々の森林組合は３,０００人おられます。

そういうことになってまいりますと、大変な経営者がおられるという立場になります。

それと、もう１つは、この時期、山で仕事をしてもらう方、非常に厳しい環境で仕事

をしているわけです。ですから、我々がいつも思うことですけども、家も親も捨てて、

便利なところへポイと行ける人は楽でええな。我々はコンプライアンスという厳しいも

のを背負わされて、そして山で働いておるんだ。ずばり手の指は泥だらけ、その指でパ

ソコンをたたいて計算しなければならないという状態に毎日、毎日置かれておりまして、

森林経営というのは非常に難しいというふうに思っております。

そこで大きく関係してきますのは、山を持っておられる方々の意識、それと一緒に山

で働いてくれる人たちの意識というものが非常に違うわけです。山を持っておられる方
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は、持っているというだけが楽しみであって、別にこれをしっかり経営して自分で間伐

をしてよい山にしようという気持ちの方は少ない。金をくれたらしてやるわというぐら

いのことになる。

ところが、山で仕事をする人たちは、うら若い青年たちが雪の日も、雨の日も山へ入

っていって、つるつる、ずぶずぶの山の中で危険な仕事をしております。はっきり申し

まして、一言でいえば、毎日毎日、山で仕事をしてくれている諸君は命がけなんです。

背骨が折れるような大事故をしてみたり、頭蓋骨が割れるような大事故をしてみたりし

て、一節この危機の中で仕事をしておりますが、果たしてそれだけの所得があるかとい

いますと、労働日数は月二十日を切れるというのが状況でございますので、非常に厳し

い状況で働いております。

ですから、私どもは彼らが働いてくれるということについては、もっともっと楽に働

いてくれるようにしたいと思っておるのでございますけれども、今、山で間伐をすると

いうことになって、その間伐を森林組合の土場まで持って帰ってくるといいますと、ざ

っと１０種類の免許証が要るんです。免許証までいかなくとも、木を伐る機械の講習を

受けた許可証が要るわけなんです。最後、トラックを運転して山から出てくるテクニッ

ク、当然、木を伐る機械も必要なんです。

先ほども話題に出ておりましたけれども、線を張って木を出したらどうですかという

お話がありました。この線を張って木を出すということは、これは古い言葉になりまし

た。なぜかというと、線を張る免許証をもった人たち、線を動かす、機械を動かす人た

ちがいなくなったからです。当然のことながら、線を張るということは、誰かが、あの

線を一番高いところまで持って上がらないといかんわけなんです。

一番細い線でも、１００メートルや２００メートルの線を巻いて、肩にかけて山の尾

根を登っていくということが、今の若い人たちにできるかということです。高齢の人た

ちもできないと思うんです。となると、線を張って木を出すということの難しさという

ものをみんなが共有して理解をしてもらわなければ、山で仕事をするということの難し

さというものの大切さということが評価されなくなってしまう。

このように思っておりますので、私どもはこの項目の中で、高性能林業機械のオペレ

ーターの養成をするのに、ひとついろいろとよい智恵があったらご指導願いたいという

ことは掲げております。率直に申しまして、本当に厳しい状況の中で働いております。

そういうことでございますので、その人たちにオペレーターとしての値打ちを出してや
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るということにご理解をいただければ、山で働くという意欲のある若い人たちが山へも

