
第９４回滋賀県森林審議会
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〔午前 ９時３１分 開会〕

１ 開 会

２ 定足数の確認

〇司会（森林政策課 ）：ただいまから、第９４回滋賀県森林審議会を開催させていただき

ます。

委員の方一名が、少しおくれて来られるようでございますが、本日の審議会は、委員

１５名のうち１１名がご出席ということになりますので、森林審議会運営要領第２条第

４項の規定によりまして会議が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あいさつを申し上げます。

○琵琶湖環境部（押谷技監）：皆さん、おはようございます。

いつもだと１０時ぐらいに開会ということで、３０分ほど早くなりましたけど、皆様

方には大変お忙しいところ、第９４回の森林審議会にご出席をいただきまして、まこと

にありがとうございます。

また、平素は本県の森林・林業の施策の推進につきましては、何かとご理解、またご

協力をいただいていますことを、あわせてお礼申し上げます。

さて、現在県におきまして、森林の公益的機能の発揮を維持し、資源として本格的に

利用可能な時期を迎えつつある県内の人工林資源、これの積極的な活用を図るという滋

賀県林政の課題があるわけですが、それに対応した施策を盛り込んだ来年度の予算編成

を進めているところでございます。

まず、琵琶湖森林づくり基本計画の戦略プロジェクトのテーマでございます県産材の

安定供給体制の整備と、地球温暖化防止森林吸収源対策による森林保全の整備でござい

ます。

県産材の安定供給体制につきましては、まさに川上から川中、川下に至るまで、それ

ぞれのところで対策を講じているというところでございますけども、県産木材の安定的

な供給量の確保、それから需要に応じた材の仕分けを行うためには、やはり路網整備と

ともに、施業地の集約化に従事するプランナー、それから林業機械のオペレーター等の

人材育成が重要と認識しているところでございます。

国におきましても、一昨年度策定されました森林・林業再生プランの具体的な取り組

みが今年度から始まったところでございまして、来年度は、先だって国の３次補正で整

備いたしました、復興木材安定供給等の対策として延長された「森林整備加速化・林業
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再生基金」も活用しながら、木材生産流通体制の整備に努めてまいりたいと思っている

ところでございます。

間伐につきましては、低コスト化に向けました路網整備と林業機械化とともに一体的

な取り組みによりまして、間伐材の搬出を加速してまいりますが、平成２７年度から、

いつも申し上げていますが、本格的な伐採が始まります公社林からの木材生産を視野に

入れた対策を講じることが必要だと考えているところでございます。

また、森林所有者による自主的な整備が進まず、放置状態にあります人工林において

も強度間伐により健全な状態に導いて、森林の水源かん養等の公益的機能の高度発揮を

図る必要があるとの判断から環境林整備をやっているわけですが、その拡充も制度に組

み入れて予算化をしているところでございます。

しかしながら、これらの対策を推進する上におきまして、今、一番問題になっていま

すのは、新聞紙上でも出ていますが、シカによる剥皮等の林業被害と、それに伴う森林・

植生を食い尽くすということによる、林地荒廃というものにつながるという懸念でござ

います。

シカの生息数について、この１１月の記者発表によりますと、昨年秋の推定生息数約

２万６,０００頭が、昨年と、ことしの調査結果によりまして、４万７,０００頭～６万

７,０００頭に見直しされたわけでございます。今まで（年間）８,５００頭の捕獲目標

頭数を増加させないためには（年間）やはり１万３,０００頭、（５年後に）半減させる

には（年間）１万６,０００頭の捕獲が必要と（見直し）されているところでございま

す。

林地荒廃等は、米原市の霊仙山系などでその影響と思われる状況が確認されておりま

して、近年の極端な豪雨災害につながっていくという懸念もされるところから、森林保

全の観点からも早急な対策を関係課が連携して取り組むということで、重点的にその辺

のことも予算配分を検討しているところでございます。

部局連携の関連でございますけども、昨年、「公共建築物等木材利用促進法」が施行さ

れたところでございますが、それに伴いまして、今後、公共施設等への木造・木質化へ

の普及等、その取り組みに対する支援も実施していきたいと考えているところでござい

ます。

このような新たな課題への対応の中で、森林づくり県民税基金の財源を有効的かつ効

果的に活用させるための検討も、今後近いうちにやらせてもらわなければならないと考
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えているところでございます。

本日は、このような経過の中で、次年度に向けて琵琶湖森林づくり事業の見直しを検

討しているところでございますが、それにつきましてご意見をいただきたいと思ってお

りますので、ひとつよろしくお願いいたします。

○司会：それでは、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い

うふうに思いますので、吉田会長、よろしくお願いいたします。

○議長：おはようございます。

それでは、議長を務めさせていただきます。皆様、ご協力のほど、どうぞよろしくお

願いいたします。

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

の公開の取扱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。

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、それから○○委員にお願いいたしたいと存じますが、○○委員、○○委員、

よろしくお願いいたします。

○両委員：（うなずく）

４ 議 事

（１）琵琶湖森林づくり事業の見直しについて

○議長：それでは、議事に入りたいと存じます。

予定終了時刻は１２時と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、琵琶湖森林づくり事業の見直しについて、事務局から資料の説明等をお願

いします。

○事務局：事務局より資料の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。

１枚目、審議会の次第でございます。資料１といたしまして、Ａ３判の「琵琶湖森林
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づくり事業の施策検討について」という一枚物の資料でございます。資料２といたしま

して、「環境林整備事業の新たな展開」という、カラー刷りの２枚とじの資料でござい

ます。資料３といたしまして、「ニホンジカによる被害対策の更なる展開」という４枚と

じの資料でございます。続きまして、資料４といたしまして、「長寿の森奨励事業の新

たな展開」というＡ４判一枚物の資料でございます。資料５といたしまして、「里山リ

ニューアル事業の新たな展開」というＡ４判２枚とじの資料でございます。

その他パンフレットとして、「琵琶湖森林づくり基本計画（改訂）」概要版と、「琵琶

湖森林づくりガイド」平成２３年度版をおつけしております。

お手元にございますでしょうか。

それでは、森林づくり事業の見直しについて、簡単にご説明申し上げます。

琵琶湖森林づくり事業は、琵琶湖森林づくり基本計画に基づきまして、琵琶湖森林づ

くり県民税を活用して、森林の公益的機能の高度発揮に重点を置いた環境を重視した森

林づくりと、広く県民が森林に対する理解と関心を深め、森林づくりへの参加を促進す

る県民協働の森づくりといった、新たな視点に立った様々な事業を実施しています。

県としましては、毎年度、森林審議会において、事業の効果や施策の方向性について

評価をいただき、またそれらの改善や新たな課題への対応の検討を行っているところで

す。そこで、今回も、昨年の見直し以降に出てまいりました課題に対しまして、現在検

討しております取組内容や方向性について委員の皆様のご意見をいただき、今後の琵琶

湖森林づくり事業の施策展開に活かしていきたいと考えております。

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

思います。今回は５つの検討項目を挙げておりまして、それぞれに現状と課題、課題へ

の対応、期待できる効果、それと、関連する森林審議会の評価・意見等をそれぞれ整理

しております。

それでは、１点目の「環境林整備事業の新たな展開」について、ご説明させていただ

きます。資料２をごらんいただきたいと思います。

環境林整備事業は、採算が合わないなどの理由により放置された人工林を強度に間伐

し、針広混交林に誘導しようとする事業で、森林づくり事業がスタートした平成１８年

度から実施してまいりました。５年間で６３９ヘクタールの過密林分は改善されました

が、一方で種子の供給源の不足や照度の不足、またニホンジカによる食害によりまして、

当初に期待しておりました高木性広葉樹の生育が十分でないといった課題が見えてま
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いりました。

また、国では森林・林業再生プランに基づく国産材の自給率の向上に軸を移した政策

に転換をするといったことなど、森林を取り巻く社会的環境が変化しておりまして、従

来の木材生産を目的とした森林環境とは違った、いわゆる公益的な機能を重視した森林

管理として環境林を見直す必要があると考えております。そこで、針広混交林化だけで

はなく、林内環境の改善を目的とする密度管理についても、環境林整備事業で対応でき

るように検討しております。

この環境林整備事業の見直しにつきましては、９月の審議会において概要をご説明し、

委員の皆様からご意見をちょうだいしておりまして、この資料２の２枚目になりますけ

ども、環境林整備事業の見直しにかかる意見として整理しております。この意見の取り

まとめにつきましては、担当のほうから詳しくご説明させていただきますので、よろし

くお願いいたします。

○議長：はい、お願いします。

○事務局：先だっての審議会のときに、概要を短時間の間にばたばたと説明いたしまして、

その後、改めて文書での意見照会という形をとらせていただきました。そこで大変貴重

なご意見、あわせて大変参考になる資料も送付していただきまして、ありがとうござい

ます。

それでは、資料２の２枚目のところにあります、環境林整備事業の見直しにかかる意

見の概要について説明させていただきたいと思います。時間の関係で、内容をすべてご

紹介というわけにはいかないんですが、かいつまんで進めていきたいと思います。

２枚目の資料の表側で、左側の列です。これまでの環境林整備事業についての意見と

いうところで、いろいろいただいております。種子の供給源不足、シカの食害対策を当

初から検討すべきであったというようなご意見、あるいは過密状態の改善のほか「環境

林化」につながる効果はあったのかというような意見もいただいております。このこと

につきましては、先ほどの資料にもございますように、期待しておりました高木性広葉

樹の侵入というのがなかなか思うように進まなかったというところで、顕著な成果が見

当たらなかったということになろうかと思います。

また、事業地の状況の推移を見守るのか、ということでございましたが、これについ

ては当然継続して見守る必要があると考えているところでございます。

また、強度間伐を実施したわけですが、強度間伐の結果、その質的側面について影響
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はなかったのかというようなこともご意見としていただいております。これについては、

