
第９５回滋賀県森林審議会

日 時：平成２３年１２月１９日（月）１３：３０～１６：００

場 所：滋賀県庁別館（職員会館） ２階大ホール

次 第

１ 開 会

２ あいさつ

３ 委員の紹介

４ 会長の選出

５部会長および部会員の指名

６ 議事録署名人の指名

７ 議 事

「湖南地域森林計画変更（案）」および「湖北地域森林計画変更（案）」の諮問について

８ 閉 会
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〔午後 １時３２分 開会〕

１ 開 会

○司会：それでは、ご案内の時間になりましたので、ただいまから、第９５回滋賀県森林

審議会を開催させていただきます。

本日の審議会は委員数１５名、出席委員１２名ということで、森林審議会運営要領第

２条第４項の規定によりまして会議は成立いたしておりますので、ご報告をさせていた

だきます。

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あいさつを申し上げます。

２ あいさつ

○琵琶湖環境部（押谷技監）：失礼いたします。

本日は年の瀬の何かとお忙しい時期にご出席を賜りまして、ありがとうございます。

今回の審議会は後ほどご紹介させていただきますけれども、公募委員の方を初めとし

まして、４名の方が新たに、また１１名の方が、引き続き委員として務めていただくこ

とになりました。委員の皆様方には今後２年間お世話になりますが、どうぞよろしくお

願いいたします。

さて、本日はおととし、国におきまして、１０年後の木材自給率５０％以上を目指す

として制定された「森林・林業再生プラン」実現のための、制度面での改革としまして、

長期的に整備された、計画的かつ適切な森林の取り扱いを定めている「森林計画制度」

の見直しに伴う「地域森林計画」の変更についてご審議いただくということでございま

す。

これまでの森林・林業政策は、森林造成に主眼が置かれており、持続的な森林経営を

構築するためのビジョンや実効性のある体制が構築されないまま、間伐などの森林整備

を中心に幅広く整備されてきたことから、施業の集約化、また路網整備、機械化の遅れ、

さらには木材の供給体制が脆弱であるということ、それから森林所有者の林業離れ等の

悪循環に陥っているということの反省に立ちまして、森林・林業に関する施策や制度、

その体制について抜本的に見直しを行い、新たな森林・林業施策を構築していくことが

必要とされたことから、適切な森林の整備が確実に行える仕組みを整えられたところで

ございます。

具体的には、国・県・市町、それから森林所有者まで、それぞれの主体が役割を持っ
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て、自発的な取り組みを行う計画を策定するということになるわけでございますが、特

に市町長が策定する「市町村森林整備計画」においては、機能別に森林施業を示した新

たなゾーニングの導入によるマスタープラン化。それから森林所有者等は従来ですと

「森林施業計画」を立てていただいたわけですが、これに代わって策定されます「森林

経営計画」の創設など、森林・林業の再生を確実なものにするための大きな制度の改革

になっております。そのことから、今年度は当初から、県を初め市町や森林組合などの

さまざまな組織体の理解のもとに、説明会の開催、また人材の育成などを行ってきたと

ころでございます。

今後、この計画制度が実効性のあるものとして、森林づくりに関わっている関係者の

皆さんが知恵と工夫をこらしながら、一体となって取り組むということが、継続的な森

林経営を確立していくことにつながっていくと考えているところでございます。

そのようなことから、今回の地域森林計画の位置づけというのは、滋賀の森林整備計

画の指針でもございますし、県内のそれぞれの地域の森林経営の基本となるものでござ

いますので、委員の皆様には忌憚のない意見をいただきまして、本日の審議会が進みま

すようによろしくお願い申し上げまして、開会に当たってのあいさつとさせていただき

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

○司会：ありがとうございました。

３ 委員の紹介

○司会：続きまして、委員の紹介をさせていただきます。

森林審議会委員の任期は２年間と定められておりまして、この１２月から新任４名、

再任１１名の計１５名の方に委員に就任いただいております。お手元に委員名簿を配ら

せていただいておりますが、その５０音順にご紹介をさせていただきたいと思います。

なお、私のほうからお名前をご紹介した後に、自己紹介、あるいは森林審議会委員へ

のご就任に当たりましての思いなどがありましたら、一言いただけると幸いでございま

す。

それでは、ご紹介をさせていただきます。

まず、公募委員の加藤委員です。

○加藤委員：加藤と申します。朽木に在住しております。このたび公募で、このような会

議に入らせていただきました。どうぞよろしくお願いします。
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少し個人的なことですけれども、私は県の「やまのこ」事業の指導員として２年間携

わりました。それから、主人が朽木の森林組合で林業に携わっておりますので、森林と

は切っても切り離せないような生活をしております。このたび、県がどのような森林施

策をされているのかということに少々興味がありましたので、公募させていただきまし

た。どうぞよろしくお願いいたします。

○司会：よろしくお願いいたします。

続きまして、滋賀森林管理署長の亀田委員です。

○亀田委員：滋賀森林管理署長の亀田でございます。よろしくお願い申し上げます。

引き続きということでございますけど、私、５月１６日に、こちらの滋賀のほうに参

ったところでございます。よろしくお願い申し上げます。

○司会：続きまして、建築士の河島委員です。

○河島委員：河島です。どうぞよろしくお願いいたします。

この度工した建物なのですが、東近江のほうで、自分の山で伐採された木材、この梁

とこの柱を使ってやってくれということで、一個、建物を仕上げました。それも県の補

助をいただいて、木製サッシというような形でつくられた部分もちょうど利用させてい

ただきまして、本当に私のやりたいような、こういうアルミサッシではない建具を使っ

た住宅という点で、少し満足しております。

そのような形で、どんどん木製サッシも使えるんだという、今、瑕疵の問題とか、い

ろんなことがありますけれども、もう少しそれをクリアした状態で使っていければいい

かなと思っております。また、このような仕事ができますので、どうぞよろしくお願い

いたします。

○司会：続きまして、滋賀県林業協会前理事で、多賀町長の久保委員です。

○久保委員：多賀町の久保でございます。私、初めて今回就任させていただきました。皆

様、どうぞよろしくお願いいたします。

多賀町は、面積１３５平方キロメートルのうち８６％が森林で、本当に山林面積の多

い地域でございます。私も大滝地域という山間地域のほうに住んでおりまして、うちの

父親は山が好きでして、４０年ほど前に山を購入し、約３０ヘクタールの山をいろいろ

世話しております。私も小さいときから山に行っておりましたので、山への思い入れは

強うございますので、この多賀の地域の、今まで産業として活発だった森林の再生とい

うことをぜひとも多賀町からもやってまいりたいと思いますので、どうかまた、皆さん
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のご意見等賜りたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

○司会：続きまして、京都大学助教の坂野上委員です。

○坂野上委員：坂野上と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

私は林業関係の研究をしており、木材の生産・流通・消費というのを主に対象にして

研究しております。これから国産材、滋賀県材を使っていくために、いろんな課題があ

ると思いますけれども、多少ともお役に立ちたいと思います。どうぞよろしくお願いし

ます。

○司会：続きまして、獣医師の須藤委員です。

○須藤委員：須藤です。どうぞよろしくお願いいたします。

私は仕事で、ワイルドライフマネジメントということをやっております。野生動物の

保護管理なんですけれども、２つ大きな事象がありまして、一つは希少種の生息地保全、

もう一つは、増え過ぎた野生動物の問題をどうするか。増え過ぎたというのは、特にシ

カとかカワウですね。どちらも森林に被害を及ぼしております。農林水産業だけじゃな

く、いわゆる生態被害というものを起こしております。

その両方が、希少種と増え過ぎた動物の問題に対峙しているのですけれども、最終的

には、山にすむ生き物であれば、健全な森林を残し、河川等の本来の形を取り戻すとい

うことが恐らく究極目標だろうなと思っています。今、シカの問題が深刻になっている

わけですけれども、森に手を入れなくなったということが非常に大きいと思っておりま

す。健全な森林の活用と保全ということがうまく回っていけば、こういった問題も解決

できるだろう。その部分で何かお手伝いができればと思ってやらせていただいておりま

す。どうぞよろしくお願いします。

○司会：続きまして、公募委員の中西委員です。

○中西委員：近江八幡市から来ました中西と申します。私は森林のほうは余り知らなかっ

たんですけれども、今、近江八幡の西ノ湖で環境整備と申しますか、ボランティアとし

て、希少種などいわゆる観察をしております。

その中で、たまたま森林の公募委員がございましたので、たまたま書いたところ、こ

こに来ることになりました。ということで、あまりよくわからないんですけれども、私

なりに発言させていただこうかと思っております。どうぞよろしくお願いします。

○司会：続きまして、指導林家の中本委員です。

○中本委員：甲賀の中本です。
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林業といえば、今までは針葉樹が中心でしたけども、私は広葉樹の育成に力を入れて

やっております。それで、広葉樹を利用してキノコの栽培をしております。どうぞよろ

しくお願いします。

○司会：続きまして、滋賀県森林組合連合会代表理事会長の松山委員です。

○松山委員：松山でございます。失礼いたします。風邪を引きまして、このようなことで、

お許しをいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○司会：続きまして、龍谷大学教授の宮浦委員です。

○宮浦委員：宮浦と申します。龍谷大学に行って１０年ぐらいになります。

それで、今は里山の保全とか環境教育というようなことをテーマにして、研究教育を

やっております。私自身は長野県の山奥の出身で、自分の関心というか、感情的には、

中山間地とか奥山の人たちがもう少し活発に産業を負えばいいなというようなことを

願っています。どうかよろしくお願いします。

○司会：続きまして、甲賀林材株式会社専務取締役の山田委員です。

○山田委員：甲賀市から参りました甲賀林材株式会社の山田でございます。木材業の市場

をやっております。

最近、全国でもかなり木材の流通というのは大きな変化をしております。滋賀県もも

ちろん同じようなことが言えるんですけども、５０年余りの経験ですけれども、流通に

関してお役に立つことがあればということでやってまいりました。どうぞよろしくお願

いいたします。

○司会：次に、京都大学名誉教授の吉田委員です。

○吉田委員：吉田でございます。

先ほど押谷技監がおっしゃいました自給率５０％を目指しての「森林・林業再生プラ

ン」が今後、滋賀県の森林管理にどういうふうな影響を与えていくのか見守っていきた

いと存じております。難しいことがあるかもしれませんけれども、何とかやっていけた

らなというふうに考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

○司会：ありがとうございました。

あと、滋賀森林インストラクター会長の浅香委員、それから林研グループ女性部長の

浦田委員につきましては、少しおくれて来られるというふうに聞いております。それか

ら、滋賀県木材協会会長の野瀬委員につきましては、本日はご欠席ということでござい

ます。よろしくお願いいたします。
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次に、森林政策課及び森林保全課の関係者を紹介させていただきます。

改めまして、琵琶湖環境部技監の押谷でございます。

○琵琶湖環境部（押谷技監）：どうぞよろしくお願いします。

○司会：森林保全課長の古川でございます。

○森林保全課（古川課長）：古川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○司会：よろしくお願いします。

