
第９３回滋賀県森林審議会

日 時 平成２３年９月１２日（月）

１３：３０～１６：３０

場 所 厚生会館別館４階大会議室

次 第

１ 開 会

２ 定足数の確認

３ 議事録署名人の指名

４ 議 事

（１）「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

（２）報告事項

・環境林整備事業の現状と経過について

５ 閉 会
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〔午後 １時３０分 開会〕

１ 開会

２ 定足数の確認

〇司会：お忙しいところ、大変ありがとうございます。

ただいまから、第９３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１５名のうち、現在、１１名の方に出席をいただいております。

もう１名出席予定でございますので、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）：失礼いたします。ことし４月の人事異動によりまして、森林

政策課に配属になりました押谷でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

委員の皆様には大変お忙しいところ、第９３回の滋賀県森林審議会にご出席いただき

まして、まことにありがとうございます。また、日ごろは県の森林・林業施策の推進に

格別のご理解とご協力をいただいておりますこと、厚くお礼を申し上げるところでござ

います。

３月１１日の東日本大震災から早いもので半年が経過するものの、まだまだ復興への

道のりはほど遠いという現状でございます。この大震災ではこれまでの経験をはるかに

超える大きな津波の災害、またその津波による福島の原子力発電所の事故による原子力

災害が発生しました。また、今月初めには台風１２号によります特に紀伊半島を中心に、

平成に入ってから最悪の豪雨災害と、まさにことしは天変地異の年という感がするとこ

ろでございます。そして、自然の驚異に対して、つくづく人間は畏敬の念を持つ大切さ

を再認識する必要があるんじゃないかと思っているところでございます。

さて、森林・林業政策をめぐる情勢は、１０年後の木材自給率を５０％にするべく、

一昨年１２月に公表されました「森林・林業再生プラン」を法制面で具体化するために、

この４月に森林法の改正に伴って、森林計画制度が大きく見直されたところでございま

す。特に、戦後植栽されました人工林が利用期に達しつつある中で、市町村が作成する

市町村森林整備計画は、具体的な地域の森林・林業施策を示すマスタープラン化を図り、

施業の集約化を前提としました、路網整備等を含めた実効性のある森林計画の認定基準

になっているところでございます。

一方、県におきましては、第２期の琵琶湖森林づくり基本計画の策定から２年目に当
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たります今年度も、急がれる県産材の安定供給に対しての整備と、それから地球温暖化

防止森林吸収源対策による森林の保全・整備の推進を事業テーマに取り組んでいるとこ

ろでございます。

まず、環境に配慮した森林づくりにつきましては、間伐の推進と間伐材の搬出のため

の路網整備とともに、林業機械のレンタル利用を支援しつつ、間伐材の山土場での仕分

けによる安定的な供給体制に向けて、森林組合等と連携を図りながら努めているところ

でございます。

次に、県民協働による森林づくりにつきましては、近年、企業による森林づくりの取

り組みが多く見られるところでございます。特に、県が仲介する琵琶湖森林づくりパー

トナー協定も現在、１２の協定が締結されているところでございます。今後は、下流域

の企業等への働きかけも必要と考えているところでございます。

森林資源の循環利用の取り組みにつきましては、びわ湖材認定制度が定着しつつあり、

搬出された県産材の利用拡大に向けて、木の良さ体感事業を中心に進めているところで

ございます。さらに、次代の森林を支える人づくりにつきましては――これまでの育て

る林業から、利用する林業に携わる人材の育成に向けて積極的に支援するところであり、

また環境学習「やまのこ」事業では、さらに充実した森林体験学習ができる体制と、あ

らゆる世代への広がりを今後検討すべきものだと考えているところでございます。

ところで、皆さんがいろいろご関心を持っていただいています長年の課題でありまし

た造林公社問題につきまして、ご報告させていただきたいと思います。ことしの３月に

特定調停の成立を受けまして、公社におきまして中長期の経営計画を検討の上、策定さ

れまして、先般、県のほうに当計画の報告を受けたところでございます。今後は、９月

議会で報告させていただくとともに、琵琶湖の森林をつくる公社から活かす公社へと、

県と公社が互いにチェックし、緊密な連携を図りながら健全な経営に努めていく所存で

ございます。同時に、組織体制の見直しを行いまして、今年度中には現在２つある公社

を合併して業務の効率化、運営の合理化を図っていくとされているところでございます。

本日は、昨年実施いたしました施策の評価をいただくわけでございますが、既に実施

から５年という年限を経過しておりまして、実効面等の見直しを検討しなければならな

いという事業もあるという認識のもとに、一定の整理が必要と考えているところであり

ますので、委員の皆様には忌憚のないご意見をいただき、今後の施策の展開に反映して

まいりたいと考えているところであります。



- 3 -

本日は、どうぞよろしくお願いいたします。

〇司会：次に、議事に入ります前に、委員の交代につきましてご報告申し上げます。

滋賀森林管理署の人事異動によるものでございます。寺田委員にかわりまして、亀田

委員にご就任いただきました。亀田委員には、寺田委員の残りの任期を務めていただき

たいと思います。

亀田委員、よろしくお願いいたします。

○ 亀田でございます。よろしくお願いします。

〇司会：それでは、早速ですが、本日の議事に移らせていただきたいと存じます。

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

ますので、会長、よろしくお願いいたします。

○議長：それでは、議長を務めさせていただきます。皆様、ご協力のほど、どうかよろし

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きましては、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、公開の方法については、会議の傍聴と議事録の公表によることといたします。

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たいと存じます。

○○委員。

○委員：はい。

○議長：それから、○○委員。

○委員：はい。

○吉田議長：どうかよろしくお願いいたします。

４ 議 事

（１）「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

○議長：それでは、議事に入りたいと存じます。

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

２２年度実績の評価について」と、報告事項といたしまして、「環境林整備事業の現状
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と経過について」でございます。

予定終了時刻は午後４時３０分となっておりますので、議事の円滑な進行についてご

協力のほどよろしくお願いいたします。

まず、「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」進めてまいり

たいと存じます。

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

森林づくり基本計画の平成２２年度実施状況について、評価をいただきたいと存じます。

それでは、評価を行うに当たりまして、事務局から資料の説明等をお願いいたしたい

と存じます。

○事務局：よろしくお願いいたします。それでは、事務局より資料のご説明をさせていた

だきます。

初めに、お手元の資料の確認をさせていただきたいと思います。

１枚目が議事次第、Ａ４判の一枚物でございます。資料１といたしまして、Ａ３判の

縦長で２枚とじのものございますけれども、基本施策に対する森林審議会の委員様から

のご意見でございます。資料２といたしまて、Ａ３判の横長、琵琶湖森林づくり基本計

画進行管理および基本指標達成度に対する点検・評価シート（案）ということで、平成

２２年度末の状況でございます。資料３といたしまして、昨年度議論していただきまし

た琵琶湖森林づくり基本計画、その進行管理および基本指標達成度に対する点検・評価

シート（平成２１年度末状況）でございます。

それから、資料１の追加ということで、Ａ４の一枚物で追加のご意見をつけさせてい

ただいています。申しわけございません。よろしくお願いいたします。

別紙といたしまして、琵琶湖森林づくり基本計画の推進にかかる事業費、平成２２年

度末の状況でございます。

続きまして、パンフレット類です。琵琶湖森林づくり基本計画（改訂）、琵琶湖森林づ

くり基本計画（改訂）の概要版、琵琶湖森林づくりガイド（平成２３年度）、目で見る

森林・林業（統計要覧概要版）、それから滋賀プラスワンの（平成２３年９月・１０月

号）です。この号で、琵琶湖森林づくり県民税の特集を組んでおりますので、ごらんい

ただきたいと思います。最後に、滋賀の環境２０１１です。こちらのほうでも琵琶湖森

林づくり事業が紹介されておりますので、参考にごらんいただきたいと思います。

資料のほうは、おそろいでしょうか。
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それと、説明の前に、資料の修正を１点、お願いしたいと思います。

資料１の２枚目、基本施策３の表の中で２つ目の、「県産材の利用の促進」欄で「その

他意見」の一番上のご意見ですけども、委員のお名前が間違っておりますので、訂正を

お願いいたします。失礼いたしました。

それでは、基本計画と点検・評価の目的などについてご説明いたしたいと思います。

お手元にお配りしておりますパンフレット、琵琶湖森林づくり基本計画の概要版をお

出しいただきたいと思います。開いていただいて、左側の上のほうでございます。

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

的な生活の確保に寄与するためという目的で、平成１６年４月に琵琶湖森林づくり条例

を施行しております。さらに、この条例の理念を実現するため、平成１７年４月に琵琶

湖森林づくり基本計画を施行しております。

この基本計画は、平成１７年度から３２年度、１６年間という長期の計画でございま

して、ここに書いております４つの基本施策、環境に配慮した森林づくりの推進、県民

の協働による森林づくりの推進、森林資源の循環利用の促進、次代の森林を支える人づ

くりの推進、この４つの基本施策を柱とした計画でございます。

この基本施策を具体的かつ計画的に進めるために、この中に中期目標であります５年

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

戦略プロジェクトに関しましては、このパンフレットを全部開いていただいた下半分、

こちらのほうに戦略１、戦略２といった形で記載させていただいております。

また先ほどの見開きの左側に戻っていただきまして、一番下側ですけれども、この基

本計画を進めるための事業につきましては、木材生産を中心とする林業の振興・治山事

業、こういった従来の事業と、環境重視と県民協働といった新たな視点に立って取り組

む琵琶湖森林づくり事業、この２つを車の両輪として展開して森林づくりに取り組んで

おります。

次に、基本計画の概要版の一番後ろのページをごらんいただければと思います。

「基本計画の推進体制」の図でございますけれども、１番目に、財源の確保というこ

とで、琵琶湖森林づくりを進めるために、県民の皆様に琵琶湖森林づくり県民税として、

新たにご負担をいただいているところです。

２番目に、進行管理と点検・評価ということで、毎年度、基本計画事業の進行状況を

点検しまして、森林審議会において事業の効果や施策の方向性を評価するといったこと
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を定めております。具体的には、資料２で基本計画の進行状況を取りまとめております。

今後の審議会において、その内容を評価いただきまして、その意見を踏まえて、今後

の施策に反映させていくといったシステムでございます。本日は、平成２２年度実績に

基づいた点検・評価シート（案）に対して、ご審議をいただくことになっております。

３番目、実施状況の公表といったことで、審議会でのご意見をもとに取りまとめまし

た点検・評価シート、こちらにつきましては、県のホームページなどを通じて広く公表

するということにいたしております。

また、平成２１年度は基本計画が施行後５年を迎えたところで、中期的目標でありま

す戦略プロジェクトを中心に、基本計画の見直しにつきまして森林審議会で議論をいた

だきまして、平成２２年２月に、この基本計画を改訂いたしております。したがいまし

て、改訂されました基本計画に基づく点検・評価は今回が初めてになります。

ですから、一部、基本指標とかプロジェクトの目標を見直しておりますことから、前

年度の比較が単純にできないといった項目もございますので、この点も含めまして、こ

の後、順次説明させていただきますけども、あらかじめご了解いただきたいというふう

に考えております。

それでは、点検・評価シート（案）を、順次説明させていただきたいと思います。

資料２の点検・評価シート（案）の１ページ目、基本施策１ 環境に配慮した森林づ

くりの推進、大項目として（１）多面的機能を発揮させる森林管理の推進、（２）人工

林の特性に配慮した森林整備の推進、（３）天然林の保全管理の推進、に取り組むこと

としております。

進捗状況をあらわす指標としまして、次の欄の平成３２年度をめどとした基本指標、

それと少し右に、平成２６年度の戦略プロジェクト実施目標を定めておりまして、それ

ぞれにこれに対する事業実績を策定値として、できるだけ見やすい形で表記するように

努めております。

ここでの主な施策といたしましては、治山事業、造林事業、環境林整備事業などを実

施しております。平成２２年度におきましては、全体といたしまして基本施策単位の、

基本指標達成度の欄で６８％、真ん中の戦略プロジェクトの実施目標達成度で１７８％

という達成率になっております。

次に、この裏側ですけども、基本施策２ 県民の協働による森林づくりの推進、大項

目として、（１）県民の主体的な森林づくりへの参加の促進、（２）里山の整備・利活用
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の推進、（３）びわ湖水源のもりの日・びわ湖水源のもりづくり月間の取り組み、のた

めの施策を実施しております。主な施策といたしましては、みんなの森づくり活動支援

事業、協働の森づくりの啓発事業などを実施しております。

この基本施策におきましては、基本指標、戦略プロジェクトの見直しを行っておりま

す。横長の資料３ですが、昨年度議論していただいた点検・評価シートが当初の基本計

画に基づく評価ですので、こちらと比べていただけるとわかりやすいかと思います。

基本指標として設定した、森林づくり活動を実践している市民団体の数は、平成２０

年度において９９団体といったことで、既に目標を達成しましたことから、改訂後の基

本計画におきましては、１５０団体と新たな数値目標を設定いたしております。

また、戦略プロジェクトの目標につきましても、県下で流域森林づくり委員会が設置

されるということで、当初はその設置数目標を設定しておりましたけども、これにかわ

りまして、琵琶湖森林づくりパートナー協定の締結といった目標を新たに設定いたして

おります。この県民の協働による森林づくりの推進で、全体といたしまして、基本指標

達成度で４７％、実施目標達成度で４４％になっております。

なお、この基本指標を見直しました関係で、達成度につきましては前年度との比較は

行っておりません。ご了解いただきたいと思います。

次に、２枚目のペーパーですけども、基本施策３ 森林資源の循環利用の促進、大項

目として、（１）県産材の利用促進、（２）森林資源の有効な利用の促進、この２つの施

策を実施しております。主な事業といたしましては、木の香る淡海の家推進事業、「び

わ湖材」産地証明事業、森の資源研究開発事業などを実施しております。

この基本施策におきましても、基本指標を見直しております。製材事業に占める県産

材の割合といった指標にかわりまして、県産材の素材生産量といった指標を新たに設定

しております。また、戦略プロジェクトの目標につきましても、県産材の学習机累積導

入数と県産材産地証明割合にかわりまして、高性能林業機械の導入数と、「びわ湖材」

認証を行った年間木材量といった目標を新たに設定いたしております。この項目におき

ましても、全体といたしましては、基本指標達成度は１３％、実施目標達成率は１８％

となっております。

この基本施策におきましても、基本指標を見直しましたため、達成度につきましては、

前年度との比較は行っておりません。

最後に、基本施策４ 次代の森林を支える人づくりの推進、大項目として、（１）森林
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所有者等の意欲の高揚、（２）森林組合の活性化、（３）森林環境学習の推進、のための

