
資料１

滋賀県森林審議会運営要領

昭和５６年１０月３１日伺 定

昭和５７年１２月２１日一部改正

平成 ９年 ５月 ７日一部改正

平成１５年 ３月２６日一部改正

（趣旨）

第１条 この要領は、滋賀県森林審議会（以下「審議会」という。）の会議について必要な事項を定める

ものとする。

（会議の招集）

第２条 会議は、会長が召集する。

２ 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく会議を召集しなければならない。

（１） 知事が諮問等をしたとき。

（２） 審議会の委員（以下「委員」という。）の２分の１以上の者が書面で会議に付議すべき事項を

示して会議の召集を請求したとき。

（３） 会長が必要と認めたとき。

３ 会議を召集しようとするときは、会長は会議の日の３日前までに会議の日時、場所、付議すべき案件

を記載した書面により各委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

４ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

（会議の議長）

第３条 会長は、会議の議長となる。

（議決）

第４条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

（部会）

第５条 知事は、審議会に林政部会および森林保全部会を置き、各部会の所掌事項は、次のとおりとする。

（１）林政部会

林政における基本的かつ重要な事項

（２）森林保全部会

ア 林地開発許可の適否に関する事項

イ 保安林の解除に関する事項

ウ 森林病害虫等の県防除実施基準、高度公益機能森林および被害拡大防止森林の区域設定、樹種

転換促進指針ならびに地区防除指針に関する事項

２ 部会は、部会長および部会員若干名をもって構成する。

３ 部会長および部会員は、委員のうちから会長が指名する。

４ 部会は、会長が必要に応じて召集し、部会長が議長となる。

５ 部会長に事故あるときは、出席の部会員により互選された者がその職務を代行する。

６ 第１項から前項までに規定するもののほか、部会の運営については審議会の運営の例による。

７ 部会の審議事項は、部会の決議をもって総会の決議とする。



（専門調査会の設置）

第６条 会長は、諮問の内容に応じて必要と認めるときは、各部会員と外部専門家等からなる専門調査会

を臨時的に設けて、調査、研究等を行わせることができる。

２ 専門調査会員は、会長が任命する。

３ 専門調査会の座長は、会長が指名する。

４ 専門調査会は、座長が必要に応じて召集する。

５ 座長に事故あるときは、出席の専門調査会員により互選された者がその職務を代行する。

６ 専門調査会における調査、研究結果の審議会への報告は、座長が行うものとする。

７ 専門調査会員は、当該事項に係る調査、研究が終了したときは、解任されるものとする。

８ 専門調査会は、必要に応じて参考人を呼ぶことができるものとし、座長が出席を依頼する。

（議事録の署名）

第７条 議事録は、議長の指名した出席委員２人が署名するものとする。

（その他）

第８条 この運営要領に定めるもののほか、議事の運営に関し必要な事項は、その都度会長または部会長

または座長が定める。

付 則

１ この運営要領は、昭和５６年１１月１日から施行する。

２ 滋賀県森林審議会規則（昭和５０年１月６日伺定）は、廃止する。



滋賀県森林審議会事務処理要領

平成１９年４月１日伺定

第１条 滋賀県森林審議会（以下「審議会」という。）の庶務は、滋賀県琵琶湖環境部森林政策課におい

て行う。

第２条 審議会の庶務を処理するため、幹事２名および書記若干名を置く。

２ 幹事は、森林政策課長および森林保全課長とし、書記は、会長がこれを委嘱する。

第３条 幹事は、審議会の庶務に関し会長を補佐し、書記は、審議会の庶務を行う。

付 則

１ この事務処理要領は、平成 ９年４月１日から施行する。

２ この事務処理要領は、平成１９年４月１日から施行する。



滋賀県森林審議会部会運営要領

昭和５８年４月６日伺定

（趣旨）

第１条 この要領は、滋賀県森林審議会運営要領第５条に基づき林政部会、森林保全部会（以下「部会」

という。）の議事の運営に関して必要な事項を定める。

（小部会）

第２条 部会長は、必要に応じて諮問事項の部会毎に小部会を設けることができる。

２ 小部会は、部会員若干名をもって構成する。

３ 小部会の委員は、部会員のうちから部会長が指名する。

４ 小部会の委員は、与えられたテーマについて専門的に取り組み、部会長に報告する。

（参考人）

第３条 部会長は、意見陳述を必要とする場合には、関係者に参考人として出席を依頼することができる。



「森林計画制度」の概要「森林計画制度」の概要についてについて

平成２３年１２月

滋 賀 県



森森 林林 法法

森林計画や保安林制度等の森林に関する手
続規定や罰則規定などを定めた法律

第１条
「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。」

①森林計画制度
（全国森林計画、地域森林計画、市町村森林整備計画）

②開発行為の許可
③伐採および伐採後の造林の届出
④施業の勧告等
⑤森林施業計画
⑥保安林



・無秩序な伐採は・・・森林の荒廃、災害の発生
・無計画な伐採は・・・森林資源の需給バランスの崩壊

生活・安全・経済への影響が大きい

長期的な視点に立った計画的かつ適切な森林の取扱が必要

ひとたび荒れた森林の機能を回復させることは容易でなく
森林の造成は超長期を要する

森林計画制度

◎森林計画制度◎森林計画制度の目的の目的



◎森林計画制度の体系図◎森林計画制度の体系図

森林・林業基本計画
長期的かつ総合的な施策の方向・目標

政府
森林・林業基本法第１１条

地域森林計画(10年計画)