っと来てくれるんじゃないかというふうに思っていますし、そしてそれを誇りに持って

くれるというふうに思っておりますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。

それと、もう１つ下の段に書いていますが、常例検査という言葉を使っておりますけ

ども、これは行政が森林組合のいわゆる監査をしてくれる、そして指導してくれるとき

に使う言葉なので、森林組合にとっては非常に厳しいことなので、民間企業は常例検査

という、官房部検査というものがありません。そういうことですので、常例検査をしに

来てくれる人は、ただ単に厳しく、重箱の隅をつつくような細かい検査をせずに、もっ

ともっと大切なことを教えてほしい。

例えば、森林組合で働いている連中は、事と次第によっては急に山へ行って仕事をし

なければならないことがあります。ひっくり返った大きな機械を元のとおりに直すのに

協力しなきゃいかんという厳しい状況の中で働く森林組合の職員に、ある日突然、難し

いことを言ってやってもらうと、さっぱりわからんということになります。すなわち、

教育をするチャンスがないわけです。

ですから、おのおのの仕事の説明はありますけれども、目下の森林行政というものは

どういうことが大切なんだというとこら辺の話をじっくりとしてやってもらえるような

機会を、この常例検査の機会に説明しておいてほしい。こういう趣旨のことを書いてお

ります。私どもは、森林所有者の山に対する意欲、これの充実をしていくことと、それ

から山で働いてくれる人たちが誇りを持って働けるような環境をつくるようにご理解を、

こういうことがお願い事項でございますので、ひとつよろしくお願いします。

○議長：はい、どうもありがとうございました。

ただいま委員から説明がございましたけども、それも入れまして――追加ですか。

○委員：追加というか、山の仕事がすごく大変だという話を切々と、考えながら聞いてい

たんですけど、だからこそ、仕事をしている人たちに誇りを持って仕事をしてください

ということを、県がその指導という何か上から目線というわけではなく、もっと意識を

向上させるような教育をしていただきたいと思います。それだけです。

○議長：どうもありがとうございます。

ということで、今のお二方の意見について、県のほうからご説明いただけたらありが

たいですけど。

○事務局：○○委員の１点目、高性能機械オペレーターの養成は、確かにきっちりとした
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形で難しい仕事をやっていただくのは非常に重要なことだと思っております。

現時点、行政のほうで支援させていただくのは、加速化事業の中で高性能林業機械を

うまく使ったり、セットで使えるような研修に出ていただくというところについて支援

をしております。それで、委員が言われたような形で、やりがいとか、そういうところ

につきましては、今後どういうふうな形がいいか、検討課題かなと思っております。

それと、常例検査の中できっちりと、指摘だけでなく、指導というふうなことでござ

います。先ほど委員が常例検査につきまして、森林組合法第１１条第４項ということで

行政庁がするというふうなことになっております。きっちりと財務等々、いろいろきっ

ちりとした検査をするわけですけれども、やはりそこの中で、実は検査だけではなく、

指導という形でここ数年は林業指導員というふうな者も入った形で、山づくりへの指導

も入れた形で検査をするというふうな形でやっておりますので、その辺を考えた上で、

いろいろと今後も検討を重ねていきたいと思っています。

○○委員のほうにつきましても、思いやりとか、やりがいとかいうことですね、森林

組合に。

○委員：はい。もっと誇りに思って、してくださいという指導をしてほしい。

○事務局：その辺につきましても、検査だけでは普及というような部分になりますので、

やはり山を守っていただくのは森林組合の職員さんであるということですので、その辺

について、きっちりと意識づけなり、普及なりをしていきたいと思っております。以上

です。

○議長：はい、ありがとうございます。

よろしゅうございますでしょうか。

それじゃ、時間も大分過ぎていますので、次に移らせていただきます。

森林環境学習の推進について。

評価できる点は、○○委員から、森林環境学習「やまのこ」事業は、非常によいと感

じている。○○委員から、「やまのこ」事業は大変好評であり、今後の人材育成には必要

である。○○委員から、「やまのこ」については、数値の伸びも順調である。

というふうな高い評価をお書きになっておられます。

評価できない点として、先ほどの「全体」の評価できない点で、○○委員の上から５

行目です。その一つとして、「やまのこ」で子どものころから森林環境に触れさせること

が重要である。小４以外にも対象学年を広げ、森林を支える人づくりに努めていただき
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たい。すると、将来に「２」の県民協働による森づくり事業も活性化していくだろうと