申しおくれましたが、私は本日の司会を務めさせていただきます森林政策課参事、坪

田でございます。

４ 会長の選出

○司会：それでは、引き続きまして、会長の選出をお願いしたいと思います。

森林法第７１条の規定に基づきますと、会長は委員の方々の互選によって選出すると

いうことになっております。会長は会議を招集して議長を務めるということになってお

りますが、会長の選出につきまして、何かご提案等ございますでしょうか。

はい、お願いします。

○委員：学識、それから経験ともに優れておられる京都大学名誉教授の吉田昌之先生にお

願いしてはどうかと思います。

○司会：ご意見、ありがとうございます。

ただいま京都大学名誉教授の吉田委員に会長をお願いしてはどうかというご提案を

いただいたところでございますが、ほかにご意見はございますでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ありがとうございます。ご異議もないようでございますので、吉田委員に会長をお願

いすることに賛同の方は、拍手をもってご承諾いただきたいと思います。よろしくお願

いします。

（拍 手）

ありがとうございました。

それでは、吉田委員に本審議会の会長をお願いしたいと存じます。吉田委員、ご承諾

いただけますでしょうか。

○吉田委員：どうぞよろしくお願いします。

○司会：ありがとうございます。
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それでは、吉田委員、会長席にお運びいただきたいと思います。

○吉田委員：失礼します。

○司会：それでは、早速でございますが、新会長から一言ごあいさつをいただきたいとい

うふうに思います。よろしくお願いいたします。

○吉田会長：多士済々の方がおられます中、まことに僣越ではございますが、会長を務め

させていただきたく存じます。

森林・林業を取り巻く状況には厳しいものがございますが、滋賀県の森林・林業、木

材関連産業がよい方向に向かっていくということを願っております。皆様、ご協力のほ

ど、どうかよろしくお願い申し上げます。

○司会：ありがとうございました。

５ 部会長および部会員の指名

○司会：それでは、お手元の次第に添付しております滋賀県森林審議会運営要領をごらん

いただきたいと思います。

資料１と書いてある資料でございますが、滋賀県森林審議会は運営要領第５条に基づ

きまして、本審議会のほかに林政部会並びに森林保全部会の２つの部会が設置されてお

るところでございます。林政部会は、林政における基本的かつ重要な事項ということで、

特に調査・検討をお願いする案件についてご審議いただくことになっておるところでご

ざいます。また、森林保全部会は、林地開発許可、保安林解除、森林病害虫防除基準等

に関する事項についてご審議いただくことになっております。

なお、この部会長・部会員は、運営要領第５条の３に基づきまして、委員の中から会

長が指名するということになっておりますが、吉田会長、いかがさせていただきましょ

うか。

○会長：はい。部会長および部会員の指名は会長が行うこととなっているようでございま

すが、何分にも本日、会長につかせていただいたばかりでございますので、事務局のほ

うで何か案のようなものはございませんでしょうか。

○司会：はい。

それでは、事務局のほうで、あらかじめ準備させていただきました部会員の案につき

まして、ただいま配付させていただいております。

○会長：よろしくお願いします。
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○司会：ただいま配付させていただきました資料の案でございますが、この案によります

と、林政部会員としましては、浅香委員、浦田委員、坂野上委員、中西委員、野瀬委員、

松山委員、山田委員でございます。

森林保全部会員につきましては、加藤委員、亀田委員、河島委員、久保委員、須藤委

員、中本委員、宮浦委員ということにさせていただきました。

もしよろしければ、この案のとおりとさせていただきたいと思うところでございます

が、いかがでしょうか。

○会長：いかがでしょうか。

よろしゅうございますか。

それでは、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。

次に、運営要領第５条の３の規定に基づき、部会員の中から部会長をお願いすること

になりますが、私としましては、林政部会の部会長には松山委員、森林保全部会の部会

長には宮浦委員にお願いできればと存じますが、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、ありがとうございます。

それでは、林政部会の部会長は松山委員、森林保全部会の部会長は宮浦委員にお願い

いたします。

部会長・部会員の皆様方、どうかよろしくお願いいたします。

○司会：ありがとうございます。

それでは、ただいまより本日の議事に入りたいと思いますが、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、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。

まず議事に入ります前に、当審議会の公開の取り扱いについてご説明申し上げます。

当森林審議会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。公開の方法につきましては、会場の傍

聴と議事録の公表によります。

６ 議事録署名人の指名

○会長：続きまして、運営要領第７条に基づき、議事録署名人を指名させていただきます。
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○○委員、○○委員にお願いいたしたいと存じますが、いかがでしょうか。

ありがとうございます。

それでは、○○委員、○○委員、どうぞよろしくお願いいたします。

７ 議 事

「湖南地域森林計画変更（案）」および「湖北地域森林計画変更（案）」の諮問について

○議長：議事に入りたいと存じますが、終了予定時刻は１６時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、議事に入ります。

本日の案件は、本日付で知事から諮問を受けております「湖南地域森林計画変更（案）」

および「湖北地域森林計画変更（案）」についてでございます。お手元の資料に、本件

の諮問についての文書の写しが各委員に配られておりますので、ご参照、ご確認をお願

いしたいと存じます。

よろしゅうございますか。

それでは、「湖南地域森林計画変更（案）」および「湖北地域森林計画変更（案）」につ

いて、事務局よりご説明をお願いいたします。

○事務局：事務局をさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、まず、お手元にお配りしている資料の確認をお願いしたいんですけども、

第９５回滋賀県森林審議会次第、滋賀県森林審議会委員名簿（５０音順）となってい

るもの。第９５回滋賀県森林審議会配席表、それから「湖南地域森林計画変更（案）」

および「湖北地域森林計画変更（案）」の諮問についての写しです。

それから、資料１から５といたしまして、資料１は滋賀県森林審議会運営要領、資料

２といたしまして、パワーポイントで作成しました「森林計画制度」の概要について、

資料３といたしまして、一枚ものですけども、地域森林計画の変更の概要、資料４とい

たしまして、冊子になっております「湖南地域森林計画変更（案）」と資料５として「湖

北地域森林計画変更（案）」、以上になっておりますけども、資料はおそろいでしょうか。

それでは、まず、資料のほうから説明させていただきます。事前に委員の皆様方あて

に郵送させていただきました資料から、その後何点か訂正させていただいたものが、今

回お手元にお配りしたものとなってございます。

資料４の２１ページを見ていただきたいのですが、上から１０行目のところで、「現況
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が天然生林のものについては、」という文章がございます。その中に、「市町村森林整備

計画において、ぼう芽更新可能とされた区域又は、伐採後の造林を人工植栽により行う

場合に限り皆伐による主伐を可能とし、それ以外の区域での主伐を行う場合は、伐採率

を７０％までとする。」に訂正しております。お送りさせていただいた資料からの変更

点ということで進めさせていただきます。

それから、２１ページの下から６行目で、「現況が天然生林のものについては、市町

村森林整備計画において、ぼう芽更新可能とされた区域又は、」という文章となってお

ります。こちらについても訂正させていただいたものを、本日お配りしております。

それから、２１ページの一番下の行ですけども、「一定の材積を維持しつつ、」という

文章を入れさせていただいております。

それから、２６ページ、（３）として、丸印が３つついています。その３つ目の丸印の

ところに、傾斜毎の路網密度水準の分布とありまして、その次の次に、「基幹路網密度

水準が１／２以上、かつ水準未満」となっておりますが、その「かつ」という字を追加

させていただいております。

それから、５８ページから６３ページにかけて「森林の現況」という表がついており

ます。皆様にお送りさせていただいたものでは齢級毎の順番がばらばらになっていまし

たので、それを１齢級から２３齢級まで順番に並ぶように直させていただいております。

それから、７８ページ、（４）林業事業体等の現況という表がございます。その中に造

林業という欄がありまして、大津市は６、甲賀市は５、総数は１５というようになって

おります。事前に送らせていただいた表では、複数の町にまたがる森林組合、林業事業

体を表示していたものを、表を簡略化させていただきまして、その市に所在する団体の

数という形で整理させていただいています。

それから、７９ページ、（５）林業労働力の概況という表がついております。左端に市

町名があり、その隣に計の欄がありますが、すべての数値の集計ができていませんでし

たので、その点を訂正させていただいております。

それから、最終の８１ページに、（２）森林以外より森林への異動という表がついてお

ります。こちらも、合計の集計数字を訂正させていただいたところでございます。

資料５の湖北地域森林計画ですが、同じ点を訂正させていただいて、皆様のお手元に

置かせていただいております。申しわけございませんでした。

続きまして、今回ご審議いただくに当たりまして、平成２３年１１月１４日から１２
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月１３日まで、森林法第６条第１項の規定によりまして、湖南と湖北の両変更（案）に

つきまして公告・縦覧をしております。県庁森林政策課と各森林事務所と高島支所で行

った結果、意見はありませんでしたので、ここでご報告をさせていただきます。

それでは、「森林計画制度」の概要ということで、パワーポイントを使用して説明させ

ていただきたいと思います。お手元に、資料２といたしましてプリントをお渡ししてお

りますので、そちらのほうもあわせて御覧いただきたいと思います。

最初に、森林計画制度の根拠となっております森林法について、ご説明をさせていた

だきたいと思います。

森林法は、日本における森林に関する基本的な法律になっており、森林計画や保安林

制度などの森林に関する手続規定や罰則規定について定めているものであります。

現行の森林法は昭和２６年に制定されていますが、当時は戦中戦後の木材事情の過剰

伐採や、森林資源の急速な枯渇と木材需給の逼迫ということが危惧されておりまして、

伐採後の造林の遅れや、洪水や山崩れなどが頻発する状況で、森林資源の維持や、国土

保全について憂慮すべき事態が生じていたということが背景となっております。

森林法第１条には、「この法律は、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項

を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もって国土の保全と国民経済

の発展とに資することを目的とする。」と定めていますが、これは、森林の公益的機能

を高度に発揮させることを目的として、定められているものでございます。

森林法におきましては、ここに書いております①から⑥までの各項目について規定さ

れているところであります。

次に、森林計画制度の目的ですが、森林は水源涵養、災害防止や、環境保全など、さ

まざまな公益的な機能を持っております。これらの形を通じて、私たちの暮らしを支え

る大切な存在となっています。しかし、森林の成長というのは長い年月が必要とされま

して、無秩序な伐採とか無計画な伐採を行いますと、森林の荒廃にもつながりますし、

木材の需給バランスを崩してしまうということになります。

これらのことは、私たちの生活や安全、経済に対して極めて大きな影響を与えること

になります。そして、一度失われた機能を回復するには長期間を要するため、簡単では

ないということでございます。このため、長期的な視点に立った計画的かつ適切な森林

の取り扱いを推進するために、森林法によって森林計画を定めており、国・都道府県・

市町村がそれぞれ連携して、それぞれのレベルに応じて、森林関係施策についての方向
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と、森林整備の目標を定めて、適切な森林施業の指針を示すものであります。