施策に取り組んでおります。主な事業といたしましては、林業技術研修、森林組合労働

力対策、森林環境学習「やまのこ」事業などです。この基本施策におきましても、基本

指標を見直しております。受託契約に占める長期にわたる契約の割合といったものにか

わりまして、森林組合の低コスト施業実施面積といった指標を新たに設定いたしました。

また、戦略プロジェクトの目標につきましても、６０歳以下の作業員の占める割合、

また森林組合数、そういったものにかわりまして、森林組合の木材生産に専門的に従事

する作業員数、また、森林環境学習の指導員が常駐する施設数といった指標にかわりま

して、森林環境学習の年間受講者数の指標を新たに設定いたしております。全体といた

しましては、基本指標の達成度は３１％、実施目標達成率は５０％となっております。

この基本施策におきましても、基本指標を見直しましたために、達成度につきまして

は、前年度との比較は行っておりません。

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

くお願いいたします。

○議長：ただいま事務局より、琵琶湖森林づくり基本計画の評価をするに当たって、資料

の説明等がございました。

この件に関しまして、ご質問等はございませんでしょうか。

また、後にいろいろ評価を進める間に何かございましたら、お願いしたいと存じます。

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

につきまして意見を交わしながら、まとめていきたいと存じます。

あらかじめ各委員の皆様から、資料２、点検・評価シート（案）に対するご意見をい

ただいておりまして、資料１には、琵琶湖森林づくり基本計画の４つの基本施策ごとに

「評価できる点」、「評価できない点」、「その他意見」として取りまとめられております。

本日は、平成２２年度の基本計画の進行管理および基本指標等の達成度に対する評価で

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

きたいと存じます。

まずは、少しお時間をいただきまして、お目通しをいただきたいと存じます。特に、

委員のご意見が十分反映されているかをご確認いただきたいと存じます。

それでは、お願いいたします。

よろしゅうございますでしょうか。
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それでは、基本施策ごとに評価の取りまとめをしていきたいと存じます。

まず、基本施策１、環境に配慮した森林づくりの推進から始めたいと存じます。

全体の評価できる点としましては、全体を通して、事業は施策の目的に照らして概ね

妥当である。事業全体としては、合目的性・有効性・効率性、いずれの面においても概

ね妥当である。一部を除いて、計画に沿って進んでいると評価する。目的に照らして、

概ね妥当である。また、概ね効率的だが、さらに効率的となるよう事業手法等を検討す

る必要がある。基本指標達成度が６８％と向上。施策目標を達成するための諸取り組み

を評価する。全体としての、事業は施策の目的に照らして、ほぼ妥当と考える。基本指

標達成度の向上は評価する。実施目標達成度は高いが、個々の事業の実施には大きなバ

ラつきがあるように見受けられる。従来事業に比べて、県民税事業の具体的な進行状況

も表示することが望まれる、というふうにあります。

○委員：送っていただきました資料を見ていまして、全体としてはよくわかったんですが、

個々の事業のことがよく把握できませんでした。それで、従来の事業のことはよく説明

がされているんですが、県民税関係の具体的な進行の表示の仕方とか、そういうことが

まだ十分でないように思いました。

○議長：わかりました。数字も、大きいもの、小さいものがありますから、そういうこと

も含めてですね。

○委員：はい。金額的にすごく違いがあるものだけ。

○議長：このことについて、県のほうから何かご意見ございませんでしょうか。

○事務局：委員のほうから、基本施策１の「全体」の意見として書いていただいておりま

すが、ほかの施策にも通じることかと思います。委員おっしゃるように、それぞれに最

も施策の実効を反映させるような目標数値は挙がっておりますし、それからプロジェク

トにつきましても、特に重要な施策を、この点検・評価シートの中でも指標ということ

で挙げております。

いずれにしましても、個別の事業につきましては、ほかの施策も含めて、事業の実施

概要の中で書いていくということが必要な部分もあるかと思います。特に、それぞれの

事業の、事業費、あるいは数値、面積などの目標に対して、実施の数量がどれだけ進ん

できたかということも大事なわけでございますが、それ以上に、その事業をすることに

よっての広がりですとか、いろんなところへの効果、その辺も含めたことも十分検討す

る必要があると考えておりますので、そういう面を今後十分注意しながら、それぞれの
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事業も検討してまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。

○議長：よろしゅうございますか。ありがとうございます。

それでは、全体の評価できる点としましては、全体を通して、事業は施策の目的に照

らして概ね妥当であるけれども、ちょっと先ほど言われましたようなご意見もつけ加え

て、まとめていきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。

なお、その他意見では、現在の効果は十分に上がっていないが、改善を加えることに

より、今後事業効果を高めていくことは可能である。というご意見もいただいておりま

す。これもまとめて書かせていただきたいと思っております。

はい、どうぞ。

○委員：資料を検討させていただきましたが、きょう、別紙で琵琶湖森林づくり基本計画

の推進にかかる事業費というのをいただいておりますが、当初からこれをいただくと非

常に内容が見やすいと思います。

それぞれの事業によって１２億かかる部分と、２けたぐらい下がっている部分とか、

一緒の事業費の中に入っていくわけですけども、やっぱり費用対効果ですので、それぞ

れの項目で見たらどうかと。星マークで「向上」、６８％と書いていますけども、２４％

とか５３％とか、それぞれの費用で見て、検討してはどうかと思いながら、それによっ

ては、また意見も変わってくるかなと思いましたので、ちょっと入れさせていただきま

した。

○議長：はい、ありがとうございます。

そういうことで、ご意見を加えさせていただきたいと思います。

よろしゅうございますか。

「全体」については以上でございます。

次の段でございます。多面的機能を発揮させる森林管理の推進。

荒廃林地、農地などが多く復旧が進んでいない、というご意見をいただいています。

農地といっても荒廃農地のことですね。

○委員：はい。

○議長：ですから、むしろ、「林地・荒廃農地」というふうに直してもよろしいですか。つ

まり、荒廃農地とおっしゃるのは森林との境界の辺ですね。ということで理解させてい

ただいていいですか。

○委員：はい。
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○議長：ありがとうございます。復旧が進んでいないということでございます。

それから、その他意見として、荒廃林地のこともありますので、読ませていただきま

す。

荒廃林地の復旧・予防により、県土保全と保安林機能の増進を図るとのことであるが、

治山事業等厳しい結果ではなかったか。予算の組み替え等の検討が必要なのでは。減災

のための森林づくりや水源の森林づくりの推進も重要。搬出を伴わない間伐に対して、

補助金支出を認めるよう国に強く働きかけていく必要がある。獣害、ナラ枯れに関して、

さらに手法の検討が必要と考える。

保安林の指定は必要最小限にしてほしい。というご意見があります。

お聞きしたいんですが、必要最小限にしてほしいというのを、もう少し具体的にお願

いしたいんですけど、いかがでしょうか。

○委員：保安林に指定されたら勝手に伐ったらあかんとか、そういうこともお聞きします

し、また手入れができていないとか、日ごろ放ったらかしの山は、保安林にしたほうが

いいのと違うかという近所の話もあって、楽なほう楽なほうに向かっていく。山はお金

が入らないから手をつけないほうがいいと言われる人もおられる。

そこら辺の考え方を、何でもいいから保安林に指定してお金をつぎ込んでいくと、そ

ういうこともちょっとは考えたらいいのと違うかなというようなことを思ったんです。

○議長：ありがとうございます。

はい、どうぞ。

○事務局：委員のご意見でございますが、評価できない点とその他意見につきまして、近

年、局所的な集中豪雨等が発生しておりますので、予算的には人家近くの災害を優先し

て対応を図っているところでございます。そうした必要性を特に認識しているところで

ございます。このことを含めまして、手入れの放棄された荒廃森林につきましては、治

山事業の重点施策といたしまして、厳しい予算ではございますが、効率的・効果的に行

っており、特に、森林再生事業や奥地保安林の保全緊急対策事業等、森林整備一体とな

った治山事業を、減災のため推進しているところもご理解のほどのお願いしたいと思い

ます。

続きまして、保安林の指定につきましては、基本計画の中で、多面的機能を発揮させ

る森林管理の推進という面から、水源のかん養や土砂の流出防止など開発の抑止も含め

まして、国民全体の利益を図るということから重要な森林の指定を推進しているところ
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でございます。

保安林そのものは、林業を行うに当たりまして支障となるものではなく、むしろ推進

するものと考えております。指定に当たりましては、森林所有者様の同意は当然といた

しまして、将来的な都市利用計画の有無の確認などを行っておりますので、推進のほど

にご理解をお願いするところでございます。

○議長：ただいまご説明がございましたけれども、各委員の皆様、いかがでしょうか。

よろしゅうございますか。

はい、お願いします。

○委員：荒廃林地のことですけども、放置してある森林がたくさんあります。県営林の管

理をしてもらっているけれども、そこも何カ所か放置。平成１３年度に伐採して、植栽

されているところが３カ所ぐらいです。いつも言っているけども、おそらく保安林でし

ょうが、そこも放置されております。

多分シカの害で、最初はヘキサチューブがとれていたけども、そのままの状態で放置

されております。ほかにもそういうところがたくさんありますので、環境面で何とか考

えていかないといけないと思います。以上です。

○議長：はい、ありがとうございます。

今の点について、いかがでしょうか。

○事務局：今、委員がおっしゃった放置森林のことでございます。

県営林において植栽をする箇所については、「ヘキサチューブ」とか、「くわんたい」

といった防除用資材を使用して実施していますが、やはりシカの被害というのは非常に

厳しい状況でございます。また後ほど、ニホンジカのことについてお答えもさせていた

だこうかと思うんですが、そういったことから、とにかくシカ対策というのを何とかし

ないことには次の手が打てない、と言うのが近いかなというところも部分的にあろうか

と思っております。

それから、獣害、ナラ枯れに関して、さらに手法の検討をという委員のご意見がござ

いました。獣害につきましては、今申しましたように防除対策をいろいろ実施しており

ます。

また、ナラ枯れについても、駆除・防除ということで実施しておりますが、これにつ

いても、この項目でお答えさせていただきたいんですが、今やっている全面に被害が出

ているような林地の中での対策というのは、非常に困難を極めるかと思うんですが、費
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用対効果という面において、今現在、県のほうが実施している施策の内容は、枯死木に

よる二次被害の防止というような面に限って実施しているのが現状でございます。

これが今後、もっと費用対効果の面で改善されて、効率的な手法が開発されたら、そ

ういった面での取り組みも積極的に進めていかなければならないと考えているところ

です。

○議長：委員からご意見があるようですので、お願いします。

○委員：すみません。その他意見というところで、委員がおっしゃっています。これ、保

育間伐のことだと思うんですが、それに対しても補助の必要ということを書いていらっ

しゃるんですが、私はちょっとここで違った考えを持っています。

保育間伐は必要と思いますが、その間伐材を放置して、朽ちるに任せていて、再利用

の努力を欠くような場合は、補助金の対象とする必要は、逆であるというふうに思って

います。

今回、これは書きませんでしたけれど、私は、保育間伐でありましても、間伐をすれ

ば、それを極力生かす努力というのが必要だろうと思っています。それを朽ちるに任せ

て放置していながら、それに補助金をというのはどうかと思います。国のほうは、それ

には補助金をつけないという考えを出したそうですが、私はそのほうが一つの歯止めと

していいというふうに考えております。

○議長：はい、ありがとうございます。

たしか伐り捨て間伐については、国のほうでは、ことしの４月から補助金は認めない

ということになったんですね。それで、ここはええとこあるから、逆に考えたらどうか

というのが委員の意見です。しかし、先ほどございましたように、朽ちるに任せている

のに、何で補助金を出さなあかんのやと、そういうことでございますね。

これはなかなか難しいところがあろうかと思いますけれども、県のほうではどのよう

にお考えでしょうか。

○事務局：引き続き、お答えさせていただきます。

今、委員がおっしゃったように、せっかく植えたスギやヒノキの間伐木、極力有効に

活用するべきだというご意見は大事なことだと思います。また、そのままさらすことに

よって、大気中にＣＯ２が放出されるということもありますので、県のほうでは間伐し

た木が極力利用できるようにということで、作業道をつけて、そういう材の有効活用を

進めるように努力しております。また、県内の各森林組合を初めとする事業体の方々も、
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積極的に間伐材の搬出について努力していただいているところです。

ただ、委員がおっしゃる搬出を伴わない間伐でも道のすぐ横で立派な木が伐り捨てら

れているという状況や、道から何百メートルも離れたところで、それも出したのはいい

けれども、さて、その費用を賄うだけのものとしてさばくことができるのかというよう

なこともございます。

基本的に、残っている木を健全に、立派に育てるという意味での保育に必要な間伐と

いうのは、森林の多面的機能を維持向上させるためにも不可欠なものでございます。そ

のためには利用し切れない間伐、つまりここで言いますと、伐り捨て間伐という言葉は

余り耳あたりのよい言葉じゃないんですけれども、そういう保育間伐はやはり重要な作

業というふうに認識しております。

○議長：はい。

○委員：保育間伐の重要性は認識しています。それでも、補助金を出すのにも一つの基準

があると思います。保育間伐の場合でも、間伐材を利用するものについての保育間伐に

は出すとか、そういう基準のようなものはあっていいんじゃないかと解釈をしています。

保育間伐が必要でないと言っているのではないのですけれど。

○議長：何らかの基準でございますか。

○委員：はい。

○議長：そういうのを、お考えですかということです。

○事務局：お答えになるかどうかわからないのですが、保育間伐というのと、利用間伐、

木材を利用するための間伐というのもございます。

木材を利用するための間伐というのは、これからどんどん効率よく間伐材を出して、

それが価値のあるものとして売られて、経済的に産業として林業が成り立っていくとい

う面で、これから積極的に進めていかなければならない重要なものでございます。

その一方で、保育間伐というのは、純粋に森林としての公益的機能を維持するために

必要で、かつ作業はしたけれども、伐った木がその現場条件の必然性から全くお金にな

らないという、そういうハンディーを背負った中で行われる作業というふうに整理でき

るかと思います。

そういう面で言いますと、全く収入が見込めないけれども、森林の機能を高めるため

にされる作業については、何らかの支援というのは必要ではと考えております。

○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。
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ですから、両論がありますけれども、基準というものがあればと。しかし、今のとこ

ろ、国は補助金を出さないとおっしゃっているんですよね。だから、できるのだろうか

という気がしているわけですけど。

○事務局：国は森林・林業再生プランの中で、１０年後の国産材の利用を５０％まで高め

ていこうという、そういう目標のために、その木材の搬出に邁進した施策をとって、完

全に軸足はそちらのほうに移っているわけです。

ですので、伐り捨てといいますか、搬出しない間伐であっても、搬出をするところと

一緒に取り組むのであれば、といったところで、１ヘクタール当たり１０立方メートル

以上の平均の材を出すという条件の中で、部分的に出せない森林があっても、それは仕

方がないという、そういう仕組みになっています。

ただ、それをしても、ヘクタール当たり１０立方メートルの材を確保するためには、

出さないところをそんなカバーをすることができませんので、そこは現場によって、地

域によって状況は異なりますが、やはり厳しいものがあるというふうに思います。

○議長：どうもありがとうございます。

ただ、さっき県のほうからご説明がありましたようなことも含めまして、まとめてい

きたいと思っております。

次に、３段目でございます。人工林の特性に配慮した森林整備の推進。

間伐実施、作業道開設及び搬出路の作設は概ね進んでいるように見える。健全な森林

づくりのための間伐が着実に進められているとともに、基盤としての路網の整備が積極

的に行われている。今後ともその推進が必要である。

というふうなご意見をいただいております。これは抜くことにさせていただきたいと

思います。

それから、評価できない点としましては、ニホンジカによる森林被害対策は、事業手

法及び事業主体についての見直しを検討する必要がある。被害防除、個体数調整捕獲、

いずれも技術開発が進んでいる。既存の手法のまま継続するのではなく、効果的な事業

実施のための新たな事業主体並びに最新技術の導入を進めるべきである。

ということで伺っております。

お聞きしたいのですけど、新たな事業主体とか、最新技術の導入とは、具体的にはど

んなことがありますでしょうか。

○委員：先に、人工林の特性に配慮した森林整備の推進のところに書いていただいており
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ますが、私としては、２番目の多面的機能を発揮させる森林管理の推進に。

