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〔午後 ２時００分 開会〕 

１ 開 会 

３ 定足数の確認 

〇司会：それでは定刻になりましたので、ただいまより、第９２回滋賀県森林審議会を開

催させていただきます。 

本日の審議会は、委員数１５名、出席委員１３名で、森林審議会運営要領第２条第４

項の規定によりまして会議は成立しておりますので、ご報告いたします。 

 それでは議事に先立ちまして、末田琵琶湖環境部技監よりごあいさつを申し上げます。 

 

２ あいさつ 

○琵琶湖環境部（末田技監）：失礼いたします。森林政策課長の末田でございます。どうぞ、

よろしくお願いいたします。 

  第９２回の滋賀県森林審議会の開催に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げたい

と思います。本日は、年末の公私ともに大変お忙しい中、当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、平素は本県の森林・林業行政の推進

に格別なご理解とご協力をいただいていますこと、改めまして、お礼を申し上げます。

ありがとうございます。 

  さて、国におきましては、昨年の１２月に森林・林業再生プランが公表されまして、

今後１０年間で我が国の「木材自給率５０％以上」という大きな目標を示してございま

すし、本年１１月には具体的な施策の方向性を取りまとめました「森林・林業再生に向

けた改革の姿」が検討委員会より報告されたところでございます。この中で、改革の方

向といたしまして、低コスト作業システムの確立や、担い手による林業事業体の育成、

それから効率的な加工・流通体制の整備などとともに、森林計画制度の見直しも挙げら

れてございます。 

この計画制度では、県が策定いたします地域森林計画、きょうご審議いただくわけで

すが、これにおきましては地域の実態に即した計画とすること、それから市町が策定し

ます市町村森林整備計画は、地域の森林のマスタープランとなるように位置づけるとい

うことでございます。また、これまで森林所有者等が策定してまいりました森林施業計

画にかわって、仮称ではございますが、「森林経営計画」を創設することが予定されて

ございます。これらの詳細につきましては今後明らかにされる見込でございますけど、
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本県におきましても、国の動向を踏まえつつ地域林業の振興に努めてまいりたい、そう

いうふうに考えているところでございます。 

また、本県におきましては、琵琶湖森林づくり県民条例が今年で施行後５年を迎えま

したことから、本年５月から琵琶湖森林づくり県民税条例改正検討会において、この条

例の改正が必要であるかということを議論していただきました。１１月には、現行の課

税制度を継続するのが適当であるという報告もされまして、本日の議会で当条例の継続

が承認されたところでございます。 

もう一つ大きな問題がございまして、造林公社の債務処理について、平成１９年１１

月に両公社が大阪地方裁判所に債務の圧縮について調停を申し出てございます。早くも、

それから３年が経過したということでございます。この間、特定調停が９回、それから

期日外の協議、これは事務レベルのものですが６１回、そして代理人による協議が２２

回開催されてございます。 

現時点では、まだ合意には至ってございませんが、債務の調停の基本的な考え方とい

たしまして、各下流社員の皆様方への償還は伐採収益の範囲として、償還の見込めない

債務につきましては放棄をお願いしているような状況でございます。また、債務処理後

の残債務につきましても、新たな利息が生じない措置をお願いしているような状況でご

ざいます。特定調停という性格上、協議内容についてはこれ以上の説明はいたしかねま

すが、明後日の１２月２４日には第１０回目の特定調停の開催が予定されてございます。

県といたしましても、調停の早期成立に向けまして努力しているところでございますの

で、どうかご理解をお願いしたいと思います。 

  さて、本日の審議いただきます議事は２件ございまして、１つは湖南地域と湖北地域

の森林計画の変更について、でございます。地域森林計画の変更に当たりましては、森

林法第６条第３項の規定により森林審議会の意見を聴くこととされてございますので、

知事から先日当森林審議会へ諮問をさせていただいたところでございます。 

また、２つ目といたしましては、森林税を充当いたします琵琶湖森林づくり事業につ

きまして、皆様方も新聞紙上等でよく御存じと思いますが、トチノキの保全などにつき

まして、委員の皆様方のご意見をお伺いしたいと考えてございます。 

限られた時間ではございますが、忌憚のないご意見をいただきますよう、よろしくお

願いを申し上げまして、開会に当たってのごあいさつとさせていただきます。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 
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○司会：早速でございますが、ただいまから本日の議事に入らせていただきたいと思いま

す。 

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

ておりますので、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いては、滋賀県森林審議会

の公開の取り扱い方針に基づきまして、本審議会は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。 

 

４ 議事録署名人の指名 

○議長：続きまして、運営要領第７条に基づきまして、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、よろしゅうございますか。 

○両委員：はい。 

○議長：それでは、○○委員、○○委員、どうかよろしくお願いいたします。   

 

５ 議 事 

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

て 

○議長：これから議事に入りたいと存じますが、終了予定時刻は午後４時となっておりま

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。 

    次第にありますとおり、本日の議題は、（１）「湖南地域森林計画変更（案）」および

「湖北地域森林計画変更（案）」の諮問について、（２）「琵琶湖森林づくり事業」の施

策検討等についての２件となっております。 

まず初めに、知事より諮問を受けております「湖南地域森林計画変更（案）」および

「湖北地域森林計画変更（案）」について、審議を始めたいと存じます。 

  それでは、湖南・湖北両地域の森林計画変更案について、事務局からご説明をお願い

いたします。 
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○事務局：よろしくお願いいたします。 

  まず、ご説明に先立ちまして資料の確認をさせていただきたいのですが、お手元のほ

うに４点置いてございます。最初の１点につきましては、第９２回滋賀県森林審議会次

第、そして資料１、資料２、資料３－１と資料３－２は表・裏になっておりますけども、

それらをクリップでとめたもの、それと資料４の湖南地域森林計画の変更案、資料５の

湖北地域森林計画の変更案、それから資料６といたしまして、これからの「琵琶湖森林

づくり県民税」について、以上４点でございます。 

  資料につきまして、不足等はございませんでしょうか。よろしゅうございますか。 

  それでは、最初に、資料４と資料５につきまして訂正をさせていただきます。 

今お手元にお配りしているものは訂正後のものでございまして、委員の皆様方に事前

にお送りしたものから訂正している点がございます。資料５の湖北地域森林計画の変更

案ですけども、お送りさせていただいたものには「変更」が抜けておりましたので、そ

の点を訂正させていただきたいと思います。 

それから、資料４、湖南地域森林計画変更案の６３ページ、（９）森林の被害のところ、

カシノナガキクイムシの被害量が載っております。その中で、平成２１年度被害量につ

きまして、大津市で７となっていたものを８に、栗東市で１となっていたものを０に、

それぞれ訂正をさせていただいております、 

それと、６８ページ、（４）林業事業体の現況のところ、今年の数字に修正できており

ませんので、訂正させていただきました。資料５につきましても、７２ページの林業事

業体の現況のところを、今年の数値に修正させていただいております。大変申しわけご

ざいません。 

そのほか、本文の中でよりわかりやすくするために、語句の順序を入れかえていると

ころがございますけれども、内容について大きな変更はございません。 

それでは、内容の説明をさせていただきます。 

まず、資料１は、「湖南地域森林計画変更（案）および湖北地域森林計画変更（案）の

諮問について」という文書の写しでございますが、ことし１１月２２日に知事から滋賀

県森林審議会に湖南地域森林計画と湖北地域森林計画の変更につきまして諮問されてお

ります。本日は、この両変更案につきましてのご審議をお願いしたいと思います。 

それで、きょうの審議会に先立ちまして、平成２２年１１月２２日から１２月２１日

まで、森林法第６条第１項の規定に基づきまして、県庁の森林政策課と各森林整備事務
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所および支所で、この変更案についての公告縦覧が行われました。その結果、意見はご

ざいませんでしたので、ご報告させていただきます。 

続きまして、既に御存じと思いますが、森林計画制度の概要につきまして資料２を使

用して説明させていただきたいと思います。１ページの下に森林計画制度の目的が書い

てございます。森林には、木材生産や公益的機能など、いろんな機能がございます。無

秩序または無計画な伐採を行いますと、森林の荒廃や資源の需給を乱すことになりまし

て、私たちの暮らしに大きな悪影響を及ぼすことになります。 

一度荒廃した森林は、機能を回復するためには大変長い時間を要し容易ではございま

せんので、森林資源を計画的に供給し、総合的な視点に立った取り扱いを行うことを目

的として森林計画制度を定めているところでございます。 

続きまして、２ページの上に森林法に規定されております主な条文、項目を書かせて

いただいているのですけれども、②の第４条にございますとおり、森林計画制度は森林

法第４条に規定されておる制度でございます。 

２ページの下には森林計画制度の体系を示しておりまして、図を見ていただきますと、

一番上に森林・林業基本計画という国の計画があり、こちらを最上位の計画とした階層

的な体系となっております。国と都道府県・市町村が連携して基本的な森林整備指針等

を定めるといった制度になっております。 

地域森林計画は、都道府県知事が５年ごとに１０年を１期として、県における森林に

関する施策の方向や、伐採・造林・林道・保安林の整備などの目標を明らかにすること

となっております。 

次に、３ページの上をごらんください。滋賀県における計画区ですけれども、湖南森

林計画区と湖北森林計画区の２つの計画区に分かれております。地域森林計画につきま

しては、全国森林計画から割り当てがございまして、そのプラス・マイナス１０％の範

囲内で計画を樹立または変更するとされているところでございます。 

３ページの下に横図ですが、こちらに滋賀県の区域を示しております。琵琶湖の西側

では大津市より南、東側では東近江市より南が湖南の森林計画区、それより北側が湖北

の森林計画区ということで、２つに分かれております。 

続きまして、４ページの上をごらんください。左側が湖南の森林計画区、右側が湖北

の森林計画区を表しております。湖南につきましては、計画を１９年度に立てまして、

２０年度から２９年度までの計画となっております。湖北につきましては、２１年度に
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樹立を行って、２２年度から３１年度までの計画となっております。今年度ですが、平