今後とも注意深く観察を続ける必要があろうかと考えております。

また、今回の見直しについては、事業実施の中途であっても、施業等の方針を検討し、

よりよい環境を創出するための効果的な方法を探るということについては、前向きな対

処であるというご意見もいただきました。

次に真ん中の列、見直し後の環境林整備事業についてのご意見をいただいております。

これについては、上段から３つ目のところで、放置人工林のさらなる効果的な整備事

業として、また、戦略的な整備事業推進で、この大きな放置人工林の問題を解消するこ

とにつながる見直しとして理解するというご意見をいただきました。

また、間伐方法の見直しや強度間伐の程度、あるいはもっと思い切った問題解決の整

備方法など、環境林整備の新たな施策が考えられているのかというご意見もいただいて

おります。

その次は、強度間伐の跡地の植生がどのような形で遷移をたどっていくのかというよ

うなことも、長期的に見守っていくべきであると。拙速は避けるべきというご意見をい

ただきました。

また、まず下層植生の確実な形成を目的とするべきであると。その上で期待する高木

の広葉樹の侵入と定着を促すための技術の開発を同時に進める必要があるというご意

見もいただきました。

その右の列にまいります。上から２つ目のところに、国の環境林整備事業との関係は

どうかというご意見をいただいております。国のほうでも今年度より、環境林整備事業

という新規の事業が実施できるようになっております。この事業の内容は、大きく２つ

ございます。１つは、自助努力等によって、適切な整備や具体的な森林について、広葉

樹林化あるいは針広混交林化への転換を促すための支援というのが一つでございます。

もう一つの部分は、気象害あるいはマツクイムシ被害等の森林に対する対策というよう

なものになろうかと思います。

整理いたしますと、見直し前の本県の環境林整備事業が、今申しました最初の部分、

自助努力等によって適切な整備が期待できない森林に対する広葉樹林化、あるいは針広

混交林化というところに該当するものと考えております。

それから、環境林の経年調査の現地説明会をしてもらいたいというご意見をいただき

ました。これについては、調査を実施しております森林センターとの協議もいたしまし



- 7 -

たが、調査地がいずれも非常に山奥にあるということで、委員の皆さんをご案内すると

いうのは、かなり困難な現場というふうに伺っております。これについては、可能な状

況というのがあればということで、ちょっと置かせていただきたいと思います。

それから、針広混交林化では、広葉樹林化を目指すべきではないかというご意見もい

ただいておりますが、この見直し後の環境林整備事業という形で事業を進めていって、

最終的に密度管理が進んで、あるいは現場の状況から、結果的に広葉樹林化するという

場合も可能性としてき否定できないわけですけれども、本来の目的が手入れ不足状態に

ある人工林の管理ということから、あえて広葉樹林化でなければならないという必要性

はないというふうに考えているところでございます。

次に、環境林整備事業において、森林の多面的機能の向上に寄与しているか否かにつ

いて、モニタリングや評価、あるいは技術的検証を継続的に実施することが必要である。

あるいは、シカによる食害、ナラ枯れ等が近年非常に顕著であり、これらについても早

急に対策を講じる必要があるというご意見もいただきました。

また、どのような森林であれば、その場所に安定した多面的機能を発揮するのか、実

証研究を並行して行うことが重要であるというご意見もいただいております。

次に、裏のページをごらんいただきたいと思います。

これについても左側の列が、これまでの環境林整備事業についてのご意見でございま

すが、このうち最下段のところでございますが、５年で見直しというのは余りに結論が

早過ぎると。あるいは、いきなり高木性の広葉樹が生育すると思っているのであれば、

その前提がまず疑問であるという、大変厳しいご意見をいただいております。

ただ、我々、針広混交林化について、全面的に否定した、あるいはあきらめてしまっ

たというわけでは決してございません。針広混交林化が可能なところであれば、そうい

う形での事業もあわせて進めていきたい。ただ針広混交林化だけを目指して環境林整備

事業を進めていくのではなく、その内容を拡充していきたいというようなところが目的

でございます。

次に、見直し後の環境林整備事業についての列ですが、ここでは具体的に環境林整備

事業についてどういう場所でやるのかというようなところで、森林経営計画が樹立でき

ないところが多いので、関連づけに留意してもらいたい、あるいは公益的機能森林に限

定しないでもらいたい、あるいは保安林内での複層林計画で実施してもらいたいという、

かなり具体的なご意見もちょうだいしているところでございます。これについては、環
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境林整備事業という事業の趣旨からいいまして、一定、他の事業からと区別ができるよ

うな整理というのが必要かと思います。そういった中で、森林経営計画あるいは公益的

機能森林というのは、大きな判断基準になろうかと思います。今後、検討を進めていき

たいというふうに考えております。

次に、右側の列ですが、この１年、気候変動による災害、震災、津波など、私たちは

衝撃的な経験をしたという意見の中で、谷筋などに大量の放置木材があると。こういっ

たものが災害を誘発するのではないかというようなご意見もいただいております。これ

につきまして、今回、環境林整備事業の見直しの中では、そういう密度管理の中で、一

定、伐採した木材を林内にそのまま放置するという形も出てくるというふうに考えてお

りますが、この中で懸念されておられます、林内に放置された間伐材と流木との関係に

ついて、いろいろ研究がされているところかと思います。

私の認識ではございますが、一般的な流木被害というものの原因としては、新生崩壊

とか、渓岸浸食、あるいは土石流による渓畔林の倒木、あるいは過去の崩壊地とか、土

石流による倒木などが流下してくるというのが多くの流木被害の原因になろうかと思

います。

ただ、実際、間伐をされても谷筋に放置されますと、洪水時には当然水によって浮い

てきますので、そういう流下する可能性のある地域においては極力搬出をするべきとい

うふうに考えておりますが、ただ、搬出は大変な労力、経費を必要とするものでござい

ます。まずは森林の整備を進めていくことによって、林地自体を災害に対して強いもの

にもっていかなければならないと考えているところから、すべて搬出しなければならな

いということにはならな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：はい、ありがとうございました。

ただいま事務局より琵琶湖森林づくり事業の見直しについて、資料等の説明がござい

ました。

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

存じます。

まず、ご説明がございました「環境林整備事業の新たな展開」に関しまして、ご意見、

ご質問等はございませんでしょうか。

なお、Ａ３の資料１に５つの検討項目が載っておりまして、今は１つ目をやっている
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ということでございます。この右側に、前にいただきました森林審議会の評価・意見等

がございます。これに追加する形でご意見をいただけると、もっとありがたいと存じて

おります。

何でも結構です。いかがでしょうか。

それから、シカによる被害対策につきましては、２つ目の検討項目で行いますので、

今は環境林整備事業についてということでお願いしたいと思います。

どなたかございませんでしょうか。

はい、お願いします。

○：先ほど森林センターの現地見学の件で、深いところで、皆さんが行けないようなとこ

ろとお聞きしたんですけど、県下に何カ所の調査地があって、どんなことをされていて、

どのような状態かという、具体的な場所でも結構なので教えていただきたいと思います。

○議長：はい、お願いします。

○事務局：環境林の調査ですけども、５年前に環境林事業を整備されたところを経過観察

しているところで、県下で１０カ所程度観察しております。その中で、ここに挙げさせ

ていただいていますように、広葉樹林化がなかなか進まない。稚樹も生えてない。生え

ていたとしても、シカに食われているというようなことで、具体的に調査票を県庁のほ

うに出させていただいて、今回の提案にさせていただいているところでございます。

○議長：よろしゅうございますでしょうか。

○委員：具体的に、どういったところかというのが全然外れているんですが。

○議長：もうちょっと具体的にということのようです。お願いします。

○事務局：申しわけございません。こちらのほうで把握している調査地につきましては、

例えば長浜市の余呉町の川並地先です。そこでは標高３５０メーターの地点で、スギ・

ヒノキ、林齢２７年生というようなところで調査をしております。母樹がイヌシデ、ミ

ズナラ、コハウチワカエデなどのものがあるというような条件のところが、今の調査地

です。

それから、同じ川並の地先では、スギの４３年生というところでやっております。こ

れの場合は、１００メーター以内に母樹がなかったというようなところでございます。

それから、米原市の河南のところでもやっておりまして、標高１７０メーターのとこ

ろで、母樹の関係でいきますと、５０メーター以内にイヌシデ、ムラサキシキブ、シロ

ダモなどが少々あるというようなところでございます。



- 10 -

それから、米原市の弥高でございますが、標高が６００メーターのところで、これに

ついては５０メーター以内にイヌブナ、イヌシデ、ウリカエデなどの母樹がたくさんあ

るというような条件のところで、調査を実施しております。

○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。

はい、お願いします。

○委員：今のことに関連して、環境林整備事業というものの実施の仕方ですけど、例えば

一団地どの程度の面積で実施しているのか。こういう問題が発生するのは、その面積の

とり方とか周りの植生との関連、そういうことを余り考えずに環境林指定をしているん

じゃないかなというふうに思うんです。

余り小さい面積で環境林だと指定しても、それが機能するとは思えないので、ある程

度大きな面積で幾つかの所有形態なんかがまたがると思うんです。そういうのがまたが

って、大きな面積で計画をやらないと、多分うまくいかないんじゃないかと思うんです

けども、そういう考え方をちょっと説明していただけませんか。

○事務局：おっしゃるとおり、環境林の見直しの中で申しております密度管理型というも

のについては、特にそういった条件には束縛されないと思うんですけれども、針広混交

林化あるいは広葉樹林化というようなタイプにつきましては、そういう面積的なものと

か、あるいは立地的なものを十分検討して事業実施していかなければならないと反省し

ているところでございます。

○議長：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。

そのほか、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：環境林整備事業で今までやられて、やっと具体的に教えていただいたのですけど、

私も実際現場をちらっと見たりして、無計画にやっているなという印象です。

先進的にやっているところ、例えば群馬県のほうで大がかりに広葉樹林化もやってい

ますけど、ああいうところのデータをきちんともらって面積をどうするのかとか、そう

いうことを先に検討すべきではないか。整備事業の見直しをするより前に、今まで適当

にやっていた部分を、計画的にきちんとやるというふうに考えてほしいなというのが１

点です。

もう一つ、そもそも場所の問題もそうですけども、どこかに意見も書いてありました

けど、戦後の拡大造林の反省というところに立って、みんな人工林にしてしまったと。
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今、全部見て、人工林として残してきちんと整備していかなければいけない林と、だめ

なところ、広葉樹林も、もとの潜在自然植生に戻さないといけないところというのは分

けられるんじゃないかと思うんですけど、そういった視点に立って、県内の森林面積に

対する人工林率は４１％でしたか、４２％でしたか、それを抜本的に見直して、もっと

下げるというような視点はないのか。

シカの問題も、究極的に本当の解決に向かおうとするならば、人工林率を恐らく２０％

ぐらいにしないとだめなんじゃないかと私は個人的に考えているのですけど、そういっ

た側面から、県内全域の人工林率をどうしようとか、そういった見地に立って、では、

どこで環境林整備事業をするのかというような、そういう計画の立て方を果たしてして

いるのか、非常に疑問だと思っています。

できるところでとりあえず無計画にやってみたら、失敗だから、ちょっと変えようか

みたいなふうに見えてしまうんです。見直しもいいんですけども、もう少し長いスパン

に立って、やり方の反省も含めて、一気に方向転換では、いかがなものかと思います。

○議長：その点、いかがでしょうか。

○事務局：大変難しい問題で、ご意見をいただいたわけですけれども、今回の環境林整備

事業というのは、その中には人工林率を変える、あるいは人工林を広葉樹林にもってい

くとかいうような形については、基本的には考えておりません。

と申しますのは、この事業の目的というのは、先ほど申された拡大造林政策によって

進められた人工林のうち、木材生産とかいうようなものにはおぼつかないような、手入

れも放棄されてしまうような状態になっているところの対策という位置づけで実施す

るものでございますので、あくまでそれは森林としての機能ということだけで、森林と

しての機能をどのように維持・向上させていくかという視点でやっております。

そういうことから考えますと、少なくとも今、スギあるいはヒノキというような形で

森林がうっ閉されているような状態の中では、その状態の森林をあえて広葉樹林にもっ

ていくというのは、私の個人的な考えになるかもしれませんが、森林の機能を著しく低

下させるとの状況を、そういうステージを踏んでからでないと、広葉樹林に移行してい

かないと。これは非常にリスクの大きな問題ではないかなというふうに考えております。

ですから、今後、環境林整備事業、あるいは通常の森林の密度管理を進める中で、広

葉樹が侵入してきて、それが成長していく、あるいはそれが広がっていくというような

中で、自然に広葉樹林の面積が相対的に増えていくというような形が理想とされるもの
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でないか、というふうに考えているところでございます。