○議長：そちらのほうですか。

○委員：いえ、両方に共通していることだと思っています。

○議長：そうですね。

○委員：それで、少し関連して、前回にも多分発言したかと思いますが、いわゆるニホン

ジカの被害というのは、もちろん人工林から入ったんでしょうけれども、今は自然林を

含めた生態系被害というふうにとらえているので、そういうとらえ方が全体に弱い。

森林づくり基本計画の中も、人工林の被害というように取り上げているので、そうい

う取り上げ方ではなくて、シカに関しては人工林も含む生態系被害、要するに、自然の

生態系にとっても非常に大きな被害が増え過ぎていることですね。ですので、そういっ

た側面からも、両方考えないといけないので、すみません、これ両方に共通するという

ことです。

○議長：両方ですよね。わかりました。

○委員：それで、ご質問の効果的な事業実施のための事業主体並びに最新技術の導入とい

うことですが、今、林野庁でやっている、意見にも少し書いたのですけれども、野生鳥

獣による森林生態系への被害対策技術開発事業という、去年から、たしか５カ年計画で

やられている事業があるんです。その中で、大学とか企業とかが協働して絡んで、新し

い手法を開発するということに取り組んでいます。

そこで、余り知られていないんですけれども、防除が相当進んできまして、ネットの

張り方一つ、材料一つとっても、どういうものがいいのかと日々進歩しています。去年

の情報でも古いという状況ですので、常に最新の情報を入手して、同じ予算をかけるな

らば、一番新しい知見に基づいたものをやると。

過去の個体数調整捕獲なんかですけど、従来のやり方をだらだらと続けて、お金をた

くさんつけたら、とってくれるかなあというような部分がある。もちろん、そういうこ

ともあると思うんですけれども、それを継続すると同時に、全く新たな捕獲法であると

か、被害防除対策というものについてもきちっと目を向けて、新しい情報を入手する。

林野庁がやっている事業は、常に結果がネットでも出てきているので、そういったも

のをどんどん入手して取り組んでほしい。今までのやり方で、ただ予算を増やすという

ような方法ではない方法でぜひお願いしたい。そういう意味で書きました。

○議長：わかりました。どうもありがとうございます。
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なお、ニホンジカ、シカにつきましては、３人の委員からその他意見に書いてござい

ますので、読ませていただきます。

ニホンジカの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。シカの

駆除はもっと多くして、ほとんどいないくらいにしてほしい。間伐後、テープ巻きもセ

ットで推進すれば良い。ニホンジカなどによる森林被害は、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。

またそれに加えて県単独の林道補修補助金の充実を検討されたい。

という、ちょっとニホンジカとは離れるますが、そういうご意見があります。

シカ関係では、そのようなご意見です。

このシカ対策に対して、何か県のほうでございますでしょうか。

○事務局：ニホンジカの被害対策については、これまた毎年、委員のアドバイスに対して、

私、同じようなことばかり答えているような気がしておりますが、いろんな防除技術が

ございます。

県の林業セクションで対応しているのは、防除のほうを主体的にやっているわけです

が、現状で決して満足しているわけでなく、さまざまな課題があるというのは認識して

おります。貴重な税金を使って実施するものでございますので、より確実で、効果的で、

経費の安いものは、これからもどんどん採用していきたいと考えております。

それから、間伐して残った木に対するテープ巻きですが、実は県でも進めております。

そういったことは非常に有効かというように考えております。

あと、委員から、シカ被害のほかに、県単独の林道補修補助金の充実というのがござ

います。私ども林道事業のほうも所管しておりますので、これもお答えさせていただき

たいと思います。ご意見のご趣旨が、本日、委員がご出席しておられない状況で、余り

深く理解せずに答える形になりますが、県単独のということは、国の支援なく、県の税

金で実施していくというので使い勝手といいますか、国の制約にとらわれずに県で進め

られるという意味では、県単独の補修費用というのはよいものと思われているようです

けれども、実際、林道の災害が起きたときの補修経費は、結構細かく支援していただけ

るようなシステムになっております。

ですので、県としては極力、国のセットしていただいている災害復旧のほうで、林業

事業の復旧を進めていくべしというようにしております。その一方で、県単独の分も、

委員がおっしゃっているように、重要なものですので、予算の確保については努力して
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いるところでございます。

これ以上のことは内容がわかりませんので、国の分と県の分と両方があるということ

だけ説明させていただきます。

○議長：ありがとうございました。

少しうっかりしていましたけど、追加のご意見がございました。

環境に配慮した森林づくりの推進のところで、施策の目的に照らして、概ね妥当な手

法で事業は実施されており、期待した効果も上がりつつある。

ということで、これは、評価できる点に挙げさせていただきたいと思います。

それから、先ほどの文章の後、２行目、「ただし」からです。人工林の針広混交林への

誘導については未だ技術的に確立されていないと考えられ、手法については十分な検討

が必要であり、強度間伐により広葉樹林の伸長を促す効果が、将来にわたって継続する

かどうか注意深い検証が必要である。また、広葉樹が導入されることで、ニホンジカに

とって新たな餌場が確保されるような事態となれば、ニホンジカの勢力がさらに増し、

森林への被害を増大させかねない。森林の整備にかかる手法と効果について検証を続け

た上で、場合によっては手法を再検討する必要が生じる可能性もある。

というご意見をいただいております。これは先ほど委員からありましたように、シカ

だけではなく、森林の多面的機能にも関係するご意見だと思いますので、まとめるとき

に適宜加えさせていただきたいと思います。

それから、（人工林の特性に配慮した森林整備の推進）で、「その他意見」として、間

伐した製品をいかに広範囲に、地域だけでなく用途別に、効率的大量に利用してもらえ

る方策が必要。木の良さＰＲはもちろん大切だが、利用（使用）の拡大との相乗効果に

注力が必要。

ということが書いてございます。これは人工林の特性にプラス、間伐した製品をいか

に利用するかというところでお書きになっておられるのだろうと思いますけれども、利

用と結びつけて考えていかないといけないんじゃないかというご意見だと思うんです。

きょうはご欠席なので、ご意見だけご紹介させていただきます。

県のほうで、このことについてご説明とかございませんでしょうか。

○事務局：間伐材をいかに利用拡大していくかということは、もちろん言うまでもなく重

要な課題と認識しております。現在まで間伐材利用促進事業、いわゆる主に間伐材の買

い取りでございますけれども、そういった事業にも取り組んできております。
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今後は、委員のご意見もございますとおり、幅広い用途に間伐材が利用されますよう

に積極的な取り組みを、県産材のＰＲと並行して、特に力を入れて進めてまいりたいと

存じます。どうぞよろしくお願いします。

○議長：ありがとうございます。

それでは、基本施策１は、このぐらいにさせていただきたいと思いますが、もし何か

ございましたら、また後でおっしゃっていただきたいと思います。

次に、基本施策２、県民の協働による森林づくりの推進について。

「全体」の「評価できる点」、全体を通して、基本指標を達成するなど、十分な効果が

現れている。全体として、目標に対して順調に施策が進められている。目的に照らして、

概ね妥当である。また、概ね効率的だが、さらに効率的となるよう事業手法等を検討す

る必要がある。基本指標達成度、実施目標達成率ともに高く、個々の取り組みの成果が

あったものと考える。個々の事業の組み合わせの整理が必要かと思う。

ということであります。ここでまた、お聴きしたいんですけど、組み合わせの整理と

いうのがわからなかったんですけど、すみません。

○委員：事業のいろんなことが書かれていますね、このシートを見ていますと。それぞれ

別個にそういうことがなされていると思うんですが、それをもう少し関連づけて整理し

たほうがわかりやすいですし、参加するほうもしやすいというので、このシートを見な

がら、そういう必要を感じましたので、書かせていただきました。

○議長：はい、ありがとうございます。

というご意見でございますけども、確かに同じような名前のものがありますので、ち

ょっと混乱しやすいということもあるかと思いますが、県のほうではいかがでしょうか。

○事務局：里山とか、県民協働とかの環境事業はいろいろなメニューが入っておりまして、

現実的にわかりにくいかなあという気もします。

まず１点はＮＰＯとか、そういう森林づくりの活動をしている人への支援、それとも

う１点、県民参加の里山づくりというのは、ＮＰＯの活動と、里山リニューアルといい

ますか、そういう事業をひっつけたような事業です。そういうようなことでわかりづら

いというようなことも、一定今後は検討していかないといかんかなと思っております。

○議長：はい、よろしくお願いします。

それから、委員から、県民協働の１行目、２行目、森林づくりに対する県民の参画を

増やしたり、里山整備を進める上で適切な事業が行われ、効果が上がっていると考えら
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れる。

というご意見をいただいております。

概ね評価できるとされる委員の方が多いということで、こういうことでまとめていき

たいと思います。

一方で、評価できない点として、事業全体として、合目的性・有効性・効率性、いず

れの面においても見直す余地がある。

という厳しいご意見がございますので、これはもう少し具体的にお願いしたいと思い

ます。

○委員：申しわけございません。

○議長：いえ、そんなことはないです。

○委員：真ん中の段の下のところに書いてあることと、ちょっと対になって。

○議長：そうですか。（県民の主体的な参画の促進のところ）の「その他意見」の下に、ご

意見が書いてあります。読ませていただきましょうか。

団体の活動に対する支援を増やしすぎると、いわゆる「ばらまき」になってしまうお

それがある。１箇所でよいのでモデル流域を設定、大型予算を投入して、奥山、里山、

河畔林を含めた総合的かつ本格的な森林づくりを行い、「結果を出して県民に見（魅）

せる」事業展開ができないか。

ということでございますね。

○委員：そうです。ちょっとずれているみたいですけど、今初めて予算を見せてもらった

ら、そんなに大きなことができる予算ではないということが感想としてあるので、イメ

ージだけで意味を変えさせてもらったんです。

先ほどもおっしゃったように、いろんなＮＰＯの活動を支援するということも大事だ

と思うんですけど、ばらばらになってしまって、結局何かよくわからないようになって

いるような気がします。こういうことをやると何かが変わるんだということが、多くの

人にわかるような事業ができていないと思うんですね。

それで、単独の事業でないと難しいのであれば、例えば滋賀県は、「ふるさと滋賀の

野生動植物との共生に関する基本計画」というのを持っていますよね。あれもそんなに

大きな予算ではないでしょうけども、例えばそういうものと相乗りするとか、どこか大

きい範囲にドカンとお金をつけて、流域全体を見渡して人が手を入れたら、これだけの

ことができると。
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それで、宣伝できるようなところを１カ所でもいいからつくると、全体のＮＰＯ活動

とかも刺激にもなりますし、みんながやろうという気にもなると思うのです。何かそう

いう見（魅）せる事業ができないかなと、それとセットで書いたわけです。

○議長：わかりました。

その点につきまして、県のほうではどうお考えでしょうか。

○事務局：非常に重要な問題をいただきまして、ありがとうございます。

今、ＮＰＯの方は、ばらまきというようなこと、一方でこういうご批判もありますし、

一方でこれから活動していこうという人にはありがたい予算という、両方のご意見もい

ただいております。

一定、みんなで始めよう森づくり事業と評価できるかと思いますけれども、一方でば

らまきというようなご意見もありますので、予算執行など、その辺ではきっちりとして

いかないとならないと思っています。

ですけども、ＮＰＯの活動は県民協働ですので、県とＮＰＯの活動を踏まえて、ウィ

ンウィンの仲になればいいかと思っていますので、ＮＰＯの活動をされているものを、

やっぱり見えるような仕組みづくり、そういうふうにやっていくようにしていかなけれ

ばなりません。

一つは、ホームページをつくっておりますので、そこへＮＰＯの方がしっかり出して

いただく。そういうことで見えるような形にしていきたい。団体のほうも、自らＰＲす

るとか、見えるような努力もしていただきたい。団体も熟度の差がいろいろありますの

で、熟度の濃いところは自ら資料提供なりもしながら、きっちりと見せるという方法を

されておりますので、新しい団体には、こういういい例がありますよとか、その辺はき

っちり県のほうが支援させてもらうと、そういうのが大事かと思っています。

○議長：はい、ありがとうございます。

よろしゅうございますか。どうぞ。

○委員：ありがとうございます。

ちょっとずれるかもわからないですけど、ホームページに出されているということで、

今出ている県のホームページで、トップページのところから入って、ずっと事業を追っ

ていって初めて出てくるのですよ。いろんな人に見せようと思ったら、例えば流域森林

づくり滋賀ＮＰＯがトップで出てくるみたいな、そういう工夫が要る。

そうすると、いろんな人の目に触れてくるので、県のトップページからずっと追って
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いかないと出てこないとこでは、それはほとんど誰も見てくれない。これは全部に言え