成２２年度は任意的な変更ということになっておりまして、計画の変更自体は森林法第

５条４項に基づいて行われておりまして、全国森林計画が変更された場合にはそれに合

わせた義務的変更となりますが、今回はそれがございませんので、任意的な変更という

ことになります。 

４ページの下に、「地域森林計画」と「琵琶湖森林づくり基本計画」との関係というこ

とで、簡単な図を書かせていただいております。滋賀県におきましては、琵琶湖森林づ

くり基本計画を策定いたしまして、平成１７年度から森林・林業に関わる各種施策に取

り組んでいるところです。 

左側に示しております地域森林計画につきましては、森林法に基づいて主に森林資源

の保続・培養を目的として、全国森林計画に即して滋賀県の森林を望ましい状態に導く

ための県の森林関連施策の方向や、森林整備の目標を示しており、市町村森林整備計画

の規範となっております。 

一方、右側の琵琶湖森林づくり基本計画は、琵琶湖森林づくり条例に基づき策定する

ものでありまして、資源の循環利用のための手法や、県民が協働して森林づくりに関わ

るための仕組みを具体的に示すことで、条例の基本理念を実現して、琵琶湖と私たちの

暮らしを支えるための森林づくりの実施計画となっております。 

２つの計画は性質が異なるのですけれども、相互に調和のとれた計画にすることとし

ているところでございます。 

最後になりますけれども、現在国におきまして、森林・林業再生プランの検討が行わ

れている最中でございます。この中で、先ほど技監のあいさつにもございましたけども、

森林計画制度の中身を見直すということが予定されております。来年度には、こちらの

中身を反映させる必要が出てきますので、義務的な変更の見込となっております。 

以上、簡単ですけども、森林計画制度の概要についての説明とさせていただきます。 

続きまして、本日ご審議をお願いします湖南地域森林計画の変更案と、湖北地域森林

計画の変更案の概要説明をさせていただきます。 

まず、湖南地域森林計画の変更案から説明させていただきます。クリップでとめてお

ります資料３－１をごらんください。１ 計画の対象とする森林区域に関する事項のと

ころ、計画内容として、変更前が８万９,５０２ヘクタール、変更後は８万９,３９４ヘ

クタールで１０８ヘクタールの減となっております。今回の変更につきましては、先ほ
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ども申し上げましたけども、任意的な変更となっておりますので、変更点につきまして

は、林地開発や伐採届に基づきます森林面積の変更が中心となっております。その他の

事項につきましては、「増減なし」ということで、２から６まで書いてございます。 

具体的な変更の内容は、資料４の湖南地域森林計画変更案をごらんください。最後の

７１ページに、４ 林地の異動状況ということで、上と下の２段に分かれて数字が書い

てございます。上の段が（１）森林より森林以外への異動、下の段が（２）森林以外よ

り森林への異動ということでございまして、（１）につきましては、森林から住宅とか、

工場用地になった面積の数字が書かれております。（２）につきましては、その逆でござ

いまして、ほかのものから森林に編入されたものの面積が書かれております。 

それぞれ市町村別に分かれておりまして、（１）の右下の合計１０８．９７ヘクタール

の森林がほかのものに転用されました。その面積を、この計画に反映させております。

その中身は、一番大きく目立つのが甲賀市で５１．４９という数字、これは工場用地と

して森林の減った分が挙がっており、これがかなり大きな面積を占めております。今年

は、そういった比較的大きな開発の案件が重なりましたので、１０８．９７という大き

目の数字になった結果でございます。 

（２）は、森林への異動ということでございまして、農地転用等によって森林に編入

された面積が計上されております。農地転用の調査につきまして、県内５年で一巡する

サイクルで実施をしておりまして、今年度は大津市とか栗東市などの西部・南部森林整

備事務所の本所管内での実績を反映しているところでございます。 

その他として、２点ほど変更させていただいている部分がございます。 

１点目につきまして、１８ページに（２）開設または拡張すべき林道の種類別、箇所

別の数量等ということで、林道の開設とか拡張の計画を記入しております。この中で、

旧甲賀町というのが中ほどにあるのですけども、その一番下に西羅谷線が挙がっており

ますが、こちらのほうを新規の路線として計画しております。そのほかに、旧甲賀町の

白石谷線は開設の計画の延長見直しがございまして、延長の減をさせていただいており

ます。総延長といたしましては、２３ページの（４）その他必要な事項として、開設４

０．１キロメートルと挙がってございますが、その延長につきましては変更がございま

せん。 

続いて２点目ですが、３１ページから３５ページにかけまして、（３）実施すべき治山

事業の数量ということで、治山事業の施行地区を示しております。これにつきましても、
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治山事業の進捗によりまして事業が終了となった箇所と、新たに着手する箇所が発生し

ておりまして、３２ページの上から６段目に旧大津市、伊香立北在地町というところが

ございます。これが箇所変更になっておりまして、終了したのが坂本本町ですけども、

それから北在地町のほうに着手するということで、全体で１３カ所ほど変更していると

ころでございます。 

それから、４３ページ以降に参考資料ということでいろいろ数字を挙げているのです

けども、こちらのほうもできるだけ最新の数字に修正させていただいておりまして、そ

れが湖南地域森林計画の変更の中身ということになります。 

続きまして、資料５の湖北地域森林計画変更案ですが、中身についてはほとんど同じ

ですけども説明させていただきたいと思います。 

最後の７５ページをごらんください。こちらのほうも森林の増減、異動状況を示して

おりまして、表の右下のところ、森林以外への異動が３．９７ヘクタールです。それと、

森林への異動は、今回農地転用の調査対象になりませんでしたので、異動なしというこ

とになっております。 

それから、１９ページに林道の開設の区域が載っております。その中で、中ほどに旧

木之本町の横山岳線というのがあります。こちらの延長を変更しております。それと、

２０ページに旧米原町の江竜線があります。こちらのほうを新規に計上しております。 

続きまして、３６ページから４０ページにかけて、湖北の計画区域内の治山事業の数

量が書いてございまして、こちらにつきましても、例えば３８ページの下から９段目に、

旧西浅井町の庄というのがございますけれども、こちらのほうを新たに着手するという

ことで修正しているところでございます。 

以上、簡単ではございますけれども、湖南地域森林計画変更案と湖北地域森林計画変

更案の説明とさせていただきます。 

湖北地域森林計画の変更案の７５ページで、訂正させていただきたいところがござい

ます。（２）森林以外より森林への異動の注２、平成２２年度の調査、大津・湖南地域の

平成１７年～２１年度分となっておりますけども、これは湖北の計画で該当しませんの

で、その点を訂正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。はい、ありがとうございました。 

  ただいま、事務局より湖南地域森林計画変更案および湖北地域森林計画変更案につい

て説明がございました。今回は任意的変更ということでございますが、この件につきま
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してご質問やご意見等ございましたら、お願いいたしたいと存じます。いかがでしょう

か。 

  何かございませんでしょうか。 

はい、お願いします。 

○委員：湖北のほうで横山林道が変更ということだったのですけど、具体的にはどのよう

に。もと、どうだったのかをちょっと教えていただけませんか。 

○事務局：開設延長がもともと３㎞ということで挙がっていたものが、２．５㎞に変わっ

ております。 

○委員：それは、なぜですか。 

○事務局：木之本町側の開設が今進んでおりまして、そちらのほうが２．５㎞で終了する

ということで変更になっております。 

○委員：わかりました。大分短くなったということですね。 

○議長：よろしゅうございますか。はい。 

  そのほか、何かございませんでしょうか。 

  よろしゅうございますか。 

  そしたら、特にご意見はないようでございますので、本案件につきましては、適正と

認めてよろしゅうございますか。はい、ありがとうございます。 

  ご異議はないようですので、湖南地域森林計画変更案および湖北地域森林計画変更案

について、原案どおり認めることといたします。 

  なお、ただいま、ご承認をいただきました両変更案の答申書の作成と答申時期につき

ましては、私にご一任をお願いしたいと存じますが、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  どうも、ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。 

 

（２）「琵琶湖森林づくり事業」の施策検討等について 

   ・「琵琶湖森林づくり県民税条例改正検討会」の報告について 

   ・「琵琶湖森林づくり事業」の施策検討について 

○議長：それでは、続きまして、２点目の議題、「琵琶湖森林づくり事業」の施策検討等に

ついて、事務局からご説明をお願いいたします。 

○事務局：それでは、事務局より説明させていただきます。 
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  次第５、（２）「琵琶湖森林づくり事業」の施策検討等についてご説明いたします。 