森林計画制度は、森林所有者の自らの意思に基づいて森林施業を行うことを基本とし

ているのですけども、国・都道府県・市町村、それから森林所有者、それぞれの段階に

おいて計画を策定して、計画達成に向けた必要な措置をとっていくこととされておりま

す。体系図の最上位に書かれておりますものが「森林・林業基本計画」になっておりま

して、５年ごとに２０年先の見通しについて、政府が決める計画となっています。この

計画では、関係者が取り組むべき課題を明らかにして、森林の多面的機能の発揮、林産

物の供給と利用に関する目標や、長期的かつ総合的に講ずるべき施策を定めています。

次に、「全国森林計画」は、５年ごとに１５年を期間として、農林水産大臣が決める計

画でございまして、国の森林関連施策の方向や国有林の森林整備及び保全目標など示し

ております。全国的な視点で、総合的な森林資源管理の目標などを定めておりまして、

本日ご審議いただくものでございますが、県が策定します「地域森林計画」の規範とな

っております。

次に、都道府県知事が５年ごとに１０年を期間として策定する「地域森林計画」がご

ざいます。こちらのほうは、都道府県の森林関連施策の方向や、地域的な特性に応じた

森林整備及び保全の目標等を明らかにしております。こちらのほうは、市町村が策定す

る「市町村森林整備計画」の規範となるという位置づけになっています。

さらに、市町村長が５年ごとに１０年を期間として策定する「市町村森林整備計画」

は、市町村における森林関連施策の方向や森林所有者の行う伐採や造林等の森林施業に

関する指針等を定めています。

一番下に表示されております「森林施業計画」は、森林所有者等が自発的な意思に基

づいて、「市町村森林整備計画」に即して、５年間を期間として策定する計画となって

おります。各森林所有者が、計画的かつ合理的な施業を行うことを期待して、市町村長

が認定するものとなっております。「森林施業計画」につきましては、今年度に、「森林・

林業再生プラン」に基づく森林計画制度の見直しが行われております。これに基づきま

して、平成２４年度からは、後ほど説明させていただくんですけども、「森林経営計画」

に移行するということになっております。

それでは、「森林・林業再生プラン」と森林計画制度の見直しについて、ご説明させて

いただきたいと思います。

既に御存じの方もおられると思いますが、平成２１年１２月に国が「森林・林業再生
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プラン」を策定しております。このプランでは２０２０年までに木材自給率を５０％以

上にすることを目標としておりまして、この「森林・林業再生プラン」に基づいて、こ

こに示しております１番から６番までの改革を実施するということになっています。森

林計画制度につきましても、この再生プランに基づく改革によって、今年度、見直しが

されたということでございます。

先ほどの「森林・林業再生プラン」を法制度で具体化するということで、森林法につ

いても改正がされております。既に平成２３年４月２２日に公布をされており、一部を

除いて平成２４年４月１日からの施行されることとなります。現在、一部は既に施行さ

れているものはあるのですけども、大半は来年度の４月１日からの施行となります。

改正の概要は、森林施業に必要な土地使用権設定手続きの改善等の、ここに示した８

点が森林計画制度に関連して改正が行われる部分となります。

森林計画制度に関連する改正点のうち、本日ご審議をいただくことになっております

地域森林計画に関連する部分ですけども、スクリーンではちょっと見にくいのですが、

赤字で示されている、上のほうの「地域森林計画の見直し」という部分となります。そ

の枠内に書いております「委託を受けて行う森林施業又は経営に関する事項、森林保護

に関する事項を新たに追加。」、それから、農林水産大臣への同意協議の対象ですけども、

これらのうちから林道と治山事業が除外されまして、伐採量と造林面積、保安林面積に

限るとされたこと。それから、地域森林計画の変更期日ですけども、地域森林計画の変

更は１２月３１日までに行うということが、附則で決められているところでございます。

次に、森林計画制度の見直しですけども、現行の制度では、複雑で役割分担が不明瞭

であるということで、形骸しているとの批判がありました「森林計画制度」につきまし

て、それぞれの作成する主体、市町村であるとか、国であるとか、森林所有者であると

か、県もそうですけども、それぞれがその役割のもとに、自発的な取り組みができるよ

うに役割を明確化するという点で見直しが行われております。

国が策定する「全国森林計画」におきましては、森林の整備・保全のための規範や指

針を示すものとして、皆伐や更新の考え方、基準など、基本的なルールのが示されまし

た。

次に、都道府県が策定いたします「地域森林計画」ですけども、「全国森林計画」に準

じて、計画内容の見直しがされており、先ほども申し上げましたけども、国と都道府県

の同意協議の対象が、伐採量、造林面積、保安林面積の３つに限られたということです。
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それから、市町村が策定いたします「市町村森林整備計画」ですが、森林所有者等に

対する主伐や間伐などの森林施業の規範を示すとともに、従来からありました国が示す

水土保全林、森林と人との共生林、資源の循環利用林、いわゆる３機能区分が廃止され

まして、例えば水源涵養機能や、山地災害防止機能であるとか、森林のそれぞれが有し

ている諸機能ごとに、望ましい森林の姿に応じた森林施業を実施することとして、これ

らの機能に応じた新たなゾーニングを市町村が主体的に設定するものとして、「市町村

森林整備計画」をその市町村のマスタープランと位置づけるというふうにされていると

ころです。

それから、森林所有者が作成をいたします「森林施業計画」では、技能と能力を有す

る森林所有者が、面的なまとまりを持って、路網・集約化に関する事項を含めた「森林

経営計画」を「森林施業計画」代えて創設するといった見直しがされているところです。

先ほどお話しさせていただいたうち、「市町村森林整備計画」における新たなゾーニン

グと「森林経営計画」について、次の資料でご説明させていただきたいと思います。

左側が現行の「市町村森林整備計画」、右側が、見直し後の「森林経営計画」となって

おります。現行の「市町村森林整備計画」では、森林の有する公益的機能の高度発揮に

基づく森林につきましては、公益的機能別施業森林として、複層林、長伐期及び特定広

葉樹育成施業等の多様な森林整備を促進するため、重視すべき公益的機能に応じて、水

土保全林もしくは森林と人との共生林のいずれかに区分して、これを公益的機能別施業

森林の区域として、その区域の基準であるとか、施業方法に関する指針等を定めており

ました。

先ほど申しました水土保全や共生林の公益的機能別施業森林、それに加えて資源の循

環利用林のいわゆる３区分、いずれかに森林を区分してきたというものでございます。

それから、右側の見直し後の「森林経営計画」ですけども、新たなゾーニングの考え

方といいますのは、例えば水源涵養機能は、水源涵養機能維持増進森林というふうにゾ

ーニングをし、その他にも山地災害防止機能であるとか、快適環境機能であるとか、保

健文化機能であるとか、それぞれの機能毎に区分してゾーニングを行うということにな

ります。画面で言いますと、右側のところの４つです。こちらのほうが国の示す公益的

機能別施業森林のゾーニングになっておりまして、これらに加えまして、木材等生産機

能維持増進森林は、国が示す基準となっております。

これらのほかに、市町村が独自に定めるゾーニングも可能であり、それぞれ市町の状
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況に応じて、例えば重要な生態系を維持するために国が示すゾーニングであるとか、そ

ういったものを独自に指定することが可能となっております。

これらのゾーニングにつきましては、単独で指定することも可能ですけども、それぞ

れが重複することも可能となっております。いずれかの機能も発揮しないという森林が、

一番下に書いております白地ということに区分されるものでございます。

国が示すゾーニングですけども、画面を見ていただきますと、右側の上から水源涵養

と山地災害防止、２つの森林のゾーニングがあります。大まかなイメージといたしまし

ては、左側の表の水土保全林のほうから矢印が出てきておりますけども、従来、水土保

全林だったものは、おおむねイメージとして、水源涵養か山地災害防止かのいずれかに

区分できるものであるといったことでとらえていただいたらよいかと思います。ただし、

必ずしもこれに縛られるものではなくて、それぞれの機能を検討して、ゾーニングをし

ても構わないということでございます。

次に、「森林経営計画」の概要についてです。「森林経営計画」は平成２４年４月に「森

林施業計画」から移行するとなっていますけども、この違いを表で示しております。

一番上のところに、「森林施業計画」、「森林経営計画」のそれぞれ比較を書いておりま

して、左側に計画作成者、性質とあるように、それぞれどこが違うのかを示す表でござ

います。計画作成者におきましては、従来の「森林施業計画」では、森林所有者または

長期施業受委託を受託した森林組合、もしくは林業事業体が森林の施業を行う権利を有

する者であったのが、右側の「森林経営計画」では、森林所有者または森林経営委託を

受託した森林組合や林業事業体となりました。

これはどういうことを意味するかといいますと、従来は施業を行う者が作成した計画

であったものが、経営を行う者が作成する計画となったということになりました。この

経営という言葉ですけども、林野庁の説明によりますと、従来の施業という言葉は、間

伐などの保育を意味しており、それに火災予防や病害虫防除の保護を加えたもの。施業

プラス保護が経営であるというふうな考え方になっております。

さらに、従来の計画といいますのは、主に人工林を対象としてきたんですけども、原

則として施業を行わない天然林につきましても、経営計画の対象に加えるというふうに

なっているものでございます。

それから、２つ目の性質ですけども、従来の「森林施業計画」では属地計画だけでし

たが、「森林経営計画」では、一定の区域を単位とする「属地的計画」と、特定の個人



- 16 -

が所有する森林を対象とした「属人的計画」が併存することになります。

それから、対象森林ですけども、「森林施業計画」におきましては、おおむね車で１時

間程度の範囲にある団地的まとまりを持った森林で、最低３０ヘクタール以上が条件と

なっておりましたけども、「森林経営計画」では、「属地的計画」の場合は、林班又は連

たんする複数林班の面積の１／２以上の区域を対象森林とすること。一方、「属人的計

画」の場合は、最低面積が１００ヘクタール以上であるというふうに変わっています。

それから、最後のところの計画事項ですけども、「森林経営計画」におきましては、従

来の計画事項に加えまして、森林の保護に関する事項と、作業路網その他の施設の設置

及び維持管理に関する計画などが、新たに計画事項と追加されているところでございま

す。

これは、「森林施業計画」と「森林経営計画」のイメージを表示しているものでござい

ます。スクリーンが見にくくて申しわけないですけども、左側が「森林施業計画」、右

側が「森林経営計画」となります。左側の「森林施業計画」で、黄色の中に点々と細か

いオレンジ色で示されているところがあるかと思いますが、これらは間伐を実施する森

林を示しております。

従来の「森林施業計画」では、間伐の施行地というのは、この絵にありますとおり、

点々と散らばっているということで、一体的な整備、面的な管理という面ではできてい

ないものですけども、右側の「森林経営計画」では、計画を策定する単位を単独林班ま

たは複数林班で固定いたしまして、その林班内において、計画に参加する者が所有する

天然林を含むすべての森林を対象森林といたしまして、間伐の必要な森林につきまして

は、作業道の開設とあわせて面的に一体的な計画とするものとなっております。

ここに示している例でいきますと、一つの林班もしくは複数林班の中で、すべての森

林所有者が参加するような形の例となっていますけども、全ての所有者が参加する必要

はなく、その中で２分の１以上の面積になる方々が集まって参加をしていただくと、認

定ができるということになっています。

次に、「全国森林計画」と地域森林計画の関係について、説明させていただきたいと思

います。「全国森林計画」は、全国を４４の河川ごとの広域流域に区分しておりまして、

その広域流域毎に森林の整備及び保全目標が定められています。滋賀県は、淀川流域に

属しておりまして、さらに湖南と湖北の２つの計画の区域に分かれております。

「地域森林計画」は、「全国森林計画」に即して策定するものでありまして、「全国森
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林計画」の達成に向けた計画内容とすることが求められております。「全国森林計画」