○委員：環境林整備事業の目的は大変によくわかるんですけども、私が言いたかったのは、

こういった事業の位置づけを考えるときに、もっと広い視野で全体を見て、この事業を

考えると。そういう視点もないと、これをこれだけやっていたらいいということだと、

何かうまくいかないのではないかと、そういう意見です。

○議長：よろしゅうございますか。

○委員：はい。

○議長：そのほか、ご意見。

はい、お願いします。

○委員：県のご説明を伺って思ったのですが、そういういろんなことを前提にして、今ま

での方針を立てられたのではないのですか。今初めてそういうことに気づかれたという

ことでしょうか。従来からの方針を立てられ、その理論をパンフ等でも、いろんな研修

の場でもお話になりましたけれど、それは余り根拠のない方針であったのかというふう

に、私なんかは思います。

といいますのは、県の割と長いスパンで考えられた方針に従って里山整備とか何かや

っているものも、その方針を正しいものと思ってきたのですが、簡単に撤回されますと、

もともとそれほど全体を見据えて立てられた方針ではなかったのかというふうに思う

のですけれど、いかがなんでしょう。

○議長：いかがでしょうか。

○事務局：今おっしゃった中で、計画的に事業を進めてきたのではないのかということか

と理解するのですけれども、森林づくり基本計画というのがお手元にもあろうかと思い

ますが、その中で、当然県としては、計画的に対策を進めているところでございます。

例えば、県内にあります約８万ヘクタールの人工林については、それを適正な状態にも

っていくためには、年間３,１００ヘクタール程度の間伐を実施していくことで、その

目的を達成していこうというような内容もあります。

また、環境林整備事業につきましても、数字をそこに挙げて進めてきたというところ

で、行き当たりばったりというような形で進めてきたわけでは決してございません。

○議長：いかがでしょうか。

○委員：もともとの理論を立ててやってこられて、そして今、混交林化にいくと、一たん

は森林としての機能を落とすことになるとおっしゃいましたけれど、そういうことを、
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従来のやり方のときには考えないでこられたのかということが疑問に思います。

委員からも、全体を見た計画性のことをおっしゃったと思いますけれど、従来のもの

は、それを踏まえていなかったのかということを少し疑問に思いました。

○事務局 少し補足させていただきますと、県下８万ヘクタールの人工林がございます。

その中で手入れが全くされてない人工林、それに、実際に適正な手入れがされている人

工林もございます。そのようなものと、あと齢級的に間伐をしなければいけない林分と

か、そういうような形で区分けをしながら、全体計画を立てながら進めていっておりま

す。

その中で、全く手入れをしていない人工林、それについて林床が真っ暗であるような

人工林につきましては、そのまま放置していきますと、やはり林内から土砂の流出とか、

いろんな問題が起こってくるというようなことで、そのところにつきましては強度間伐

をしながら、２０年間伐採してはいけないとか、そういうような条件をつくりまして、

協定を結んで進めてきたわけでございます。

そういうような形で、一応ゾーンというんですか、やるべき手入れの仕方を分けなが

ら進めてきた。ただ、その中で反省すべきは、委員がおっしゃったような形で、そこに

はやはり面的な広さも当然必要であろう。それと、その横に当然広葉樹があって、種子

が飛んできて、そこにまた新たな植生が生えるであろうという可能性があったかどうか

とか、地形的な問題なども含めて、進めてくるところについての配慮が足りなかったと

いうことについては、大きな反省であると思っております。

その中で、今回、新たな拡充型ということをつけ加えさせていただきましたのは、針

広混交林化を、先ほど説明させていただきましたけれども、あきらめたわけではござい

ません。５年間で拙速にということもございますし、あきらめたわけではないんです。

ただ、隣に広葉樹がないようなところで、本当に手入れ不足で真っ暗な人工林になっ

た場合、どうするのかというようなところで、今回、そこについては違うタイプの、違

うメニューを持ってきて、人工林の整備をしていきたいというような考え方で、下層植

生をまず生やそうというメニューを追加させていただいたというところでございます。

○議長：いかがでしょうか。

○委員：下層植生の問題は混交林化への過程で出てくるもので、そしていきなり広葉樹が

生えるというものではないと思うんですね。だから、５年間というのは、私は見直され

るのとしては、短い期間であり過ぎないかという疑問を持っています。もちろん、下層
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植生がきちっと育ってきて、その上でむしろ地面に眠っていた種子とか、飛来した種子

が育っていくという環境になっていくのだと思うんです。

だから、下層植生もそういう変化の過程の一つであるように私は思っていますので、

そこで何か失敗したように思って見直されるということではちょっとないんじゃない

かと思って、５年間というのは短くありませんかという疑問を持っております。ただ、

これは素人の私の考えですので、どういうふうに方針が決まるかは、余りタッチできる

問題ではないと思います。

○議長：お願いします。

○森林政策課でございますが、今ほどの環境林整備につきましては、もともと放置されて、

そのままの状態では人工林といいますか、森林のいわゆる多面的な機能が果たせないと

いうことで、何らかの方策が必要だということで、そのときにはいわゆる強度間伐で針

広混交林にもっていこうという、一方的な考え方一つでやっていたわけですね。

しかしながら、周辺に広葉樹等がないというところで、果たして針広混交林にいける

かということもありましたし、シカの問題もあります。そういう中で周囲がスギとかヒ

ノキの人工林があるところについては、一つの方策として、針広混交じゃなくて、密度

管理で森林として働きを果たそうということで、見直しじゃなくて、あくまで拡充とい

う考え方で今回提案させていただいたということです。

○議長：よろしゅうございますか。

○委員：はい。

○議長：どうもありがとうございました。

そのほか、何かご意見ございませんでしょうか。

はい、お願いします。

○委員：今の説明で非常によくわかりました。

そういった意味で、さらに広葉樹がないようなところで下層植生をつくっていくとい

うことは、私も必要だと思いますので、ぜひやってほしいのです。

この見直しをするときに、ぜひとも気をつけてほしいのが、あきらめてないとはおっ

しゃるのですけども、難しい問題にいくのはだれも嫌なわけで、気がついたら、結局、

密度管理ばかりになっていたというようなことにならないように、きちんとバランスを

考えて（ほしい）。

もう少し長い目で見て、まだだれもこの技術を確立していないという問題ですから、
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多分スギを育てることだって、何十年もかけていろいろと積み上げてきた技術というも

のが今あるんですよね。それを広葉樹林に簡単には適用できないし、思ったよりも大変

だということは、全国的にいろんな林業のみんなは思っていることだと思うし、それが

事実だと思うんですね。

やはり人工林をつくっていくのに頑張ってきたぐらいの気合いを入れて、広葉樹に戻

していく、あるいは可能性のあるところを針広混交林にやっていくということをあきら

めないで、それもちゃんと残して、密度管理も入れていくということがきちんと確約さ

れるようなやり方を、気がついたらこっちばかりにならないようにだけ、ぜひお願いし

たいと思います。

○議長：今のことは、ご意見ということでよろしいですか。

○委員：はい。

○議長：ありがとうございました。

そのほか、ご意見ございませんでしょうか。

それでは、もし後でご意見等がございましたら、その際にご発言をいただくこととい

たしまして、次に進めさせていただきたいと存じます。

次は、Ａ３の資料１でいきますと、２つ目の検討項目、「ニホンジカによる被害対策の

更なる展開」に関してであります。

まず、事務局のほうからご説明をお願いしたいと存じます。

○事務局：それでは、２点目の「ニホンジカによる被害対策の更なる展開」についてご説

明させていただきます。資料３をごらんいただきたいと思います。

大幅に増加するニホンジカによる食害、または剥皮被害は、樹木だけの被害にとどま

らずに、表土の流出、または林地の崩壊につながってまいります。テープ巻きや防護柵

など、従来の防除方法では対応が不十分なことから、平成２２年度からは、この森林税

を活用いたしまして、ニホンジカの捕獲を進めております。

平成２１年度に作成しておりますニホンジカ特定鳥獣保護管理計画におきましては、

冒頭あいさつにもございましたように、平成２２年秋の推定生息数を２万６,０００頭

と推定しておりました。年間の捕獲目標を８,５００頭として、個体数管理を進めてま

いりましたけれども、今年度の生息数再評価を行ったところ、平成２２年秋の推定生息

数が４万７,０００～６万７,０００頭と大幅な数量増というふうになっております。

仮に最大値の６万７,０００頭であった場合には、この生息数を増加させないようにす
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るのに、年間１万３,０００頭の捕獲を必要とします。また、５年後に生息数を半分の

約３万３,０００頭まで減少させようといたしますと、年間に１万６,０００頭の捕獲が

必要となります。

そこでまず、平成２４年度には、これ以上生息数を増加させないために、捕獲目標を

１万３,０００頭といたしまして、あわせて捕獲体制の整備、効果的かつ効率的な捕獲

方法の検討や、植生を保全するための保護柵の設置などの検討を行いたいと考えており

ます。

資料３の３枚目からは、被害状況の写真をつけております。まず、伊吹山の被害状況

の写真ですけども、貴重な高山植物や樹木が食害、または剥皮の被害に遭っております。

３枚目の裏側は霊仙山の被害状況ですけれども、ササが食べ尽くされておりまして、下

流部ではこの影響と思われる山腹の崩壊が起こっております。下の写真はヘリコプター

からの写真ですけれども、１枚の写真に１０数頭のシカが確認できるような状況です。

最後に、人工林の剥皮状況の写真をおつけしております。

資料１に戻っていただきまして、一番右の欄、関連する森林審議会の評価・意見等と

いうことで、この９月の森林審議会では、ニホンジカによる森林被害は深刻であり、頭

数の制限なしで積極的な対策が必要といった意見ですとか、ニホンジカによる森林被害

は、林業への影響はもとより、森林生態系に対しても深刻な影響が生じており、引き続

き積極的な対応が必要であるといった意見もいただいております。

以上、事務局からの説明でございます。

○議長：はい、ありがとうございました。

「ニホンジカによる被害対策の更なる展開」につきましてご説明いただきましたが、

ご意見、ご質問等はございませんでしょうか。

はい、お願いします。

○委員：教えていただきたいのですけども、この１万３,０００頭の目標というのは、実際、

達成可能なんでしょうか。

○事務局：これは、自然環境保全課の予算として、連携しながら進めておりまして、実際

１万３,０００頭の捕獲までは可能であろうと一応考えております。

○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：可能という話だったのですけど、これは相当なことで、猟期の延長を視野に入れ
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ないと、多分、有害（捕獲）だけで対応というのでは難しいと思うのです。そういった