  冒頭、技監のごあいさつでも少し触れましたが、まず「琵琶湖森林づくり県民税条例

改正検討会」について、この場をおかりしてご報告させていただきたいと存じます。 

  琵琶湖森林づくり県民税条例は、琵琶湖森林づくり基本計画策定の１年後の平成１８

年度から施行されておりまして、今年度で５年目を迎えました。同条例の付則第６の規

定に、「知事は、この条例の施行後５年を目途として、この条例の施行状況、社会経済情

勢の推移等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、

その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」とされております。 

  このため、外部委員も交えまして琵琶湖森林づくり県民税条例改正検討会を設けて、

今年度は５回の検討会を経て、１１月に税制度を所管する県総務部長あてに検討結果の

報告書の提出がございました。その結果ですけれども、現行の県民税条例を今後も継続

することが適当との結論でございました。また、今後も５年を目途に見直しを検討する

こと、ただし当条例の施行状況や社会経済情勢の推移等を勘案し、必要があると認める

ときは、適宜見直しを検討することが適当とされました。 

  当検討会の報告の趣旨につきましては、お手元の資料６、これからの「琵琶湖森林づ

くり県民税」について、というタイトルがございますけれども、ここにその報告要旨を

添付させていただいております。時間の関係もございますので、後ほど御覧願えればと

いうふうに考えております。 

  なお、琵琶湖森林づくり県民税条例については、この報告を踏まえまして、現行条文

を継承し、付則の文言の一部分の修正について、本日閉会予定でございます１１月定例

議会に総務部より上程されているところでございます。 

  次に、「琵琶湖森林づくり事業の施策検討について」でございます。先ほどの資料６で

ございますが、２枚目をめくっていただきまして、横長の折り込みでＡ３の表を御覧い

ただきたいと存じます。 

  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、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、森林づくりへの参画を促進する県民

協働の森林づくりの各事業を実施しております。 

  基本計画につきましては、平成２１年度に当森林審議会から答申をいただいた内容を

踏まえまして、見直しを行い、あわせて琵琶湖森林づくり県民税の使途の基本的な考え
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方等についての意見をいただき、今年度からは新たにニホンジカ特別対策費用等に取り

組んでいるところでございます。県といたしましては、毎年度森林審議会において事業

効果や、その施策の方向性等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ございます。 

  そこで、昨年の見直し以降に出てまいりました課題等に対しまして、現在検討してお

ります取組内容や、その方向性について委員の皆様方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。どうぞよろしくお

願いいたします。 

  それでは、表の内容でございますけれども、一番左側、検討項目のところでございま

すが、まず１番として、巨木の森の保全整備に向けた施策、２番として、放置森林の解

消に向けた施策、それから３番目に、県産材の利用促進に向けた施策、３つの検討項目

につきまして、現状と課題、対策、見込める効果及び施策の位置づけごとに表したもの

でございます。 

  施策の位置づけにつきましては、基本計画における位置づけや、ことし９月の森林審

議会での関連するご意見等をまとめています。 

  まず１つ目、巨木の森の保全整備に向けた施策の展開です。今年度からトチノキを主

体とした県内の数少ない巨樹・巨木が短期間に伐採される状況について、同地域をはじ

め報道機関や議会等から、琵琶湖の水源林として、さらに生態的、文化的、保健・風致

的な貴重な役割を果たす、これらの巨木を適正に保全していく仕組みづくりの要望が示

されているところでございます。 

  このため、環境に配慮した森林づくりや地域と協働の森づくりを推進していく取り組

みが必要となっております。 

  参考資料といたしまして、Ａ３表の後ろ側でございますが、主な関連する新聞報道を

別紙に掲載してございます。 

  これらのことから、この対策といたしまして、豊かな自然の象徴である貴重な巨樹・

巨木については、その場で生き続けられる環境を保全しながら、広く県民が触れ合うこ

とのできる仕組みづくりのための地域の取り組みに対して、地元市町と連携して支援を

行うことを検討しております。 

  これにより見込める効果でございますが、巨樹・巨木とその周辺整備を図ることで、

多様な森林生態系の保全や水源かん養等を図れるなど、天然林の保全管理の促進が期待
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できます。また、アナウンス効果の高い巨樹・巨木を通しまして、滋賀の豊かな森林に

対する県民の関心を高め、身近な森林環境や森づくりの大切さを学ぶ場として活用する

ことで、地域をはじめ幅広い県民協働の森づくりに対する意識の醸成や参画が促進され

ると考えております。 

  次に２つ目、放置森林の解消に向けた施策の展開です。地球温暖化防止森林吸収源対

策をはじめ森林が果たす多面的機能を持続的に発揮させるために、県におきましても間

伐ならびに間伐材の搬出・利用の促進に積極的に取り組んでいるところでございますが、

今後さらに間伐や施業の集約化を進めていくためには、森林境界が不明確であることが

大きな課題となっておりまして、今年の審議会におきましても、境界確認などの参画が

必要とのご意見等もいただいてございます。 

  そこで、この対策として、間伐等の森林整備をより一層推進していくためには、森林

所有者等の理解と協力、それから参画をいただきながら森林情報の事前調査、境界の明

確化のための現地調査など、段階的な取り組みに対して支援を行うことを検討しており

ます。 

  これにより、間伐等の森林整備や施業の集約化による間伐材の搬出・利用が促進され、

放置森林の解消と共に、二酸化炭素の長期固定・貯蔵による温暖化対策への貢献が図れ

ます。また、不在村所有者など森林・林業に関心の比較的低い所有者が、森林に目を向

けるきっかけづくりになるなど、森林所有者の森林づくりに対する意識の高揚にもつな

がるものと考えております。 

  それから３つ目、県産材の利用促進に向けた施策の展開です。平成１８年度から取り

組んでおります間伐材の買い取りについては、平成２１年度の実績では目標の４,０００

m3 を超える６,２０９m3 となるなど、着実に実績を上げつつございます。しかし、今後

さらに地球温暖化防止対策を進めるためには、幅広い用途へ無駄なく多段階での利用を

促進し、二酸化炭素を長期的に固定・貯蔵を図っていくことが重要となっております。 

  また、育林期から収穫期を迎えつつある県内の人工林の利活用を図ることが緊急の課

題ですが、そこで現行の間伐材利用拡大事業を改めまして、搬出した間伐材を多段階に

利用するための適切な仕分け等の取り組みへの支援を行うこと、および現行の木製品利

用促進事業を見直し、県産材を活用した地域のモデル的な公共施設の木造・木質化を促

進する事業に拡充することを検討しております。 

  これによりまして、県産材の幅広い用途への無駄の少ない活用が促進され、二酸化炭
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素の長期的な固定・貯蔵による温暖化対策、さらには森林資源の循環利用による持続的

な森林づくりに貢献すること、またＰＲ効果の高い地域のモデル的な公共施設に対して

県産材の活用を図り、木造・木質化を促進することにより県産材の利用拡大と「びわ湖

材」の認証制度のさらなる普及定着を図ることができると考えております。 

  事務局からの説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長：ありがとうございました。 

  ただいま、事務局から琵琶湖森林づくり事業の施策検討として、３つの取組施策の説

明がございました。全てを一度に議論いたしますと、わかりづらくなるということがご

ざいますので、取組施策ごとに分けて、それぞれ委員の皆様方からご意見を伺う形で進

めていきたいと存じます。 

  それでは、事務局より初めにご説明がありました巨木の森の保全整備に向けた施策の

展開につきまして、ご質問やご意見等はございませんでしょうか。 

  はい、お願いします。 

○委員：非常に大事なことだと思いますし、ぜひ積極的に取り組んでいただきたいと考え

るのですが、対策が漠然としていますので、もうちょっと踏み込んだ対策を多分お考え

だと思うのですけども、もしあったらお聴かせいただきたいなと思います。 

○議長：ありがとうございます。 

  いかがでしょうか。 

○事務局：今現在、検討している段階でございますので、具体的な内容までといいまして

も不確定な要素もございます。現在、県内の特に湖北地域に多く分布しているといわれ

ている巨樹・巨木が、伐採等もございまして保全を緊急的に図ることが必要といわれて

おります。特にトチノキが存在するところは、水源地として非常に重要な地域に分布し

ているということもございます。 

それで、主な対策としては、多様な森林の生態系や水源かん養機能の保全を中心に図

っていくこと、それから天然林の保全管理として更新を補助するような作業、あるいは

県民の皆様がそういった貴重な植生というか、巨木をつぶさに見ることができるとか、

県民が広く森づくりに対する意識を醸成するようなこと、もちろん多様な自然でありま

す生態系の保全が図れる仕組みが見込める事業というふうに検討しているところでござ

います。お答えになるかどうかわかりませんが、今現在検討している内容でございます。 
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○議長：どうぞ。 