いうことでございます。

その他意見として、○○委員から、「やまのこ」事業は５年経過して、順調に定着して

きたと見る。一度、全体の活動状況を振り返り、指導者と児童の全体発表会を企画して、

県民が実態把握して理解し、大人たちの参加も大事なこととして参画するような仕組み

を見出してほしい。

振り返って、いろんな発表会の企画をしたらどうだろうかというご提案でございます。

○○委員から、森林環境学習「やまのこ」事業では、４年生を対象に森づくり学習を

行っており、年々参加校が増加していることは関係者の努力と評価する。さて、職業と

して、地域の経済活動を支える一員としての林業を学ぶことは、小学校では時間がない

のが現状である。教育委員会と協議を行い、職業としての林業を学ぶ時間をとることを

提案したい。○○委員から、森林環境学習については、小学４年を対象とする「やまの

こ」事業が実施されているが、中学生についても次代の森林を支える人づくりはもとよ

り、さまざまな観点からも重要な時期であることから、事業対象の拡大について検討が

必要である。○○委員から、森林体験環境学習の対象を拡大して、幅広く展開する必要

がある。○○委員から、「やまのこ」は人材育成にもよいことと感じているが、小学校だ

けでなく、中学・高校から一般社会人に至るまで幅広く森林環境学習を広めていく必要

性を感じる。○○委員から、森林環境学習においては、受講者が小学生などの低年齢層

と退職者などのシニア層に集中する傾向がある。森林づくりを生業とする人材を育成す

るために、高校生・大学生・大学院生をターゲットとし、リクルートも含めた森林環境

学習プロジェクトを検討してはどうか。

というふうなご意見を頂戴しております。いろいろな幅を広げるという意見と、それ

から、会を催したらどうだろうかという、反省会で振り返るという、そんな意見を頂戴

しておりますけども、県のほうから何かございませんでしょうか。

○事務局：まず対象を広げるという、○○委員からの、小学校４年生以外にも広げてはど

うか。あるいは、○○委員、○○委員の、広げてはどうかというご提案でございます。

今、滋賀県でやっていますのは小学校４年生で「やまのこ」、５年生で「うみのこ」と、

そういう形で森林環境学習をやっております。平成１９年に「やまのこ」事業が始まり

ましたので、今、中学３年生の方が「やまのこ」を体験されたと理解をしております。

こういう方々が、今後どういう形で山に関わっていただくかということが一番大事か
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と思っております。現時点で教育委員会のほうも、ゆとり教育から方向転換というふう