ると思うんですけど、キーワードを２つぐらい入れたら、あるいは３番ぐらいまで出て

くるような工夫をされるといいと思います。

○事務局：私も探すのに苦労しましたので、その辺やっぱり遠いと。何かしていくような

努力はしていきたいと思います。

○議長：はい。どうぞ。

○委員：すみません。私、実は夏休みの宿題が提出できていなくて、ここには入っていな

いんです。

○議長：ご意見を、どうぞおっしゃってください。

○委員：意見というより、今のご意見に大賛成なんです。

私は現場でいつも思うことは、行政の方がいろいろいい取り組みをしていただいて、

ホームページをつくったりしてくださるんですけど、それが浸透し切れないままに、何

か残念なことになってしまっているということが多々あります。

この「森づくりネット・しが」もそうですけども、最初立ち上げられてご案内をいた

だいてというところまでしか、私の記憶には、はっきり言って何も残っていなくて、ち

ょっと申しわけないですが、やっぱりＮＰＯの皆さんがもっと活用できるような見直し

が必要じゃないかなというのが一つです。

それから、「みんなで始めよう森づくり」というのに、私、３年目にお世話になってい

るんですが、満額で３０万円の予算の中で、確か３分の２助成なので、２０万円の助成

金がいただけるんですが、あと１０万円は自己負担ということになっております。私、

３年目にしてちょっと驚愕したことがありまして、その２０万のうちの１０万円は概算

払いがきくというのを最近になって知ってしまって、ちょっとショックだったのですけ

ど、概算払いというのができるよと、ほかのグループから教えてもらうという経緯がご

ざいました。

そういう情報というのは偏らずに、均等に、市の方もよろしくお願いしますというこ

とで、そういうふうに私たち、現場でやっていますＮＰＯとか、グループ、団体の皆さ

んというのは、正しい、的確な情報、それからアドバイスに大変飢えておりますので、

ぜひその辺よろしくお願いしたいと思います。以上です。

○議長：今のご意見は、「その他の意見」としてどの辺に、県民の主体的な参画の促進とか。

○委員：そうですね。
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○議長：全体ではないですね。

○委員：はい。

○議長：「県民の主体的な参画の促進」の「その他意見」に、書かせていただきたいと思い

ます。

相前後しましてすみません。「全体」の「その他意見」で、現在の効果は十分に上がっ

ていないが、改善を加えることにより、今後、事業効果を高めていくことは可能である。

今まで滋賀県の「県民協働」を「県・民協働」県と民の協働と解釈して、何の違和感も

なくよいなと思ってきた。しかし、このシートでは、県民たちが協働し、県が「支援」

する構図である。県民税当初から言われていたパートナーシップのほうが好ましい関係

である。森林・環境に関して、滋賀県は他府県より人も多く、進んでいるが、積極的な

一般県民はそんなに多くないように思う。県・民協働と考えられたほうが推進力はある

と思う。

というようなご意見をいただいていますけども、これは県のほうではいかがお考えで

しょうか。

○事務局：すみません。答えになっているかどうか。

県民協働（県・民協働）という、ポツがついているか、ついていないか。県民協働と

いう言葉は、県の中とか結構いろんなところで出てきていますので、何とかこのままで

行かせてもらえないかなと思っております。従来どおり、県民協働というふうな形で使

わせていただきたいと思っております。

○議長：いかがでしょうか。

○委員：私、このシートをずっと見ていまして、支援、支援という言葉ばかりが出てきま

したので、県というのは、県が何かをされるというよりも、ほかの者が実施されている

のを支援されるという構図なのかなというふうに、今回ずっと見てきまして思っていた

ら、そこで県民協働（県・民協働）のところにきました。

そこで、私は環境税が出てきましたときには、県と民との協働だと思っていましたが、

そうではなくて、県民が一緒に森林関係をやる。それを県は側面から支援されるという、

そういうスタンスなのかなというふうに、この段階で初めて疑問に思ったんです。それ

で、そのことをちょっと書かせていただきました。どういうふうに改めてほしいという

ことではありません。

それで、委員でも実際のボランティア団体をしていらっしゃいますように、私たちも
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藤尾でやらせていただいています。やっていますけれど、何かよくつながりがわからな

いんですね。それと、私たち自身がこの中でどういう立場にあるのかもよくわからない

んです。

それから、ワークショップが開かれまして、そこのところにも参加していました。そ

うしましたら、県の方がすごくたくさんいらっしゃるんですね。それで、県の方がこん

なにたくさん参加していらっしゃるんだと思っていましたら、その方たちは全部何らか

のボランティア団体の代表とか、そういう形で参加していらっしゃったので驚いたんで

すね。すごい人数で県が参加していらっしゃると思ったら、その人たちは県の職員さん

としてではなくて、ボランティア団体の代表として入っていらしたんです。

ワークショップでそれぞれ意見交換をしました。そのときグループに分かれましたら、

森林組合の方とか、インストラクター関係の会の方とか、そういう形で県の方が入って

いらして、そこで意見交換するのですけど、私なんかは県の方に対しての意見として言

っていいのか、それともボランティア団体同士の立場として、その人とお話ししていい

のかもわからなかったのですね。

ちょっとその辺があいまいになっているような気がするんですね。パートナーなのか、

それともそうではないのか、その辺もここしばらくすごくあいまいで、いろんな形で参

加して戸惑うことが多かったです。

それと、先ほどおっしゃいましたホームページ、「森づくりネット・しが」もちょっと

利用がしにくいんですね。見ている人も少ないです。その辺のこともありまして、この

シートを読みながら、審議会委員としての立場と、一ボランティア団体を代表する者と

しての立場とで、どのように書いていいかもわからないようなことがすごくありました。

そのことが今の県民協働（県・民協働）のところに現れてしまったということです。

○議長：今のご意見に対しまして、県のほうから何かございませんか。

○事務局：県の職員がワークショップに、それはボランティア団体の一員として行ってい

るということで、割り切っていただければ結構かと思いますけれども、県の職員がワー

クショップに行って、それはそこの団体の範囲内で参加しておりますので、そういうふ

うに対応していただければよいと思います。

県のほうも、パートナーを持ちながら、パートナーにはそういう気持ちを持っている

一方で、県民税を使ってそういう活動を活発にしていただこうということで、支援とい

うような形を使わせていただいている、そういうふうに理解していただければよいかと
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思います。

○議長：どうぞ。

○委員：ワークショップなんかは少しでもそれをにぎやかに、たくさんの参加者を増やし

たいというお気持ちもあって、頑張って出席していらっしゃるのかなというふうには思

っていましたけれども、そうしますと今度は、また逆にボランティアがすごく少ないの

かなという感じもしました。

そういうのはどうなのか、率直な感想ですので、別にこれをどうしてくださいという

意味ではありません。

○議長：わかりました。どうもありがとうございました。

それから、全体のほうですね。１行目、２行目については、森林づくりに対する県民

の参加を増やしたり、里山の整備を進める上で適切な事業が行われ、効果が上がってい

る。

というのは先ほど申しました。

それに続きまして、森林への理解と森林づくりへの共感を得るのと同時に、県産材の

利用についての意識も高めてもらい、木材資源の利用についても関心を呼ぶような活動

へもつなげていくことも検討してはどうか。例えば、里山整備により生じた伐採木を利

用して薪炭や簡単な木製品をつくるなどの活動など。また、県民だけでなく広く下流域

の住民をも巻き込んだ活動も検討する必要がある。

その下にあります里山の整備・利活用の推進にもつながるかと思いますけれども、そ

ういうご意見をいただいております。

これでよろしゅうございますか。

○委員：はい。

○議長：ありがとうございます。

それから、「全体」の「その他意見」の最後でございますけれども、どこで何をされた

のか、他の森林経営者や関心を持つ人々には知る由もない。

というご意見をいただいておりますけれども、もう少し具体的に教えていただきたい

のですが。

○委員：私は辛らつなことを言う性格がありますので、それを避けておきたいと思う気持

ちでこんな書き方をしたのですが、先ほど来のシカの話からずっと聞いておりまして、

実際問題、私は森林を所有しておりますが、そして森林組合の運営というものにも深く
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関わっております。

そういう関係で、非常に山のことについて関心を持っているわけですけれども、県民

税ができまして、県民の皆さんが山をつくるということに参加してやろうということに

なった。これは物すごくすばらしい財源ができたと私は思っています。

ところが、実際問題、本音でございますけれども、ここで録音されている最中に本音

を言ってしまったら失敗になってしまうかもしれませんが、率直に申しまして、県民の

皆さんからお金が欲しいだけのことなんです。

というのは、森づくりを一生懸命すればいいわけです。山を持っている者が自分の責

任において、山の世話をすればいいわけなんです。それから森林組合という機関、組織

を持っていたら、その組織が責任を持って頑張ればいいわけです。国のように国有林を

持っておられる方は、国有林の責任の範囲で国有林をきちっと管理されたら、別にわい

わい言うことはない。ただ、お金がないから税金が欲しいということなんですね。とこ

ろが、今、それができない状況になっているんです。

といいますのは、先ほども話が出ておりましたけれども、間伐をするのに、国は間伐

材を全部持って出てこなければ補助金はあげませんと、こう言っていますから、どんな

細い木でも、間伐した以上持って出てこなければ損である。伐った手間賃が払えない。

だから、持って出てこなければ仕方がないというわけですが、持って出てくる人がない

わけです。

実際問題、皆さん方は、スギやヒノキの２メートルの木、３メートルの木を山の中か

ら１００メートルも５００メートルも担いで出てこられますかということです。今の日

本人はほとんどできません。山の中はフラットに見えているかもしれませんけれども、

小さなしわとなった谷がありますから、この谷を越えて出て行かなければならないとい

うことになりますと、とにかくこれに参加する人が少ないのです。

ですから、多くの皆さん方に参加してもらわなければならないということがあります

ので、税金を払ってくださる方の税金も大事でございますし、みんなが山を世話しない

といけないではないかという声を上げてもらうことも大事なんです。この２つが大事な

のです。ですから、２つ目のみんなで声を上げようと言って、声を上げてくださる人が

一人でも多いということの必要性、これ私は、琵琶湖を取り巻く滋賀県においては非常

に高いと思いますので、これが県民運動になっていなければならないと思うんです。先

ほど、「浸透していない」という言葉をお使いになった委員さんがおられましたけども、
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まさに山へみんなで行きましょうという気持ちが浸透していないんです。

ですから、私は、ボランティア団体、ＮＰＯ団体さんが山へ行ってくださるのは結構

ですけど、それはその団体さんのなさるイベントとしてやっていただいたら、これは結

構なことだけれども、本当に山を世話しようということになったら、県民運動として盛

り上げて、なおかつお金を払っていただけるという状況にしていかないといけないんじ

ゃないか。

県民運動をするためには、いろいろな方法があるんですけれども、この話、実際問題、

みんなに浸透していますか。ホームページにきちっと書いています。やったということ

の成果も入っていました。いくらおっしゃっていただいても、森林組合の総代会に来ら

れる方のお顔ぶれを見たら、だれがホームページを開かれますか。

我々は放ったらかしだ、息子も出て行ってしまう。家にいるのはおばあちゃんと犬だ

けだという方がたくさんおられる。そういう人たちが山を大事にしてくれて、みんなが

やってくれるんだから、おれたちも、間伐したら無理して持って出れば一緒じゃないか

というふうな気持ちになってもらえるような県民運動、近くの町に働きに行っている息

子が土・日に帰ってきては、おじいさんと一緒に山に行こうと思ってくれるような県民

運動をする糸口をつくらないと、私はいけないと、そう思っておるんです。

ですから、いろんなことがあるということが、山を持っている人や、また森林組合の

関係者は、誰も知りません。私は甲賀森林組合という森林組合の組合長をしております

けども、甲賀郡でいつ、どんなＮＰＯさんが、どこで、どんなことをなさっていたとか、

全く知らない。こんなことでは森林組合という立場からも、皆さん方にお礼の気持ちを

持つこともできない。

ですから、県民協働の森づくりを推進しようというふうにここに掲げたら、これを推

進していく事務局的な人は、県民運動としなければならないから、頑張りましょうとい

う姿勢を行政の組織の中に生み出してもらわないといけないということで。私、これを

嫌みで書いているんです。ですから、ここでしゃべらせてもらったら十分ですので、消

してもらっても結構です。何としても、税金と皆さん方の県民運動、この２つが私は必

要だと思います。

○議長：はい、ありがとうございます。

今、大事ことをおっしゃいましたけれども、県のほうから、いかがでしょうか。

○事務局：この県民税事業のいろいろ世論調査もされます中で、やはり県民への事業の周
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知度が非常に低い、３０％もないという状況がありますので、あらゆる場面、あらゆる

手段を使って、県民への広報をする必要があると痛感しております。２ヶ月毎に新聞折

り込みで発行されていますが、「滋賀プラスワン」という県民への広報誌が、戸別に配

布されています。この９月１日号では、県民税の特集ということで載せさせていただい

ています。それだけではございませんけれども、あらゆる場面を使ってのＰＲ活動は非

常に重要だと思っております。

それから、県民協働の位置づけをされている流域森林づくり委員会がございます。現

在、５つの流域委員会が、実質的にはそれぞれの流域でということで６つの流域委員会

が発足しておりますが、それぞれの地域の山をどのようにしていくかを、その地域の地

域住民、森林所有者、あるいは林業関係、もちろん森林組合の方も入っていただいてい

ますし、有識者の方もメンバーに入っていただいております。

そういう流域委員会のＰＲといいますか、委員会があるということ自体も十分に皆さ

んには周知ができていないという状況もあろうかと思いますが、それぞれの流域委員会

はいろんな活動テーマをもって、地域の山のことを真剣に考えていただいているところ

でございます。

そういった流域委員会の活動もまた、いろんな場面で情報発信していく必要があろう

かというふうには考えているところでございます。

○委員：ちょっと追加させてください。

○議長：はい、どうぞ。

○委員：先ほどの話ですけども、もう少し意見を言わせてもらいたいと思います。実際問

題、いろいろな団体がありますけど、１ヘクタール、２ヘクタール、３ヘクタール、責

任を持って私どもが何年の何月までに間伐をします。そして、伐った木を持って山から

出てきます。ヘクタール当たり１０立米以上の木を持って出てまいりますから、心配し

ないでくださいというボランティア団体があるでしょうか。私はないと思います。

５ヘクタール以上、ヘクタール当たり１０立米以上の木を必ず伐って持って出てきま

すという団体はないですよ。団体さんはたくさん見受けられますし、真剣にやっていた

だいていますので、これは結構なことです。しかし、いざとなったら責任を持たねばな

らないという部分、これが森林所有者と森林組合に課せられているのです。今年から課

せられてきた。

これを行っていくのはどうするかというと、森林所有者の皆さんは高齢化しています。
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しかも、足も腰も弱い。そうなってきますと、だれかプロに近い人を育成して、それの

できる人をきちんと山に配置してもらわないといけないということになりますが、その

プロに近い人は若い人でないと、機械化できないのです、はっきり申しまして。

先だって、滋賀県森林組合連合会という団体直営の職員が、山の中で大きな重機の下

敷きになりまして、はらわたがはじけてしまいました。そういうことが何どき起こるか

わかりませんから、プロに近い人たちを育成しないといけないわけですが、そういうプ

ロに近い人になってやろうという若者が一人でも多く生まれてくれることを我々はこ

いねがっているのです。

そのようにするには、安定所で募集しただけではだめなんです。山へ行くということ

に誇りを持ってもらえるようにならないといけないわけです。その誇りを持ってもらう

ためには何が必要かといいますと、ボランティアの皆さん初め、県民は精勤で、みんな

がいろんな力で山を大切にしてやっているという、やることに誇りを持ってもらえる雰

囲気の県民運動として築き上げていかないといけないということになります。

私どもは、ＮＰＯさんの活動がもっともっとわかって、これからの若い人たちを刺激

していくようにお願いができたらありがたいと、このように思いまして、浸透していな

いとおっしゃった、この一言は非常に大事じゃないかと、このように思っております。

以上でございます。

○議長：はい、ありがとうございます。

それでは、次の段、県民の主体的な参画の促進です。

今、委員からございましたのと関連があるかと思いますが、上下流連携の森林づくり

は、毎年、百数十名の参加があり、成果が上がっている。多くのボランティアに森林に

入ってもらったことは評価したい。

というプラスの評価をいただいております。

「その他意見」は上の４つです。

「森づくり」は、受益者はもちろんのこと、近隣住民、地域住民、一般市民を巻き込

んだ意識改革が必要。そのためには、下流域の府県及び住民、企業、学校などに幅広く

呼びかけ、参加（体験学習等々）が必要。琵琶湖周辺及び瀬田川から下流域に加えて、

琵琶湖疎水との関連づけも有効かと考える。さらに幅広い森と湖の国の大きな森林づく

り運動となるよう、県民、県内企業、大学、下流府県を加えてほしい。学校や子供会な

どに幅広く呼びかけ、夏休みの森林環境学習と体験の場を提供する。
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というようなご意見をいただいております。これはまとめのときに列挙して書かせて