○委員：こういう大事なものが私有林で見つかっているので、その収入を保証することが

必要でしょうし、それから、こういう大事なものはみんなが見られるような状態にして

おくということは非常に大事なことだと思うのですけども、そういう場合に、私有林の

ままでそういう仕組みをうまくつくれるのかどうかが非常に心配なところです。 

  それから、たまたま今回朽木でこういうものが見つかったわけですけども、ほかにも

こういうものが滋賀県内にあるとしたら、そういうものを系統立って探していくような

ことも県としてやっていただきたいなと思います。 

○議長：いかがでしょうか。はい、どうぞお願いします。 

○事務局：今、委員からご質問がありましたが、基本的に県民の皆様に巨樹・巨木を見て

いただくシステム、それに支援をしていきたいのが１点。もう１つは、やはり先ほど申

されたように私有林にあるということで、その人が不利益をこうむる場合には、それに

対する支援も考えなければならないというのが１つございます。そういう面で、今、検

討させていただいているということでございます。 

  もう１点は、全県的にどういうところにあるのかという調査について、今、聴き取り

調査を全県的に行っておりまして、具体的には余呉のほうにもトチノキがまだ多く残っ

ているという状況を聞いておりますので、またそういうことがわかりますと、地域で守

るシステムができれば、こういった税の活用というのはできるのではないかと思ってい

るところでございます。 

○議長：はい、ありがとうございます。 

  よろしゅうございますか。はい。 

  どうぞ、お願いします。 

○委員：関連してなんですけど、仕組みづくりはぜひお願いしたいですし、この税金を使

うことに適している内容だと思います。 

  それで、先ほど少しおっしゃったのですけども、今残っているものは既に売買契約が

半分近く済んでいると。その仕組みづくりをやっている間に、それがなくなってしまっ

たら仕方がないので、そちらをやるのと同時に、緊急的な、それを何とか伐らないで残

してもらうような対策を進めていると理解したのですけど、それで合っていますか。 

○議長：その点、いかがでしょうか。 
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○事務局：今、売買契約がなされているところにつきましては、県としては民・民の契約

でございますので、そこに介入することはできないということで、具体的には朽木にお

きましては、地域の住民さん等々含めました協議会というのができてございます。その

協議会の中で、契約の解除に向けて努力しているというような状況でございます。 

○委員：ありがとうございます。 

○議長：続きまして、お願いします。 

○委員：その件ですけれど、保全という面と、県産材の利活用という面の両面があると思

うんですね。私はまだよくわかりませんので、どういうふうな立場をとっていいかわか

らない気持ちでいますけれど、林業が成り立っていくということを考えれば、ある程度

の伐採ということは、特に私有地ですから必要かなと思いました。 

  それと、私は乗鞍高原のところで古くからの山の旅館ですけれど、「牧水苑」という旅

館に泊まったことがありまして、そこはトチノキのすごい大きな柱・梁でできていまし

て、本当にその立派さに驚いたことがありました。それは山岳部のグループでスケッチ

に行って見たのですが、そしてみんなそれにすごく感動しました。 

  そういうこともありますので、私は、立っている木として守るという面と、それがい

い形で利用されているという面と、その両方を考えないといけないんじゃないかという

ふうに感じております。 

○議長：ありがとうございます。 

  では、お願いします。 

○事務局：私どものほうも、今、委員がおっしゃったように、両面を考えていかねばなら

ないと思っております。特に私どもは森林・林業を担当する部署でございますので、木

材を使うなというようなことは絶対言えるところではございません。それを両立できる

ように考えていきたい。 

ただ、今回の場合は、伐採速度が速くて無秩序という表現がいいのかどうかわかりま

せんが、急激な変化になったと。それは急激な変化で一時に全部なくしてしまうのは、

ちょっとやりすぎだろうということもございまして、何とか保存していきたい。できる

だけ両立を図るような格好でいきたいというように思っております。 

ただ、民間の契約があるところにつきましては、県として直接関与できる部分ではご

ざいませんので、高島の場合でしたら協議会が中に入っていただいているということも

ございます。 
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もう１つは、地元、それから市町村、その中でここはやっぱり残していきたい、残さ

なければならないという盛り上がりがあったところ、そういうところは残していくべき

だろうというふうに考えております。ですから、全部を残していこうと、そういうこと

を考えている訳ではないということでございます。 

○議長：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。 

  はい、お願いします。 

○委員：巨樹・巨木、そういう森林の環境まで含めて保全されるということですけど、一

つの林業としてじゃなくて、生態系を含めた環境として利用する場合、何らかの法の網

じゃないですけど、規制の網なんかはかけられるような考え方はおありなんですか。 

○議長：いかがでしょうか。お願いします。 

○事務局：法規制でいきますと、私どもと違う部署ですが、自然環境保全課で、そういう

ふうな天然記念物的なもの、他の目的のものを保全するという別の条例等を持っている

のです。 

  そういうのを適用できないかというのも、ちょっと考えられているようでございます。

あくまでも、それは自然環境保全課で、網をかぶせるといいますか、法規制をするのだ

ったら、できるのかなというふうに考えております。 

○委員：そうしますと、自然環境保全課とは連携して取り組んでいかれるということで、

よろしいでしょうか。 

○事務局：はい。 

○議長：よろしゅうございますか。はい、ありがとうございます。 

  そのほか何かご意見。はい、お願いします。 

○委員：トチノキの巨木が生える場所というのは、非常に土地が肥えていい場所だと思う

のですけども、今はシカの問題もありますし、更新稚樹が育っているのかどうか。そう

いう将来にわたって、ここがきちんとトチノキが生産できるような環境なのかどうかと

いうのがちょっと心配でして、その辺も見据えて計画というか、対策を組んでいただき

たいなと思います。 

○議長：はい、お願いします。 

○事務局：トチノキの巨木につきましては、私も現地を少し見せてもらったのですけど、
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幹周りが７メーター以上あるようなものでございまして、その下には稚樹が生えている

のかと思いますと、シカの害と申しますか、ほとんどきれいになっていて稚樹が無いと

いうような状況でございました。 

  ただ、その周辺には径３０センチ程度のものが点々という程度ですけど、あるという

ような場所でもありましたので、次の世代の分をトータルで保全することは大事かなと

いうことと、将来的にそのシカの害が無いように更新できるような対策も兼ねてやらな

ければならないというふうには感じてございます。 

○議長：よろしゅうございますか。はい、ありがとうございます。 

  そのほか、ご意見ございませんでしょうか。はい、お願いします。 

○委員：追加なんですけど、今問題になっているエリアで、既に伐られている５０本のと

ころは、森にパッチ状に穴が空いたようになっていると思うのですね。恐らくそこはシ

カが狙ってくるので、広い範囲に点々としているようですので、広い範囲に見て、そこ

へシカの急激な入り込みがないかと。あるいは、あった場合は、対策をするという視点

もしていただけたらと思います。 

○議長：ただいまのは、ご意見ということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

  そのほか、ご意見ございますか。はい、お願いします。 

○委員：建築をやる人間からしますと、トチノキがすぐに柱に使えるとか梁に使えるとい

うものではなくて、この際大きな木を手に入れておこうという分もあると思います。そ

れは民・民の話ですから立ち入れない部分はあるかと思いますが、そういう建物には、

後で出てきます「びわ湖材」で十分やっていけるということですので、せっかく滋賀県

ですから、その線を推していただいて、そういう諸々の銘木化にならないように。 

水源を守るという多少シンボリックなものも必要と思いますので、残すというような

形で頑張っていただきたいと思います。 

○議長：ありがとうございます。 

  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：ただいまの件ですけど、私もこれに似た苦い経験を持っております。といいます

のは、我々の地方である山林に、きれいにずうっとコブシの花が咲く、いわゆる天然林

です。歌の文句のように、（離れてみてわかる）ふるさとの良さ、コブシの縁が我々を喜

ばしてくれるというふうに楽しみにしておったのです。 

  ところが、ある日突然、それが全部なくなってしまいまして、一斉の針葉樹の植樹が
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されたわけです。それをされた人は、その地域に山林を持つ専門家だったのです。です

から、その方に言わせれば、コブシの木というものは何の値打ちもない、カネにもなら

ん。それよりも、スギやヒノキを植えたらいいじゃないかという発想をされたと思うの

です。その人の山ではないですけど、その方の関係しておられる山でございますので、

それを推進されたら、我々はただ見ているほか仕方がないということになります。 

  このたびの、このトチノキの件についても、材木に使ったり、銘木に使ったりすると

いいじゃないかという考え方と、そんなものに使わなくても、ほかになんぼでも木があ

るじゃないかという考え方もありますし、銘木屋という業者さんは、そういうことで商

いをしておられるのだから、業という人たちを守るためにも認めてあげなければいけな

いという、いろんな問題があります。 

  こういうふうなことをセクショナリズムに考えたら、これは利害が対立してしまって、

どうにも仕方がない。まあ、セクショナリズムの徴たる最高のシンボリックな組織は公

務員の世界なんですけど、公務員の世界の皆さん方にこれをどうせよということになり

ますと、今の話、これは環境問題である。また、文化財問題である。 

そういうふうな切り口になってしまいますが、私は、今大事なことは山林・森林・森・

山という中に文化があるという発想をして、両方の目からこういうものは大切に守って

いこうという思想を生み出していかなきゃいかんと、このように思うのです。ですから、

ふるさとが大切だと思われる方は、大切にされる。森林が大切だと思われる方は、また

水源地が大切だと思います。 

いやいや、そんなことよりもゴルフ場にしたらいいじゃないか。カネにしたらいいじ

ゃないかという方は伐ってしまわれるということですが、今後私たちがこういうところ

を森の文化として大切にしていかなきゃいかんじゃないかという、一つの考え方という

ものを定着させていく必要があると思います。すぐに即効薬はございません。 

しかし、県の森林政策という施策の中で、森の文化というものも守りましょう。カモ

シカも守りましょう。シカも守りましょう。クマも守りましょう。しかし、彼らも我々

に害をしてもらったら困るから、どこかで妥協点を見つけないかんということを考えて

いかなきゃいかんわけです。そういう方策を考えるように、林業政策、森林政策の中に、

森の文化という政策の視点もこれからは取り入れてもらう必要があるんじゃないだろう

か、このように考えてもおります。これは私の意見として申させてもらいたいと思いま

すので、答弁はなくて結構でございます。 
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○議長：ありがとうございます。 