な形で非常に厳しい状況で、小学４年生以外に、こういう森林環境学習を広げていくと

いうゆとりがないというのが現状です。本来、「やまのこ」事業につきましても、施設の

メリットからいうと、やっぱり宿泊でやっていただくというのが地域にもお金がおりる

ということでメリットかと思っておりますが、なかなか宿泊というものに広がっていき

ません。

高島のほうにもっと宿泊ができないかというふうなことで、高島市のほうからも意見

をいただきますが、子どもたちの置かれた現状からいくと、なかなか増やせないという

ことで、今、宿泊自体が全学校数でみると４４％しかありません。ほとんどやはり近い

ところで、日帰りなり、そういう形でやっているのが現状です。

そういう学校教育の中で、「やまのこ」というものを広げていくのは、教育委員会との

連携とかもあると思いますが、非常に難しいものになるかと思います。しかしながら、

もう少し子どもが大きくなっていく、大人になっていくとか、そういう中でいくと、ど

こまで行政がするのかなと。行政ではなくて、ＮＰＯなりがやっていただく。インスト

ラクター会が入っていくとか、ＮＰＯが志賀町のほうで中学生を対象に環境学習をして

いる事例というのもあります。そういうふうな中で、役割分担なり、どこまで公共がし

ていくかというのは、きっちり議論していかなければならない問題かと思います。

現実問題として、教育委員会と連携する中で、「やまのこ」事業を他の学年まで広げて

いくのは非常に難しいということは認識していただきたいと思いますが、今後の森林環

境学習のあり方として、企業との連携とか、ＮＰＯなり、そういうようなとこで森林環

境学習ができるか。例えば企業の森の中へ、親御さんとかと一緒に山へ入って、そこで

環境学習していく。そういうような事例もあるかと思います。それは、一つのパターン

ではないと思いますので、おのおのの事例をきっちりと今後出しながら、幅広い森林環

境学習を進めていくのが重要ではないかと思っております。

それと、○○委員の、大人たちの参画も大事ということで山を見せるという仕組みに

ついては、ことし生涯学習センターなり、イオンのほうで、どういう環境学習をやって

いるかというのを見せるイベントをやっております。そんな形で、「やまのこ」だけでは

なくて、県の中の森林環境学習全般で県民の方々に見せていくというのは今後もあると

思いますので、その辺についてきっちりと見せる形でやっていきたいと思っております。

○議長：はい、ありがとうございます。
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委員の皆様、何かご意見等ございませんでしょうか。

はい、お願いいたします。

○委員：私たちの活動は、子どもさんとか、それから同様に大人の方、シニアの方も極め

て大事ということで頑張っておりますが、この仕組みを私は全国に原稿を書いて紹介し

ました。１つは、国の全国森林レクリェーション協会の機関誌にも投稿させていただき

ましたし、私どもの全国３,０００人の資格者の全都道府県の会報にも、本県の取り組み

を紹介させていただきました。

私自身は、一斉に全部やろうと。人数が少ないということもあるでしょうけども、こ

れだけ完全にしているというのは全国に今のとこ、先例の森林環境税のところも多少さ

れておりますが、私個人的には、「うみのこ」の教育先例がありますゆえに、これができ

たと思います。これをつくった関係者のご努力は大変なものであったと思いますし、そ

れを実行してここまで持ってこられたというのは、これは全国に誇れることだと思って、

そういう紹介をしております。

事実、よその私どもの仲間は、もともとの森林環境教育というのは、私のうろ覚えで

は平成１０年の林政審議会の前の中央森林審議会ですか、ここで森林環境教育の必要性

というのを初めて答申されまして、林業白書にも出たと思いますが、そこには小学生だ

けでなしに、大学生まで言及していたと思います。その実行については、全国都道府県、

いつごろかはわかりませんが、着実に、具体的に、完全に小学４年生に網を張って、勉

強する仕組みをつくったというのは非常に称賛に値すると思います。

それだけに、子どもたちは４年生ということは大変ですね。今おっしゃいました「ゆ

とり教育」とか、文科省のいろんな施策で大変な中で、今後これをいかにしたらいいの

かなと。そしてまた県財政、教育委員会、いろんな中に無理を強いて取り組んでいるこ

とも、いずれにしても多くの他府県、全国が滋賀はすごいなと、これは言ってくれまし

た。そういう意味で、大人達がこれをサポートすると、支援すると、これは財政を県に

委ねるだけでなしに、多くの県民の大人たちが、そういう意味でサポートするという気

持ちを込めて、そういうことを書かせていただきましたので、何かお手伝いできるもの

はないかということを考えております。

それと、もう１つ、森林環境教育といいますと、地球サミット以来、環境とか、森林

をその環境面で見たり、そういう傾向が強くて、自然観察も大事なんですが、そういう

ほうにちょっと行っている感じが私は強くしています。本来、日本の森林というのは、
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先ほど来、苦労されている林業人の方も、そういう日本固有の山を守ってきた人たちの