ことはされているのかというのが１点。

それから、先月の報道で、猟友会による水増し報告の件がありましたけども、それが

その後どうなったのか私も知らないのですけれども、こういった捕獲頭数のみをどんど

ん増やしていって、もっととれ、もっととれということが、先日起こったような水増し

報告みたいなことの助長にはつながらないのか。あるいは、そういったことを起こさな

いための何か対策と、セットでやられているのかというところをお願いします。

○議長：いかがでしょうか。

○事務局：捕獲と、それから効率的な捕獲方法ということの検討も今考えられておりまし

て、よく言われているのですけれども、里山周辺、特に人家の周辺に、調査の結果、シ

カの場合は行動範囲がかなり限られているということがあります。

現在問題になっているのは、捕獲がなかなか進んでいないのは、恐らく標高の高いと

ころであろうというふうなことが言われていますので、そういったところで効果的に捕

獲ができる方法を検討するということが、この森林税の事業でいわゆる庁内提案と言っ

ておりますけれども、自然環境保全課のほうから提案を受けて、その方法の検討を今進

めさせていただいております。

猟友会会員の、高齢化でありますとか、そういう人たちが非常に少なくなっている状

況の中で、できるだけ効果的な捕獲ということも、来年度に向けては検討を進めていき

たいと考えているところでございます。

○議長：いかがでしょうか。

○委員：余りにとれ、とれと言って、水増し報告が増えるようなことのないように、ぜひ

お願いしたいと思います。

環境林整備と関係してもう一つですけど、下層植生をつくっていくと広葉樹林、針広

混交林化じゃなくてもシカの被害は心配されると思いますので、シカの個体数管理はも

ちろん重要ですけど、例えば環境林整備をやる事業と、その周辺での捕獲というものを

セットにする。それで森林税を使っていく。

森林税が、畑に出てくるシカの捕獲に使われているのではなく、環境林整備事業、例

えばこれからやっていく密度管理もそうですし、あきらめかかっている針広混交林化に

ついても、そこで捕獲をする。そして、防除もやるといったことに積極的に使うように

工夫があったらいいなと思います。
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○議長：今の点について、何か県のほうからございませんか。

○事務局：今、重要なご指摘をいただいたと思いますので、その点につきましては、効率

的な捕獲と、そして環境林の成果をできるだけうまく出せるような形で考えていくのは、

今後検討課題だと思っておりますので、その辺は十分また考えていきたいと思います。

○議長：よろしゅうございますか。はい、ありがとうございました。

そのほか、何かございませんでしょうか。

どうぞ。

○委員：質問ですけど、捕獲したシカは最終的にはどうしているんですか。

○議長：いかがでしょうか。

○事務局：聞いておりますところによりますと、埋設、それから一部の地域でありますけ

れども、食肉の加工ということで利用されている地域も４カ所ほど県内にございます。

○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：杞憂だと思うんですけども、私が心配していることは、１万３,０００頭というの

は半端な数字じゃないので、埋設というお話でしたが、埋設ならしっかり埋設してもら

う。それから、間違っても放置するようなことをしていただくと、例えば鉛の弾なんか

が使われたりして放置されたりすると、よくないことがいっぱい起こりますから、しっ

かりと最後まで処理をしていただきたいなと思います。

可能であれば、有効利用できるような仕組みをつくっていただけるといいと思うので

すけども、最近では放射能の問題も少し心配ですし、いろいろ心配事を解決していただ

きたいと思います。

○議長：ありがとうございます。

はい、どうぞ。

○事務局：埋設が主ですけれども、高島市では焼却施設を別につくりまして焼却処分をし

ている。それと、大津で起こったケースもあるのですが、番号をつけて写真を撮ってい

ますので、もし山間地に放置されておれば、だれが放置したかがわかるということにな

っています。

それと、先ほど委員が、その後ということで、これは確定ではなくて、聞きましたと

ころによると、今後はしっぽも一緒に提出させるというようなことを何か考えられたと

いうようなことで、そういうような不祥事が起こらないような対策をとるということを
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耳に挟んでおります。以上です。

○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。

はい。

○委員：これは私からの情報提供ですけど、しっぽはいいと思います。でも、既に他府県

でも同じような問題が起こって、しっぽの売り買いが行われた。報奨金の高いところへ

しっぽを売ると。じゃ、買いますみたいなことが起こっているので、ぜひともお気をつ

けください。

○議長：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。

そうしましたら、ありましたら、後でお聞きするということにいたしまして、３つ目

の「長寿の森奨励事業の新たな展開」に関しまして、まず事務局のほうからご説明をお

願いしたいと存じます。

○事務局：それでは、３点目の長寿の森奨励事業の新たな展開についてご説明させていた

だきます。長寿の森奨励事業は、成熟期を迎えた４６年生から６０年生の人工林を７０

年生から８０年生の長伐期に誘導しまして、より水源かん養機能の高い森林に導こうと

する事業です。

年間、ヘクタール当たり１万円を交付いたしまして、区域の測量や生育状況の調査、

境界・歩道の維持管理などの管理活動を実施していただいております。（もちろん）環境

林整備事業と同様に、森林づくり事業がスタートした平成１８年度から実施しておりま

して、５年間で目標の８０％に当たる４,１００ヘクタールを実施しております。

資料４をごらんいただきたいと思います。事業を実施してまいりました森林では、区

域の明示などはほとんど実施されておりますけれども、作業路の維持補修など、引き続

き必要な活動、また獣害や風倒などの被害状況の確認など新たな活動に対して、それぞ

れに単価設定をいたしまして、きめ細かく対応したいと考えております。

以上でございます。

○議長：それでは、ただいまご説明がございました、長寿の森奨励事業の新たな展開につ

きまして、ご意見、ご質問等はございませんでしょうか。

じゃ、私のほうから。左側の下のほうに、今までの活動では１ヘクタールにつき１万

円という金額でしたけれども、今回の改正で、長伐期林の管理に必要な活動と、森林の
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被害状況確認等についての金額が若干異なるようですけれども、この辺のことをもう少

し具体的に教えていただけませんでしょうか。

○事務局：長寿の森奨励事業につきましては、森林づくり事業のガイドにもありますよう

に、８つの柱になっているうちの一つでございます。成熟期を迎える森林を手入れの行

き届いた７０年から８０年生の長伐期に誘導し、水源かん養の高い森林に導くというこ

とで、この事業創設時からや実施してまいりました。

この資料にありますように、今までの活動内容は、まずは長伐期林を誘導するために、

その森林所有者の方でありますとか、森林組合の関係する方が、できるだけ長伐期林を

目指す森林の区域を確認していただく、あるいは測量していただく、看板を立てていた

だくというようなことでやってきております。

それぞれの事業、①長伐期林区域の明示、②長伐期林管理に必要な活動、そのいずれ

か一つ以上の活動をするということで、一律にヘクター当たり１万円の交付がされてお

りました。その齢級、４６年生から６０年生までの森林が約５,０００ヘクタールあると

いうことですが、そのうちの約８割の４,１００ヘクタールが、そういった形で事業が実

施されてきたということです。

その区域の明示ですとか、そこで、どういった施業が今後必要かということで、この

５年間でわかったことについては終了していくということで、今後さらに長伐期林に向

かって必要な作業のみを、それぞれの作業ごとに細かく分けまして、その経費をヘクタ

ール当たりの単価で交付していこうということです。

具体的には、作業路維持補修につきましては１,０００円から３,０００円、それから、

長伐期になってきますと、獣害あるいは気象災害というリスクも今後考えられるわけで

ございますので、そういった被害状況の確認等に５,０００円から７,０００円が、それ

ぞれの作業内容に応じて交付していくというふうに、実際の活動に、より適切な形で交

付をするという考え方で見直しをさせていただきたいと思います。

○議長：わかりました。ありがとうございます。

そのほか、ご意見はいかがでしょうか。

何かございませんでしょうか。

じゃ、また私のほうから。細かいことですけど、右側の下から２つ目の枠の中に、獣

害防除施設の補修の辺が、先ほどのシカと関係しますか。

○事務局：これは、見回っていただいた状況の中で、例えばシカの被害があったり、気象
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災害等があったりという林木がありましたら、それについては例えばテープを巻くなり、

あるいは倒木の処理をしていただくということを、みずからやっていただこうというこ

とでございますので、より高度に公益的な機能が発揮されるような状態で維持をしてい

ただくということを目的とした事業というふうにとらえていますので、その区域一帯を

全面的にやる事業とは、ちょっと趣が異なるかなというふうに思います。

○議長：はい、わかりました。

どうぞ、お願いします。

○委員：すみません。この事業のことについて、私はよくわかってないのですけども、現

状と課題のところで、８２％が長伐期に誘導することができたというふうに書いてある

んです。これはちょっと言い過ぎじゃないかという気がするのですが、長伐期施業とい

うのは、一回の施業でできることじゃないと思いますし、恐らく息の長い事業であるべ

きだと思うのです。

聴きたいのは、この長寿の森奨励事業というのは、一回限りの奨励事業になるんでし

ょうか。ある場所で継続的に長寿の森奨励事業というのを受けて、森林の管理ができる

のかどうか、教えていただけないでしょうか。

○議長：いかがでしょうか。

○事務局：その区域を長伐期の森に誘導していくということですので、４６年生から６０

年生までの林齢が対象になっている。その林分をできるだけ見回りなり管理をして、そ

して長伐期に誘導していこうと。大体、スギですと７０年、ヒノキですと８０年の林齢

に至るまで、市町と所有者が協定を結んでいただきます。

そういった形で、この森林を長伐期で育てていくということをやっておりますので、

基本的にはこの事業実施地域は固定されるということになりますし、継続的に毎年活動

が行われれば、それに対して交付していくという事業でございます。

○議長：どうぞ。

○委員：一応計画を立てて、それについてチェックをしながら事業実施を見守っていくと

いう解釈でよろしいですか。

○事務局：はい。その事業を実施する区域は決まっておりますので、その区域をしっかり

管理をしていただくということでございます。

○議長：よろしゅうございますか。はい、ありがとうございました。

ほかにご意見。どうぞ、委員、お願いします。
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○委員：教えていただきたいのですけれども、この事業はどちらかというと、ある程度年

数のたった森林を持っておられる方に、さらに伐期を延長して、もっと関心を持って自

分たちの森林を管理していくという意識を持ってもらうと、そういう目的みたいなもの

があるんでしょうか。

○事務局：はい。これは市役所なり役場のほうから聞いた話ですけども今、委員がおっし

ゃったようなことを、それぞれこの事業を実施していただいた所有者がやっておられて

例えば境界が若い人たちはわからないということで、子どもを山に連れていって、その

境界をはっきりと教えてもらうということで、次の世代につながるようなことができた

とかいうこともございます。そういう意味では、森林所有者の方々に、この事業を活用

していただくということが、その後につながっていくような事業になっているというこ

とは、十分あると思います。

○議長：委員、よろしゅうございますか。

続けて、どうぞ。

○委員：もう一点ですけれども、この事業は、何ヘクタールという目標があって、その８

２％ができたというふうに書いてございますけれども、その目標とする森林面積は、４

０年生、６０年生という森林全部が対象というわけではなく、そのうちの幾らかを目標

とするという、そういう設定と考えていいのでしょうか。

○事務局：そうですね。大体４,１００ヘクタールの成果があったということになっていま

すけども、協定数からいきますと、県内に約１００の協定がございます。そういった区

域の中で、全部を見回るということになって、ヘクタール当たりということですので、

その協定の中で見回りをされたということであれば、そこに対してその面積が全部カウ

ントされるということになります。

具体的には、わずかな面積でそれの交付額はわずかになるのですけども、ここにあり

ますように作業路の補修とかいうのは、その区域でまとまってその面積をやることがで

きますので、その区域をある一定管理なりして、補修をしたいということには二次補修

という面で利用していただくとか、使っていただいているということもございます。歩

道なり作業道の整備ということにも、こういうものを利用していただいているというこ

とでございます。

○議長：よろしゅうございますか。はい、ありがとうございました。

そのほか、何かございませんでしょうか。
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それでは、４つ目の里山リニューアル事業の新たな展開に関しまして、事務局のほう