  はい、お願いします。 

○事務局：今、委員からご指摘がありましたとおり、この巨樹・巨木というのはやっぱり

３００年、５００年という歴史と、その文化の上に守られてきたものだと私たちも思っ

ていますので、今のご意見を参考にしながら、今後、私たちの林政の中にもそういった

ものも取り入れて、しっかりと頑張っていきたいと思います。どうもありがとうござい

ます。 

○議長：そのほか、ご意見等ございませんでしょうか。 

  大体、ほとんど賛成というご意見でございまして、特にあとのほうで、文化としても

非常に重要であるということのご指摘がございました。 

審議会では賛成であったという方向で、県のほうで取り組みをお願いしたいと存じま

すが、それで皆様はよろしゅうございますか。 

  はい、ありがとうございました。 

  それでは、２つ目の議題でございます。放置森林の解消に向けた施策の展開というこ

とです。これについては資料の２段目にございますけれども、ご意見、ご質問等ござい

ましたら、お願いいたしたいと存じます。 

  はい。 

○委員：これも非常に大きな問題ですけども、ちょっと教えていただきたいのです。対策

のところに、森林情報の事前調査とか境界の明確化のための現地調査を行う。それを支

援するということになっていて、見込める効果のほうに、間伐等の施業の集約化とか、

間伐材の搬出・利用が促進されるというふうに書いてあるのですが、私はこれが全然結

びつかないですけども、この間を埋める何かがあるわけですね。それを説明していただ

きたいと思います。 

○議長：事務局からお願いします。 

○事務局：その対策の中で、森林情報とございますが、これは実は、まず森林所有者の所

在であるとか、あるいはそのお持ちになっている森林の場所であるとか、そういった基

本的なというか、そういう情報を指しております。 

  今現在、間伐を進める上で、あるいは環境林の推進を図る上で、その客体となってお

ります森林の所有者自身の情報がなかなか不足しているという事態も多々ございまして、

まずはそういうところから積み上げていって、最終的には今進めております施業の集約
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化等、間伐の促進につなげていきたい、こういう考え方でございます。 

○議長：はい、どうぞ。 

○委員：多分そうだと思うのですけども、少なくともその所有者をつかまえていないこと

には何ともならないということだったと思うのです。その上で、所有者に対して間伐し

なさいという指導をして補助する、あるいは、誰かが代わりに間伐をするなり、何らか

の手続をしないと。 

最初の導入も大事ですけども、間伐しなさいと、する気にさせることも非常に大事だ

と思うので、そっちのほうの施策を考えておく必要があるんじゃないか。まずは状況把

握が大事ですけども、そこから進める手段を考えておく必要があると思うのですけど、

いかがでしょうか。 

○議長：はい、お願いします。 

○事務局：ご指摘のとおり、森林所有者の方がいらっしゃって、その方に間伐を実施して

いただくという意識を持っていただくということは非常に大事なことでございまして、

私どもさまざまな間伐を進める上での事業も実施させていただいているところでござい

ます。 

そういったことをあわせて、森林所有者の方が間伐に対する意識を高めていただくよ

うな工夫を、ご指摘のように進めていきたいと考えております。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長：どうぞ。 

○委員：あるいは、危機的な場所というのが多分あると思うのです。そういうところで所

有者にやる気がないのだったら、代執行するような仕組みをつくる必要があるんじゃな

いかと。 

○議長：じゃ、事務局お願いします。 

○事務局：今ご指摘をいただいたのですけが、基本的に明確化の話は、やはり集落単位ぐ

らいでしっかりとお話し合いをしていただくことが一番大事なのかなと。その中で、一

番問題になっているのが、今は境界が確定できないという状況がございますので、地域

をよく御存じの方を中心に、例えば登記簿等で森林所有者をしっかりとつかんで、不在

村地主さんですと、そういう方々にお話をしながらまとめていく。それで、施業につい

ては集約化をして機械化を進め、間伐材を出していくというようにつなげていきたいと

思っています。 
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  ただ、今ご指摘がありました代執行的な点は、まだそこまで行けてないですけど、そ

れが必要であれば、環境林という制度もつくってございます。これは自己負担なしでや

れるような制度がございますので、そういうものも活用できると思います。まずは、み

んなが集まって最初の議論をしていただくところから始めたいと考えてございます。 

○議長：はい、お願いします。 

○委員：それもよくわかります。それも大事なことだと思うのですけども、例えば私の出

身の集落のように、集落が機能しないような田舎では、山があって、家が点々とあって、

この持ち山は誰々さんだけど、どこかへ行っちゃっていると。そういうところが、多分

滋賀県の中の森林、中山間地というか、奥地のほうにいっぱいあると思うのです。 

ですから、間伐したくてもできない。話が湧いてもいないという状況のところがある

んじゃないかと思うのですけど、いかがでしょう。 

○議長：お願いします。 

○事務局：確かに、そういう状況のところがどれだけあるのか。そこまでの情報は把握し

ている訳ではございません。ただ、手入れ不足の林分がどの辺にあるのかという地図情

報は、間伐促進マップでやらせていただきましたので、わかりつつあります。 

ですから、そのあたりを中心に森林組合さんとか地元さんとか、少しでも情報を持っ

ている方を中心として、まずまとまっていただく。その中で事業としてはいろんな事業

があるのです。国補事業もございますし、この琵琶湖森林づくり事業もございますし、

その事業はあるのですけど、それをやるには境界がわからないからできないという面に

おいて、これをとりあえずやっていきたい。 

自己負担金なしでもできるという制度もありますので、いろんな事業を活用しながら、

Ａという手がだめだったらＢと、いろんな手段がございますので、とりあえず境界の明

確化ができれば手の打ちようがある。まず、それをクリアしていきたいということでご

ざいます。 

境界の明確化というのは、国のほうでも大きな問題になっておりまして、いろんな事

業が国のほうでも実はございます。でも、国の事業といいますのは、最初から明確化し

て測量までする一環の事業に対しての支援、それを例えば１年間にするのはなかなか難

しいというのもございますので、そのできないところを今度森林税で使わせていただく、

段階的と書かせていただいたのは、そこなんです。 

例えば、今年は最初に集落会議だけしかできません。その森林情報を収集するとこま
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でしかできません。それに対しても支援させていただこうと。２年が経てばそこで集ま

っていただいて現地へ行く。３年目は測量するという段階を踏んだ事業に対しても支援

していきたいというのが、この事業の趣旨でございます。 

○議長：はい、お願いします。 

○委員：これで最後にします。いろいろ言ったのですけども、やっぱりこれは入口として

大事なことなので、少なくともしっかりとやっていただきたい。これはいろんなところ

でそうだと思うのですけど、農地も実はしっかりとできていない部分がいっぱいあるみ

たいで、どこかで聞いたところによると、全部の申告面積を足すと日本の国土面積を遙

かに突破するような、そういう統計もあるみたいです。 

少なくとも所有地の境界確定、あるいはその面積だとか用途がどうなっているのかと

か、どういう森林なのかとか、そういうことは県としてしっかりと把握していただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

○議長：はい、ありがとうございます。 

  そのほかご意見。はい、お願いします。 

○委員：これはすごく大事な事業だと思うのですけど、今、生きて記憶のある人は、恐ら

く日本じゅうどこでもちゃんとしていないんです。あの大きな岩からあの大木までがう

ちじゃと、そんな感じですね。それを拾っていくのは本当に急がないといけないのです

けど、これはどのぐらいのスパンで考えるのですか。最初の５年ぐらいで聴き取りをや

っちゃうとか、そういうスケジュールみたいなものはできているのでしょうか。 

○吉田：じゃ、お願いします。 

○事務局：スピード感の話になってくると思うのですけど、具体的に何年間ということは

考えていないのです。ただ、今後、木材の利用というのがどんどん増えてまいりますの

で、頑張って出していかなきゃいけないという状況になりますので、この二、三年がそ

のきっかけづくりの勝負かなと。５年ぐらいを目途に、ほとんどのところができるとは

限りませんけど、５年間かけてその境界確定がある程度できればありがたいなと、そう

いうふうな思いを持っています。 

○委員：そうですね。そのぐらいしないと、本当にわからなくなっちゃうんじゃないかな

と。あと、もしできるのであれば、個人個人の、私もそうですけど、田舎に帰ると山が

どこかわかんない。わかんないですよということをアナウンスして、聴いて地図に書い

ておこうねとか、何かそういうのをアナウンスしないと、まさかそんなことになってい
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ると、今の若い人たちは思っていないのですけど、大半のところがそんなことですね。