話、例えば本で言えば、保安林物語とか、いろんな貴重な資料があるんですね。こうい

うところを今の子どもたちに勉強ということやなしに、すごいなと。また、さらにはそ

れをやってきた人の生き方とか、そういうものを子どもの感覚で受けとめる、楽しく学

べるような内容も、今後織り込めるものであれば、織り込んでいただきたいなと。要す

るに、楽しく学んで、そういう働く姿、働く仕組み、その歴史に日本の子どもとして、

子ども感覚ですごいなと。できれば、感謝するという気持ちを醸成する意味で、そうい

うような内容的にも今後踏み込んですれば、大人たちも一緒になっていくと。そこに、

だから次は中学生とか、高校、大学と一気には行かずとも、そういう気持ちを森林業を

通じて、林業の意味ということを教えると、こういうことが今より大事でないかなと、

こんなことをちょっと考えておりましたので、発表いたしました。意見でございます。

○議長：意見でよろしゅうございますか。はい、どうもありがとうございます。

それでは、この森林環境学習の推進のその他意見、一番下でございます。

委員から、ここでのボランティアリーダーの課題は、子どもを指導する場合に、どの

木を伐って、どの木を残すのかが問われている。ボランティアリーダー養成講座等を積

極的に開催し、伐る木の選択方法や知識を習得することは、活動の効率化を高めること

である。

というご意見をいただいています。これにつきまして、ボランティアリーダーの養成

ということでございますけれども、県のほうで何かお考えでしょうか。

○事務局：滋賀県で平成１０年ぐらいからボランティア組織なりに支援しているというこ

とですが、その当時と若干状況が変わってきている。おのおののボランティアの方々に

技術的な力がついているところもあるし、ないところもある。

一定、森林センターのほうで、森づくり県民講座というものを開催しておりますので、

その辺のところへ入っていただいて、まずは技術を習得していただく。その次に、いろ

いろ活動の中で技術を習得していく。そういう形で進めていただければ、いかがかなと

思っております。

○議長：はい、ありがとうございます。

いかがでしょうか。

○委員：今、県から何かちょっと政治的なお答えをいただきましたけれども、私の感じる

ところでは、実際の現場ではレンジャーという方が一度つかれたことがある。実際にボ
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ランティアに行ったことがあるんですよ。すばらしいレンジャーさんだったんですね。

作業をしている人を上手に導いてくれて、休憩にするようなボランティア活動をされて

驚いたことがあるんですけど、それは彼がアメリカのインデアンから学んだ方法だった

んですね。私はそういう体験をして、心を開くことがあると思うんですね。

教育ばかり何か言ってないで、そういうボランティアからの発案、林業に対するファ

ンを持つとか、いろんな視点からあると思うんですね。そういった意味で、いろんな養

成講座でリーダーを養成することによって、いろんな教え方があるんですね。その中で

子どもたちが、その養成によって導かれるという方法もあると思うんですね。そういう

養成講座をやってほしいということ。私も県のほうも行っているんですけども、そのと

きだけという感じで、あとは放ったらかしという感じなんですね。ちょっとひどい表現

になりますけど。それをどうしていくのかという、いつもそういう感を持っております。

○議長：はい。

ということでございますが、いかがでしょうか。

○事務局：先ほど委員が言われた件は、重々私も聞いておりますけれども、公共でやる部

分と、今言われた研修の中での、レンジャー事業ですばらしい人がいらっしゃいます。

そういうふうな人との話の中でのご意見やと一定理解しておるんですけれども、そうい

うリーダー、ファシリテーターがうまい人はなかなか見つけるというふうなものも困難

なことでございますので、一定技術につきましては、行政のほうのできる範囲内の中で

努力していきたいと思っております。

一番大事なのは、やっぱりそういうような中でボランティアの皆様方が力をつけてい

ただいて、森林づくりの中にきちっと入っていただくのが重要だと思いますので、中西

委員が体験されたすばらしいリーダーの体験を、今後山づくりの中で、委員さんたちの

グループの中で、そういう貴重な体験をされているわけですので、その辺できっちりと

県民の皆さんのリーダーとしてみせる場面もつくっていただきたいと思います。

○議長：いかがですか。

○委員：ありがとうございました。そのことについては、今そこについておりますので、

そのようにお伝えしたいと思います。

○議長：どうもありがとうございました。

以上、評価できる点、できない点を中心にまとめていきたいと存じております。

それから、琵琶湖森林づくり基本計画、資料１－２がございます。
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この４つの施策に当てはまらないようなご意見でございます。ちょっと読ませていた