の基準や目標に反することなく、極端に地域的条件に偏った計画とすることはできない

とされております。

それから、「地域森林計画」には計画量というものが記載されているのですけども、こ

ちらにつきましても、「全国森林計画」をもとにした割り当てがございまして、そのプ

ラス・マイナス２０％の範囲内で策定するというふうにされているところです。

こちらが、滋賀県におけます湖南と湖北の区域になっておりまして、琵琶湖の西側で

は大津市、高島市、東側では東近江市、彦根市、愛荘町と多賀町、このあたりを境にい

たしまして、スクリーンで言いますと、緑になっているところが湖南、白で抜けている

ところが湖北の計画となっております。

次に、「地域森林計画」の樹立と変更時期についてですが、資料では、左側が湖南、右

側が湖北となっております。湖南につきましては、平成１９年度に樹立された平成２０

年度から平成２９年度までの計画になっています。一方、湖北につきましては、平成２

１年度に樹立されておりまして、平成２２年度から平成３１年度までの計画になってい

ます。

森林法の規定により、５年ごとに１０年を１期とする計画を立てることになっており

まして、本来ですと５年ごとの樹立作業ということになるのですけれども、滋賀県では、

「地域森林計画」の変更を毎年行っています。開発等によりまして、森林の区域が毎年

変化しております。このため毎年変更作業をしておりまして、合わせてその他必要な変

更を行っているものでございます。今年度につきましては、森林計画制度が大きく変更

されまして、「全国森林計画」も変更されましたので、それに基づいて変更を行うとい

うことになっています。

次に、「地域森林計画」と「琵琶湖森林づくり基本計画」との関係ですけども、平成１

７年に基本計画を策定いたしまして施策に取り組んでいます。「地域森林計画」と「琵

琶湖森林づくり基本計画」の違いですけども、先ほどから申し上げていますとおり、「地

域森林計画」は、森林計画制度に基づく法定計画でありまして、「琵琶湖森林づくり基

本計画」は、琵琶湖森林づくり条例に基づく計画であるというふうな違いになっており

ます。

「地域森林計画」につきましては、森林計画制度の中で、それぞれの「市町村森林整

備計画」の規範となるものとなりますし、一方、「琵琶湖森林づくり基本計画」は、県
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民協働や資源循環利用などの、そういった条例の基本理念を実現するために実施する計

画になっておりまして、多少性質は異なるのですけども、双方の計画は調和のとれた計

画ということにさせていただいているところでございます。

最後に、今後のスケジュールですが、本日、変更につきまして、森林審議会に諮問を

させていただきました。これのご審議いただきまして、答申をいただきましたら、その

後、農林水産大臣との協議を行い、同意が得られましたら変更を決定し、その後、公表

を行うという流れになっております。

以上で、概要説明を終わらせていただきます。

続きまして、「地域森林計画」の変更内容について説明させていただきたいと思います。

資料ですが、資料４は湖南、資料５は湖北となるのですけれども、それぞれ重複する

ところがかなりありますので、資料４湖南地域森林計画の変更（案）のほうを主に使用

して説明させていただきたいと思います。

それでは、資料４、湖南地域森林計画変更（案）をご覧ください。目次が３ページつ

いており、最初にⅠ、計画の大綱というのがございます。それから、Ⅱ、計画事項とし

て、第１、計画の対象とする森林の区域から、第７、その他必要な事項まで。それから、

別表１から４まで。あとは、附属の参考資料といたしまして、いろいろなものがついて

いるというところでございます。この構成は、湖北地域森林計画につきましても同じ構

成となっております。

それでは、湖南のほうを引き続き見ていただきまして、説明をさせていただきます。

変更をした点と、どのようなことが書いてあるかということで説明をさせていただきた

いと思います。

まず、湖南の１ページ、Ⅰ、計画の大綱、１、森林計画区の概況です。ここにおきま

しては、湖南地域森林計画の概況として、森林面積であるとか、主な山の標高だとか、

そういったものを書いているところでございます。こちらで変更させていただきました

のは、森林の面積、森林率、林道密度など、そういったものを最新の数字に変えている

点が変更点となります。

それから、４ページの２、計画樹立に当たっての基本的な考え方です。こちらのほう

は、それぞれの森林の公益的機能に応じて、どのような整備を行うかを書いており、公

益的機能に着目して、それぞれの機能を高度に発揮させる施業を行うといった文を追加

させていただいているところでございます。
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それから、６ページのⅡ、計画事項として、市町別面積というのがございます。こち

らでは、今年度に変更されました森林計画区の区域を表示しておりまして、総数として

は８万９,３８４ヘクタールとなっております。昨年度と比較いたしますと、１０ヘク

タール減となっておりますが、主なものとしては、栗東市では１,８８７ヘクタールと

なっておりますけれども、前年度比較で４ヘクタール減となっており、湖南全体として

は、１０ヘクタール減の８万９,３８４ヘクタールとなっています。

それから、７ページに第２、森林の整備及び保全に関する基本的な事項として、先ほ

ど計画制度の概要のところで説明させていただきましたけども、いわゆる３機能区分は

廃止をされまして、森林の有する多面的機能を発揮させるために、それぞれに応じた適

正な森林施業を実施し、それによって森林を利用するといった考え方に変わっています

ので、ここでは①から⑦まで、各森林はどのような森林を指すかを列挙しているもので

ございます。

続きまして、８ページから９ページでは、森林の有する機能ごとの森林整備及び保全

の基本方針となっております。左側がそれぞれの森林の有する機能ということで、一番

上に水源涵養機能がありますが、それぞれの森林の基本方針や、そこで行う整備はどの

ようにしたらよいのかが書いてございます。水源涵養機能が発揮される森林では、良質

な水の安全供給を行うのに、下層植生とか樹木の根を発達させる施業を行う。例えば伐

採時の区域の縮小や分散を図る。そういった施業の方針を示しております。ほかの機能

についても、それぞれの機能に応じた施業方法等を示すという構成になっております。

それから、１０ページです。（３）計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資

源の状態等と書いております。表の左側に区分として、育成単層林、育成復層林、天然

生林、それの現況と計画期末の目標数値が書いてあります。育成単層林は、現況が３万

６,８３５ヘクタールとなっておりますのを、計画期末は３万６,４１５ヘクタールと若

干減少させまして、その分を育成複層林もしくは天然生林に持っていく、そういった考

えを示しているものです。

それから、１１ページ、第３の１、森林の立木竹の伐採に関する事項として、（１）立

木の伐採の標準的な方法に関する指針ということで、伐採を行う場合の指針を示してい

るものでございます。この下に、ア、皆伐を実施する場合、イ、択伐を実施する場合の

２つがございます。皆伐を実施する場合におきましては、適切な伐採区域の形状や、一

箇所あたりの伐採面積の規模に配慮した伐採を行う。択伐を実施する場合におきまして
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は、単木・帯状又は樹群を単位として伐採区域全体ではおおむね均等となるよう実施す

る。そういった施業の方法を指針として示しているものです。

それから、１３ページから１６ページにかけて、造林に関する事項となっております。

１３ページに（１）人工造林に関する指針、１４ページの中ほどに（２）天然更新に関

する指針、この２つに大きく分けて、それぞれの指針を示しております。

人工造林におきましては、ア、対象樹種に関する指針のところで、針葉樹ではスギ・

ヒノキ・アカマツ、広葉樹ではクヌギ・コナラ等を対象にします。イ、標準的な方法の

ところで、（a）標準的な植栽本数、具体的な本数につきましては、４９ページの別表１

の表ですが、仕立て方による植栽本数を示しているものでございます。

１３ページに戻っていただきまして、（b）人工造林の標準的な方法につきまして、育

成単層林と育成複層林に分けて、その方法を示しております。

それから、１４ページの（ウ）伐採跡地の人工造林をすべき期間に関する指針という

ことで、伐採した後、人工造林を行う場合の期間や注意点を示しております。（a）植栽

によらなければ適確な更新が困難な森林に関する指針とあります。これは天然更新がで

きない森林として、市町村森林整備計画でその区域を定めるのですけども、その区域を

定める時の考え方を示しております。（b）伐採跡地の人工造林をすべき期間として、お

おむね２年以内に人工造林を行うということが書かれております。

それから今度は、（２）天然更新に関する指針ということですが、ア、天然更新の対

象樹種に関する指針として、針葉樹ではスギ、ヒノキなど、広葉樹ではブナ、カシ類、

そういうものを対象樹種にするとなっています。イのところでは、天然更新を行うに当

たっては、ここに示しているような方法で行うといったことを書いているものです。ウ

のところでは、伐採跡地の天然更新を実施する場合のその期間に関する指針を示してお

りまして、伐採後５年以内の期間に天然更新が完了していることが必要となります。

続きまして、１７ページから１８ページにかけて、３、間伐及び保育に関する基本的

事項として、（１）間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法に関する指

針とありますが、具体的な間伐間隔は、また４９ページを見ていただきますと、別表２

のところに、標準的な間伐の方法を示しておりまして、ヒノキの場合ですと、初回間伐

は２５年生、２回目は３０年生とかを指針として示しているものでございます。１７ペ

ージに戻っていただきまして、（２）保育の標準的な方法に関する指針ということで、

①下刈から⑤枝打ちまで、それぞれの方法を示しています。
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それから、１９ページ、４、公益的機能別施業森林等の整備に関する事項となってお

ります。この公益的機能別施業森林といいますのが、従来のいわゆる３区分になってお

ります。それが、森林が発揮する機能ごとに区分をするとされたために内容を変更して

おります。この公益的機能別施業森林は、「地域森林計画」ではその指針を示す形にな

っておりまして、「市町村森林整備計画」において具体的なゾーニングを設定すること

になります。

区域の設定に関する指針ということですけれども、その下に、(a)水源の涵養の機能

の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林とあります。例えば、水源かん養保

安林、干害防備保安林など、森林機能の評価区分において水源涵養機能の評価が中程度

以上の森林につきましては、水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進

すべき森林のゾーニングに、ゾーニングするのが標準的な方法としていいのではないか

といったことを示しているものです。

同様に、（b）以降、機能ごとのゾーニングの指針を示しているもので、２０ページの

（c）快適環境機能、（d）保健文化機能、はそれぞれの造林の指針を示しているという

ことです。

２０ページの中ほどですけども、イ、森林施業の方法に関する指針といったことが書

かれております。こちらのほうは、それぞれに設定されたゾーニングで、どのような施

業を行うのかといった指針が書かれている構成になっています。（a）水源の涵養の機能

の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林におきましては、伐期の延長を推進

すべき森林として、伐期の間隔を拡大する。標準伐期齢＋１０年以上でゾーニングする

主伐を皆伐により実施する場合は、伐採に伴う裸地化による影響を軽減するため、伐採

面積の規模縮小や分散を行って、更新未完了の面積が２０ヘクタールを超えないよう実

施するといったことを指針として示しているものです。

２１ページから２２ページにつきましても、それぞれのゾーニングごとの森林施業の

指針を示しているといった構成になっております。

続きまして、２２ページの（２）では、木材生産機能は森林にとって大切な機能の一

つですが、公益的機能別施業森林とは異なりますので、別に書いているものです。ここ

では、区域設定の基準や、それぞれの区域における施業方法を示しているという構成に

なっています。

続きまして、２３ページは、５、林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項を示
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しております。基幹路網は、林道と林業専用道に分かれました。２３ページから２４ペ