からご説明をお願いします。

○事務局：４点目の里山リニューアル事業の新たな展開について、ご説明をさせていただ

きます。

里山リニューアル事業は、荒廃した里山を手入れし、里山の機能を維持しようとする

事業でございまして、この事業も森林づくり事業がスタートした平成１８年度から実施

しておりまして、５年間で７３７ヘクタールを実施しております。

資料５をごらんいただきたいと思います。荒廃した里山はシカやイノシシ、サルの格

好の隠れ家となっておりまして、里山環境の悪化の一因となっております。そこで、従

来、面的な里山整備をしてまいりました。このイメージ図でいいますと、下側の既存タ

イプといったイメージでございますけれども、それに対しまして、緊急的に帯状の緩衝

帯タイプの整備を実施して、森林と集落のすみ分けを図りまして、一層里山の整備を図

ろうというふうな今回の緩衝帯タイプの提案でございます。

２枚目の写真が、その緩衝帯タイプのイメージでございまして、下の写真で言います

と、右側が里山、左側が農地、集落というふうな形になっております。

以上でございます。

○議長：ありがとうございます。

４つ目の里山リニューアル事業の新たな展開についてご説明がございましたけれども、

ご意見、ご質問等はございませんでしょうか。

はい、お願いします。

○委員：この事業ですけど、既にやっている事業も、１年やったら次々と場所を変えてい

っておられるように思うので、１年でこの事業をやったときだけ一瞬うまいこといった

というのも、ある中で知っているんです。

要するに、予算がつかないと翌年からそのままになって、２年目には元どおりみたい

になっている。広い範囲でいっぱいやりたい感じはするんですけど、ある程度絞って、

決めたところに継続的に緩衝帯をつくり出して、しばらく様子を見るみたいな、そうい

うようなことは難しいですか。

今だと１年やって、どんどん場所を変わっているので、その効果が継続しないように

お見受けするんです。そんなことがなければいいんですけど。

○議長：いかがでしょうか。
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○事務局：まず、基本的な里山リニューアル事業でございますが、最初に県民税でこうい

う事業をして、あとは県民の皆さんが活動に入っていただいて、個人さんなり地域の方が

活躍というフレームでできておりますので、それについては一つの課題かなと思います。

その辺については、地域の方で違う事業の展開、例えばＮＰＯとかでやっていただく。

現に米原のほうで、そういう活動をされているところもありますので、そういう事業と

の組み合わせの中で、今の課題を解決しようとしていきますと、そういうものの取り組

み、あるいは地域でも里山を活用していくということで、やっぱり入っていただくとか、

そういうようなものでやっていただくことで、この事業を何回かしていくとか、集中的

なものはちょっと難しいかなと思っております。

とにかく、こういうような事業をさせていただいているのは、現時点で、先ほども出

ておりますけど獣害がかなりたくさん出ている中で、緊急的にこのような事業を、ある

意味、拡充ということですけれども、事業の中で展開していって、緊急的に里山と集落

との境目のところもきちんとして被害の減少とか集落の回復といいますか、そういうよ

うなものにつなげていきたいなと思っている事業です。

○議長：はい、どうぞ。

○委員：わかりました。事業の性格上、そういったことはしにくいということですけど、

実際上、ＮＰＯの活動とか地元の人が元気になって継続していただけたらいいのですけ

ど、どうも見ていると、あんなにやったのに、翌年になったらやっぱり続かない感じが

あるので、何か工夫していただいて、継続して頑張ったらうまくいくという成功事例を

見せるというか、どこかでうまくいっていると、はやるもので、あれは事業がついたと

きだけやるけど、次の年になったら元どおりになって、何か一時的にあったけど、やっ

ぱりだめやなみたいな、マイナスのイメージがついているような感じがする。

あんなにいっぱい書いてきても、だめやという雰囲気がただよっているので、そうで

なくて、ＮＰＯでもいいんですけど、できればもう少し手を入れて、ああやって継続を

すればうまくいくというのをどこかで見せる、はやらせるというような工夫をぜひお願

いしたい。今、何となくあきらめ感がただよって、地域に住んでいるのでちょっと思い

ます。

○事務局：計画に当たりましては、最初からの事業と同じように、地域の方々とか、利用

とか、そういう協定を結んでやっておりますけれども、それが課題なり、いろいろなも

のが５年間見えてきておりますので、今言われたように、うまくいっているところを見
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せるとか、その辺は考慮していきたいと思っております。

○委員：お願いします。

○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：今のこととも少し関連すると思うのですけども、こういう事業というのは、やっ

ぱり県が実施する場合は補助金を交付するとか、そういう形でアシストするのだと思う

んですけども、こういう里山リニューアルみたいなことは、もう少し踏み込んだ横の関

係づけを積極的に県がネットワークづくりに関与していただけると、もっといいんじゃ

ないか。

例えば、先ほどもありましたように、うまくいっているところは積極的にアピールし

て、横のつながりでどこがうまくいっているのかとか、うまくいっていないところはど

こが悪いのかとか、そういうネットワークづくりを県のほうで主導してやっていただけ

れば、主導しないにしても、そういう雰囲気づくりをできるような仕組みを工夫してい

ただけると、いいなと。お金だけじゃなくて、そっちのほうに智恵を絞っていただくこ

とが大事かなというふうに思いました。

それから、特にほかの事業との関連も大事だと思いますので、例えばここにも書いて

ありますけども、獣害はこの事業を行うことによって効果があったのかとか、そういう

評価の仕様なんかもぜひ工夫していただきたいなと思っています。

○議長：ありがとうございます。

今のことはご意見ということでよろしいですか。

そのほか、何かございませんでしょうか。はい、お願いします。

○委員：この里山リニューアル事業は、要するに、もともと農用林で利用されなくて放っ

たらかしになっているものを、何か手を入れるという事業だと思うのですけれども、結

局、除伐したものは今の時代では、多分利用されるわけではないのですね。

先ほどから里山の利用といわれているのは、レクリェーションとかの利用というよう

に聞けますし、何か作業をして出てきたものを具体的に薪にできるとか、炭にできると

か、そういう利用でもないのかもしれませんけれども、イベント的に何かを利用すると

か、そういうこともされている、あるいは検討されているのかどうか、教えてください。

○議長：今の点、いかがでしょうか。

○事務局：里山リニューアルは、先ほど委員が言われたように、きれいにして中に入って
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楽しむとか、そういうフレームでできた事業ですので、この事業では利用するというこ

とはないかと思います。実際そういうような伐倒した木とかを薪として使われていると

ころもあるかもしれませんが、その情報がありませんので、今、私が言える範囲は、こ

ういうことでございます。

○議長：よろしゅうございますか。ありがとうございます。

そのほか、ございませんでしょうか。

それでは、５つ目の県産材の利用促進に向けた新たな展開に関しまして、事務局のほ

うからご説明をお願いいたします。

○事務局：それでは、５点目の県産材の利用促進に向けた新たな展開について、ご説明い

たします。

平成２２年に公共建築物等における木材の利用促進に関する法律が施行されまして、

地方公共団体が整備する建築物においても、積極的に木材を利用するように努めること

となりました。これらの公共建築物におきまして、県産材が積極的に利用されますよう

に、昨年度からは「びわ湖材」利用促進事業を実施いたしまして、市町や学校法人など

が実施する施設整備に対して支援をしておりますけれども、このようなモデル的な公共

施設を幅広く展開する必要があることから、県が整備する施設等に対して拡大しようと

考えております。

このような活用例を幅広く提案することで、県産材のさらなる利用拡大につながると

ともに、学校での環境教育にも活用できるというふうに考えております。

以上でございます。

○議長：ありがとうございました。

ただいまの県産材の利用促進に向けた新たな展開について、ご意見、ご質問等はござ

いませんでしょうか。

はい、お願いします。

○委員：この公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律ですけど、これはどこ

までの強制力というか、絶対に木材を使いなさいよとか、そういうことは。

○事務局：委員のご質問でございますけども、これは義務的なものではなくて、極力しま

しょうということで、それ以外にも、建物につきましては建築基準法でいろいろ制限が

ございますので、建築基準法とか消防法、そういったものをクリアする範囲で、できる

だけ木造化をしましょうということです。
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国のほうでも、低層の建築物、基本的に３階建て未満、床面積３,０００平米未満につ

いては、原則木材でやりましょうというのが法律でございまして、強制力という点では、

そういったものが規定された法律ではないというところでございます。

○委員：そうすると、滋賀県の市町村や学校の施設整備への支援と書いていますけど、県

産材を使った場合に、県としては補助金か何か考えておられるわけですか。

○事務局：施設整備そのものにつきましては、例えば学校でありましたら、教育委員会な

り、国で言えば文部科学省のルートの補助金というのがございますので、そういったも

のを中心に当てていただきます。

森林サイドといたしましては、県産材を使っていただくという視点で、特に「琵琶湖

森林づくり県民税」でございますので、建築そのものは補助はしておりませんけども、

「びわ湖材」という言い方をしております県産材を使っていただく部材費に対して支援

させていただくというスタンスで、検討しています。だから、部材費の３分の２とか、

２分の１とかの想定で、そういう補助金も用意しているところでございます。

○委員：公共建築物の木造化タイプでいくと、具体的には、ほとんど集成材とか大型断面

材を使うと思うけど、その県産材というのは。

○議長：その点について。

○事務局：今の点はコストの問題がございまして、この（資料では）一番右、朽木中学校

で挙がっておりますけども、実は朽木中学校は特殊な材で、大断面構造材を使っており

ますので、かなり建築コストが高くなったという問題がございます。

公共建築物というのは、非木造でやりましょうというのが従来の考え方でして、おと

としの「森林・林業再生プラン」の国産材の自給率を上げていくという政策、公共建築

物で引っ張っていこうというのがもともとの趣旨でございます。そういった中で、高け

ればいいというものではございませんで、そういったものを普及していこうと思えば、

コストも下げる。建築技術についても、新たな技術を検証していく必要があるというと

ころで、実は国もそうですし、県庁の土木サイドが考えているのが、大断面の集成材と

かではなくて、一般材を使った建築ができないかということで進めていきたいという方

針を持っております。

大断面構造物は、朽木中学校もそうですけども、アーチ状の大きな梁を特別につくっ

て使っているんですけども、例えば技術的には普通の家で使われる柱をトラス状に使う

ことによって、一応構造上は可能になってくる部分もありますので、そういったものを
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技術的にもいろいろ検証しながら進めていくことが、ひいては木材・県産材の利用拡大