あそこじゃみたいな、何も思っていないので、やりましょうという呼びかけをぜひやっ

ていただく、もしできるのであればいいなと思います。 

○議長：はい、、お願いします。 

○事務局：そういうところを、やはり森林組合さん中心に、また森林所有者で本当に頑張

っていただいています林研グループさんとか、そういう方々にお願いをいたしまして、

中心的な役割を担っていただきたいと。県も市町もしっかりと頑張っていきたいと思っ

ていますので、どうぞよろしくお願いします。 

○議長：よろしいですか。 

  じゃ、お願いします。 

○委員：一応間伐のことは、間伐で力を入れてもらっていることは大変喜ばしいことです

が、２番目の放置森林について、放置されている山、植林されないで荒れている山とか、

植林されているところにヘキサチューブとか、ポリエチレンの網で囲っていても、シカ

の害などで生育されない山、補助をもらっても、それを健全な山に育てるには１０年ぐ

らいはかかる。それまでにはかなりの資金が要ると思いますので、そこを何とか考えて

いただきたい。 

○議長：お願いします。 

○事務局：シカの害とかで、かなり皆さんご苦労いただいているということは十分私ども

は認識をしておりまして、今、委員からお話がございましたように、チューブでの事業

の補助とか、それから防護柵ということで、私どもの事業としては、そのあたりで支援

をさせていただいているという状況でございます。 

それがなかなかうまくいかずに、また被害に遭うという部分、今後それをまた造林に

して返すという部分につきましても、助成制度等も今の事業の中にもありますので、そ

ういう事業もまた使っていただけたらと思っています。私ども、そのシカの被害とかい

う部分での跡地といいますか、被害が十分あるということは認識しておりますので、今

後そういうものにつきましても、十分注意していきたいなと思っています。 

○議長：じゃ、どうぞ。 

○委員：それは、かなりあちこちにたくさんあると思いますので、一応調査してもらって、

健全な山になるように、できたらお願いしたいなと。 

○議長：はい、お願いします。 
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○事務局：シカの被害で大変ご苦労いただいていることは、先ほどと同じく承知していま

すし、そのために今年から本当にシカの個体数の調整ということで、８,５００頭程度で

すか、駆除していきましょうということで倍増させていただいています。それを３年間

続けて結果を見ながら、１万頭まで減らしていこうというような方針でやらせていただ

いているということでございます。 

今おっしゃっている被害状況につきましても、定点を設けましてモニタリングをして、

その成果も見ながらやっていきたいと思っています。必要があればそれを継続するとい

うことも、この審議会でご審議していただくことになるかもしれませんが、そういう方

向で進めさせていただいております。 

○議長：よろしゅうございますか。はい。 

   お願いします。 

○委員：２番目の放置森林の解消に向けた施策の展開ですけども、先ほどから間伐材のお

話がしきりに出ておりますが、ナラ枯れのことが全く出ないというのがちょっと不自然

かなと思っているぐらいなんです。里山をフィールドにいろいろ保全のほうも取り組ん

でいるわけですけども、かなり深刻になっていると私は思っています。 

  昨日も森林センターで研究発表があったのですけども、その辺の対策というよりも、

せめて一番危険な道路際であったり、隣接した農地であったり、家屋であったり、その

あたりの対策、それと被害木の活用部分とか、どのようにお考えになっているのかなと

いうのが全く見えないので、まずそれをお聴きしたいです。 

○議長：いかがでしょうか。はい、お願いします。 

○事務局：ナラ枯れの被害ですが、平成２１年度で約１４ヘクタール余りです。そして、

今年はまだ確定というわけではないのですけども、昨年の１．５倍、２３ヘクタールぐ

らいの実損面積になっているのかなというふうに見込んでおるところです。 

  中部地域のほうで見ると、昨年と比べて何倍にもなっているところがあるのですけど

も、実態としては北のほうの被害が終息傾向になっています。特に湖西のほうとか、若

干まだ被害は残っているのですけども、余呉から伊吹のほうにかけては、いっときに比

べれば今は被害が見られない。そしてまた、甲賀等の地域ではほとんど見られないとい

うことで、局部的に被害がひどかったというのが、今年の状況かなというふうに認識し

ています。 

  そういう中で、委員おっしゃるとおり、地域の方にとっては非常にショッキングな状
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況が出ております。県のほうでも、その被害の蔓延にも増して、枝張りの大きい樹種が

枯死に至りますので、その枝が落ちるとか、倒木に至ったときの二次被害、そちらのほ

うの対策というのが無視できないと思っています。 

  そのために、県のほうでは様々な関連事業がございますので、それを市町に対する補

助事業という形で実施しております。今現在、市町からそういった目的で事業計画を上

げておられる部分につきましては、県のほうでは全面的に予算を措置する方向で努力し

ているところでございます。 

○議長：いかがでしょうか。 

○委員：ありがとうございます。 

  それとあわせて、先ほどから何年後にどうしたいとかいう話があるのですけれども、

多分行政だけの動きでは本当に遅いと思うんですよね、率直なところ。なので、もっと

うまく地元に密着した活動をしているボランティアさんであったり、ＮＰＯさんであっ

たり、組合さん、そういうところへ連携しながらうまく回していけるようなシステムを

早急に立てていただきたいなということです。 

この間も、森林政策課がされたワークショップがあったのですが、そういうネットワ

ークをぜひ早急に、協議会でも何でもいいですけども、つくって、すぐにでも動けるよ

うなものを構築してもらえたら、私たちはいつでも動ける状態にあるので、ぜひ活用し

ていただきたいなと、この事業で声を大にして言いたいと思っております。 

○議長：その点、いかがでしょうか。じゃ、お願いします。 

○事務局：委員から貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございます。 

ネットワークにつきましては、ようやく県内の森づくり団体等を紹介しています森づ

くりネットというのを１０月１日にホームページ上にアップしまして、現在約５０団体、

県内の森づくり団体を紹介させていただいています。 

これの主な狙いは、各団体間の連絡がとれるように、またどこにこんな団体があるの

か、あるいはこちらでこんな活動をしている団体があるという紹介をしています。現在

は情報収集と登録という手続を進めておりまして、何年かかけて委員のおっしゃるよう

なネットワークができればと思っています。行政だけで滋賀県の山を守るんじゃなくて、

身近な県民の方の自主的な活動というのも非常に重要だと思っていますので、そういっ

た活動を支援する方向で検討させていただきたいなと思います。 

○議長：いかがですか。 
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○委員：はい、よくわかるのです。情報収集と連絡リストづくりでしたら数カ月でできる

ことなので、その先をぜひ急いでほしいなというのが実情です。ありがとうございます。 

○議長：ありがとうございます。 

  はい、お願いします。 

○委員：今の２番の項目ですけど、県民の方も、それから子どもの教育も、県下において

も森に対して目を向ける、森に入る、森を知るということはだんだん広まってきている

と思います。 

  １番のトチノキの問題に類することも、今後似たようなケースがあちこちで出てくる

だろうと思います。それから、文化的なことで考える大事なお話も聞きまして同感であ

ります。その辺から風致、景観までという視点で見てこられて、また類似のようなケー

スも出ると思いますので、ここは森づくり事業でやる場合の軸となるのですか。 

こういうところを技術的にも県民に説得性のある考え方、こういうものは今後ともし

っかり検討評価をして示していただくように、県民が納得して、それはそうだと、森を

維持するというのは、そのための処置かというような技術的な背景も十分詰めて出して

いただきたいという気がします。それは１番のことなんですけど、こういうことは今後

も出てきます。 

ただ、私は最近特に思いますのが、森の問題はそういう関心が含まれましたので、い

ろんな対策もとれます。その対策も専門家じゃなしに、一般の人まで、それはそうだな

ということがわかってきて、間伐は今や子どもでも知る時代になりました。それは対策

であります、処置であります。いろんな大人の智恵でパワーを投入すれば、その問題は

極めて早く解決しますけど、長い間にわたって物を進めるときに、やっぱり一番大事な

のは、私はデータ的な現状把握がすべて事業の根幹だろうと思います。 

その上で、大事なことの優先順位があって予算立てをして、そこで取り組む。そして、

その取り組んだ結果を、評価、解析して、さらにいい方法はないか。そういうことを考

える。これは実行した後の評価と検討、それで次のプランニングに入ると思いますが、

くどいようですけど、その前に、やっぱり一番大事なのは現状の把握だと思います。こ

れは、今、子どもさんたちの森林環境教育をやっておりますけど、将来に役立つ財産は、

やっぱり現状把握だと思うのです。 

今、私どもが下せるのは大人の仕事としての対策系、組織をやります。しかし、長い

間にわたって、将来の子どもさんたちにも、そのシステム調査の結果が活きるのは現状
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把握だと思います。そういうところから、「森林境界が不明確であることが大きな課題」

と表記されておりますけど、私はそういう視点で今や最も大事な課題は森林境界明確化

なり調査だと思うのです。 

子どもさんには、森林教育を小学４年生にされております。十二、三歳ですか、もう

１０年しますと大学に行きますね。多分これだけ教育すれば、子どもさんでも、将来私

は森林とか森林環境に携わる仕事をしたいという人は少なくとも出てくると思うんです

よ。今の森林の環境教育を受けた人が、将来国に関わって働きたいと。そういう仕事に

ついたときに、いや、まだ境界がわからんのやと、手の施しようがないと、１０年とい

うとすぐですね。そのときに残るのかどうか。 

これ、大変な仕事をすることはよくよくわかりますが、やっぱり今の大人が組織系の

仕事をしますけど、子どもたちにとって、日本の将来の森林にとって一番大事なことは、

境界とか調査はここまでいったのやと、これはできなかったということはあっても、そ

れをきっちりやっていただきたいなと。 

最近、子どもさんとか、いろんな人を森に案内していまして、この人たちがいろんな

ことを知ってくれたらありがたいと。しかし、皆さんにとって、県民にとって大事なの

は、やはり現状把握がデータ的にきちっと一歩ずつでも着実に進めること、滋賀県は。

これが非常に大事なことじゃなかろうかと、こんな思いがいたしますので、ここのとこ

ろは本当に大事にお願いしたいなと思います。 

○議長：どうも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ゅうござ

いますか。 

○委員：はい。 

○議長：ありがとうございます。 

  じゃ、お願いします。 

○委員：その他があれば、後でもよかったかなと思うのですけれども、この際お聴きした

いなと思っております。 

私も近くの方たちとも、新聞なんかでいろいろと書かれているので、水源は大丈夫だ

ろうかなという話を聞くのです。この間、三重のほうでも何人か山を買われているとい

うか、その所有権を持たれてきているという話を聞きまして、滋賀県もそう遠い話では

ないんじゃないか。 

先ほどの境界の話もそうですけれども、だれが持っているかもわからない。ひょっと
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したら日本人じゃない方が持たれているかもしれないというような条件下で、この間の