ージにかけて、ア、イ、ウ、エ、オとありますが、それぞれのゾーニングにおいて開設

に当たっての注意点などを示したものです。

続きまして、２５ページです。（２）効率的な森林施業を推進するための路網密度の

水準及び作業システムの基本的な考え方ですが、下に表があります。これは、搬出を行

う時に車両系や架線系、いろんな作業システムがあるのですけども、それぞれ得手・不

得手がありまして、緩頃斜に向いているシステム、車両系ですと当然タイヤ等がありま

すので、傾斜が緩いほうが有利であり、傾斜ごとにそれぞれの作業システムを適用して、

搬出を行うときの路網密度の標準的な水準を示しているものです。こちらも、「市町村

森林整備計画」の指針となっています。

それから、２６ページ（３）のところです。これは路網整備だけでなく効率的な森林

施業を併せて推進する区域として、路網整備等推進区域と括弧書きされていますが、路

網整備等と推進区域は「市町村森林整備計画」で設定するわけですけども、これは路網

整備とあわせて間伐等の森林整備を進め、集中的に行おうという区域を設定するもので

す。そのときの基準を下の丸印のところに示しているものです。

それから、２７ページから２８ページです。６、委託を受けて行う森林の施業又は経

営の実施、森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する事項として、「森林経営

計画」に関することですが、できるだけ集約をしていくとの方針に変わっていますので、

その時の方針を示しているものでございます。そのほか、（２）林業に従事する者の養

成及び確保に関する方針や、（３）作業システムの高度化に資する林業機械の導入の促

進に関する方針など、そういう点を書いているという構成です。

それから２９ページ、第４、森林の保全に関する事項を示していますが、このあたり

は変更等ございませんので、飛びまして３２ページです。３、森林の保護等に関する事

項ということで、（１）病害虫等の被害、（２）鳥獣被害、（３）林野火災、それぞれの

予防や対策の方針を、こちらに記載しております。

それから３３ページ、第５として、保健機能森林の区域の基準その他保健機能森林の

整備に関する事項とありますが、これは「森林の保健機能の増進に関する特別措置法」

で整備を行うにあたり、ここに示す基準で森林を指定することを示しています。こちら

のほうも変更がありませんので、飛ばせていただきます。

続きまして、３５ページ、第６、計画量等ということで、１、間伐立木材積その他の
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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ということで、

湖南地域森林計画区における１０年間の計画量を示しておりまして、またこのうち前半

５年分も示しております。主伐と間伐の数字ですが、全国森林計画の割当量に基づきま

して、プラス・マイナス２０％以内の範囲となるよう、森林・林業基本計画に指針とし

て目標値が書かれておりますので、その目標値をもとに試算して求めた数値ということ

で、それを１０年間分積み上げている形で計画をしております。主伐につきましては、

総数２３万１,０００立法メートル、間伐につきましては 総数５９万４,０００立法メ

ートルといった数値となっています。２の間伐面積は今回の変更で初めて出てきもので

す。３の造林面積では、前計画から若干数量が増えている形になっております。

続きまして、３６ページから３８ページまで林道の計画が書かれており、林道の開設

と拡張の計画量を示しています。拡張とは、法面改良等の改良と舗装の２つの種類がご

ざいまして、それぞれの計画が書かれているものです。林道の計画量は、先ほど制度概

要を説明させていただいたとおり、今年からは協議対象から外れまして、プラス・マイ

ナス２０％の制限がなくなっておりますので、実際に必要な数量ということで、３８ペ

ージの一番下のところに延長の合計を示していますが、開設については９キロメートル、

改良については４４．５キロメートル、舗装については４４．７キロメートルという数

字を挙げているということです。

それから、３９ページから４１ページは、保安林に関することが書かれていますが、

こちらにつきましては、総数は変更ございませんが、うち前半５年分を新たに示した形

となっております。

４２ページから４６ページまで、治山事業の計画量となっています。こちらのほうも

農林水産大臣との協議対象から外れています。必要なものを計上するということで、全

体では１５９か所、うち前半５年分として１０４か所を計画するという形になっていま

す。

続きまして、５１ページの別表４では、伐採の方法を定める必要のある森林の指定基

準を示しています。先ほどの公益的機能別施業森林の区域毎に、それぞれの施業をどう

するのかということで、（１）複層林施業を推進すべき森林と、５２ページに（２）伐

採面積の規模を縮小した皆伐を推進すべき森林に分けて示しています。それぞれに森林

を区分するときの基準が書かれており、これらの基準に該当する森林を、複層林施業を

推進すべき森林としてゾーニングをしていましょうとのことになります。ゾーニングの
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細分化の基準となります。

５３ページ以降は参考資料となっておりまして、５４ページを見ていただきますと、

森林面積ということで、開発等で抜けた見直し後の森林区域が示されております。

それから、最後の８１ページです。ここでは湖南における林地等の異動状況を示して

おり、（１）森林より森林以外への異動というのは、森林から森林以外のものになった

ものの内訳を示しております。（２）は、逆に森林以外から森林への異動ということで、

注１に書いていますとおり、農地転用されて森林に入ってきた面積として、中部森林整

備事務所の管内で平成１８年から２２年度までを対象として調査したものを示してお

ります。

以上、湖南の説明をさせていただきます。

湖北のほうですが、概要は同じ形になっておりますので、計画数値に関係するところ

だけ説明させていただきたいのですけども、まず資料５、湖北地域森林計画変更（案）

の５ページをごらんいただきたいと思います。

ここに、市町別面積ということで、総数９万４,８６４ヘクタールとなっております。

湖北のほうですけど、昨年度、米原市で県道工事を始めとして、そのほかにも計画区域

から抜けて９万４,８６４ヘクタールになっているというところです。

それから、３４ページの第６ですけども、こちらのほうも湖北における１０年間のそ

れぞれ伐採材積や、造林面積などの数量を計上しています。こちらのほうも湖南と同じ

ように基本計画の目標値をもとに数値を出しており、昨年度と比較して、それぞれ若干

上回っている形になっています。

続きまして、林道の計画ですけども、３５ページから４１ページにかけて林道の計画

が書いてあります。最終の４１ページの一番下のところ、開設については４８．３キロ

メートル、拡張のうち、改良については７６．４キロメートル、舗装については８４．

３キロメートルということで、必要なものを挙げさせていただいて、こちらも前年度か

らは数字がかなり下がっているところでございます。

４５ページから４９ページにかけて、治山事業の数量を示しておりまして、湖北全体

では１６８か所を計画している内容になっております。

以上で、概要の説明とさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○議長：はい、ありがとうございました。

ただいま事務局より、湖南地域森林計画の変更案及び湖北地域森林計画の変更案につ
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いてご説明がございました。これからご審議をお願いするわけでございますけれども、

湖南と湖北の地域森林計画書全体では少しボリュームがございますので、湖南と湖北あ

わせて幾つかの区分に分けて、ご質問やご意見をお聴かせいただければと存じます。

それでは、湖南地域森林計画変更案の目次の１枚目を開いていただけますでしょうか。

先ほどご説明がありましたように、Ⅰ、計画大綱がありまして、Ⅱ、計画事項として、

第１の計画の対象となる森林づくりから、目次２枚目に第７，その他必要な事項まで計

画事項がある。その後に、別表１から別表４があります。そして、目次の３枚目に参考

資料という構成になっております。

これらの各計画事項について、３つ程度の事項に区切りまして、そして湖南と湖北を

あわせて、ご質問やご意見等をお聴かせ願えればと存じます。ただ、議事の進行上、途

中で戻っていただき、あるいは全体のことについてのご意見やご質問がもしあったら、

その時点で結構でございますので、ご発言願えたらいかがかと存じます。

それでは、区切りについて申し上げます。５つぐらいに区切ったらどうかと思ってお

ります。１つ目は、Ⅰ、計画大綱及びⅡ、計画事項の第１、計画の対象とする森林の区

域、第２、森林の整備及び保全に関する基本的な事項、ページ数で申し上げますと、湖

南は１ページから１０ページまで、湖北は１ページから９ページまでをごらんいただき

まして、ご質問をお願いしたいと思います。

ここでの主な変更ポイントにつきましては、先ほどもご説明がございましたけれども、

第２、森林の整備及び保全に関する基本的な事項で、従来の水土保全林などの３区分か

ら、水源涵養機能などの森林の有する機能など７区分になったというふうに考え方が変

更されているということです。もう一つは、計画区間において到達し、かつ、保持すべ

き森林資源の現状、湖南は１０ページぐらいからあるんですけれども、その計画量も変

更されているということです。

そういうことでございまして、湖南については１ページから１０ページ、湖北につい

ては１ページから９ページまでの範囲内で、ご意見とかご質問をいただけたらありがた

いと存じます。

ご質問はいかがでしょうか。

どなたか、ございませんでしょうか。

はい、お願いします。

○委員：湖北の２ページですけども、高時川の上流域についての記述、下から４行目の「な
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お、」から後です。「広葉樹の天然林が存在しているが、一部の地域で用材としての伐採

が進められた」というところがあるんですけども、これについてもう少し詳しく教えて

いただけないでしょうか。

○議長：ということでございますが、いかがでしょうか。

○事務局：２ページの下から３行目のところでしょうか。

○委員：はい、そうです。

○事務局：これは上流域ということで、以前に伐採がされたということで。

○委員：すみません。ちょっと質問の意図がわかりにくかったかもしれないです。高時川

の上流域は、御存じのように、滋賀県内で生物多様性保全からいっても非常にいいとこ

ろというか、関西のエリアでも特筆すべきぐらい、いいところではあるんですけれども、

恐らくほかの県内の計画なんかにおいても、この地域に関しては重要な場所として保全

する地域であるというようなことが明記されているかと思うのですけども、そういった

地域でうっかりこういうことが起こってしまったので、今後ちゃんとしたいみたいなこ

とが書いてある。そのように読めるんですけど、それでいいんですか。

○議長：いかがでしょうか。

○事務局：そういうことも含めて、保全すべきものがあれば、保全をしていかなければい

けないと思います。

○委員：一応こういう計画を立てて、希少なところはするとかというのが、この中に入っ

ているかとは思うんですけれども、そういったことがあるにもかかわらず、こんなこと

が起こったみたいに読めるんですが、それでよろしいんですか。

もう一つ言うと、具体的な取り組みがどこにも載っていませんが、かなり重要なこと

だと思うんです。

○議長：どうぞ、お願いします。

○事務局：今の話ですけど、「一部の地域で用材としての伐採が進められたことがございま

す」とあります。これは旧余呉町で、チップ材としてかなりの面積を伐採されたという

ことがあった。これは過去の話であって、現在、そういうことをやっているというわけ

ではございません。

○委員：過去というのは、その前ということですか。

○事務局：時期的には、昭和６０年代が最後だと思います。

○委員：わかりました。でも、もう少し詳しく書かないと、一般の人がさっきみたいに読
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めてしまうので、いいものでもありますし、もう少し上手に。