・都道府県の森林関連施策の方向
・伐採、造林、林道、保安林の整備の目標等
・市町村森林計画等の規範

都道府県知事
森林法第５条

市町村森林整備計画(10年計画)
・市町村が講ずる森林関連施策の方向
・森林所有者が行う伐採、造林の指針等

市町村
森林法第１０条の５

森林施業計画（森林経営計画）(5年計画)
・森林所有者等が所有等をする森林につ
いて自発的に作成する具体的な伐採・
造林等の実施に関する５年間の計画

森林所有者等
森林法第１１条

全国森林計画（15年計画)
・国の森林関連施策の方向
・地域森林計画等の規範

農林水産大臣
森林法第４条

国有林の地域別の森林計画
・国有林の森林整備、保全の方向
・伐採・造林・林道・保安林の整備の目標等

森林管理局長
森林法第７条の２



森林・林業再生プランと森林計画制度森林・林業再生プランと森林計画制度

森林・林業再生プランの改革の方向

１ 森林計画制度の見直し

２ 適切な森林施業が確実に行われる仕組みの整備

３ 低コストに向けた路網整備等の加速化

４ 担い手となる林業事業体の育成

５ 国産材の需要拡大と効率的な加工・流通体制の確立

６ フォレスター等の人材育成

２０２０年までに木材自給率を５０％以上



森林法の改正について森林法の改正について

改正の概要

・ 森林施業に必要な土地使用権設定手続きの改善

・ 早急に間伐が必要な森林の施業代行制度の見直し

・ 無届伐採が行われた場合の行政命令の新設

・ 森林の土地の所有者となった旨の届出

・ 森林所有者等に関する情報の利用等

・ 森林所有者等が作成する森林施業計画の見直し

・ 行政が作成する森林計画の見直し

・ その他、施行期日等

改正森林法が平成２３年４月２２日に公布、一部を除いて平成２４年４月１日から施行。



改正森林法における森林計画制度改正森林法における森林計画制度
全国森林計画の見直し

森林の保護に関する事項を新たに記載する。（第４条第２項）

地域森林計画の見直し

委託を受けて行う森林の施業又は経営に関する事項、森林の保護に関する事項を追加。
機能別の森林の所在及び面積を記載事項から削る。（第５条第２項）

林道の改正及び改良に関する計画及び治山事業に関する計画について農林水産大臣
への同意協議の対象から除外する。（第６条第５項）

市町村森林計画の見直し

委託を受けて行う森林の施業又は経営に関する事項、森林の保護に関する事項を追加。
（第１０条の５第２項）

変更の期日

地域森林計画は平成２３年１２月３１日まで、市町村森林整備計画は平成２４年３月３１日
までに変更しなければならない。（附則第３条、第５条）

森林施業計画の見直し
森林施業計画の名称を森林経営計画とする。（第１１第１項）



森林計画制度の見直し森林計画制度の見直し

国・都道府県・市町村・森林所有者等の役割の明確化

市町村森林整備計画のマスタープラン化

森林施業計画を見直し、森林経営計画を創設

森林の３機能区分を改め、森林の公益的機能に基づき、市町村が主体的に
森林区分（新たなゾーニング）を設定する仕組みへ転換

計画記載事項の見直し
国と都道府県の同意協議の対象を、伐採量、造林面積、保安林面積に限定

全国森林計画では、森林の整備・保全の実現のための規範、指針を示す



市町村森林整備計画対象森

公益的機能別施業森林

市町村森林整備計画対象森

市町村森林整備計画における市町村森林整備計画における
新たなゾーニングについて新たなゾーニングについて

現行 （いずれかに区分）

公益的機能別施業森林

森林と人との共生林

水土保全林

資源の循環利用林

水源涵養機能維持増進森林

山地災害防止機能維持増進森林

快適環境機能維持増進森林

保健文化機能維持増進森林

木材等生産機能維持増進森林

市町村が独自に定めるゾーニング

白地

見直し後 （各ゾーニングは重複可）



森林経営計画の概要について森林経営計画の概要について

森林所有者 森林所有者

長期施業受委託受託者 森林経営の受託者

（森林組合、林業事業体等） （森林組合、林業事業体等）

最小 ３０ha

（車で１時間の範囲内に所在すること）

森林施業に関する長期（４０年以上）の方針 森林経営に関する長期（４０年以上）の方針

森林の現況並びに５年間の伐採、造林、保育の計画 森林の現況並びに５年間の伐採、造林、保育の計画

森林の施業の共同化に関する事項 森林の保護に関する事項

森林施業及び保護の共同化に関する事項

（属地的計画を共同で作成する場合のみ）

森林の経営の規模の拡大の目標等（任意）

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

森林施業計画 森林経営計画

計画作成者