尖閣の問題もあるのですけれども、もう少し危機感を持って、どういう形で今は所有さ

れているのか。このように意識も低い方というふうな書き方がありますので、先ほどの

トチノキの話もそうですけれども、民・民の話ということで放っておけるような問題で

もないのじゃないかと思っております。 

そういうことをはっきりするということは、やっぱり所有者がどうなのか、その大事

な水源を守るのはどのようにしたらいいかということを、人の手に渡ってからでは仕方

がないので、そういうことはきっちりと県民としても考えていかなくてはならないこと

だと思っております。 

その情報ということで、滋賀県としては何か対策なり方向性は持たれているのでしょ

うかと思いまして、ご質問です。 

○議長：ありがとうございます。 

いかがでしょうか。 

○事務局：今、委員のご質問は、特に外国資本ということだと思いますが、１１月末ぐら

いの時点で一度調査をしたことがございます。国土法という法律で、１ヘクタール以上

の売買があった場合は届出しなければならないというのがございまして、そのときに外

国資本が滋賀県の山林を買われている事例があるかというのは調査しました。それには

該当ございませんでした。 

  そのほか、私どものほうで５年で県下を一巡するように、森林の所有が変わった場合

につきまして、各市町さんのほうに出向きまして調査を行っております。  

 その段階でも、まだ外国資本が入ってきているという事実は確認できておりません。そ

れが今の状態でございます。 

 確かにその外国資本といいますのは、今回の議会の中でも質問ございました。そして、

全国的な問題にもなっておりますので、私どもとしても早く情報収集をどうしたらいい

のかということを、とりあえず情報収集だけですが、それを庁内担当者レベルだけでも

集まって、情報収集する仕組みができないかということを検討しているところでござい

ます。 

○議長：いかがですか。 

○委員：意外とこれはゆっくりした話ではないと思うのです。木材を買いに入られている

のか、土地なのか水なのか、よくわからない部分があります。そこにちょっと違うよう
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な会社が入ってきて汚染されていっても、された後ではどう言いようもない状態になっ

てくるかもわかりませんので、やっぱり早くそういう対策を打っていただくように、県

民の一人としましてはお願いしたいなと思っております。 

○議長：ありがとうございました。 

  はい、お願いします。 

○委員：意見ですけれども、特に２番の所有者を明確化するというお話は、さっき説明が

あったのでよくわかったのですけど、国とかいろんな事業で、こういう情報関係の事業

があると思うので、それが進んでいないということなのかなと思ったのですけれども、

よくわかりました。 

  やっぱり所有者までわからないような事態になったということは、それだけ林業によ

って得られるものがない状態が続いて、関心がなくなっているということだと思います。

それは、何も生まないので忘れてしまうというようなことで、ある意味、仕方ないとい

うところもある。 

ただ、値段のこととか考えますと、どうかなというのもあるのですけども、以前のこ

とを考えると、合板とか一部国産の集成材、そちら方面の需要が今非常に動いている。

これは団地化というのを前提にしていると思いますけど、間伐材をうまく出せば消費に

回る。利益になるかどうかわかりませんけど、負担のないような形でできるチャンスで

はあると思う。まさに先ほど、この二、三年が勝負とおっしゃったのが非常に大事だと

思っています。 

そういう面で所有者にも思い出してもらって、実際に間伐事業とか、それを販売され

るとか、そういうことが動いていくと関心も生まれると思います。結局、１番のトチノ

キの問題なんかが起こったのも、やっぱり山への関心というのがなくなっているからだ

と思うのです。 

実際、このトチノキの群落に関しましては、私どものいる南丹市、この新聞記事にも

ありましたけれども、芦生研究林ではトチノキの林とかありますけど、その山の反対側

だと思うのですが、私の知り合いの天然林の研究者に聴いても、今回の話が出るまで知

らなかったと。初めて見てびっくりしたと言う。何人かに聴いて見たのですけど、いや、

知らなかったと皆さんおっしゃるので、研究者も知らなかった。 

その山を持っている人にとっても、価値がなくなっているということで売られてしま

うということにつながるわけで、先ほども委員の方がおっしゃいましたけれども、その
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所有者にしっかり意識を持ってもらう手段といったら何ですけど、間伐材も出していく。

そういうことが所有者への意識を強めることになって、ひいては人工林だけじゃなくて

天然林も守れるように、そういう方向になっていけばいいなというふうに思いました。

意見です。 

○議長：意見ということでよろしゅうございますか。はい、ありがとうございます。 

  では、お願いします。 

○委員：ちょっと次元が違うことを言います。１つだけ、まず初めに。 

 それは、先ほどのナラ枯れの話ですけども、私はふと、こんなことを考えております。

山へ行って、山でじっとしておると秋は秋の山の音、春は春の山の音が聞こえるのです

が、最近、山の中で小鳥の声が聞こえないのです。これは、私は例の鳥のインフルエン

ザ関係のような、ああいうふうな病気が鳥の世界にあって、そして小鳥たちが減っとる

んじゃないか。その結果、変な害虫が異常な発生の仕方をしておるんじゃないか。こん

な思いがちょっとしております。 

 といいますのは、かつて私の家の庭に鳩が飛んできて、ガラスに突き当たって死んだ

ことがあるのですが、そんなことは過去に一度もなかったのです。この鳩はやはり方向

感覚をなくしておるなと思いましたら、例の鳥インフルエンザが大発生しました。今年

も、そういう環境の部分からナラ枯れという部分をちょっと見ていただけたらいいんじ

ゃないかと思いまして、しかるべきときに一遍、研究機関にそういう声もありますよと

いうようなことをおっしゃってもらえればありがたいなと思っています。これは次元の

違う話です。 

 それで、今の２番目の話の関連ですけれども、私は難しい問題があると思いますけれ

ども、日本の森林法の第１条、また琵琶湖の森づくり条例の第１条等から考えまして、

山というものは個人の問題でなく、公共性の高いものであるということははっきりして

おります。 

その一環として、森林法の第４条で森林計画をするということになっておるのです。

森林計画の一番基礎になる部分が森林施業計画ということで、個人がこの計画を立てて

市町村に提出するとなっておりますが、個人の計画を立てておくということと、国が進

めておる集約化施業というものが、私は今、何としても、こういうことでお金が要るか

ら、あの山に手をかける暇がないんだという方が、手をかけて通られないところへ、あ

る日突然集約化施業をしますので、この山を変えてくださいと言われたら、おれの施業
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計画を何としてくれるんだと。これが市町村の施業計画になっておるはずやないかと。 

そうだったら、集約化施策というものと、この森林法の森林計画というものは整合し

ているか、しておらんかという問題が出てくる。そういうことの状況を一遍よく検討し

ていただきまして、集約化施業ということがよい施策であれば、それをうまく合法的に

進めていけるように、そして事と次第によっては、強制的な施策が執行できるような案

配になさったら、私は、当初の目的が達成させるんじゃないだろうかという思いをして

おりますので、この２つの矛盾ということを一遍調べておいてもらいたいなと、これは

大切なことだと思います。 

それから、ちょっとこれは言葉が過ぎるので、お許しいただかねばらなないことがあ

るかもしれませんけれども、個人の施策として本来やっておればよかったものが、今、

公の施策に変わるという大きなものが我々の周辺にあるわけです。これは自分たちの親

を、高齢者を福祉的に面倒みるということなんです。昔は親孝行ということでやってお

ったのですけど、今は行政の仕事になっておるわけです。 

今の時代に自分たちの親の面倒がなかなかみられない状態であるのに、なぜ山の面倒

をみられますかということなんです。至って簡単なことです。まして、山の境界といっ

たら自分だけのものじゃない。相手の問題があるのだということになりますと、山の境

界を決めるということは、親の世話をする福祉の世界から見ても遙か遠い存在であると

いうことになりますから、簡単に解決のできる問題ではないと思うのです。 

ですから、これもまた抽象的な結論を私は言いたいのですけれども、先ほどの文化の

話と一緒で、今登録をせよといっても、する気のない人にはできない。仮にする気があ

っても、私の施業計画はこうなっていますから、しませんと言われたらそれまでです。

実際問題、私の地域で我々が手の届かないような偉い方がおられまして、その方の山の

境界もわからないという状態になっています。もうじき文化勲章に手の届くような方が

おられますけれども、その方の山もどうにもならんという状況になっています。 

ですから、私は境界を決めるということは大切なことですよということの意識をみん

なが持ってもらう。そして、これが原点で琵琶湖の水質を守れますし、大気のＣＯ２も

きちっと守れますよということの運動を展開する必要があると思いますので、私は森林

政策を進めていかれる上において、境界をみんなできちっと確認しましょうというＰＲ、

あらゆる手段を使ってこのＰＲを本格的にやってもらって、これが森林組合任せであっ

たり、林研グループ任せであったりではちょいとまずいんじゃないかと、こんな気がい
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たしますので、ご検討願いたいと思っております。これは私の意見です。 