だきます。

○○委員から、個別事業においては、各目的に沿った成果が上がっており、着実に事

業が進められている。しかしながら、各事業をまたぐ横断的な取り組みが少なく、各事

業の相乗効果が得られていない。横断的事業として、広域での流域管理と連携した森づ

くりプロジェクトを検討できないだろうか。例えば、近畿中国森林管理局、あるいは関

西広域連合のプロジェクトとして「滋賀の山～琵琶湖～淀川流域」のような広域での森

づくりを事業化できれば、国や他府県の参画も期待できるかもしれない。

こういうご意見を頂戴いたしております。これにつきまして、県のほうから何かござ

いませんでしょうか。

○事務局：貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございます。

この基本計画におきまして、先ほどご議論いただいているんですけども、４つの基本

施策に分類をしております。例えば基本施策１では、間伐の推進とか、間伐材の利用促

進をうたっておりますけれども、これらは当然基本施策３において、県産材の加工流通

につながってくるものです。このように、４つの柱に分かれておりますけれども、常に

関連する取り組みを意識しながら進めることが大切だと考えております。

また、組織的にも森林部局だけでなく、環境教育、先ほどの「やまのこ」であれば教

育委員会、木造公共施設であれば土木局、県庁内で連携も必要ですし、それと県庁外に

おいても、先ほど来、市町さんとか森林組合さんとか、ＮＰＯさんとの連携も必要であ

ります。さまざまな団体や機関等、常に連携をとりながら計画を着実に進めていかなけ

ればならないと考えています。

それから、淀川流域での取り組みということで書いていただいているんですけども、

平成１７年度に近畿中国森林管理局、それと京都、大阪、滋賀県の４者で森林環境の保

全整備連絡調整会議を設置いたしまして、地域の特性に応じた森林の保全整備や流域住

民との連携などに取り組んでおりまして、昨年の基本施策２に記載されております「び

わ湖を支える水源の森林体験ツアー」につきまして、連絡調整会議におきまして国際森

林年記念事業の連続企画の一つとして位置づけて、下流の府県の皆さんから多く参加を

得ることができました。以上でございます。

○議長：はい、ありがとうございます。

○○委員のほうから、何かございませんでしょうか。よろしゅうございますか。
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どうもありがとうございます。

それでは、きょう、いろいろとご意見を頂戴しましたけれども、基本計画全体、ある

いは先ほどのご意見を通しまして、基本施策について、あるいはそのほかご意見等はご

ざいませんでしょうか。また、言い残されたこととか、ございませんでしょうか。

はい、お願いします。

○委員：質問です。たしか去年のこの審議会でも話が出たと思うんですけど、外国資本に

よる山林の買い取りの問題で、おととしぐらいから顕著になって、去年でしたか、調べ

ても滋賀県内でそういう事例がないということだったんですけど、その防止策として、

その後、外国資本が介在するような条例とか、そういったことが展開されていて、滋賀

県はどうなっているのかなというあたりを教えていただきたいと。

もう１つは、情報提供ですけど、誰がおっしゃったか忘れてしまったんですけど、シ

カが増えたのと、オオカミが絶滅したのが関係あるみたいな話があったんです。それは

どこかで誰かが言ったことがひとり歩きしていて、かなりこれが浸透しているんですけ

ど、今現在、私の考えとしては、オオカミの絶滅と、シカの増えたのは関係ない。オオ

カミが絶滅してから、シカが増えたのと相当時間がたっているというようなこともあり

ますし、そもそも日本ではシカの個体コントロールをしていたのがあったり、相当な数

を人がとっていたというようなことが、相当大きかった。それで、一時的に保護施策で、

先ほどもちょっと出ましたけど、雌鹿を取らなかった。あれをそろそろいいかと言って

雌鹿をとるほうにシフトするのが１０年遅かった。というようなことがほぼ原因だと思

われていて、オオカミのことはできたら皆さんここでリセットしていただきたいなと思

います。

○議長：はい、ありがとうございます。

ただいまのご質問に対して、県のほうから何かございませんでしょうか。

○事務局：外国資本の関係のご質問ですけども、昨年からことしにかけて、特に新たに外

国資本で買収されたというケースは、こちらでは確認はできておりません。全国的にも

幾つか、これに対応しようというふうなことで、森林法の中では、新たな所有者という

ことで事後の届け出制度が始まっておりますけども、幾つかの県では、条例によって事

前に届け出をするというふうなケースが何件かあるようです。

ただ、事前に届け出というようなことで、所有を制限するというふうな条例ではござ

いませんので、今のところ事前にわかるか、事後にわかるかというふうな違いかと思い
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ます。ただ、その問題の本質というのは、誰が所有するかというよりも、一番心配され