○事務局：わかりました。これは過去のことでございますので、もう少し表現は変えさせ

ていただきます。

○委員：わかりました。

○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、何かございませんでしょうか。

どうぞ、

○委員：湖南地域の１１ページ、立木の伐採に関して皆伐を実施する場合、一箇所あたり

の伐採面積の規模に配慮し、モザイク状の伐採区域配置を行うことで、適確な更新を図

ると。このことを、もうちょっと具体的に説明していただきたいこと。

そして、皆伐を実施するに当たっては、また新しい植林をする。そのときに、シカ等

でかなり防護柵をして植林をしないと食害をこうむるというふうなことがありますの

で、私は余りやらないほうがよいかなと思っておりますので、この皆伐のここら辺を具

体的に説明してください。

○事務局：モザイク状ということでございますけれども、山林の伐採面積は２０ヘクター

ルまでと決まっており、それをできる限り分散をして、一箇所あたりの面積を減らすと、

そういった考え方です。

○委員：余り一箇所に偏らずに、大規模な皆伐実施は控えると。それで、ポイント、

ポイントにモザイク状ということで。

○事務局：一箇所で大きな面積は皆伐しないということです。

○委員：そんなことができるの。

○事務局：分散するよう配慮して。

○議長：はい、お願いします。

○事務局：モザイク状の話でございますけど、かつては伐採面積もかなり集団化できなく

て、今、施業の集約化という話を進めさせていただいています。だから、全体の森林経

営計画を立てる中で、一定の樹齢といいますか、伐期に達したところを、いわゆる一箇

所に大きな面積が重ならずに、モザイク状に伐採していくということでございまして、

そういうことができるかどうかという、いわゆる前提条件としましては、施行の集約化

をしていないと経営計画が立てられませんので、その前提条件があるかと思います。

それから、シカの被害の件につきましては、当然皆伐すれば、跡地になる。そこがま
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た、今も問題になっていましたようにシカに食害されてしまうということがありますし、

新たな再植林をすれば、また植栽木が食べられてしまうということがございますので、

当然それに対しても、防護的な手段は必要だと思いますし、あわせてどうするのかとい

う面からも対応していかなければならないと思っています。

○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、ございませんでしょうか。はい、お願いします。

○委員：湖南地域の計画の５ページですけども、間伐材の搬出・利活用に努め、安定供給

を目的とする県産材生産流通体制を整備しというのは、具体的に何か整備されています

か。

○議長：はい、お願いします。

○事務局：県産材の生産流通体制整備ということで、基本的には森林・林業再生プランの

中で、これからは木材を利用していく中で、森林整備をやっていきましょうという方向

に転換されたということで、滋賀県におきましても、生産された木材をしっかり利用し

ていくということになっています。

この生産流通体制整備につきましては、基本的に県がこういう施設を整備するという

ふうには考えておりません。森林の場合は森林組合、流通のほうにつきましては、県森

連を中心にお願いしている部分と、委員も仰せでございます市場、そういったあたりと

連携しながら安定的にしっかり出して、Ａ材、Ｂ材、Ｃ材としっかり仕分けして、Ａ材

はＡ材、Ｂ材はＢ材、Ｃ材はＣ材、しっかり流通していこうということで、県森連と一

緒にやっておりますので、そういったものも話が煮詰まっておりますので、今後は具体

的に進めてまいりたいと考えているところです。

○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、何かございませんでしょうか。

はい、お願いします。

○委員：基本的にわからなかったので、質問したいんです。湖南の１ページの下から１２

行目ぐらいで、対象の民有林が８万９,３８４ヘクタール、国有林が７,１７７ヘクター

ルと書いているんですが、この民有林というのは市町の持ち物であって、一般的な人の

民有ではないのか。それは単なる個人の民有でしょうか。

○議長：お願いします。

○事務局：民有林といっておりますのは、個人であるとか、県が持っているものだとか、
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市町村、そういったものをすべて含むものとなっています。

○河島委員：先ほどパワーポイントでおっしゃった森林法の改正ということで、森林の土

地の所有者となった旨の届出という項目があるんですけれども、市町村とまた個人とが

届出とか、そういうふうなことはちょっと違うんじゃないかとも思います。

私は農地のほうしかよくわからないので、農地を一般の人が持つというのはなかなか

できないことですけども、その森林関係の山を持つということは、簡単にできるのか、

できないのか。そういうふうなことから、市と私とは随分違うような気もするんですけ

ども、そこら辺をちょっと教えてください。

○議長：はい、お願いします。

○事務局：土地所有者の届出というのは、基本的には森林はだれでも持てるということで、

外国資本の話も一時ありまして、昨年あたり賑わしたところでございますけれども、今

まで１ヘクタール以上は、森林の部署ではなて、国土利用計画のほうで一応届け出をす

ることになっていました。

ただ、そういう情報を森林部署が確認することによって初めてわかるということがあ

ったのですが、今回の森林法におきましては、すべて森林は、相続も含めて、所有者が

変わった場合には届け出をすることになりました。だれがその森林を持っているかとい

うことをはっきりさせなければいけないということになっております。今度の森林法で、

それが改正されたということです。

○議長：いかがですか。

○委員：わかりました。これは民有林ということで、細かくそういうふうに分ければどう

なのかなというのはありましたので、市町と個人的な区分があれば、分けたほうがすっ

きりわかるような気がしますので、ご質問しました。

○議長：そのほかに、何かございませんでしょうか。

ご質問がございましたら、後でまた振り返っていただいたら結構でございます。

次は、２つ目の区切りでございます。第３、森林の整備に関する事項の１、森林の立木

竹の伐採に関する事項から、４、公益的機能別施業森林等の整備に関する事項でござい

まして、湖南では１１ページから２２ページまで、湖北では１０ページから２１ページ

までで、ご質問をお願いしたいと存じます。

ここでの変更のポイントとしましては、主伐について標準的な方法を示したと。これ

は湖南の１１ページに書いてあります。それから、造林方法についても、人工造林と天
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然更新に分けて標準的な指針を示したということです。湖南では１３ページぐらいから

書いてあります。それから、公益的機能別施業森林の区分を、３行目から、森林の有す

る公益的機能の別に応じて区分して、施業などの方針を示したというのが、１９ページ

から２１ページぐらいですね。そういうのが主な変更点かと思います。

ここまで、湖南でいくと１１ページから２２ページまでで、何かご質問とか、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：湖南の１２ページ、（３）の表で、標準的な施業体系の数字を示されておるんです

けども、スギの場合ですけど、期待径級が２６センチから３４センチまで、これは現在

の滋賀県の数字か何かを参考にされておると、地域によって多少数字は変わると思うん

ですけども。

○議長：はい、お願いします。

○事務局：滋賀県の収穫表をもとにいたしまして求めた径級です。

○委員：何かをもとにして、はじき出されたということですか。

○事務局：はい。

○議長：よろしゅうございますか。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：１３ページの（１）の人工造林ですけども、イの（a）標準的な植栽本数と出てい

るんですけれども、これはどういったものを標準的といっているんでしょうか。

○議長：いかがでしょうか。

○事務局：具体的な数字は４９ページに示していますが、通常、植栽するときには、この

ぐらいの本数を標準として植栽しようというものであり、必ずしもこの本数でないとい

けないというものではありません。

また、市町の森林整備計画において植栽の本数も変わります。実際にはそちらのほう

に準じた植栽が主になってくるかと思いますけれど、それぞれ個々の施業の方法に応じ

ても変わってきますので、あくまで標準として示しているものです。

○議長：いかがですか。

○委員：標準はわかりましたけれど、その増減はどの程度限界とか。

○事務局：具体的に上限が何パーセント、下限何パーセントというものはありませんので、

４９ページの表でも、中仕立てが標準ということとなり、本数は３,５００本としてお
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りますけれども、密な場合ですと４,５００本であるとか、もう少し少ない疎仕立ての

本数ですと２,５００本といった数字を示しているものとなっています。

○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。どうぞ、お願いします。

○委員：先ほどシカなど獣害についてのご説明がありましたけれども、そのほか湖北のほ

うでは雪害の影響が二、三年前にすごくありまして、シカの獣害や雪害等、自然条件が

大分異なってきているのを受けて、このたびの改正に活かしていくような説明書きとか、

この造林に関する事項の中では、そういった思いというのを県が公示されている文書と

いうのはありますか。

○事務局：３１ページに、森林の保護等に関する事項ということで、（１）から（３）まで、

病害虫と鳥獣と林野火災の項目を示しています。獣害はかなりの被害ということなので

具体的に示していますが、この３点しか計画書には書かれていないです。

標準的な項目として書かれているものであり、それ以外ということで、雪害につきま

しては書き切れていないという状況です。

○議長：よろしいですか。

○委員：書き切れていないのであれば、今後、書く予定であるとかいうことはないですか。

○事務局：（４）で、その他必要な事項というのがございますので、そちらのほうで検討さ

せていただきます。

○委員：ぜひよろしくお願いします。

○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。

それでは、またありましたら、後でおっしゃっていただきたいと存じます。

それから、３つ目の区切りとしましては、５、林道等の開設その他林産物の搬出に関

する事項から、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、湖南では２３ページから３４ページ、湖北では２２ページから３３ページが該

当します。

ここまでで、ご意見をお願いしたいと思います。変更された点としましては、林道と

林業専用道をあわせた基幹路網の考え方がございます。それから、傾斜と作業システム

に応じた路網密度の水準を新たに示されております。それから、委託を受けて行う森林

の施業又は経営の実施、湖南では２７ページにございます。それから、森林の保護に関



- 32 -

する事項、湖南では３２ページが新たに計画事項となったようでございます。

ここまでで、ご意見やご質問はございませんでしょうか。

はい、お願いします。

○委員：湖南では２５ページ、湖北では２４ページに当たるとこですけど、路網密度水準

が書いてあって、重要だと思います。急傾斜地での路網によって山が壊れた事例もある

ので、それで決められたと思うのですけど、ここに書いてあるだけではなかなか目につ

かないので、指導普及に関する手段とか策は練っておられるでしょうか。

○議長：いかがでしょうか。

○事務局：路網整備というのは、これから大変重要な位置付けになるものと考えて、今現

在、一番力を注いでいる部分でもございます。その力を注ぐことの意図というのは、も

ちろん効率的搬出ということですが、もう一つ、絶対に欠かすことができないのは、崩

れない道ということでございます。

従来の道づくりというのは、確かに降雨に対する防災対策が必要とされますが。場合

によっては災害のきっかけになる可能性のあるようなものも出てくるというふうなこ

ともあるかと思います。こういうことは、これから絶対起こしてはいけないということ

で、何をおいても安全な、長期にわたって使用可能な道づくりというものを大切に考え

ているところです。

ということで、これに対する技術的な普及ということですが、従来からも実施してお

りましたが、今年度より、県で集中的に森林作業道の作設研修という位置づけをして、

各事務所管内を一週間ずつかけて、その道の専門家の方をお招きして、崩れない作業道

の開設に取り組んでいるところでございまして、つい先日、それのフォローアップの研

修が終わったところです。来年も、多少形は変えますが、より充実した内容になるよう

に、引き続いて、実施していきたいというふうに考えているところです。以上です。

○委員：ぜひ、よろしくお願いします。それで、この路網の早期復旧というのも大事だと

思うので、よろしくお願いします。

もう一点、湖南の３２ページですけど、（２）の３行目から４行目にかけて、その結果

を踏まえて、「関係団」とも連携しての「体」が抜けているような気がするんです。

それで、これに関して、鳥獣による森林被害対策は重要な項目だと思うんですけども、

鳥獣の対策は、基本的に被害対策等、個体数の管理と生息環境管理の３つの事象があっ

て、それをいずれもやらないといけないわけですが、全体を通して、積極的な鳥獣対策
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を主眼に置いた生息環境保全といったものが、どこかに書いてあるかもしれないですけ