性質 属地計画 属地的計画と属人的計画が併存

対象森林

属地的計画は、計画対象森林の面積が林班又は連たんす
る複数林班の面積の１／２以上であること。

属人的計画は、自ら所有し、及び森林経営の委託を受けた
全ての森林を対象とすること。（最低１００ha以上）

計画事項





滋賀県の森林計画区滋賀県の森林計画区

滋賀県では湖南森林計画区と湖北森林計画区の２計画
区に分かれている。

全国森林計画より、計画量の割り当てがある。
±２０％の範囲内で地域森林計画を樹立、変更する。

全国森林計画 （４４の広域流域）

淀川流域 （滋賀県、大阪府全域と京都府、
奈良県、三重県の一部）

滋賀県

湖南 湖北





湖南地域森林計画

Ｈ25～H34

Ｈ24年度樹立

Ｈ19年度樹立

Ｈ20～H29

変更
(H23.12)

Ｈ27～H36

Ｈ26年度樹立

変更
(H23.12)

Ｈ21年度樹立

Ｈ22～H31

地域森林計画樹立・変更の地域森林計画樹立・変更の時期時期

湖北地域森林計画



「地域森林計画」と「地域森林計画」と
「琵琶湖森林づくり基本計画」「琵琶湖森林づくり基本計画」 との関係との関係

琵琶湖森林づくり

基本計画

森林法に基づく法定計画

全国森林計画

地域森林計画
（都道府県）

市町村森林整備計画
（市町村）

森林経営計画
（森林所有者等）

（国)

◆◆森林資源の保続・培養森林資源の保続・培養
のための指針のための指針

調 和

琵琶湖森林づくり条例に
基づく計画

・従来事業

・琵琶湖森林づくり事業
（琵琶湖森林づくり県民税を活用）

◆◆森林づくりの実施森林づくりの実施
計画計画



今後のスケジュール今後のスケジュール

森林審議会への諮問森林審議会への諮問

答申答申

農林水産大臣との協議農林水産大臣との協議

変更計画変更計画のの決定決定



地域森林計画変更の概要

資料３【湖南計画区】

変更計画事項

１ 計画の対象となる森林の区域に関する事項

（総数面積）

ha計画内容 変更前 ８９，３９４

変更後 ８９，３８４ （ 減）ha 10ha

変更理由：林地開発等に伴う減

２ 計画量等に関する事項

（主伐材積）

m3計画内容 変更前 １８３千

変更後 ２３１千 （ 千 増）m3 48 m3

変更理由：全国森林計画変更に伴う見直しによる増

（間伐材積）

m3計画内容 変更前 ５４９千

変更後 ５９４千 （ 千 増）m3 45 m3

変更理由：全国森林計画変更に伴う見直しによる増

（人工造林面積）

ha計画内容 変更前 ７６０

変更後 ８２６ （ 増）ha 66ha

変更理由：全国森林計画変更に伴う見直しによる増

（天然更新面積）

ha計画内容 変更前 ２７６

変更後 ３７１ （ 増）ha 95ha

変更理由：全国森林計画変更に伴う見直しによる増

３ 林道の開設又は拡張に関する事項

（開設延長）

計画内容 変更前 ㎞40.1

変更後 ㎞ （ ㎞減）9.0 31.1

変更理由：開設路線完了に伴う減

４ 実施すべき治山事業の数量に関する事項

（箇所数）

計画内容 変更前 箇所151

変更後 箇所 （ 箇所増）159 8

変更理由：新たな荒廃地等発生に伴う箇所の増



地域森林計画変更の概要

【湖北計画区】

変更計画事項

１ 計画の対象となる森林の区域に関する事項

（総数面積）

ha計画内容 変更前 ９４，８６５

変更後 ９４，８６４ （ 減）ha 1ha

変更理由：林地開発等に伴う減

２ 計画量等に関する事項

（主伐材積）

m3計画内容 変更前 ２３２千

変更後 ３７２千 （ 千 増）m3 140 m3

変更理由：全国森林計画変更に伴う見直しによる増

（間伐材積）

m3計画内容 変更前 ６１９千

変更後 ７１７千 （ 千 増）m3 98 m3

変更理由：全国森林計画変更に伴う見直しによる増

（人工造林面積）

ha計画内容 変更前 １４００

変更後 １３８２ （ 減）ha 18ha

変更理由：全国森林計画変更に伴う見直しによる減

（天然更新面積）

ha計画内容 変更前 ５１０

変更後 ６２１ （ 増）ha 111ha

変更理由：全国森林計画変更に伴う見直しによる増

３ 林道の開設又は拡張に関する事項

（開設延長）

計画内容 変更前 ㎞84.0

変更後 ㎞ （ ㎞減）48.3 35.7

変更理由：開設路線完了に伴う減

４ 実施すべき治山事業の数量に関する事項

（箇所数）

計画内容 変更前 箇所141

変更後 箇所 （ 箇所増）168 27

変更理由：新たな荒廃地等発生に伴う箇所の増
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