ているのは、例えば開発であるとか、地下水の汲み上げ、こういったものが多分皆さん

危惧されているところかなというふうなことで、全国的にも何件かは、逆にその地下水

の汲み上げを規制するというふうな条例を制定するといった動きもあるようですけども、

特に今のところ滋賀県でそのような条例なり、動きというものは今のところ考えてはお

りません。

○議長：よろしゅうございますか。はい、どうもありがとうございます。

そのほか、何か。はい、お願いします。

○委員：ちょっと教えてほしいんですけども、年間６万７,０００立米の生産量が増えたと

いうことで、そのうちの６０％がチップということですけど、この割合というのは、昨

年度、それからその前の数字はどうなっているか。もしわかれば教えていただきたいん

です。

○議長：いかがでしょうか。

○事務局：例えば、１年前ですと４万３,０００で、チップが２万ですから、約半分という

ことで、若干増えているという。基本的に、それ以前はそんなに大して中身は変わらな

いと思います。

○委員：そうすると、県産材で生産される量の半分から６割はチップ材と、これは県内の

森林組合さんを含めて全事業所から上がってきている数字と。

○事務局：ただ、この６万７,０００の数字の中には、県外に出たものも含まれております。

これは国の統計事務所のほうの調査でございますので、その辺、実態がなかなかわから

ないところがございますので。

○委員：県外からもチップ材が入ってきているという数字ですか。

○事務局：県外にも出ているという中での話でございます。

○委員：はい、ありがとうございます。

○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。

それでは、ないようでございますので、いろいろとご意見を賜りまして、ありがとう

ございました。

それでは、本日の委員の皆様からの評価、ご意見を事務局で整理していただき、取り

まとめについては皆様のご都合等もございますでしょうし、私のほうにお任せいただく
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ということでいかがでございましょうか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

どうもありがとうございます。

今後の取りまとめにつきましては、昨年度と同様、本日の評価、ご意見等を整理した

内容を委員の皆様に審議会評価案としてお示しさせていただきます。これを委員の皆様

にご確認いただき、その上でご意見等がございましたら、それらのご意見等も含めまし

て、評価案の調整を行い、最終的には私のほうにお任せいただき、事務局に提出させて

いただくということにいたしたいと存じます。

そういうことで、よろしゅうございますでしょうか。

どうもありがとうございます。

それでは、事務局におかれましては、本日の委員の皆様からの評価、ご意見を整理し

ていただきまして、私にお渡しいただきたいと存じます。

これで本日の議事は終了いたしました。

県におかれましては、以上の森林審議会の意見を踏まえまして、今後の事業を推進し

ていただきたいと存じます。

ほかに、委員の皆様方で、何かございますでしょうか。

はい、○○委員、どうぞ。

○委員：よろしいですか。ちょっと時間をいただきたいと思います。

このようなパンフレットが、皆様のお手元にございますか。

ちょっとご案内なんですけれども、滋賀県建築士会では、自然エネルギーによるまち

づくりということで、高知県の梼原町の前町長中越さんをお迎えしまして、講演会をこ

の９月１２日、水曜日、１時半から４時まで行わせていただきます。この梼原というの

は、最近すごく有名になったんですけれども、龍馬の脱藩とかいうことで今まで有名だ

ったんですが、環境モデル都市ということでテレビなどにも多く出ておられます。

梼原の自然エネルギーのまちづくりの取り組みですけれども、この梼原というのは森

林が９０％ぐらいの町でございます。それで人口が４,０００人、林業者が１,３００人

の町です。そこで風力発電が、このパンフレットのように２基つくられまして、売電の

収益というのが３,５００万円ぐらいあったということで、各住宅に太陽光発電を設置す

る場合は、１キロワットで２０万ですので、４キロぐらいされると８０万ぐらいの補助

をしているということです。ほかには、森林の路網整備などにも使っておられるという
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ことで、またこの地域の材を住宅一戸建てるのに２００万ぐらいの補助をしておられる