いただきたいとは思っておりますけれども、このことで追加意見などはございませんで

しょうか。

よろしゅうございますか。

また何かありましたら、おっしゃってください。

続きまして、里山の整備・利活用の推進については、評価できない点としまして、里

山保全活動の箇所数が伸びていない。さらにＰＲが必要なのではないか。活動団体や活

動場所が固定していないか。

これと関連しまして、右側のその他意見として、里山の整備・利活用の推進について

は、新たな協定箇所の設定の検討も必要である。県民参加の里山づくり事業の施設整備

において、実施主体に市だけでなく、里山グループを加えていただくことを検討してい

ただきたい。

というようなご意見をいただいております。里山整備について、県のほうから何かご

ざいませんでしょうか。

○事務局：里山整備の件で特に言っておられるのは、県民参加の里山づくりという事業が

ございまして、これは先ほど言いました里山を整備する里山リニューアルみたいな、里

山整備する部門と、そこで活動されている方の森林整備なり、費用負担なり、非常に事

業費的には大きな事業ですけれども、これがなかなか伸びてこないというご意見も聞か

れておりますが、現実的にまだ１１協定でございます。

それも５年間継続して活動していただくという条件がついており、同じところの団体

が活動されておりますので、なかなか伸びるのは少ないと思うんです。今後とも市町と

連携をとって、こういうことをやっていますという情報なりをきっちりと見せるという

ことが、今後の普及につながるのではないかと思いますので、その辺努力してまいりた

いと思っております。

○議長：ありがとうございます。よろしくお願いします。

続きまして、びわ湖水源のもりづくり月間の取り組みとしまして、その他意見としま

して、３月の大災害やこの９月の台風等で県民の意識も高くなっていると思う。

これは先ほど技監からございましたように、来年は参加待ちであってほしいという要

望が述べられております。びわ湖水源のもりづくり、多少人数は増えているようですけ

れども、もっと増えてほしいということですね。
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これについて、県のほうからございませんでしょうか。

○事務局：びわ湖水源のもりづくり月間のイベントですけれども、この１０月１日、今ま

では野洲でやっておりましたが、本日、資料にチラシをつけておりますけれども、こと

しは彦根で開催しようと思っております。

いろいろＰＲ等努力しながら、たくさんの人に来ていただいて、幅広い方々の山への

認識というようなものを広げていただくようにしていきたいと思っております。

○議長：ありがとうございます。

きょうは長丁場でございまして、ここで１０分間休憩をとりたいと思います。私の時

計で言いますと、再開は２７分ということになりますけれども、よろしくお願いします。

〔午後 ３時１７分 休憩〕

◇

〔午後 ３時２７分 再開〕

○議長：それでは時間が参りましたので、始めさせていただきたいと思います。

次は、「基本施策３ 森林資源の循環利用の推進」でございます。

評価できる点、「全体」的な意見では、合目的性は概ね妥当であるが、有効性・効率性

の面では不十分である。目的に照らして、概ね妥当である。また、概ね効率的だが、さ

らに効率的となるよう事業手法等を検討する必要がある。

それから、県産材の利用促進は進んでおり、事業の効果は上がっていると考えられる。

これは、「全体」なのか、次の「県産材の利用の促進」なのかわかりませんけど、「全体」

でいいですか。はい、入れさせていただきます。

ただ、評価できない点で、全体的に計画達成が遅れていると思う。

この辺につきまして、ご説明をお願いしたいと。

○委員：どのように思って書いたのか、今は、思い出せないですけど、細かいのを一生懸

命読んでいて、これもありかなと思いながら書いたものですけど、ちょっと今わかりま

せん。すみません。

○議長：でも、そういうふうにお感じになられたんですね。はい、わかりました。

ここのところは、右側の「その他意見」で、前回は基本指標達成度、実施目標達成率

ともに非常に高く疑問に感じたが、今回は変更もあり、評価は難しい。

というご意見をいただいておりまして、指標が変わりましたので、ちょっと難しい点

が確かにあろうかと存じます。
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それから、現在の効果は十分に上がっていないが、改善を加えることにより、今後は

事業効果を高めていくことが可能である。

ということで、「目的はおおむね妥当であるけれども、有効性と効率性の面ではさらに

改善を加えていくことが望まれる」というぐらいがよいのではないかと思うんですけど、

前の指標との比較ができないものですから、この辺はそういうことでよろしいでしょう

か、当面の方法として。

ありがとうございます。

それから、県産材の利用の促進につきましては、その他意見で、たくさん意見をちょ

うだいしております。まず、評価できる点では、全体として、県産材の利用促進につい

ては、目標とする指標に対して順調である。評価できない点で、全体的に達成率が低い。

数値目標のみを重視することは必ずしも重要とは思わないが、もう少し努力が必要かも

しれない。特に「びわ湖材」産地証明事業の達成率が低い。

というようなことが書いてあります。この点につきまして、県のほうから何かご説明

をお願いできませんでしょうか。

○事務局：「びわ湖材」の産地証明事業の達成率ということでございますが、実際のところ、

「びわ湖材」の証明につきましても、認定事業体のほうで見ていただきますと、認定事

業体そのものは着実に増えている状況ということもございます。「びわ湖材」の産地証

明制度を施行してから年数も経っておりますので、一定制度の浸透は進んでいるという

ふうには考えております。

県産材全体から見てということですが、特に素材全体の生産量と、「びわ湖材」の認定

量はある程度連動して考えていく必要があるのかなということで、制度の浸透とあわせ

まして、滋賀県産材が量的に流れていくような、そういった取り組みに今後も力を入れ

て進めていきたいと考えております。

○議長：はい、どうもありがとうございます。

それから、高性能林業機械を、県の機関が高額の経費でレンタルすることが問題であ

る。

ということで、ちょっと私はわかりませんので、お願いしたいと存じます。

○委員：これにつきましては、県が買われた機械を森林組合が使わせてもらっているとい

う状況になっております。この使用料が高いということです。同時に、修繕代も使った

者が持てということになっています。その辺は検討の余地があると思います。
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県産材を使うということは、滋賀県の山から木を搬出してこなければ、県産材が生ま

れない。だから、県産材が生まれる雰囲気をもっとつくっていかなければならないとい

うときに、県が、これは県の買った機械なので使用料をくださいというケチな考え方を

したのでは、端的に言うと、この県民運動がうまくいかないのではないか。

なぜかといいますと、これをモデル事業としてみんなが機械化して、そして自分たち

が作業道をつくり、そして間伐材を持ち出してくる。そして、県産材を生み出していく

という、この流れをもっともっと促進するためには、モデル的な決断が必要じゃないか

と私はこのように思っているのです。

しかし、県庁の中の論理で、それはカネをもらわないといけないとか、何かとケチな

ことを言っていると、県民税をいただいて、県民運動を起こさなければ滋賀県の森づく

りはできないという大きな理想を求めて動いているときに――県庁の中の論理で、たっ

た１台の機械を提供することができないようなことでは――立派な施策というものに、

みんなが納得しないのではないか。

細かい理屈を言いますと、自分たちの山の木だから、自分たちで機械化するのが当た

り前だということになるわけですけど、当たり前か何か知らんけど、「おれんとこは、

ようせんよ」と言って、してくれなければだめであって、「ロバは川のほとりへ連れて

いくことはできるけど、水を飲ますことはできない」という話がありますけども、県産

材をつくらせるということになれば、間伐を促進して搬出をさせるというやり方をして、

その気になるようにしなければいけないので、ケチなことは言わないでくれということ

を、ここに書かせてもらっております。以上でございます。

○議長：はい、わかりました。

今の件について、県のほうではいかがでしょうか。

○事務局：申しわけございません。県が高性能林業機械として初めて導入させていただい

たこともございまして、その運用には大変ご苦労をおかけ申し上げたと思います。大変

申しわけございません。

ご指摘いただいた点でございますけれども、今後の取り扱いにつきまして、機械導入

後約５年を経過しておりまして耐用年数が今年に来ておりますので、今後につきまして、

ご相談をさせていただきながら、対応させていただきたいと存じますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。

○議長：ということですが、よろしゅうございますでしょうか。
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○委員：ええ。私のほうは結構です。

○議長：どうもありがとうございます。

それでは、「その他意見」がたくさんございます。同じようなものはまとめてというこ

とにさせていただきたいと。少しほかとは違いますので、まず読ませていただきます。

全国の人工林では直径３０センチを超える大径木が増加の一途をたどっている。林野

庁の推計では、２０２０年の全国の大径木供給量が、２００９年に比べ２．９倍（約４

００万立米）とされている。滋賀県においても、供給が増えると予想される大径木をど

う活用するかは、大きな課題と考えられる。

というご意見をいただいております。これにつきまして、県のほうではどういうふう

にお考えでしょうか。

○事務局：委員のご指摘のとおり、実は人工林の活用という点では現在活用度が高い材と

しましては、大径材は利用しにくいということが出てきております。その大径材を、う

まく材として「木取り」するという技術が大変重要ということになってきております。

これも「びわ湖材」、県産材が市場に十分流通するようになったら、かなり大きな問題

というふうにも考えられますので、その生産体制の整備とあわせて、いろんな智恵をい

ただきながら、その辺の対策についても検討させていただきたいと考えております。

○議長：あと、よろしくお願いします。

○委員：情報提供ですが、御存じかもしれないですけど、秋田とか青森のほうで、新たに

これを使って合板をつくるとか、床材につくるのに試験的な研究をやって、結構うまく

いっているみたいなことを何かで見たことがありましたので、調べてみられたら参考に

なるのではないかと思います。すごく大きな問題だと思います。

○議長：はい、どうもありがとうございます。

それから、一般市民、県民には県産材の生産、加工、流通（価格を含む）の実態が知

られていない。さらに情報の提供に努められたい。県内の木材生産量は他府県と比べて

少なく、県産材が市場に出回っている量もわずかである。県産材をもっと活用するため、

大津市内に木材人工乾燥施設を導入したが、価格の安定、利活用の推進、伐採搬出制の

整備、販売体制の整備などが必要である。また、基盤はこれまでの木材不況により脆弱

化しているので、県内に乾燥施設を増設し、さらなる基盤整備を検討していただきたい。

県としても、県産材をさらに積極的に活用できる新たな施策を検討していただきたい。

というご意見をいただいております。要するに、生産、加工、流通、これについて、
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県のほうでどういうお考えかを、お願いします。

○事務局：まず、県産材の生産、加工、流通等の実態についての情報提供ということでご

ざいますが、その辺につきましても、先ほどのご議論にございましたように、実態をわ

かりやすく、広くお伝えするということが十分できていないと痛感しております。県産

材を使っていただくためには、情報の提供をわかりやすく、多くの方にお伝えするとい

うのが大前提でございますので、森林政策全体の方策とあわせて、わかりやすい情報の

提供に努めてまいりたいと考えております。

次に、県産材の積極的な利用の施策ということでございますが、ここにお書きいただ

いておりますように、大津市さんを始め、県内の熱心な森林組合さんも含めて、乾燥施

設の導入に取り組んでいただいているところもございます。生産体制の中で、木材量の

確保ももちろんでございますけれども、その品質の確保についても重要になってくると

いうことで、これからは人工乾燥施設などの導入も重要になってくると考えております。

ただ、県産材の流通につきましては、まだまだ少ない状況でございまして、どちらか

といいますと、さまざまなニーズに対して十分にお応えできていない部分もあるやに承

っておりますので、その点、生産体制の整備をまずは重点的に進めながら、その次のス

テップとして、品質の確保にも取り組んでいけるような施策を講じていきたいと考えて

おります。

○議長：はい、どうもありがとうございます。

続きまして、これは公共施設に使う木の香る淡海の家推進事業と、県産材もすべてか

かってきますので、まとめて読ませていただきたいと思います。

まず、東北大震災の仮設住宅も地元の材や大工さんで建設された町もある。もっと木

の良さを活かした利用を考える。木の香る淡海の家推進事業等は浸透しているようには

思えるが、県産材を積極的に使うという力強いものではない。もっと県民や業者、設計

者に対して、必要性やメリット等のアピールが必要。

１と関連することだが、県産材をもっと活用するためには、価格の安定、利活用の拡

大推進（例えば、製品から合板等々への使用拡大）、伐採搬出体制の整備、販売体制の

整備などが必要だが、県が県産材をさらに積極的に使用（活用）されるよう新たな施策

（補助制度あるいは県産材使用住宅促進優遇ローン等々）を検討していただきたい。

県産材の利用推進に①公共関係では、公園の物置、ステージ等は間伐材でプレカット、

組立てキットを、県下の市町村が使用するだけでもＰＲ効果と慣例化ができるのではな
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いかと思いますが。災害時の仮設住宅キットを県産材でつくり、滋賀モデルとして県民

に披露する、１戸２５０万円ぐらい。②木の香る淡海の家推進事業では、県内等のハー

ドルを設ける必要はなく、地産地消に該当すれば、使ってもらえれば有り難いことで、

京都市域でも、良いＰＲになるのでは。

「公共建築物等木材利用促進法」も施行されており、公共建築物の木造化、内装材の

木質化を推進し、県産材木材の利用を促進することが必要である。

朽木中学のような木材を使った建築物、公共建築物をもっと増やせるように宣伝を。

県内のどこかに製材、乾燥施設をつくったらどうか。

それから、３．事業の効果は上がっていると考えられる。びわこ材の提供や学習机整

備事業を通じて、木材加工における課題や問題点が上がってくると思われるが、それら

の課題を克服することにより、県産材のさらなる活用につながると考えられる。県産材

の加工流通体制の整備を支援する取り組みにおいては、木材生産、加工における技術的

な課題やその解決方法に関する情報提供にも重点を置くべきである。

この答えについて、先ほど事務局から少しございました。ここに公共建築物、木の香

る淡海の家推進事業など、流通もありましたけれども、そういうご意見がございますけ

れども、これについて県のほうではどのようにお考えでしょうか。

○事務局：まず初めに、県産材の積極的な活用を図るために新たな施策ということでござ

います。従来から、木の香る淡海の家推進事業など実施させていただいているところで

すが、年々その実績が増えております。また、その事業に対する申し込みなども、かな

りハイテンポになっているということで、その内容についても、かなり浸透が図られて

きているのではないかと考えております。

しかしながら、委員のご指摘にもあるように、インパクトを持って力強いものにすべ

きということもございます。先ほどの委員からの情報の提供ということもございますの

で、さまざまな手法を使いまして、県産材を積極的に使うという取り組みをＰＲするよ

うに努めていきたいと考えております。各方面からのお智恵を拝借しながら進めさせて

いただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

それから、公共的な利用の中でということでございます。現在の施策でも、この基本

施策３の中で、森林税を活用した事業として、木製品利用促進事業をさせていただいて

おります。これにつきましては、さまざまな木製品、木の良さをＰＲするという目的で

ご提案いただきながら、木材の利用について一定支援させていただくという事業でござ
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います。