れども、見えない。

ちょっと戻って申しわけないですけど、９ページとか８ページとかに、生物多様性保

全機能について基本方針として説明があるんです。例えば湖南の９ページ、生物多様性

保全機能の最後のところに、「野生生物のための回廊の確保にも配慮した適切な保全を

推進することとする。」とあるんですけれども、じゃ、このような保全を推進するため

の計画が具体的にどうなのか。

生物多様性保全と鳥獣被害対策はイコールだと思うんですけれども、そのことについ

ての対策が全体的に受け身で、もっと積極的な取り組みについての記載ができないもの

かなと。あるいは、ここで書けなくても、大きな項目だと思うんですけども。

かなり逃げた感じが否めないですけど、どうでしょうか。

○議長：いかがでしょうか。

○事務局：今、言われたことは大変重要なことだと思っております。具体的な案を書いて

いませんから、この辺は個体数管理と、それに対する防護の話がありますし、そういう

ことによって生息環境を保全することにつながりますので、そういった趣旨を踏まえた

形で、ここはもう少し具体性を持った表現に変えさせていただきます。

○委員：お願いします。

○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。

はい、お願いします。

○委員：林道等の開設の関係の、２３ページの基幹路網の現状として、林業専用道は１路

線で１キロという中で、これからの「森林・林業再生プラン」の方向性の中で、林業作

業道、こういうものを延ばしていくというふうな方向性であると思うんですけど、今後

管内の計画について、具体的な数字というものが記載されてないような気がして、

資料３には、林道の開設の関係についての整備事項が書いてはありますけど、具体的な

林業作業道についての計画がどういうものになっているか。わかれば教えていただきた

いということ。

あと、国有林の関係で言いますと、３２ページの森林保護に関する中のナラ枯れ被害

の関係については、国有林とも連携というふうな書きぶりがされておりまして、国有林

側からすれば保護のみならず、いろんな面で民有林との連携というのは、これから必要
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であると考えておりまして、その辺のことについてもよろしくお願いしたいというふう

な意見とさせていただければと思います。

○議長：はい、ありがとうございます。

いかがでしょうか。

○事務局：まず、滋賀県の路網整備の数量的な面についての計画をお尋ねだと思います。

この地域森林計画の中には、おっしゃったとおり、林道部分でしか記載はされていない

んですが、県が条例に基づいて策定しております森林づくり基本計画の中に目標数値を

挙げております。この中では、平成２６年度時点での年間の森林作業道の開設目標数値

として年間３万６,２００メーターというのを持っているところです。

ただ、この３万６,２００メーターというのは、実を言いますと、現状は既に大幅にこ

の水準を上回った形で路網整備を進めているところです。現在は、国の補助事業でござ

います加速化事業というのがあるんですが、そこでの制度を有効に使わせていただいて、

今まさに加速に努めているところということで、開設延長はこれの倍程度を目指してや

っているところです。

それから、ナラ枯れの関係で国有林との連携の件でございます。実を言いますと、ナ

ラ枯れ対策ということにつきましては、滋賀県ではその予防という面では積極的な対策

についてはまだ効果的なものが見つかっていないというものもありまして、対策の手段

は枯損木の倒伏による二次被害、建物や人に対する二次被害の予防対策というところで

の事業を進めているところでございます。

しかし、これも今後技術的なものが進む中で、効果的な予防対策ができれば、その発

生区域の情報のやりとりとか、あるいは一体的な対策による効果の発揮というようなこ

とで、国有林さんとの連携というものを図っていけばというふうに考えているところで

す。以上です。

○議長：よろしゅうございますか。はい、ありがとうございました。

○事務局：今の国有林との連携の話の中では、ナラ枯れについても、もちろんですけども、

獣害対策、特にシカ、あるいはカワウ等につきましても、いろいろ情報交換なり、ある

いは連携していかなければいけないところもあると思います。そのあたりの表現につき

ましては、少し検討させていただきます。

○議長：よろしくお願いします。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。
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はい、お願いします。

○委員：流通の関係ばかりで申しわけないんですけども、２８ページの県産材の利用促進

ということで、（４）で、効率的な加工処理を行うための施設も、今後推進するという

ことですけども、これは県のほうで流通の中の取り組みとして、このような方法でとい

う、加工処理は具体的にどのようなことですか。

○議長：いかがでしょうか。

○事務局：流通につきましては、先ほど申し上げましたように、生産と加工・利用を結ぶ

部分でございますので、流通関係の皆さんと一緒になってやっていく部分で、補助金等

で支援することは支援しながら、県としても積極的にやっていきたいということでござ

います。

加工につきましては、これも御存じのように、今、公共施設の木造についてはＪＡＳ

材という形になっていまして、そういった関係で、特にＪＡＳに向けて支援をさせてい

ただきながら、民間の加工事業体が、そういったものに対応できるように取り組みいた

だく部分でご支援させていただきたいということでございます。

○委員：ありがとうございます。

御存じのように、滋賀県は全国でかなり伐採量が少ない県というようになって、全国

でも下から数えたほうが早いということで聞いておるんですけども、これから先は流通

に向けて、出口のほうが非常に重要な部分になってくると思いますので、県のほうもそ

の辺ことをかなり強力に推進していただいたら、ありがたいと思います。以上です。

○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。

○委員：今、おっしゃったのと同じ湖南の２８ページあたりで、木質バイオマスを有効活

用するための施設整備というのは、何か大がかりなことを具体的に考えておられるのか、

どうか教えてください。

○議長：はい、どうぞ。

○事務局：バイオマスにつきましては、具体的にまだ話はないんですけど、ただ、来年、

電気の買い取り事業とか、そういったものが出てくる中で、県全体といたしまして、低

炭素社会の実現ということでやっております。

そういった中で、一部、こういうことで取り組みたいという声も聞かせていただいて

おりますので、そういったものについて支援させていただきたいと考えております。具
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体的にはどういう分野で、どういうものというのは、今のところございません。

○議長：よろしゅうございますか。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：今のことと少し関係するんですけども、森林計画全体を大きく見直すというケー

スでは多分ないと思うんです。ただ、ことし大きな震災もあって放射能の事故があって、

国のエネルギー政策が定まらないと動きにくいことがあると思うんですけども、やはり

県として森林バイオマスを積極的にエネルギーに利用するということは進めていくべ

きじゃないかと思います。

それから、もう一つは、例えば福島産の出荷原木から放射能が出てくるというような

ことも起こっていますから、そういう原木の供給地域も流動的な状況になっていると思

いますので、ナラ枯れの対策になるのかちょっとわからないですけども、森林バイオマ

スをエネルギーとして、それから林産物として、材料としても積極的に滋賀県は考えて

いくべきじゃないかと思います。

その辺のことを、今、この計画の中に入れられないかもしれないですけども、将来的

に、積極的に展開していただけるようにお願いしたいと思います。

○議長：いかがでしょうか。

○事務局：利用という部分では、特にＣ材はチップとして量的には一番多くなると思いま

すし、ＲＰＳ法の関係で火力発電所の３％混焼ということが国もされていますので、そ

ういったことに対して、積極的に体制づくり等を考えていく必要があります。

もう一点、原木につきましても、今、委員がおっしゃいましたように放射能の影響で

１５０ベクレルを越えるものは利用できなくなりました。調査させていただきますと、

滋賀県の原木で県外から入ってくる部分で、向こうのほうからはそんなに多くはないと

いうことがわかりました。もともとその生産者が少ないんですけど、多くはないという

ことで、ただ、そういった事例もございますので、流通部分でチェックするのと、それ

以外の、原木自体を生産されているところもございますので、そういった部分について

も、いろいろ今後は考えていきたいなと考えております。

○議長：よろしゅうございますか。ありがとうございます。

はい、お願いします。

○委員：県産材の利用について、私からもお願いしたいと思います。県産材の利用につい

ては、公社林が平成２７年ぐらいから搬出していくと。そして、木材の価値を高めて、
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その利益を公社林の返済に充てると、そのような県の方針を立てられております。

そして今、路網整備の作業を受けて間伐を促進する。そして、間伐材をこれから引き

出していかなければなりませんし、間伐材を利用するんだと。これから平成３０年ぐら

いまでの間に、県産材はかなりの量が出てきますので、話を聞いていると、ちょっと抽

象的であるかなと。計画だったら抽象的であるかわからんけど、県としてどのような建

築材に利用するか、もうちょっと具体的に提示してほしいですな。

それから、もう一つ、県だけではなく、県と市町と連携してやっていく。それで、市

町とも連携しながら、そういうような木材の利用を促す。搬出して引き渡す。そのよう

な取り組みをしていく必要があるし、一定、市町が一体となってやっていくということ

を明示する必要があるのと違いますか。

○議長：はい、お願いします。

○事務局：今おっしゃいました地域森林計画の性格は、山側の森林整備とか造林とか、そ

ういったものが中心になって、それは法定計画でございますので、そういうものが余り

表現が細かくできていない。それは否めない事実でございまして、それについてはご容

赦いただきたいと思うんです。

ただ、別途、県が策定した琵琶湖森林づくり基本計画の中では、具体的に例えば平成

３２年の生産目標１２万立ちメートルにしましょうとしています。それは、ただ単に数

字を挙げているだけでなくて、そのうち、建築材としてこれぐらい需要があって、この

辺だったら県内利用だけでこれだけというふうに、ある程度積み上げで想定しておりま

す。

そういったものを示しながら、今おっしゃいましたように、市町、森林組合と連携し

た中で、まず素材を生産すること、それをしっかり加工すること、そういった部分の仕

組みづくりをやっております。それについては、また市町の皆さんにもお知らせさせて

いただきながら、森林組合と連携しながら進めてまいりたいと考えておりますので、ま

だこちらのほうの情報提供の部分で十分させていただけないところもあると思うんで

すけど、説明に回らせていただき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、ありがとうございます。

そのほか、よろしいでしょうか。

じゃ、どうぞ。

○委員：質問ですが、２７ページ（２）の中ほどに書いてあるフォレスターについて、こ
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のフォレスターは「国の森林・林業再生プラン」のフォレスターとイコールのものなの

か。これについて、具体的に、何か資格があって、どうこういうものなのか、ちょっと

教えてもらえますか。

○議長：はい、お願いします。

○事務局：フォレスターについて説明をさせていただきます。県でも、国の言っておりま

す「フォレスター」の資格を取るようにしておりまして、現在、「准フォレスター」と

いうことで、国のやっております研修に参加しております。

いずれ、平成２５年を目途に国のフォレスターの試験がございますので、現在、県に

２５名の普及指導員がおりますけれども、その普及指導員がフォレスターの資格を取る

ような形でやっていきたいと思っております。

○委員：ここに書いたものは、県ではなくて、いわゆる国のフォレスターということです

ね。

○事務局：役割としましては、市町村の指導、あるいは森林組合の指導、そういうような

ものを重点的にやって、県においても、「森林・林業再生プラン」がうまくいくように

考えていきたいと思っております。

○委員：国のほうのフォレスターの中身について、どうなっているのか余り知らないです

けど、本来、フォレスターはドイツから来た考えだと思うんですけども、ドイツの林業

フォレスターというと、ここに書いてある「持続的な森林経営の推進に必要な知識を保

有する」というだけじゃなくて、野生動物の管理もできる人というのがフォレスターの

一つの大きな基準なんですけど、それは入っているんでしょうか。

本来のフォレスターの中には、野生動物管理と、ドイツのフォレスターは全員、狩猟

ができる、銃を持っている人が当たるんですけど、そういうイメージなんでしょうか。

○事務局：日本のものは、そこは違います。野生動物の保護などは入っていないような感

じです。

○委員：保護というか、管理だと思います。管理ができていても、日本のほうは入ってな

いということですね。わかりました。

○議長：それでは、続きまして、４つ目の区切りについてお願いしたいと存じます。

第６の計画量等から別表４まで、湖南では３５ページから５２ページ、湖北では３４

ページから５５ページが該当します。変更点としましては、伐採材積や造林面積の計画

量、湖南の３５ページぐらいから変更されるようです。また、林道や治山事業の計画量
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も変更されているようであります。これも、湖南では３６ページから書いてあります。