につながっていくんではないかと考えています。

今おっしゃいました集成材、合板になってきますと、滋賀県内に加工事業体がないの

で、一たん県外に出して、加工して持ってくるということも必要になってきます。そう

なってくるとコストが高くなりますので、必要なものはそういったものも考えていく必

要があると思うのですけども、極力県内で生産されて、山から出してきて、県内の事業

体で加工した材が使える方向に持っていきたいというのが、私ども森林部局と土木の建

築サイドとでいろいろ話をさせていただいているという方向です。

○委員：朽木中学校の木材は、県産材が使われているんですか。

○事務局：基本的には、朽木中学校の学校林から出された材を使っておられるということ

です。

○委員：この大断面は、滋賀県で加工したものですか。

○事務局：いや、県外です。

○議長：委員、いかがですか。

○委員：結構です。

○議長：はい、どうもありがとうございました。

そのほか、何かございせんか。はい、どうぞ。

○委員：この公共建築物の利用促進ですけども、私も２０年ぐらい前から公共建築物とい

うか、保育園とか幼稚園とか、そういうものに関してどんどん普及してくればいいなと

ずっと思い続けてきて、去年やっとこれが実ってきたんですけれども、大型物件をやっ

ておられる設計事務所なんかは、今までは鉄骨とかＲＣばっかりだったので、それが急

に木造ということになって、構造材でも９メートルぐらいの梁が欲しいと言われても、

結局、滋賀県産材で出せるのかどうかという、住宅の本数の少ないものじゃなくて、か

なりな立米数も要ると思いますし、そういうふうなものに対して、すごく困っておられ

るというのが現状だと思うのです。

先ほどの構造用合板にしても、県産材というふうに銘は打てるんですけれども、結局、

どういうルートで県産材になるのか。だから、県産材でくださいと工務店のほうが希望

しても、現在はありませんということで返ってきて、すごく困っておられるというのが

現状です。

そういうふうな状況で、県のほうとか、ストック状況とか、どうすればいいのとか、
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その方策とか、近々にある程度は説明していただきたいというか、情報を流していただ

きたいなというのが現状だと思います。

○議長：いかがですか。

○事務局：来年、彦根東高校が木造で建てられます。それは公表されているのですけども、

それに当たりましては、私ども森林部局と、土木の建築課サイドのほうと話をしまして、

部材を全部洗い出しまして、県産材びわ湖材で調達できるものと、できないものを分け

て、それで公表されたということになっています。

実は、委員がおっしゃいますように、そういうことをしないと、単年度で調達をして、

単年度で建てるというのは、なかなか難しいのが滋賀県の現状でございます。そういっ

たこともございますので、先ほどの話とつながりますけど、私ども森林部局と土木の建

築サイドのほうと協力しまして、できたら技術も含めて、そういった情報提供ができる

ような窓口を一本化してやっていきたいということで協議している最中でございます。

たちまち来年どうなるかというのは、１件１件の案件ごとに手探り状態でやっている

というのが現状でございますので、できるだけ早い時期に情報提供できるように、あわ

せて供給できるようにという部分も、供給側のほうにも加工体制とか生産体制とか、技

術も含めて仕組みをつくって、ここに行けば、こういう情報がありますよというような

ことがわかる形に持っていきたいと、今のところ考えております。

○議長：いかがですか。

○委員：そういう状況が県下一般に、設計事務所も含めまして、工務店関係とか材料関係

の業者さんにも早く行き渡るように。例えばホームページとか、そういうところから入

っていって、ここで検索できるとかというような形になると、設計もしやすいですし、

ほかの高いところに流通を回して、入れてこなくてもいいと思いますので、県産材とい

うのをうたうのでしたら、そのベースづくりを早くしていただきたいと思います。

○議長：はい、ありがとうございました。

そのほか、何かございませんでしょうか。はい、お願いします。

○委員：以前の会議のときに、ストックヤードを整備するという話があったのですけども、

それがここにしっかりリンクしてくると思うんですが、それの将来に向けた計画は立て

ておられるのかどうか、ちょっとお聴かせください。

○事務局：実は県の森林組合連合会のほうで、県の中核となる拠点を整備しようというこ

とで進めていただいておりまして、今のところ、ようやくめどが立ってきまして、あと、
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中の整備にかかるところまで来ております。

県の森林組合連合会を中心とする県産材の流通の拠点とあわせまして、それぞれの森

林組合さんのそばで、山土場みたいなものも必要になってきますし、機械整備も必要に

なってくると思います。そういったものについても、県森連さんがされる拠点を中心に

ネットワーク、また生産側も情報提供できるような形ということで、今現在森林組合系

統さんとも協力しながら、そういった方向に向けてビジョンなりを考えているところで

ございます。

それに向けてできるだけ早く実現するように、関係者の皆様とお話しさせていただき

ながら進めてまいりたいと思っていますし、現実、進んでいるというふうにご理解いた

だいていいと思います。

○議長：よろしゅうございますか。

○委員：またそのうち、この会議の場でも紹介していただけるということで。

○事務局：当然、流通体制ということで、そういったものも含めて、生産から流通、加工、

利用まで含めて、仕組みをしっかりとつくりたいというふうに考えております。

ただ、それぞれの部署で早いとか遅いとか、例えば加工の部分になりますと、民間の

加工事業体の皆さんの部分もございますので、なかなか一斉にというわけにはいかない

と思いますけども、できるところから早くやっていきたいと考えています。

○議長：どうもありがとうございました。よろしくお願いします。

ほかに、ご意見ございませんでしょうか。はい、お願いします。

○委員：この前シンポジウムに参加させていただいて、老人福祉施設のリニューアルで―

―ここもクロスが多いですね。これが当たり前だと思うのです。――家の中から公共の

建物全部クロスと。それが剥がれてきて汚くなって、これを腰板以上の高さの板張りに

張り替える。昔、私どもが小さいときに腰板は当たり前にあったんですが、今は姿を消

しています。それを発表しておられました。

木の用途というのは家を建てるという、一軒の木造家屋ということに視点が行きがち

ですけど、人類が鉄から樹脂から、優れた強度、利便性、コスト、これだけいろんなも

のを開発しても充満して、価格競争の時代ですから、皆さんがその中で木材を選ぶとい

うのはなかなか選択の幅がないんです。

おっしゃったように家の構造材とか柱ばっかり目が行っていますし、これが一気に転

換するのは難しいと思うのですけど、ここが仮に板張りになったら雰囲気はどうなるか
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と、こういう視点が、特に薪、炭で住まった生活で大きくなってきたシニアの人が、そ

れを忘れていると思うのですね。

まさに日本の天然といいますか、環境材といいますか、優れた品質の材を、薪・炭で

育った人が地方から出て都市生活して、都市住民で定年になってシニアの生活を謳歌さ

れています。私の立場からいいますと、森から離れた人が物すごく多いと。

それが今、森に戻って、森林浴からいろんな森林環境を、日本の森林・林業を変えよ

うという大運動が国内津々浦々、ここでもいろいろ論じられておりますけど、ずっと見

ていますと、根幹はやっぱり特用林産として地力を示した木材を使わなくなったと。も

う一つは、里山に、今話がありましたけど、薪・炭を使わないと。

この３つですね。家に材を使わない。薪を使わない。炭を使わない。これでもって日

本の森を維持するどころか、ちょっとおかしくなって、今、環境とか多面的とか、環境

林の話もありました。言葉よりも、その３つのものを使わないから、森というのは循環

資源としての構築が崩れたままになっていると。

前置きが長くなって恐縮ですが、一つ質問は木の良さをだれが教えるんだと。行政な

のか、大学なのか、建築家なのか、森林組合さんなのか。日本のすばらしい材の特性を、

だれが責任を持って多くの人たちに伝えていくのか。極論を言いますと、子どもたちに

も日本の材の持っておる木質というか、その特性を教えても私はいいと思うんですね。

日本の優れた資産、財産を子どもにも教えていいと思う。「やまのこ」事業で、森の話

がいっぱいですね。材をめぐって、この材がなぜすばらしいのかという教育を森の学校

でもすべきだと思うと同時に、大人たちがそれを考えていない。この考えていないとこ

ろを、私は、日常直接に材を扱っておられる森林組合さんの仕事になるべきなのか、行

政なのか、建築家なのかよくわからないけど、要するに教える人が、本当だなというこ

とを多くの大人たちに教えていく、伝達していく仕組みが待ったなしに必要かなと、そ

ういう感じがします。

この項目で申し上げますと、「びわ湖環境ビジネスメッセ」、私もかつての仕事で携わ

ったのですが、あそこで国産材、県産材を環境ビジネス面でどれほどのロスがあるか。

大学なり、森林組合さんなり、材のすばらしさをあそこでプレゼンをするという企画な

り講座なり展示、あるいは製品化したもの、こういうものが今後一つの、特にこれは県

においては大事かなと。

特に私がお願いしたいのは、今後、森づくりの条例におきましても、滋賀県民はもう



- 32 -

一度、大人から材を勉強し直す、その良さを理解する、どこでも広める。ビジネスもそ

ういう場を使って、産・官・学、まさに日本の国産材の本当の特性をもう一度学びとい

うことが、こういうような財源を使って、一つでも、二つでも広がることはできないか

なと、こんな思いがします。

まさに、板張りなんかのマーケットも物すごくあると思うのですね。ヒノキでもスギ

でも、間伐といわずに、薄くしていったら物すごく用途はあると思うのですね。私は、

この前の発表された例をもって、これは大人が真剣に考えないとだめだと、そういうこ

とを思いました。これから森づくりとか、森の環境維持・保全には項目が物すごくあり

ますけど、どう考えて、一番根幹の材を流していくと、欲しいと思う使い方が不足して

いるなと、そんな思いがいたしましたので、今後はひとつそういう視点もとっていただ

きたいなと。

私は森を案内していても特に思います。「うわあ、本当ですね。こんな手触りは久し振

りですとか、すごい香りですね」と、シニアのおじいさん、おばあさんが言うんですよ。

それほど離れているということですね。この辺も、私はそういう活動をしながら思って

いますので、そういう視点も今後、一つでも二つでも構築いただきたいなと思います。

○議長：今の点について、何かございませんか。

○事務局：大変幅広いご意見ですけど、今言われたように、木材利用については、最近利

用の仕方が大分変わってきているんじゃないかなと。特にリーマンショック以降、滋賀

県の住宅の新築着工数が３分の２になってしまったという状況の中で、従来の柱とか構

造材だけじゃなくて、今おっしゃった内装とかリフォームとか、そういった利用の仕方

が大きくなってくるというのもあると考えています。

また、森林組合さんという生産のところから、加工して、あと工務店でつくるという、

木造住宅にはたくさんの手を経ていくということがございますので、利用を進めていこ

うと思えば、そういったすべての部分で関わっていく必要があるというところで、教え

るのはだれだという話になるんですけども、やっぱりそれぞれの立場でやっていく必要

があるんじゃないかなと。

特に今までの森林行政というのは、どっちかというと、つくろう、つくろうというば

っかりで、人工林の問題もその結果ですけども、そういうことをやってきました。今後

の利用になってくると、行政もある程度は関わって、積極的にそれぞれの部門の皆さん

と利用という視点でお話をさせていただきながら、必要なことをやっていく必要がある
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と考えています。