こういった事業とあわせて進めたいと考えておりますが、公共建築物等木材利用促進

法が平成２２年１０月に施行されました。これは、主に公共的な施設については極力木

造化すると、そういうことを定めた国の法律でございます。いろいろと建築上の基準等

もございますし、活用する材につきましてもＪＡＳ材、あるいはそれに相当する材が必

要というような、いろいろな条件もございますが、基本的には公共施設、一般住宅の木

造化率に比べまして、公共施設の木造化率が非常に低いという数字もございますので、

こういったことを踏まえまして、特に公共建築物等の木材利用促進法についても、うま

くきっかけとして活用しながら進めていきたい。新聞でも一部報道されましたけれども、

彦根東高校で県産材を使った木造校舎の整備について取り組むということで取り上げ

ていただきました。

その辺につきましても、弾みをつけて積極的にＰＲなり、当方といたしましても、ど

んな支援ができるのかということも含めて、県産材の拡大につなげていきたいと考えて

います。以上でございます。

○議長：はい、どうもありがとうございます。

今の点について、委員のほうからご意見等はございませんでしょうか。

どうぞ。

○委員：私、市民的な立場で多くの人が、この県の大事な柱にする森づくりに関わってほ

しいということで、一般的には森を案内する。森を案内するというのは、単に樹木でな

しに、私は２つ大事なことを考えています。１つは滋賀の場合は森と水の関係、これを

お話しできるというか、周囲の山から下を見て考えていただくという、日本でもトップ

クラスの勉強の場である。

特に大事なのは大人の役割、しかも、現役で働いている人はそれぞれのお仕事が大事

でしょうけど、各方面で日本の経済発展に努力された方が、仕事を終えられて多くの人

がおられる。この膨大な３,０００万を超える人たちを、滋賀県民はもとより、淀川水

系の人をできるだけ呼びたい。このすばらしい森と水の関係をまず再認識をすると、こ

れは大人の役割として残っている。もう一度大人が再認識し、日本の森林の意味とか役

割を見ていただくと、そのための活動をしています。

もうひとつ大事な１点は、日本には資源がありません。これは子どもさんにも言うの

ですが、小さい頃から資源のない国ということで、３７万平方キロの地図を見たときに、
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非常に小さい国だなと。しかも、資源がない。これをずっと認識して大きくなってきて

いる。しかし最近、日本にはすばらしい、外国がうらやむ資源がありますと。自信を持

ちましょうということを言っておりますが、１つは水であります。世界がうらやむ水な

んです。もう１つは、森林の多い国は、ほかの先進国にもありますが、日本にはこの気

候帯、温度帯から多様な森林がある。多様な森林があるというのは、少ない樹種ではな

く、多くの樹種で、それぞれの機能、役割に使える、先人が開発してきたすばらしい多

様な材がある。これはやはり日本が誇るべき資源であり、財産ですよということを話し

します。かなりご関心を持っていただけます。

それから、大人の役割はいろいろありますが、先ほどいろいろお話ございましたが、

やはり森林を守るのはプロでないと、間伐を含め搬出を含め本業の仕事をはたから見て、

簡単にボランティアでできるものではないと思います。ここで言えば、琵琶湖の周囲の

森を守るという、そういう専門家集団の有効な連携と処置が、多くの県民にこう関わっ

て、こうなっていますよという情報が伝われば、それはそれでいいと思います。

もう１つ申し上げたいことは、私が森を案内するときにリュックの中に材を１０個ほ

ど持っていきます。ご案内するのは、子どもさんから大人の方ですが、ヒノキ、スギ

を初め、いろんな木を持つようにしています。ほとんどの方に、その材を手で触ってい

ただきます。香りをかいでいただきます。

ここから初めて、木の手触りなり雰囲気なり木目なり、香りがいいですねと。ほとん

どのシニアの方が再発見します。こういうところで水と日本の材というものの特徴、こ

れをしっかり学んでほしい。なぜ大人にそういうことを言うかというと、体力的に危険

な林業作業をボランティアではできない、体験はできます。大変だなということは学べ

ます。それなら、あしたから毎日行けと、絶対に行けないです。これは言うだけになり

ます。けど、そういう中で、大人の役割というのは、ここの項目は県産材の利活用です。

そうなりますと、まず木の良さというものを理解する、伝達する、ＰＲも余りないん

ですね。材を使えと言いますけど、やっぱり使う人は本当によいなと思っていただかな

いと。手にとって学ぶ情報、こういう材は日本の材が本当によいなと実感いただくよう

な情報手段ということ、私はそういうことでやっているのですが、こういうことも大事

かなと。それが、やはり大人の納税する能力、こういう森づくりの環境税を払うことを

理解して、納める力と能力を大人は持っています。子どもさんにはありません。

もう１つ、大人はそういうことを理解して木を購入する、要するに木を使うというこ
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とですね。購入する能力、財力を持っています。その人たち、県民一人一人とは言いま

せんけど、シニアの方が、日本の私の家に少しでもこの材を使うのはよいことだし、す

ばらしいなと思う、その購入能力をやはり理解してくださいと。それは決して買って損

をしたとかそういうことでなしに、自分の目で日本の材、滋賀の材、そういうものをも

う一度お互いに勉強しましょうと、こんな話をしております。単にその県産材を使いま

しょうだけでは、なかなか、それを理解するところまでいかないですね。だから、そう

いう工夫というか、私のつたない智恵ですけど、そういうことも今後大事かと思います。

そういうことで、県の中でも、いろんな生産、加工、流通というのは本当にこうです

よと、特に大事なのは、近隣県との比較において、その実態がどのレベルにあるのか。

それを放置すると、琵琶湖の周囲の森なり、水源かん養なりにどう影響するのかと、こ

ういうところも含めて、伝達なり情報を流していくことが大事かなと。大変つたない案

内の中で取り組んでいることでございますが、私の感触では仕事を終えた男性も、多く

のシニアの女性も真剣に考えていただく実感を持っていますので、そういうこともご参

考にいただけたらと思っております。

○議長：はい、ありがとうございました。これは県の方に対しては、いかがしましょうか。

ご意見としてよろしいですか。

○委員：はい。

○議長：はい、どうもありがとうございました。

それでは、基本施策３の最後のところ、森林資源の有効な利用の促進でございます。

里山がナラ枯れなどで危機の状態にある。早く更新再生していくために、材をエネル

ギーとする研究開発に取り組む必要がある。

研究開発についての言及でございますが、これについては、県のほうではどうでしょ

うか。

○事務局：ナラ枯れにつきましては、今年におきましても各所で見られているところでご

ざいます。ナラ枯れの原因とか、メカニズムについては、いろいろと研究が進んでいる

ところではございますが、効果的な、かつ経済的な手法については取組段階というふう

に認識しております。

材のエネルギー利用につきましても、十分検討していく必要があると考えております

が、ただ、あわせて防除対策と並行しながら、より効果的な、あるいは経済的といいま

すか、手法になりますように、この辺も検討をさせていただきたいと考えております。
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○議長：はい、どうもありがとうございます。

よろしゅうございますか。

○委員：今、エネルギーのことで大変問題になっていると思います。それを効率的に燃や

して利用できるようなシステムの開発をしてもらえたら、もっと里山の整備が進んでい

くのではないかと思います。

森林センターには立派な人材がおられますので、そういう人なり、効率的に燃える、

そういうのを開発によってやってもらえたら、またみんなが利用できて、里山も元気に

なるのではないだろうかと思っております。

○議長：はい、ありがとうございます。

県のほうで、何かその点はございませんか。

○事務局：先ほど委員ご指摘のとおり、平成１４年でございますか、電気事業者による新

エネルギー等の利用に関する特別措置法、一般的にＲＰＳ法といわれているものですけ

れども、これによりまして、一定量の発電の中へ、その木質あるいは再生エネルギーを

活用した発電を義務づけられたということがございます。

また、先だっては、震災の関係でございますが、再生可能エネルギーを買い取りして

いくということも議論されているところでございますので、木材のエネルギー利用に関

しましても、最近、特に注目されているところでございます。例えば木質チップを燃焼

させるということに鑑みましても、やはり経済的な点を十分考慮していかなければなら

ないと考えております。

今後の方向性は、かなりそちらのほうに向いていると思いますので、県といたしまし

ても、その辺のところも十分検討していきたいと考えておりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。

○議長：よろしゅうございますか。ありがとうございます。

どうぞ。

○委員：ただいまの委員のご発言ですけど、私は非常によいことだと思っておるんです。

率直に申しまして、今の説明を聞きまして、それなりにきちんと答えてくれているなと

いう気持ちで聞いておりました。

滋賀県におきましては、知事が「卒原発」という言葉を使われました。何原発でも構

わないわけですけれども、どっちへ転んでも、森林の力をきちっとする時代が来ている

と思います。森林エネルギーというものを活かしていくという方法を講じないと、先ほ
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どの話ではございませんけれども、間伐木を持って出てきても、お金にならなければ、

間伐をする人もなければ、運び出す人もいない、こういう状況が起こります。

ナラ枯れにつきましても、これを切り捨てた状態でナラの害虫の巣を作っているとい

う危険性もあるということでございますので、いろいろな方法で木材のエネルギー化を

考えるということに、滋賀県は一度真剣に考えてもらわなければいけないのではないだ

ろうか。

あってはならないことですけども、もしも琵琶湖に放射能が降るようなことが起こっ

たら、福島の原発の放射能が利根川流域の上流に散ったときに、東京でＰＥＴボトルの

水が全部なくなったということがありますので、あれのすごいのが琵琶湖で起こる可能

性もあります。

滋賀県の山は、全国規模からいうと（森林面積率は）３８番目ぐらい、沖縄よりも二、

三、上のところでございますので、力は少ないとは思いますけれども、そういう意味に

おいても、滋賀県は森林エネルギーというものを考えている新しい県にされたらいいん

じゃないかと、このように思っております。

○議長：どうもありがとうございます。これについては、県のほうはよろしいですか。

はい。そういうことでございますので、よろしくお願いいたします。

それでは、基本施策４ 次代の森林を支える人づくりの推進。

「評価できる点」の「全体」ですが、合目的性は概ね妥当であるが、有効性・効率性

の面では不十分である。目的に照らして、概ね妥当である。また、概ね効率的だが、さ

らに効率的となるよう事業手法等を検討する必要がある。

「その他意見」としては、現在の効果は十分に上がっていないが、改善を加えること

により、今後事業効果を高めていくことは可能である。

ということでございまして、まとめるに際しましては、「目的性については概ね妥当

であるが、有効性・効率性の面では今後さらに検討を重ねて、事業手法等について検討

を加えて行く必要がある。」と、そんな感じでまとめたいと思いますけれども、よろし

ゅうございますか。なかなか意見がまとめにくいので、そんなことにさせていただけた

らと思います。

それから、「森林所有者等の意欲の高揚」の評価できる点、森林所有者等の意欲向上

のために、各種の取り組みがなされていることが理解できる。森林・林業の担い手の育

成や、森林組合の活性化は、森林づくりと木材生産の基盤づくりのため重要であり、一
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定の効果が上がっている。

「その他意見」として、後継者育成、林業の技術者養成のための教育の場が必要であ

る。林家の高齢化の中、いかに若者に興味を持ってもらえるか、これからも推進してほ

しい。ＧＰＳでの境界確認作業に補助金を出してもらい、知っている人が減りつつある

今、早く手をつけてほしい。施業の集約化に向けた合意形成を図り、森林経営計画の作

成の中核を担う森林施業プランナーの育成・能力向上に今後とも取り組むことが必要で

ある。採算性の向上のためには、主伐までの除間伐材の積極的な活用、安定した流通を

図ることも必要と考える。

というご意見をいただいております。これについて、追加のある委員はございません

か。

それでは、これについて、県ではどういうふうにお考えかをお願いしたいと思います

――追加がありますか。では、お願いします。

○委員：すみません。長伐期を推進されているのですけど、どのような木でも長伐期にし

てしまう。柱材だったら５０年ぐらいで十分に間に合う。全て、伐期を８０年までにし

てしまったら、板材にしかならないのと違うのだろうかと思うのですけど、そこら辺を

木に合わして、伐る時期もいろいろにしてもらったらどうかと思うのですが、県は何も

かも長伐期、長伐期と進められています。

○議長：わかりました。

そういうことでございますが、県のほうでお答えいただけませんでしょうか。

○事務局：委員の言われている後継者育成、林業の技術者育成のための教育の場ですけれ

ど、教育の場といいますか、林研グループの中でもいろいろな研修など、そういうこと

を実施しておりまして、そのような中で、いろんな林業者の方を巻き込みながらやって

いただきたいと。

特に山のための実践講座というものに、林業研究会が主催される行事に支援をさせて

いただいておりますけれども、各地域の林研グループが、またいろんな所有者を巻き込

みながら研修会を実施する。例えば、境界確定とか、獣害対策というようなものをやっ

て、林業者の方々、後継者をつくるとか教育を行うなどを実施しております。そういう

のを、様々な人に入っていただいてやっていければいいのかなと思っております。

もう１点は、ＧＰＳ境界確定でございますけれども、今年度から放置林防止対策境界

確定明確化事業というものをつくり、ＧＰＳも、いろんな森林組合の皆さんはほとんど
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お持ちですので、そういうものを使って、境界確定の測量を実施するものについても、

ＧＰＳを使っていただいて、成果を出していただくということにも補助金の対象となっ

ておりますので、ご理解いただきたいと思っております。

○議長：はい、お願いします。

○事務局：それぞれ、伐採の時期は目的とする材に応じて決定するべきものであり、 今

おっしゃったとり、何もかも長伐期にもっていくものでなく、その利用方法に応じた伐

期は必要だと思います。

その時期その時期で、生産目標として最初に設定した伐採時期は、その時代の背景に

よって、そのときに伐れないものはどうしても長伐期に移行せざるを得ないと、そうい

う事情も中にはあろうかと思います。今、委員のおっしゃったとおり、適切な伐期とい

うものは大事だと思います。

○議長：よろしゅうございますか。ありがとうございます。

時間の関係で先に進めさせていただきます。もし何かありましたら――はい、どうぞ。

○委員：平成２０年度の事業の状況のところ、高性能林業機械オペレーター養成研修等に

ついて、実施したとなっています。恐らくやっておられると思いますが、オペレーター

の養成研修に加えて、路網の付け方といいますか、斜度に応じて、どこだったら大丈夫

で、どのぐらいの斜面はだめとか、そういうことがもうそろそろ出てきているはずです。

実際問題、同じようにそこまで路網をつくったら、崩れているところがありますよね。

県内でも何カ所かありますけども、そういった情報をちゃんと整理して、こういうとこ

ろでは路網を切ったらいけないみたいな、そういう養成講座とかも、ぜひお願いします。

○議長：よろしゅうございますか。はい、お願いします。

○事務局：おっしゃるとおりだと思います。県でも、委員がおっしゃるように、これから

どんどん作業道をつくっていかなければならないという状況の中で、一方では、非常に

崩れやすい作業道があって、それが災害のきっかけになるという事態も心配していると

ころです。

そのため、今年度よりそのような安易な作業道でなく、長期間にわたって使うための

作業道の技術普及のために、県内４カ所で一週間ずつ時間をかけてオペレーターの方の

養成をしているところでございます。非常に大事なことだと考えております。

○議長：よろしゅうございますか。はい、ありがとうございました。

今の委員のご意見は、「その他意見」にさせていただきます。
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そういうことで、よろしくお願いします。