ご意見やご質問がありましたら、お願いしたいと存じます。

いかがでしょうか。

またございましたら、後でおっしゃっていただいて結構でございます。

次は５つ目の区切りで、参考資料と書いてあります湖南で５３ページから最後まで、

湖北で５７ページから最後までが該当しますが、そこについてご質問等がありましたら、

お願いしたいと思います。先ほどの４つ目の区切りで、もしありましたら、これもお願

いしたいと存じます。

いかがでしょうか。

それでは、全体を通しましてご意見がございましたら、お願いしたいと存じます。

じゃ、お願いします。

○委員：すみません。湖南の１５ページ、伐採跡地の天然更新で、５年以内の期間に天然

更新を完了すると書いてあります。けども、一応、獣害などで防護柵があるところはで

きると思いますけども、全然ないところは、５年以内には大変無理やと思います。そう

いうことで、ちょっと質問させていただきます。

○議長：いかがでしょうか。

○事務局：指針の中で、５年以内に天然更新が確認できる状況ということですけども、天

然更新を条件とするいろいろな事業もあります。その場合、更新を条件とする。つまり

伐採をした跡に、一定の範囲内に森林になるような条件が整っているということを条件

として認められる事業であります。それの指針となる部分だというふうに考えます。

確かに、今、委員がおっしゃったとおり、現状では何の対策もせずに天然更新すると

いうのは非常に厳しい状況であるというふうに考えます。

○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。

続きまして、お願いします。

○委員：一番初めに戻るんですけれども、委員から高時川の場所についておっしゃいまし

たけれども、それで思い出したんですが、湖北の３ページの上から１２行目ぐらいから、

安曇川地域のことについて書かれていますが、２年ほど前から、朽木の上流地域でトチ

の木の大規模な伐採があったにもかかわらず、そのことについては触れられていないの

で、そのことについては県でも対策をとっておられるはずですので、ぜひ入れていただ

きたいなと思います。
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○議長：いかがでしょうか。

○事務局：その辺のところ、県の対策という、県民税事業でも対応しているところでござ

いますし、また表現につきましては少し検討させていただきます。

○議長：よろしくお願いいたします。

そのほか、全体を通しまして、何かございませんでしょうか。

じゃ、先にお願いします。

○委員：湖南の２８ページの（５）その他必要な事項で、自分が考えるに、ここにつきま

して、いろいろ専門的なお話を聞かせていただいていたんですけれど、私は一市民とし

てここに来たわけで、近くで毎月ごみを拾うボランティアをひとり続けていました。で

も、人員が集まらないんですね。

そういう中で、森林の関係もすごく悩んでいらっしゃる問題ではないかと思っている

んです。それで、私たちの自然観察の中で、森林も含めて、そういうＰＲをもっと県の

ほうでもしてほしいし、それからもちろん、さっきのシカの問題もございます。

そこで、県で以前エコフォスターという制度がございまして盛況をいただいていたん

ですけど、何か今年から切られたようで、ちょっとはっきりわからないんですけど、そ

うしますと、ボランティアのほうの保険が掛けられないんですね。そういう点をここで

考慮していただきまして、森林のごみを減らすためのボランティアもさせていただきた

いので、その活動もやっていただけないかということが、私からのお願いでございます。

○議長：いかがでしょうか。

○事務局：今回、地域森林計画の変更ということでご審議いただいているわけですけども、

この委員会の中で、もう一つ琵琶湖森林づくり事業の、いわゆる県民税事業も含めた琵

琶湖森林づくり基本計画の評価ということも、またお願いをしております。

そういった中で、特に森林税の事業、いろんな事業がございますが、環境に配慮した

森林づくりと、県民協働による森林づくりという、２つの柱でさまざまな事業を行って

おります。そういった中で、さまざまな人たち、いわゆる森林所有者や林業関係者以外

の方々も山に関わりを持っていただくというふうなことの事業展開をさせていただい

ておりますし、普及啓発の事業も実施をさせていただいています。

ただ、いわゆる県民の認知度といいますか、そういった事業のことを十分まだ御存じ

ない方が多いということが県民意識調査にも出ておりますので、その辺はいろんな事業

の参画の呼びかけですとか、県の広報誌「プラスワン」というのが２カ月に一度発行さ
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れますけども、「びわ湖水源のもりづくり月間」である１０月に向けては特集号として

組んだり、また森林づくりのフォーラムということで、県民向けのフォーラムなんかも

開催をさせていただいているということでございます。

その辺のところについては、今後さらに普及啓発ということで、皆さんに関心を持っ

ていただくというようなことを、しっかり取り組んでいかなきゃならないという認識は

いたしておりますので、よろしくお願いします。

○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：この計画を立てているんですけれど、今、林業の若手の育成という話が出ました

が、うちの主人は労務班で働いていると、若い班の人たちが班に入れてくれという話が

数件来たりしますが、実際のところ仕事がないので入れてあげることができないという

現状です。育成とかされている計画を立てられていますけれども、きちっと雇用のとこ

ろまで考えた計画であるのか、ちゃんと需要と供給というのは成り立っているのか。県

としていかがでしょうか。

○議長：いかがでしょうか。

○事務局：今おっしゃいました件でございます。基本的に雇用をしようと思えば、事業量

の確保が重要になってきます。そういった中で、これは先ほどから出ています木材生産

とかにつながってくる話ですけど、それから集約化とか、これから山の木をどんどん出

して必要がございますので、機械導入十路綱整備とか、そういったことで若い方の力と

いうのが当然必要になってきます。

森林組合の皆さんにお願いして、いろいろ事業展開を図っているんですが、その中で

も、事業を増やすという方向で、どうしていったらいいかということを議論していただ

いています。法律に基づく常例検査もやっておるんですけども、そういった中で、今後

も森林組合の事業展開として、どういう事業を担保していくかということをいろいろお

話をさせていただいて、森林組合も真剣に考えていただいております。

今後は、今ご指摘ございました人材確保、人材育成の中でも仕事とセットでやってい

くという部分で森林組合と一緒に考えていきたと思っていますので、またお帰りになり

ましたら、そういうことでもお話しいただければ思います。よろしくお願いいたします。

○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、よろしゅうございますか。はい、
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○委員：先ほどの話と関連するんですけど、適切かどうかわからないんですけど、琵琶湖

森林づくり基本計画については、パンフレットなどで結構可視化されていると思うんで

すが、この森林計画の可視化の検討はされないんですか。

例えばパソコンでやってもゼロとか、自分にも関心がない状況なんですけども、一部

でいいのでマップか何かつくって、マップ上に例えば環境林整備事業はここでやってい

るんだよとか、林道はこれだけやったけど、今度の計画ではこれだけ延びるんだよとか、

路網はここら辺でやっていますとか、マップ上に何か落とすと、県民の人は、これはう

ちの近所やなとか言って、気になったりする。

計画に入れろと言ってるんじゃないですよ。おまけで何かそういうのがあると、市民

もそういうのがあって、さらにどこかで目に触れると、この計画を見てみようかなとい

う気になるのではないかと。ずっと字が書いてあって、森林がわあっと書いてあっても、

イメージはわきにくいので、興味も出ないかな。

それが計画の中には、一つ一つはすばらしいことが書いてあるし、一生懸命皆さんや

っているので、これを見てもらうための、関心をもってもらうための、ひいては参加み

たいなところにつながり得るものですけど、何か工夫が一つできないかなという提案で

す。そんなことをするより、今の森林をもうちょっと見せたほうがいいのかもしれない

ですけど、ちょっと提案です。

○議長：はい、お願いします。

○事務局：この森林計画制度が、今までどちらかというと、県民の方に広く十分に知られ

ていなというふうなことの反省に立って、この計画制度の変更というのがされたわけで

ございます。

今回、地域森林計画の見直しということでご審議いただいていますけど、これは先ほ

どの前段からの話にもありますように、市町村森林整備計画というのがマスタープラン

化されるということで、市町の計画が地域の計画として重要になってまいります。

そういった中で、大きな変更点としまして、先ほどから話がありますように、ゾーニ

ングの問題です。ゾーニングの考え方を変えていくということと、それから路網なり、

それから、どこで、どういうふうな施業が行われるか。そのゾーニングの話も含めて、

路網の図示化といいまして、わかりやすく示すということが今回の改正の大きなポイン

トとなっていますので、その辺、今後市町村の森林整備計画もつくられるわけですけど

も、そういった視点で、県としてもそういうようなことも、ぜひきちっと皆さんにはお
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知らせできるような形でやっていきたいと思っています。

それと、先ほど委員のほうから木材生産の話がございましたけれども、確かに木材の

生産量の量とか何とかいう話で、具体的には、今の琵琶湖森林づくり計画の中で、県内

の生産量ということで示しているわけですけども、この基本計画の中では、ゾーニング

はパワーポイントの５枚目の資料にもありますように、水土保全、それから森林と人と

の共生林、それから資源の循環という、３つのゾーン分けでございました。

それが、新しいゾーニングの中では、重複可ということになっているわけでございま

して、公益的機能別に施業する森林であっても、いわゆる木材生産をする森林という、

位置づけが重複できるということになっています。県の地域森林計画の指針というのは

機能別に示してはおりますけども、重複ができるということ、最後はそれぞれ市町さん

の中で、どこの地域をそういうふうにかぶせていくかということも考えいただけて、あ

る程度の裁量で自治体ができるということでございますので、その辺も含めて、うちは

できるだけ木材生産を重視していくんだという考え方は、その中で反映できるかなとい

うふうに思っております。

○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。

そのほか、何かございませんでしょうか。

ほかにご意見等はございませんようですので、当案件については、適正と認めてよろ

しゅうございますか。

それでは、ご意見もないようでございますので、湖南森林計画の変更案および湖北森

林計画の変更案について、原案どおり認めることといたします。

なお、ただいまご承認いただきました湖南地域森林計画の変更案および湖北森林計画

の変更案についての答申書作成と、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、ご異議はございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

どうもありがとうございます。

それでは、そのようにさせて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が、ほかに何かございませんでしょうか。

特にございませんか。

では、本日はいろいろ活発にご意見をいただき、またご協力賜りまして、まことにあ

りがとうございました。
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それでは、事務局にお返しいたします。

８ 閉 会

○司会：吉田会長様、長い間、どうもありがとうございました。

それでは、以上をもちまして、第９５回滋賀県森林審議会を終了いたします。

各委員の皆様におかれましては、今後２年間審議会の運営につきましてお世話になる

ことと存じますが、どうかよろしくお願いをいたしたいと存じます。

それでは、終了させていただきます。本日は大変お疲れさまでございました。ありが

とうございました。

〔午後 ４時１２分 閉会〕