やっぱり見ていただくという部分が必要ですので、メッセの話もございましたけども、

そういった場を利用して、広くプレゼンしていくというのも必要になってくると思いま

すので、そういったものを一から練り直して、行政だけでするんじゃなくて、森林組合

さん、木材加工事業体さん、工務店さんと一緒になってやっていく視点が必要かなと、

そういった方向で進めてい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、どうもありがとうございました。

そのほか、ご意見はございませんでしょうか。

それでは、今まで５つについて検討してまいりましたけれども、すべてについてご意

見はございませんでしょうか。言い残されたこととか、何でも結構でございます。

○委員：すみません。

１番の項目と密接かと思うんですけども、こういうことを計画的に進めようと思うと、

所有者境界の問題とか、そういうことが関係してくるんじゃないかと思うんです。

滋賀県は京都府と並んで、その辺、非常に進捗率が悪かったと思うのですけど、現在

の進行状況と将来的な計画、所有者の境界確定、そういうことについてちょっと教えて

いただきたいと思います。

○事務局：滋賀県は率が低いということで、この森林づくり事業の中で放置林防止対策と

いう事業を今年度からやっております。今年度、一応５００ヘクタールぐらいのところ

を、境界確定まで３年間事業ですので、まずは事前調査にかかったというところでござ

います。

１年目で境界確定し、次の年に現地調査、３年目で測量まで持っていこうという事業

ですので、まだまだ率は、委員が言われるように低いですけれども、そういうような事

業を活用していきながら境界を確定するとともに、そういうものを契機として、放置さ

れた森林がきっちりと整備されていくように進めていきたいと思っているところです。

○委員：もう一つ。大事なことですのでぜひ進めていただきたいですし、多分全体的に関

わることと思うので、県全体を見渡した計画を立てるという視点が必要じゃないかなと

私は思うのです。特に環境林整備だとか獣害対策だとか、そういうことは全県を視野に

入れて計画を立てていただきたい。

そういうときに、所有の問題とか、それから森林の現状についてわかりやすく把握し

て、県の方は把握していただくのは当然ですけども、多くの県民の方が割と簡単にアク
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セスして、全体の資源状況とか、森林の概況をつかめるような仕組みづくりをぜひ進め

ていただきたいなと思います。

そういうことをするためにも、境界確定、所有者の見つけ出し、そういうことは非常

に大事なことなので、ぜひ積極的に進めていただきたいと思います。

○議長：はい、ありがとうございます。

それでは、お願いします。

○委員：この審議が大分終わりのほうに近づいてきていますので何でございますが、先ほ

どの県産材利用の話でございますけども、この話のときの意見として、委員さんから幅

広いご意見がありました。

私は、これが滋賀県の、いや、日本じゅうかもしれませんけども、林業の置かれてい

る位置づけだなというふうに思いまして、この話を真剣に私は聞いてほしいなというふ

うに痛感しておるんでございます。お恥ずかしい話で、私は森林組合をこの年になって

もまださせてもらっておるのでございますが、森林組合という言葉も出ておりましたの

で、いささかこだわりながら話をさせてもらいます。

私の個人的な話、６人兄弟の長男です。しかも、１２年間に６人も親が産んでくれま

して、６人とも大学へ入れてやると言われましたもので大変だったわけですが、私は行

きたい進路に行ける成績じゃなかったんですけれども、農学部の林学科を卒業させても

らいました。

そして、学校を卒業するときに、我々の同じ教室で勉強した者の中で、４０人中の二

人だけがふるさとへ帰って仕事をするということになりました。ほかは全部、いろんな

立場の新しい目先の美しい仕事につかれたわけです。私は私なりに燃えて長男として帰

ってきたんですけれども、この時期、ちょうど今のシーズンになりまして、家の仕事の

忙しいのが終わりまして、静かに山へ入って、一人で山の木の中で仕事をしているとき

の楽しさというものは、これはちょっと表現できない良さがあったのでございます。

それと背中合わせに、みんながどこかへ行って、しっかりやっとるな。おれ一人がこ

の山の中で仕事をしているということは、何のためにおれはドイツ語の勉強を一生懸命

させてもらったか。微分積分もたくさんやりましたし、国語もやりました。四段活用、

ラ行の変格活用、いろいろと勉強させてもらいましたし、化学の分子を覚えました。

それが、この山の仕事の何に使っているのか。２０歳そこそこのおれの人生は、しっ

かり勉強しましょう、賢くなりましょうと言うて努力目標を持ってもらってきて、今こ
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のざまだったら、何もせんでもよかったな、なたの研ぎ方と、のこぎりの目立ての仕方

さえ覚えておけばそれでよかったな、というふうな非常に挫折した状態に置かれていま

した。

ですから、ふるさとを捨てて外へ行って就職してもよかったんですけども、あと５人

の兄弟がいますから、出るわけにいきません。まあまあ、今日までこのようにして元気

にやらせてもらっているという状況が築かれたんですけども、つまるところ、山で仕事

をするということは、みんなが目を向けてくれなくなって、残っている者は田舎者の一

人であると。ど田舎であるということ、この印がついて回ってくるわけです。

ですから、森林経営とか何たらかんたら言われますけども、個々の森林の所有者がそ

の寂しさに対して、何かプライドを持って山で働けるようにせんことにはどうにもなら

ん。このように思っております。これが原則。ですから、もう田舎者と言わないでほし

いと。

ですから、行政の中にも、山村地域振興だとか中山間地域だとかいう我々を激励する

言葉が出ていますけれども、もっと若者を惹きつけるような言葉はありませんか。例え

ば、田んぼでしたら田園地帯といいますねと。ああいうワンフレーズな熟語で、山村地

域、中山間地域を表現する言葉をつくってくださいなと政府高官のお偉い方に言うたこ

とがあるんですが、「はあ、そうですか」、それでしまいやった。まさに、はなもひっか

けてくれなかったという状況でありまして、山林で仕事をすることのプライドが全く持

てなくなったということの大きな原因が一つありました。

これはこれとしまして、今までの審議の中で、環境林とか里山とかいう話が出ました

けれども、学校で環境教育をするということになりましたら、山の生き物を大切にしま

しょう。ここにもイヌワシの大きなポスターが来ていますけれども、ということになり

ましたら、シカをもっと殺してくださいと言うて、殺しましょうと学校の先生が言えま

すかということになりますから、環境教育というものと、環境林・里山ということは全

く背中合せです。

この辺の矛盾をきちんと整理をするような努力を、だれかが、どこかでしていただか

ないと、山村や中山間地域で生活をする人、仕事に携わる人は田舎者ということで見下

げられた生活をしなきゃいかん。このように思っておるんです。

ですから、家一軒建てましても、「ああ、ええ家やな」というふうに木造建築の中へ入

って言われますけども、その人たちがちょっと呼吸されたら、一流ホテルの美しいシャ
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ンデリアの下でお昼を食べたい、これがついてくると思います。ですから、木造建築を

大事にすると同じように、立派なシャンデリアの下に行って食事をするという、あの憧

れというものが木造建築のほうにもついてこなきゃいかん。そうでなければ、同じ人が

全く違うことを言う。ですから、我々は、裏腹のことばっかり解決していく努力をし続

けていかなきゃならないと思っています。

具体的に、こんなことがありました。私どものつくった畑に獣が来ますので、私は、

５００平米ぐらいのところに金網を張りました。そしたら電話がかかってきまして、「サ

ルが入っとるぞ」と。サルを入れないつもりでつくったんですが、入りよったんですね。

私の留守の間でした。そしたら、近くの者がみんなで、そのサルを追っかけて２匹捕ま

えたんです。そこで問題ですけども、このサルをどうしようかということですけど、皆

さんはどうされたと思いますか。結論的に、かわいそうやからと逃がしてやりました。

とったことの意味がなくなってしまったんです。

ですから、今の我々の気持ちとしては、生き物を殺すということは、人様を殺すとい

うことが許されないと同じように、生き物を殺すということに対して、いささか抵抗感

を持つような暮らしになってしまったと、こういうことになりました。ですから、森林

を守るという大きな仕事と、生き物を殺すという、この矛盾をクリアしていかなきゃい

かんじゃないか。このように思っています。

ですから、森林組合を経営していく上におきましても、県産材を売るについてはベー

スをつくらないかんという声が出ましたけども、まさにそのとおりでございます。基本

的なものは何かということを考えなきゃいかん。ところが、滋賀県で、柱の強度を測れ

る機械を持っておる森林組合は幾つありますかということです。強度が測れなければ、

設計士さんは設計してくれませんね。ヤング率が測れなきゃだめですね。そういうこと

を考えましたとき、滋賀県にヤング率が測れる製材所が幾つあるかということを考えて

いかなきゃいかんのやないか。このように思っておるんです。

ですから、これをするということが、ごく当たり前であるという滋賀県の風土をつく

らなきゃいかんと私は思っておるのです。先ほど、私も申し上げましたけども、「うみの

こ」という話がありまして、立派な船もできました。そして、武村さんが知事の時代に、

「うみのこ」ができました。私は稲葉さんが知事さんになられたときに、すぐに、「知事

さん、「やまのこ」をつくってくださいということを申し上げたのです。「ふん、それ何

やねん」と。それで終わりやったんです。稲葉さんのおられる間にはできませんでした。
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実際問題、それ何やねんというとこら辺が、滋賀県の持つ風土だというふうに私は思