というような場所です。

小水力発電も行われておりまして、わずか７メートルぐらいの差のところでやってお

られるんですけれども、それが隣にある中学校なんかは昼間はそれで電気が賄われてい

るということで、小水力は夜でも動きますので、それはまた夜は街灯に使われていると

いうような利用のされ方をしております。

温泉もありますし、プールというのもございます。これは地熱を利用しておられます。

バイオマス事業も、先ほどの話じゃないですけども、行われておりまして、少し買い取

り価格を高くしているというような町長の話でした。

隣の町はと、そういう言い方は悪いのかもしれませんけれども、たしか東洋町だった

と思うんですけれども、原発の廃棄ごみを入れてもいいよというように手を挙げた町で

す。ここは、風力発電が２０基ほど回っているんですけれども、これはその場所だけを

貸して、あとは大阪ガスが風力発電を立てて、それを中国電力に売っているというよう

な形で、やり方が全く違うということです。そのリーダーの考え方というのか、その町

の方向性というのを、先ほどは森林組合の話をしていましたけれども、森林組合さんだ

けでは追っつかない話で、わたし的にはまちづくりとか、まちおこしは、やっぱり市長

とか、そういうふうな方が先頭に立ってやっていかないと、そういうふうな大きなもの

が動いていかないかなと思います、皆さんが一緒になってでないと。

だから、隣の町は廃棄ごみを受け入れるというようなことで揺れた町ですし、隣は自

然エネルギーで頑張って、２０５０年には１００％を目指すというような形で、今後い

ろんな問題点はあると、町職の方はおっしゃっているんですけれども、それをまたどの

ように解決していかれるかということも今回お聞きしながら、今までやってこられたこ

ととかお聞きしようと思っています。

医療関係にしましても、ついでなんですけれども、国立の病院を持ってらして、医者

が５人ほど、４,０００人の町にいらっしゃるということです。だから、本当に裕福とい

えば裕福かもしれませんけれども、やっぱり代々受け継がれてきて、この町長も助役上

がりらしいですけれども、そういうふうに代々うまくされておられるということも一つ

かなと思っております。

いろんなことをお聞きしたいなと思っておりますし、どうか９月１２日、もう日は迫

っているんですけれども、一度この講演会に来ていただきたいと思いまして、ご案内さ
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せていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長：どうもありがとうございます。

ほかに、何かございませんでしょうか。

よろしゅうございますか。

それでは、本日は長時間にわたりましてご審議いただきまして、まことにありがとう

ございます。ご協力ありがとうございました。

○司会：会長には、長時間にわたり議事進行をしていただきまして、ありがとうございま

した。そして、委員の皆様方も、終始ご熱心にご審議をいただき、まことにありがとう

ございます。

それでは、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。

○事務局：本日いただきました評価の取りまとめ方法につきましては、先ほど会長の説明

がございました方法で進めさせていただきたいと思います。

その後、県の対応方針を取りまとめまして、最終的には年度末３月に公表させていた

だきたいというふうに考えております。

また、本日資料５といたしまして、現地調査の各委員様の意見を取りまとめたものを

おつけしておりますけども、通常、審議会の開催結果というふうなことでホームページ

で公表しております。これも同様に掲載したいというふうに考えておりますので、もし

修正等ございましたら、１４日の金曜日までに事務局のほうまでお知らせいただきたい

と思います。

以上でございます。

５ 閉 会

○司会：それでは、委員の皆様には長時間にわたりご論議を賜り、重ねてお礼申し上げま

す。

以上をもちまして、第９７回森林審議会を終了いたします。

本日は、どうもありがとうございました。

〔午後 ５時３５分 閉会〕