それでは、「森林組合の活性化」で、基本指標の森林組合の低コスト施業面積はいまだ

低いが、実施目標達成率は高く、取り組みは評価できる。組合の組織率の向上が期待さ

れる。森林組合の活性化については、森林組合の木材生産の専門的に従事する作業員の

目標は順調に推移している。それから、木材価格の低迷の中、森林所有者が森林・林業

への関心を失いかけており、林業後継者の育成に当たって、技術指導はもちろん、恒常

的に森林育成や施業に関する情報を提供し、森林所有者からの森林づくりに関する相談

に応じる体制をつくっていくことが重要である。

これは組合というよりも、先ほど森林所有者等の評価のところに意見をお願いします。

少し私が間違っていました。すみません。

森林組合に関しては、先ほどご意見があったものです。これについて、何か県のほう

からございませんか。

○事務局：とにかく林業の中で、森林を支えていくということにつきましては、森林組合

の存在というのは非常に大きくございまして、地域の森林を支える中核的存在というふ

うに認識しております。その点で、個々の委員のご指摘にございますように、組合の組

織率の向上など、経営の安定化につながることということで、私どもも非常にそれは重

要な点と考えております。

また、低コスト施業面積の点についても触れていただいておりますけども、一言で低

コスト施業といいましても、やはり内容につきましては、非常に細やかな対応で、地域

によって条件も違うということで、大変重要なことではありますけれども、難しい課題

でもございます。

この辺につきまして、県といたしましてもさまざまなノウハウなどが必要になってく

ると思いますので、県も一緒になって進めていくというような姿勢で臨んでいきたいと

考えております。

○議長：よろしゅうございますか。どうもありがとうございます。

それでは最後の「森林環境学習の推進」について評価できる点、「やまのこ」事業につ

いては順調に進められている。森林環境学習「やまのこ」事業は、次代の人材育成のた

めにも重要な事業であり、順調に成果が上がっていて非常によいことと感じている。森

林環境学習「やまのこ」事業は、非常によいことと感じているので、県内すべての小学

校での実施を目指してほしい。森林環境学習「やまのこ」事業は成果が上がっている。
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対象学年を広くするとよい。森林環境学習は着実に進められており評価できる。次のス

テップとして身近な里山を自分のフィールドとして楽しむ段階に入ればと期待する。

という非常にいいご意見をいただいております。

「その他意見」としましては、「やまのこ」事業を拡大するというご意見が３つほどご

ざいますので、まとめて申し上げます。次なる施策の展開の検討も必要である。青年、

成人が参加できるものを県が考え、提案し、ともに実施に向けて活動することが森林を

支える人づくりへのプロセスとなると思う。「森と湖の国(県)」は「森林と湖の学び」

が日本でトップレベルになるように希望する。大人、シニアの参加も大事。

これは、シルバーの方もということですね。

そういう「やまのこ」事業の拡大をということでご意見がありますけれども、県のほ

うではいかがお考えでしょうか。

○事務局：「やまのこ」事業の現状としましては２４２校で、みずから環境理念を持って環

境学習を行っている私学以外、すべての国立、私立、公立の小学校でやっていただいて

おります。

今後の展開というご意見でございますけども、大人になってくると、いろいろ役割分

担があって、県民協働の中で利用なりやっていただく部分、あるいはいろいろな場面で

森林環境学習というものが出てくるかと思いますので、その辺を検討しながら進んでい

きたいと思っております。

○議長：ということでございますが、委員からは特にございませんか。

それでは続きまして、森林環境学習においては、森林の多面的機能についての理解を

深めるため、野生生物の生活環境としての森林の役割や生態系サービス、生物多様性保

全等について学習できる機会を設けるべき。現状の環境学習では、森林＝人工林として

取り扱った内容が目立つ。「やまのこ」はどこで何をされたのか。子どもたちを指導す

る立場の人や関係者は現在の森林の置かれた状況を十分に理解するべきである。

というふうなご意見をいただいております。このことについて、県のほうでお願いし

ます。

○事務局：委員のご意見で、人工林でも平等にやっているし、広葉樹林でもやっていると

思っているのですが、ＰＲの仕方でこういうのが出てきたり、例えば子どもが間伐体験

すると、それが新聞に載るとか、そういうようなことで、拠点施設の各々の特色の中で

やっておりますので、人工林に特化していることはないと理解しております。
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委員の言われていることで、例えば環境学習「やまのこ」などで林業の実態を知って

いただくというのは非常に大事でございまして、例えば油日小学校とかでいきますと、

油日共有生産森林組合の山で森林・林業の体験をしていただくとか、朽木、マキノでも

林業の体験をしていただくとか、そういうことで実態の山の理解をしていただいている

ところでございまして、担当に聞きますと、子どもは木が倒れるのがすごかったとか、

そういう山の体験をするのはなかなか素晴らしいことだというのを、私に説明している

ところでございます。

どこで何をしているとかにつきましては、学校のほうでいろいろとＰＲ活動なり、学

級通信等が出されておりまして、学校で作成されている通信などに子どもの「やまのこ」

体験のことを載せているとか、そういうものも各学校で努力をされていると思っており

ます。ＰＲの仕方とか、その辺をもう少し山側のほうにわかるような努力を、今後も検

討していかなければならないと思っております。以上です。

○議長：どうぞ。

○委員：私は森林環境学習というのが、なぜ「やまのこ」に限るのですかと聞きたい。小

学校の子どもだけになぜ限るのかということを聞きたい。なぜ中学校や高等学校がある

のに。何かしようと思うと、二言目に、交通安全にしろ、何々にしろ、何でもそうです

けど、偉い人が出てきて、たすきをかけて、子どもをずっと並べて、報道に映してもら

うということをやっています。それは、それでやられたらいいと思います。

それはどうして小学校だけにしなければならないのか。小学校が集まってくれと言っ

たときには、幼稚園の子どもとか保育園の子どもを集めてやる。なぜか。ああいうこと

をするときには集めよい人を頼むだけのことであって、することの趣旨がきちっと生き

ているか、生きていないかということは考えられていない。

ですから、県の林務に２つの課があるにもかかわらず、なぜ県立の高等学校の子ども

に来てくれと言えないのか。中学校の先生も、高等学校の先生も県の教育委員会が人事

をしているにもかかわらず、なぜ先生を使って中学生の子どもに山へ来させないのか。

結局、林務２課というところは、教育委員会に物を言うのが怖いのと違うのか。だから、

あり合せのことをしているのと違うのか、というのが私の見方です。

高等学校に農林科というのがあって、山がある。その高等学校の校長先生は山へ一遍

も行っていないということがありました。山へ行くということについては、先生方は頭

から毛嫌いをしてしまっている。億劫になっているわけです。だから、やらせ風のイベ
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ントをするときには、やっておいたらいいのだから、小学校の使い勝手のよい子ども使

ってやってみた。そして、何回、どこで、何しましたというデータはでき上がりますと。

データはできたけど、その成果が今後の山林を経営することに活かされているかという

と、私は活かされていないのではないかと思う。

だから、もっともっと中学校の子どもも、高等学校の子どもも山へ来てくれるような

催し物の仕方をしてもらわないと、森林環境学習というのは身を以ってしたことにはな

らない。ゆめゆめ県の森林２課は教育委員会を怖がらずに、一度教育委員会の先生方で

も集めて、山へ行けと言うぐらいの迫力を持たないと、私は山に対する理解はできてこ

ないだろうと、このように思っております。

ですから、私はここに憎たらしい書き方をしますけど、申し訳ないですけれども、少々

刺激を与えておきたいと思いましたので、恐縮でございますけども、書かせてもらいま

した。

○議長：どうぞ。

○委員：森林環境教育というのは５省庁が大々的にやって、今、全国で予算もとって展開

されていますが、私は全国の会合とか、その各都道府県の森林研修等に行って、いろい

ろな情報をそれなりにいただくのですが、１つは、本県の条例でできた「やまのこ」事

業は、今のご意見にもございましたが、もともと滋賀県には「うみのこ」という、あれ

は教育委員会の所管ですか。だから、琵琶湖を大切にするということを徹底的に子ども

のときからやっている。

最近は、水ばかりでいいのかというのが、はたから見たらあると思います。私はここ

にあえて「森と湖の国」ということを意識的に書いているのは、滋賀県の中から意識を

変えるという意味で、こういう言葉を使っているのですが、この「うみのこ」があった

から、そういう流れの土壌がある。

それで、「うみのこ」事業が、教育委員会に導入されて２０周年になるのでしょうか。

これをもっと考えるべきだと言う人が今まであったでしょうか。余りないまま今も継続

されていると思います。それに対して、子どもたちでも森をまず知ってもらうという意

識を導入されたというのは、県の事業でいろんな企画をされるときに、教育委員会さん

の認識に、相当ご苦労があったと私は推察しています。よそへ行って聴きましたら、教

育委員会には全然そういう意識はないです。先生たちをそういうところに投入しようと

か、教科書から林業が消えたように、教育委員会に全くそれがないというのは、私の聞
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いているところです。

そういうところからしますと、本県では４年生ですか、とりあえず無料教育の仕組み

をとったと、財源もできたかもわかりませんけど、私はよその府県に行きますと、滋賀

県はすごいことをされていますねという声がございます。私は先ほどもシニアが大事と、

森には大人の役割がもっと大事だと。ということを言いましたが、今おっしゃったよう

に、中学校、高校だって、これは大人と一緒で大事なことは当然だと思います。

ただ、私はよそからそういう見方をいただいておりますので、これからまた引き続き、

教育委員会とも「うみのこ」ばかりに予算が行かずに、「やまのこ」にも同じぐらいあ

って。まさに私が言いたいのは「森と湖の国」という認識に、そろそろ立っていいころ

じゃないかと。先般、和歌山で第６２回の全国植樹祭がございました。あそこは、和歌

山県とはいわずに、ずっと木の国で通しておられた印象がございます。

そういうことを見ておりますと、ことしは国際森林年ですね。こういうことを軸にし

て、この滋賀の森づくりは大きな運動論であるというお話、私もそう理解して取り組ん

でおりますが、国際森林年に，湖国、湖国と、滋賀県の人が言いますけど、よそへ行く

と、「琵琶湖が大きいのはわかると、それで」とおっしゃる。

私は、湖国というのはどういうものかと、滋賀県民が営々として誇りに思っている。

そのことを言ったら、よその都道府県に全部あるのですよ、すばらしいもの、自慢する

ものは。けれども、そういう意味では、琵琶湖を考えるならば、森と両方同軸で考える。

国際森林年に新しいインパクトを与えるような「森と湖の国」なんです。「水の国」と

か、「森と水の国」というような認識も持ってもいいのではないか。

これが全国にも、地球環境にも、しかも国際森林年にも、新たな認識とインパクトを

与えて、まさに県民全体で、この土地を再理解すると、そういうような表現を今後とら

れたてもいいんじゃないかと。湖国を変えなければいけないのかなと思いながら、これ

は議事録には必要ないですけど、かつて「ブルー・シャト－」の歌がございましたね。

「森と泉に」という歌、これは４７都道府県で、そのことの意を解して、しかもいろん

な課題を持つ環境や森林課題を考えるときに、新しい認識の一つになるのではないか。

許されるならば、ぼちぼちそういう方へ意見転換、インパクト転換、国際森林年がチ

ャンスですから、やっていただいたらと、こんなことを思いながら、森林環境教育とい

うのも、そういう大きい目で、おじいさん、おばあさんまで巻き込む。もちろん保育園

から緑の少年団、小・中学校も含めて、全県の大きな運動になってほしいと、強い要望
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がございます。意見として、そういうことをお考え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。

どうぞ、お願いいたします。

○技監：委員の皆様から貴重な意見をいただいて、ありがとうございます。

もともとは「うみのこ」は、委員のほうからご紹介ありましたように、既にスタート

しておりまして、これは小学校５年生全員が参加されてございました。

県土の約２分の１が山という中で、今日、琵琶湖があるのは、やはり周辺の山が大事

だということで、５年生の前となる県内４年生全員を森林環境学習という形で「やまの

こ」を進めるということで、これにつきましては、県の教育委員会等と、かなりの折衝

もしながら、厳しい条件も出しながら何とか実行しようということで、最終的には今年

度、県内の小学校すべて実施していただくということになりました。

確かに小学校４年生を対象にして、後はどうでもいいのかというのでなくて、私たち

としては、当然この４年生が中学生、高校生になっていけば、この辺はまた中学校では

「やまのこ」を経験した中学生が出るわけですから、ここは各地域での例えば県の林研

グループとのおつき合いの場を設けるという仕掛けもしながら、最終的には将来の森

林・林業を担う、その森林組合の職員にもなっていただくような人材につなげていけば

ということを考えておりますので、そのような方向に持っていけるような施策も今後考

えていきたいと思っております。

○議長：どうもありがとうございました。

はい。

○委員：少し前のことで、教育の場ということですけども、今までに甲南高等学校に林業

科というのがありました。それがなくなってから、毎年二、三回出て来いということで、

実習指導に行かせてもらっております。チェーンソーが二、三台と、それで生徒が来て、

体験を一緒にやります。生徒には危険なので、チェーンソーは使わせないということで、

その中には山に関心のある子もいるのですが、そういうことで林業科がなくなったのは

大変残念と思っております。

それと、シイタケ栽培を自分はやっておりますので、木を伐って、集材して、玉切り

して、植菌、そういう体験がございます。そういうことでも、もう少し教育の場を熱心

にやってもらえたらと思います。意見です。

○議長：わかりました。
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続きまして、お願いします。

○委員：先ほど説明していただいて、広報との関係で偏っているように見えるけど、天然

林での学習もやっておられるということで理解しました。

それで、去年のころまで、同じような話題については意見を言わせてもらいました。

たしか記憶では、森林環境学習とは何かについての議論を進めていくのもよいのではな

いかという意見が出たと思いますが、その意見を受けて、何らか実施したのでよくなっ

たと、そのように理解したらよいのでしょうか。

○議長：いかがでしょうか。

○事務局：森林環境学習につきまして、教育委員会ときっちりと議論する。今まで教育委

員会とはよい仲で、うまいこと進んでいると思っておりましたが、教育委員会のほうか

らは、やっぱり仕事が増えるとか、何かと、いろいろな問題もあるんですが、うちの職

員と教育委員会で結構議論していまして、ちょっとずつ変わるようになってきています

ので、ぱっと見えないかわかりませんが、そのように教育委員会と役割分担、議論を進

めておりますので、ご理解いただきたいと思います。

○委員：わかりました。ありがとうございます。

○議長：どうもありがとうございました。

どうぞ。

○委員：簡単に幾つか。森林環境学習のところは、数字で実施概要が出てくるのですけど、

ここは量的な議論だけではなくて、質的な議論をしないといけないと思ったのですね。

その質的な議論がほとんどないということを、少し忘れましたけど、去年に似たような

ことを言ったのだと思います。

量的には、全体として４年生もほぼすべての学校まで広がりましたと、これはいいで

すけど、質的にどうですかというところは、これからだと。こういった意見として出る

と、森林＝人工林というところは、去年に僕も言ったのだろうと思います。今も思って

いますけど、林業の教育なのか、森林の教育なのか。そこをどういうふうにプログラム

としてとらえて評価していくかという部分を考えないと、質的な評価はできないという

ことです。

間伐をすると、子どもたちは喜ぶと。間伐をやって木が倒れるのは初めてと喜んだ、

すごかったと言うのであったのなら、間伐体験だけやればいいですよ。森林環境学習と

いう必要はないですね。それで、お天気がいいと学校が全部行きますので、お天気が悪
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いときに当たった学校は、間伐ができないですね。そうすると、間伐を体験した４年生