っておりました。木造化、木造化と一概に言いますけども、木造化を軽率に進めていき

ますと、どういうことが起こるかといいますと、太鼓をたたいて、鉢巻き締めて河内音

頭を踊りながら、これを尊敬してくれと、褒め称えてくれというように強制するのと同

じ現象が起こると思うんです。

よく歌麿の絵なんかを描いて走っているトラックがありますけども、あのトラックの

人が、格好ええことをしていると思うんです。しかしながら、変な浮世絵を描いて派手

なことして走っている連中のやっている技術というのは、かなり水準は高いと思うんで

す。だれもかれもが、トラックのボディにあんな美しい浮世絵は描けません。ですから、

その辺のバランスのとり方を考えて、みんなで山の木を使うということが決して程度の

低いことではないんですよ。山に働くことが、決してど田舎の知能指数の低い人間のす

ることじゃないんですよと。昔からお父さんが炭焼きをしていると言うたら、みんなば

かにしました。都会におられる人は、なんぼでも山に仕事があるのに、それが嫌になっ

て都会に行かれたと思うのです。

ですから、そういうことにならないように、基本的に考えてもらうような格好にして

もらえたらありがたいなと思っております。滋賀県の風土は「うみのこ」と「やまのこ」

が共存共栄する雰囲気にしてもらえたらありがたいやないかと思っています。

これは森林組合としての希望意見でございます。きょうの議題の中にはちょっと関係

はないかもしれませんけれども、一番下の話の中から、ちょろちょろ出てまいりました

ので、ちょっと申さしてもらいました。たくさん時間いただきまして、ありがとうござ

いました。

○議長：どうもありがとうございました。

ご意見ということでよろしいですか。

○委員：これは結構です。

○議長：はい、ありがとうございました。

そのほか、全体を通して何かございませんでしょうか。お願いします。

○委員：全体を通してですけれど、私たちはボランティアとして少人数ですけど集まりま

して、まず木を伐って森を育てるというのが一つの柱です。その次には、間伐をしても

何にしても、材をむだにしない。材の利活用、この２つを掲げてボランティア活動をや

っています。



- 38 -

そして、現在その小屋がほぼ建ち上がってきました。数名でやっていますが、もうじ

き日本山岳会京都支部のホームページに出します。それと同時に、私はみんなが高所か

らだけ物を見るのでなくて、自分の身辺で何ができるか。何が利用できるかというのが

住宅なんかに関わる木材のことですから、大切と思うんです。

先ほど壁面のことをおっしゃいましたけれど、私、ここに入ってまず思いましたこと

は、やはり森林のことを扱っている建物ですから、ここで何かをするときには、その木

材を使えないかということを、県の皆さんが第一に置いて考えられたほうがいいと思う

のですね。それを私はいつも自分の身近で感じています。

例えばここのルーバーですが、木のルーバーというものがあります。木のルーバーと

いうのはほんと気持ちのいいもので、そして香りもします。こういうプラスチックのも

のでなくて、ここでこそ木のルーバーを使われれば、それはすごく宣伝にもなると思い

ます。そして、使ってみられたら、皆さんもそれをもっと推進したり、どうして安くで

きるかとか、具体的に考えることができると思うんです。

女性は自分の身近なものを、具体的にそれがいいことか悪いことかわかりませんが、

感じます。男の方はお仕事と、身近なことと、ちょっと分けて考えていらっしゃるとこ

ろがあるんじゃないかというふうに思うんですね。

ですから、森林関係で給与を得て生活をしていらっしゃるのであれば、自分の身近な

もの全部、そこに結びつけて考えていただけたら、材の利活用、それから間伐材もむだ

にしないというようなことがもっと具体的にできるんじゃないかと、私はこの会議に２

年間出させていただいて、いつもそのことを感じています。そのことをぜひお願いした

いと思います。

○議長：ありがとうございます。

今のことはご意見ということでよろしいですか。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。

お願いします。

○委員：先ほどの委員のお話の中で、ちょっとだけ明るい話をします。シカを殺すという

ことに関して、多くの方がまだまだ抵抗感があるというのは私も問題だと思っています。

私は獣医師ですけれども、獣医師が過去、野生動物に関わるといった側面で、傷ついて

いる野生動物を助けると、救護ということをやってきたんですね。

今その反省に立って、日本獣医師会で私も委員をやっているんですけども、根本的に
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考え直して、いまだにニホンジカの救護をやっているところがあります。骨折したシカ

を治して放すという、そういったことに税金を使っているというようなことを根本から

見直して、野生動物の共存は野生動物を利活用すると。

例えばシカをとって食べるというようなことを、特に野生動物を守りたいとか、命を

助けたいと思っている獣医師の人たちに広く行き渡らせようという試みをしていて、報

告書がついこの間出来上がって、近く年度内に公表します。生き物の命を殺して人が生

きているんですというふうなことを、もう一回一から見直す。そういうようなことから、

野生動物とともに暮らしていくためにとるんだというようなことを進めてきています。

実は、そういった動きを１５年か２０年からずっとやってきた中で、私も含め、博士

号を持ったハンターというのが増えています。その人たちは、親のすねをかじり倒して、

学校は最後まで行って勉強して、今何をやっているかというと、例えば私はカワウなん

かをこれまで１万５,０００羽ぐらい一人でとったと思いますけど、これが原因になって

山でカワウを殺していると。

一方、シカを殺しまくっているというドクターの女学生もいるということで、かなり

勉強してプライドを持って山で血まみれになっている若者も増えてきております。そう

いうような人は、これからももっと増えて、さらに林業のほうにも行けばいいと思うの

ですけど、私も微力ですけれども頑張って宣伝して、そういったことに非常に感銘を受

けます。

山で仕事をすることにプライドを持つと。私たちもつい忘れがちですけど、生き物の

命をとってやっていることにプライドを持たなあかんなと、そういう人を増やさないと

あかんなと思いました。どうもありがとうございました。

○議長：はい、どうもありがとうございました。

続きまして、

○委員：今度は時間をとりませんので、一言ご報告とおわびと一緒に言わせてもらいたい

と思っておるのですが、私は森林組合長として、目下どういうことになっておるかとい

うことを、ちょっと説明させていただきたいと思います。

山の中の仕事について知っておいてもらいたいと思いますが、森林組合が山で仕事を

するフォワーダーという機械があるんですが、去年、その機械が山でひっくり返りまし

た。そして、一人若者がそれの下敷きになりました。ずっと山奥で救急車も何も入って

こないところで、その機械の下敷きになっておりまして、腹が破裂して腹膜まで破れて
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しまったという事故です。背骨損傷ですね。

これがどの程度起こったかは、私素人ですからわかりませんけれども、身体不自由と

いうところまではいきませんけど、全く体力の出ない体になってしまいました。まだ結

婚してない男性だったんですけれども、私は山の中の作業をしてくれるその男性に非常

にかわいそうに思います。

そして、つい先だって、また一人怪我をしました。これは、丸い羽のついている草刈

り機でございますけども、この草刈り機で仕事をしまして、里山でございましたけれど

も、急な里山でございましたから見事に滑り落ちました。その後ろから回っている草刈

り機が落ちてきました。頭の後ろから首筋にかけまして４０センチ切り込んでしまいま

した。これも頭の皮、骸骨が切れまして、脳膜まではいってないと思いますけれども、

そういう状態になりました。

山の仕事をしている連中は、余り皆さんの前でちやほやしてもらえるような仕事はし

ておりませんけれども、命がけで働いておるということをご承知いただきたい。あとで

申し上げました人は、まだ大津日赤に入院しております。これは瀕死の状態から抜けら

れましたけれども、非常に厳しい状況になっていると。

これがためには労働安全管理という問題がありまして、県庁の皆さん方にもご迷惑を

おかけしましたし、当然ご親族や皆さん方にもご迷惑をかけているわけですけれども、

そういう状況で山の仕事の厳しさというもののご理解を願えたらありがたいと思ってお

ります。以上でございます。

○議長：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：いろいろ貴重なご意見をいただいて、私も参考になりました。私自身も田舎のす

ごい山奥の出身ですので、親の炭焼きで育てられた人間ですので、非常に身にしみて感

じました。

それで、きょうは木材資源を利用するという最後の項目がありましたが、これは非常

に大事なことで、ぜひ積極的に進めていただきたいと思うのですけども、そのあとを見

越して、今後山をどうしていくのか。伐った後は植えなければいけないと思うのですけ

ども、そういう方針を示していただきたい。持続可能な林業をずっと続けていただかな

いと、やっぱり山の問題というのはすべて解決しないと思います。

獣害の問題もそうです。今、山の中を人間が歩いてなくて、獣しか歩いていないとい
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う状況ですから、やっぱり山の産業がちゃんと成り立つようなビジョンを示す必要があ

るんじゃないかと思いますので、そういう方向でぜひ計画づくりをお願いしたいと思い

ます。

○議長：貴重な意見、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：一つは、公共建築物の関係の県としての考え方についてお聴かせ願いたいという

ことと、あとは、全体的な話として、やはり「琵琶湖森づくり事業」は貴重な税金を使

った事業でありますので、きょうはいろいろと課題とか検証されていますけど、実際に

補助金なり、交付金なりが行っているわけでありますけど、事業的にうまくいかなかっ

た場合はどうされているのかという点について、教えていただければと思っております。

○議長：いかがでしょうか。

○事務局：まず、公共建築物の考え方ですけども、実はうちの知事も議会の答弁のアドリ

ブで、木造でできるものは木造でやっていきたいと言うぐらいのものですので、知事自

身はそっちのほうに向いているということです。

あと、先ほど申しましたように、今現在、土木の建築課のほうも基本的にコスト面、

技術面でクリアできるものであれば、極力県産材を中心にした木造化にしていきたいと

いう方針を持っておりますので、私どものほうも、供給の部分でしっかり連携してやっ

ていきたいと考えているところでございます。

○議長：続きまして、お願いします。

○事務局事業の評価ということだと思うんですけれども、基本計画の評価ということで、

森林審議会委員の皆様に、毎年その前年度事業の評価をしていただきます。そういった

評価に基づいて事業の見直し等もやっているわけですが、これは事業の評価ということ

で、その柱とか、あるいは大きな戦略目標の見直しといったことを５年に一度しながら、

よりよい形のものに構築していくということをやっておりますので、この森林審議会の

評価の中で、いわゆるＰＤＣＡという細部の進行管理もやらせていただいているという

ことでございます。

当然、うまくいってないものについては、見直しをしていくということになります。

○議長：いかがでしょうか。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。

ありがとうございます。
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それでは、事務局におかれましては、本日の各委員からのご意見を参考にしていただ

き、琵琶湖森林づくり事業の施策展開に活かしていただきたいと存じます。

以上をもちまして、本日の議事を終了いたしますが、委員の皆様方で、ほかに何かご

ざいますでしょうか。

皆様、本日はいろいろとご意見をいただきまして、またご協力いただきまして、まことに

ありがとうございました。

それでは、事務局にお返しいたします。

○司会：会長には、長時間にわたりまして議事進行をいただきまして、大変ありがとうご

ざいます。また、委員の皆様方にもご熱心にご審議いただき、大変ありがとうございま

す。

ここで、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ので、よろし

くお願いいたします。

○事務局：長時間、ご苦労さまでございました。

前回、９月１２日に開催されました森林審議会におきまして、「琵琶湖森林づくり基本

計画」の平成２２年度実績の評価についてご審議をいただきました。その取りまとめに

つきましては、大変遅くなりましてまことに申しわけございません。

評価につきましては、事前に委員の皆様にお送りしておりますけれども、今のところ

修正等の意見は特にいただいておりません。案のとおりとさせていただいても、よろし

いでしょうか。

ありがとうございます。それでは、今後の県の対応方針をまとめまして、この評価案

とあわせまして、年度末・３月には公表させていただきたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。

以上でございます。

５ 閉 会

○司会：それでは、本日ご審議をいただきました貴重なご意見につきましては、今後の「琵

琶湖森林づくり事業」のより一層の推進に向けまして、可能な限り施策に反映させるよ

う検討してまいりたいと思います。

現在、ここにおられます皆様での審議会は今回が最後となりました。２年間にわたり
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まして熱心にご議論いただきまして、ありがとうございます。特に公募委員の明井様、

三浦様におかれましては、県民の立場からさまざまな、貴重なご意見をいただき、感謝

いたしております。

これを機会に、今後とも県の森林・林業行政に対しまして、ご助力、ご指導を賜りま

すよう、よろしくお願いをいたします。

それでは、以上をもちまして、第９４回森林審議会を終了させていただきます。本日

は、大変ありがとうございました。

○議長：ありがとうございました。

〔午前１１時５９分 閉会〕