と、間伐を体験していない４年生が明らかに別個にいるんです。

それから、わかっていることですけど、間伐体験のときにも、リスク管理が非常に甘

いので危険がかなりあるといわれています。子どもの人数、狭い山の中の道に子どもが

十何人入ったところに一人しか付けない。それが同時に１００人ぐらい行くわけですか

ら、その１００人の子どもを１０人ぐらいのグループにすると、１０人の指導者が必要

ですよね。そこまでの指導者がいないから、非常に危ないというのが教育関係者の理解

の仕方です。それをどう補うかということが、議論されないといけないところですね。

もう１つが、申しわけない。委員の意見に若干だけ反対するのですが、森と湖をつな

ぐ議論というのはいいように見えるのですけど、それは森林の持っている機能のごく一

部分だけを強調しているにすぎないと考えていただくほうがよい。特に滋賀県でこれを

やると、逆に湖の教育を助長することにつながる。だから、琵琶湖のために森を大切に

しないといけないんだという教育の論理が成り立って、森林環境学習が実は琵琶湖環境

学習の一部になります。森林を見ない危険を特に滋賀県の場合ははらんでいる。他府県

とは事情が違うという危険性を若干だけ指摘しておきたい。

教育委員会は、「うみのこ」にお金をかけてやっていますので、教育委員会の言い方は、

琵琶湖を考える上で、その上流である森を考えるんだというスタンスをとっていると思

います。実際の学校の先生たちの研修では、そういう説明の仕方をしているんですね。

そうすると、それが森を見るということとして考えたときに、果たしていい教育のあり

方だろうかという疑問は持ちたいなと思います。

○議長：今のことはご意見ということで、よろしゅうございますか。どうもありがとうご

ざいます。

どうぞ、お願いします。

○委員：すみません。その前の項の３のところで書いておりますが、滋賀県内に木材の使

用ということのＰＲとして、災害時の仮設住宅の見本のようなものを一つつくってみら

れるというお気持ちはないかなと思って、少し提案させていただきたいと思います。

といいますのは、私は、土曜日に福島県の三春町から帰ってきました。福島県は浜通

り、中通り、会津。浜通りというと小さい範囲かと思いますけど、これは３つの地区に

分かれた呼び名であって、その浜通り地区というのが結局、原発と津波の影響で避難を

強いられて、それが中通り地区、郡山とかに移ってきているんですね。その中の一つの
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三春町というところで、浜のほうの富岡町の仮設住宅が６カ所にできています。

それぞれがほとんど木造住宅です。それで、副町長の方とお会いしたんですけど、そ

の方は、国のレベルでプレハブとかで仮設住宅として建ってしまうと。ただ、三春町の

場合は、自分のところの県産材で、しかも土地の大工さんを使用して建てています。そ

れがほぼでき上がった状態になっています。

それから、もっと北のほうの住田町というところの話題が、皆さんも御存じだと思い

ますけど、そこは３月の７日ぐらいに、その仮設住宅のキットを自分のところで開発し

ていたそうです。それが３月１１日にああいうことが起きましたので、即、県産材の杉

で住宅をたくさん建てたということです。最近の緑化推進の本では、３００万と書いて

ありましたけど、当初は２５０万で建てられたということが発表されていました。

ですから、これみんな関心があるところですから、県産材のＰＲとしては滋賀県でも

これくらいの金額で、これくらいの仮設住宅がつくれますよというのをしてみるのもい

いＰＲになるかと思うのですね、木質系のものの。それと県産材をいかに使用するかと。

それと、県で何かが起きたときには、こういうものが即提供できるんですよというＰＲ

にもなると思うんですね。そういうことで、県の木材のＰＲでどうかと思って、少しと

提案させていただきました。

○議長：はい。

今の点について、県のほうではどうお考えでしょうか。

○事務局：たしか県の部局は少し違うかもしれませんけれども、仮設のトイレについて、

これは県産材を使っているかどうかわかりませんが、そういうキットを組立講習とか、

そういうのを県の防災の関係で取り組んでいるという事例はございます。

今、委員からのご提案といいますか、ご意見がありました仮設住宅のキット化という

ようなことについて、私もその辺の話は断片的に伺っておりますけども、情報を集めさ

せていただいて、検討させていただきたいと思います。

○議長：よろしゅうございますか。どうもありがとうございます。

一応は４つの基本施策についてのご意見を伺って、県からいろいろお答えいただいた

というところでございます。

全体を通して何かございませんでしょうか。どうぞ。

○委員：８月２８日の京都新聞に載っていましたけども、滋賀県で初めて環境会議で森林

認証制度を受けられたということで、栗東で。それについて詳しくはわからないのです
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が、かなりお金もかかるらしいので、補助金を含めて少し考えてもらって、ＰＲをお願

いしたいと思います。

○議長：そういうことがあったようですね。

その点、何か県のほうで。

○事務局：今のことは、９月７日に知事に報告されました。京都新聞にはもっと以前に載

っていまして、それでいろいろとあるのですけれども、これは甲賀林材と金勝生産森林

組合、そちらの方がみずからビジネス展開の一方策として取られたということで、まだ

まだ課題もありまして、消費者に届く、そこまでの整理もされていない。それについて

は企業のご努力とか、現実的には消費者に届いて、そういう形で森林認証された木を使

うというようなことになるかと思います。

今後の課題はたくさんありますけど、まず滋賀県として初めて取られたということと

理解しております。それと、値段（認証費用）ですけども一件７０万円ぐらいかかる。

それから（年次監査費用が）毎年３５万ぐらい必要で、５年に１回更新（再審査費用）

が必要になり、そういう経費がかかる。今回の企業さんと森林組合については、やはり

ビジネス展開というふうに考えて取られたということです。

○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。

そのほか、何かございませんか。どうもありがとうございました。

それでは、本日の委員の皆様からの評価、ご意見を事務局で整理していただき、とり

まとめにつきましては、皆様のご都合等もございますでしょうし、私のほうにお任せい

ただくということで、よろしゅうございますでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

どうもありがとうございます。

今後の取りまとめの手順といたしましては、昨年と同様、本日の整理した内容を委員

の皆様にご確認いただき、その上でご意見等がありましたら、それらのご意見も含めま

して、評価案の調整を行い、最終的には私のほうにお任せいただき、事務局に提出させ

ていただくということにいたしたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。

どうもありがとうございます。

それでは、事務局におかれましては、本日の委員の皆様からの評価、ご意見を整理し

ていただきまして、私にお渡しいただきたいと存じます。
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（２）報告事項

・環境林整備事業の現状と経過について

○議長：続きまして、２つ目の議事であります報告事項に移りたいと存じます。

環境林整備事業の現状と経過につきまして、事務局よりご説明をお願いします。

○事務局：大分時間も押しておりますので、ポイントを絞って説明させていただきたいと

思います。

環境林整備事業を平成１８年度から５年間に渡って実施してきているわけですが、こ

の環境林整備事業というのは、森林基本計画の中の戦略プロジェクトにおいても、５年

間の目標数値が定められております。非常に重要な事業という取り組みでやってきたわ

けでございますが、お手元にお配りしております色刷りの資料をごらんいただきたいと

思います。

そこで、環境林整備事業とは、そもそもどういうものかということですが、①のとこ

ろ、手入れされない（放置）人工林が増えてきている中で、多面的機能を持続的に発揮

させる方策はないものかということで、環境林整備事業というものが始まっております。

その手法としては、４０％以上の強度間伐をすることによって、針広混交林化を目的

として広葉樹を導入して、最終的に、その下に書きました、森林の多面的機能を持続的

に発揮していこうという方策でございます。これに取り組んできたわけでございまして、

この５年間で約６３９ヘクタールの森林について、環境林整備事業ができたわけです。

が、実は課題がございます。この環境林整備事業の主要な手段であります針広混交林

化の部分ですが、この５年間にわたって調査を継続してきた中で、種子の供給源の問題、

あるいは十分な照度が確保できない、そして大きな問題ですが、ニホンジカの食害によ

って、なかなか高木性の広葉樹が生育してこないという実態がございます。また、手入

れ不足森林の改善のために、現状の環境林整備事業では十分な面積確保もできていない

というところがございます。

これを総括いたしまして、２番の四角の枠の中ですが、放置人工林等の手入れ不足森

林について、多面的機能の持続的発揮の手段として、強度間伐を行って天然更新による

針広混交林化を図る手段というのは、現状ではなかなか難しいということを滋賀県のほ

うでは今考えているところでございます。

そして、次のページの３番のところですが、このため環境林の役割というものを一遍

見直してみようということで、今現在検討中であります。この検討中のことを、この委



- 55 -

員会の席をお借りして報告させていただきたいと思っております。

「森林を取り巻く状況」は、色々なことがございます。特に森林・林業再生プランに

基づき木材生産に軸足を移される中で、ますます手入れ不足森林の位置付け自体も変わ

ってきている。という中で、大きく２つに分けるべきではないかと。

「あるべき姿」というのは、人工林が将来にわたって多面的機能を維持するためには、

目的に応じた管理が必要である。１つは木材生産を重視した施策が必要である。これは

一般施策でやればよいと。もう１つ、公益的機能を重視した管理も人工林にとっては必

要である。この部分を環境林として、本来担う部分であろうというように整理しており

ます。

その整理の上で、４番のところでございます。環境林整備事業が５年間経過した中で、

いろいろ課題が出ているわけですが、それを踏まえて見直し案を考えました。その見直

しの前に、これまでの環境林というのはどのようになっていたかといいますのが、上の

枠でございます。目的のところで、手入れ不足や放置された人工林を多面的機能の高い

針広混交林へ誘導することによって、水源かん養機能など公益的機能を高度にかつ持続

的に発揮させる森林に持っていこうと。その手段として、４０％以上の強度間伐を行う

というものでございました。

これらの見直し後の環境林（案）がございます。ここで、先ほど２番のところで申し

ました、簡単には進みそうにない針広混交林化の部分を、取っております。手入れ不足

や放置された人工林を多面的機能が持続される状態に誘導することによって、人手をか

けずに、多様な生態系の形成や、水源かん養機能などの公益的機能を高度かつ持続的に

発揮させるということを目的に、どういう方法でやろうかというのですが、その方法の

中には、針広混交林化もありますし、広葉樹林化もあるのですが、②のところに太文字

で書いておりますが、「林内環境の改善を目的とする効果的な密度管理」を手法として、

今申しました環境林の姿に持っていくことを考えております。

最後のページにカラー写真を載せておりますが、新たに見直された環境林のイメージ

でございます。言葉で申しましたら、過密な人工林が密度調整によって光環境が改善さ

れて、さまざまな種類の下草や広葉樹が繁茂したような森林に、密度管理によって誘導

していこう。この中には、先ほど言いました針広混交林の姿とは少し違ったイメージの

写真になっております。こういう森林の部分も、新たな見直しされた環境林整備事業の

中に必要ではないかということで現在検討しているところでございます。
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○議長：ありがとうございました。

これについて、ご意見を伺うということですね。

○事務局：非常に省略した説明で、今の段階で中身を十分に納得していただけない部分も

あろうかと思いますので、今もしございましたら、お聴かせいただければ幸いですが、

後ほどでも結構でございます。

○議長：わかりました。

今、何かお気づきの点はございませんでしょうか。はい、お願いします。

○委員：森をどうやって触ったらいいかわからない状況は、よくわかります。でも、先ほ

ども言っておられたのですけども、森を触って何かしようと思ったら、シカを捕りなが

らやるしかないとあきらめましょうというか、それを頑張るしかないというところに行

くのではないかと思います。森を触るのだったら、シカを捕ろうということだと思いま

す。

○議長：シカの場合はいろんなものを食べますので、ほんとに。

ご意見、何かございませんか。よろしいですか。

特にないようですけど。

また、これからもご検討いただくわけですね。このことは私が、思うのですけど、滋

賀県といっても東西南北で違うのですね。地層も違うし、樹種も違う。だから、根幹は

こんな感じだとしても、地域によって違いますよね。その辺がどうなのか、まだわから

ないところがあるんです。

○事務局：おっしゃるとおりでございます。

環境林というのは、一般施策で管理するべき木材生産を重視した森林管理と、それ以

外の公益的機能を重視するべきというのは、実はこれが環境林の役割である。そういう

位置づけを再整理した上で、新たな作業内容というものをつくっていきたいということ

でございます。

○議長：今まで滋賀県が立てた環境林（針広混交林）というのは、表現が変わるわけです

か。

○事務局：はい。変えていきたいと考えております。

○議長：特にご意見、ございませんでしょうか。

どうぞ。

○委員：森を手入れするということは、すごく年月のかかることですよね。だから、途中
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で変えられても、それによって進んできているところもありますね。その辺のことはど

うなんでしょうか。

○事務局：おっしゃるとおり、森づくりというのは非常に長い期間がかかります。簡単に、

だめだと方向転換してしまうということではなくて、もう少し長いスパンで物を見ると

か、今までやってきた事業の部分についても考えるというご趣旨かと思います。

ここで大事なことは、環境林整備事業について、その主要な柱に針広混交林を入れて

いたわけですが、今、針広混交林だけで森林の公益的機能をカバーするというものでも

なくて、むしろ、森林政策自体が木材生産に軸足を移した中で、それではない、森林本

来の公益的機能の部分も、何らかの形で管理して、それを維持していかなければならな

いのではないかと、そういう視点で整理した結果でございます。

その中で、委員がおっしゃる針広混交林化とか、広葉樹林化を否定するものではあり

ません。ですので、それも重要な手段ではあろうと思いますが、今の状況で、それだけ

をやって環境林という整理をして、森林管理を進めるというのはいま少し見直すタイミ

ングではないかと考えているところです。

○議長：これをご検討いただいたことを、またどこかで議論されるのでしょうか。

○事務局：また報告させていただきたいと思います。

○議長：はい、わかりました。

もっとおっしゃりたいことがあったと思いますけども、私の進行の不手際で時間がな

くて、すみません。また別の機会によろしくお願いしたいと思います。

これで本日の議事は終了いたしましたが、委員の皆様方で何かありますでしょうか。

それでは、事務局にお返しいたします。

○司会：会長様におかれましては、長時間にわたりまして議事進行していただきまして、

大変ありがとうございます。

委員の皆様方も、ご熱心にご審議いただきまして、ありがとうございます。

それでは、その他事項としまして、事務局のほうからご連絡申し上げます。

○事務局：長時間ご苦労さまでございます。

本日、評価いただきました基本計画の平成２２年度実績の評価のとりまとめですけど

も、先ほど会長よりご説明いただいたとおり、進めさせていただきたいと思います。こ

ちらで原案をつくりまして、各委員の皆様にご確認いただくという形で進めたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。
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最終的には、県の対応方針も含めまして、３月に公表させてもらいたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

５ 閉 会

○司会：ご苦労さまでございました。

以上をもちまして、第９３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。

○会長：皆様、ありがとうございました。

〔午後 ５時０５分 閉会〕