○議長：ありがとうございます。 

 それでは、２番の放置森林の解消に向けた施策の展開につきましても、県がこれから

進めていただければというふうな賛成のご意見があったかと思いますが、特に山の境界

の明確化をお願いしたいということでございます。そういうことも中心にしながら、い

ろいろと施策の取り組みをお願いしたいと存じます。 

 最後に３つ目の施策の検討でございます。県産材の利用促進に向けた施業の展開でご

ざいます。これについて、ご質問やご意見等はございませんでしょうか。 

 はい、お願いします。 

○委員：この対策というところで、「適切な仕分け等の取組への支援を行う」と書いておら

れるのですけど、例えば具体的にどういうことなのか、補助金を出すとか、税制のほう

で何とかすると、そういうことですか。 

○議長：はい、どうぞ。 

○事務局：今、検討中ではございますが、ここにありますように県産材を利用していこう

と思えば、実は現状として委員もよく御存じだと思いますが、要するに建築材として県

産材を使っていこうとしても、県内で建築材がなかなか手に入らないという状況にある

というのはよく御存じだと思います。 

  そういった中で、「現状と課題」のところに書いておりますように、やはり木を利用し

ていこうと思えば、建築材は建築材として利用していく。建築材に利用できないものに

ついては、合板とか集成材の工場に出荷していく。そういったものにも使えないものに

ついては、チップとして燃料とか製紙のほうに回していくというようなことをする必要

があります。 

そうすることによって、初めて建築用材としてきちっと流れていくという状況が生ま

れてくると考えております。何らかの形で流通を担っていただけるところに、こういっ

た支援をできたら、その部分で建築材用のＡ材もしっかり区別されて流れていくんじゃ

ないかなというようなことを考えておりまして、それに向けて検討をしているところで

ございます。 

○委員：それで、Ａ材とかＢ材、Ｃ材とあると思うけども、県がやっておられる予算の関

係もありますけども、山と流通との間で今の補助金の枠だと、ここに書いておられるび

わ湖材云々ということが本当に普及するかどうかというキャパの問題からいうと、ちょ
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っと少なすぎるので、県のほうでもっと大々的に、補助金のことになりますけど、補助

金を出していただけると、山も活性するし、流通のほうも活性して、ある一部の森林所

有者の問題とか、そういうことも解決できると思う。 

それは県全体の予算の問題もあるので、びわ湖材だけのことで云々言っていても話が

始まらないかもしれませんけど、もう少し枠を広げてもらう方向で毎年、毎年積み立て

ていっていただけたら、もっともっと活性化すると思うんです。あくまでも流通側から

の話ですけど、その点、どうですか。 

○議長：どうぞ、お願いします。 

○事務局：委員とは、普段からいろいろ情報交換させていただいている中で、そういう情

報もいただいておりますが、実は滋賀県の特徴といたしまして、もう一つここにありま

すように、公共建築物等で木材を使っていこうと思っても、結局、それに対する供給が

できない。加工品、製材品は供給できないという問題が滋賀県の現状でございます。や

はり滋賀県の特徴といいますのは、滋賀県の中には大きな、例えばＪＡＳ製品が製造で

きるような工場はございません。ＪＡＳ製品に対応しようと思えば、県外周辺には三重、

岐阜、京都、福井、全てどこでもＪＡＳ製品に対応できる合板も含めて、そういうとこ

ろがございます。そういったところと連携しながら供給していく道筋なり、仕組みをし

っかりとつくるということも必要だと考えております。 

今、びわ湖材の話がございましたけども、びわ湖材の認証につきましても、そういっ

た部分で新しい方策といいますか、県外の製材事業体との連携というような仕組みの中

で、びわ湖材というのもできないかなということで検討しております。それが皆様の合

意が得られましたら、そういったものについても進めてまいりたいと検討しているとこ

ろでございます。 

○委員：今、やっておられるのは合板とか、そういうことも含めてのことですね。 

○事務局：含めて、でございます。 

○委員：確かに、県産材で学校の構築物をつくるとか、家の構造体の材料をそろえるとい

うと多少難しいところがあると思います。だから、今おっしゃっている合板とかチップ

材とか、いろんなことで滋賀県の森林の木がびわ湖材に認定されるような制度をもっと

もっと広げてもらったら、活性化すると思います。そこのところをお願いしておきます。 

○議長：ありがとうございます。 

  そのほか、ご意見ございませんでしょうか。じゃ、お願いします。 
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○委員：３番の施策の位置づけと、森林審議会の評価・意見等の２つのところで、学習机

に限らず、広く間伐材を活用した木製品を増やすとか、学校はもちろんですけど、それ

以外の購入採用先の拡大、こういうことを考えることが大事ということ、これは私が意

見で申し述べたと思いますし、このような位置づけに供されていることに感謝するので

す。 

ただ、これを何とかしたいというだけでは、なかなか物になりませんので、こういう

ところで提案するのは、審議ですから、場違いであれば上らなくてもいいのですけど、

一つの方法として県民税をこういう形でとって、よく動いてきた本県としては、この間

伐材の利用拡大をどのように考えるかというのは、やっぱり智恵を絞って多くの人の意

見を思い切り集めると。そして、意欲を結集していい商品をつくると、用途も考えてい

くと、これはやっぱり県民レベル全体で考えていくというほうに結びつけてはどうかと

思います。 

一つは、先般も森林ボランティアの団体交流の仕組みが採用されました。それぞれに

目的と考え方を持ってボランティアに参加されておりますけど、あの中で、共通テーマ

として必ずやるというのに、間伐がないのですね。私が見ていましたら、ボランティア

は、うちはこのゾーン、ここで、こういうことをやっているけど、間伐を考える、アイ

デアを考えるかが共通していないのですね。これはもったいないと。 

せっかく、そのための活動エネルギーで人が広がっているのに、多くの人が頭を使っ

て、智恵を絞ればいろんなアイデアが出てくると思うのですよ。そういう間伐を本県で

どういうものが考えられるか。これはやっぱり皆さんで考えていくというのが今後運動

論として大事でないかと、そういうことを支援するエネルギーを高めていくと、こうい

う施策も一つ欲しいなと思いますし、大事だと思いますね。私もそこへ心がけたいと思

います。 

それと、これは超アイデアかもわかりません。例のレイカディアの講座がありますね。

いろいろ歴史がありまして、課題もあって、最近また復活ということになりましたが、

ああいう仕事を終えられて、多方面でいろんな事業経験、社会経験をされた方が、ああ

いうところで学びの集まりを持っておられる。ああいう中に、森林に関する講座がない

のですね。園芸はたしかあったと思います。県のお金でいろんなことを教えてもらって

やっていくのは非常に大事ですけど、県のお金を使うことは、やっぱりそこから県にも

役立つものが、個人の生活じゃなしに、県に役立っていくようなものも、燃えるような
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ことがあってもいいのではないかなと。 

そう思いますと、森のことを考えたり、間伐材をいろいろ商品開発したり、用途を考

えたり、講座じゃないですけど、そういうようなことも森林ボランティアの人が共通の

項目として間伐製品を開発する。こういうような多くの人の知恵、間伐の需要、用途拡

大をアイデア的に考えて、それをまとめていろいろ考えていくと。こういう運動論も、

今後多くの県民の、余暇で十分智恵のある人がありますので、そういう学びの場とかボ

ランティアの場でも共通して間伐のありよう、使い方を県民挙げて考えていくと、こう

いうことも一つの方法として具体的に広げるということでいいんじゃないかと思います。

その辺ひとつ何とかしたいと皆さん思っているのですけど、県の方もそうだと思います

けど、そういうことについて、それはちょっと無理だということがありますでしょうか。

質問と意見です。 

○議長：いかがでしょうか。はい、お願いします。 

○事務局：間伐材の利用というのは出口の部分ですごく大事な話だと思います。私たちも

間伐材利用に関しまして、その製品開発の研究とか、そういうものに対しても、この新

税を充当した支援をさせてもらっているのが１点です。 

それと、県民の皆さんからの意見を募るということで、それぞれの地域に流域森林づ

くり委員会という組織を立ち上げてございまして、その中ではいろんな間伐の利用方法

とか、各流域森林づくり委員会で、地域の特性を活かした活用方法を議論していただい

ています。 

  今年は、一度そういう皆さんに集まっていただいて、いろんなご意見をいただいた中

で、やっぱり共通課題を持とうじゃないかというようなご意見もいただいていますので、

そういったところを間伐材の利用ということに絞って協議をするとか、いろんなことで

考えていきたいと思っています。 

  それから、レイカディアの講座の中に林業に対するものがないということは、私もそ

の辺は知りませんでした。申し訳ないです。広く県民の皆さんに知っていただくという

ことは大事なことだと思いますので、ぜいまたそういうものを働きかけていきたいと思

います。 

○議長：よろしゅうございますか。 

  追加ですね。 

○事務局：今のお話の中に、間伐そのもののことも言っておられたと思うのですけども、
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森林組合のプロの方でも間伐に際しては死亡事故につながるような、やはり林業労働と

いうのは厳しいものでございます。 

  そういった中で、ボランティアの方に本当に搬出まで考えた間伐をやっていただくと

いうことに対して、簡単にはいかないんじゃないかなというふうに考えています。その

あたりは、やるにしても考えていく必要があるかなと思います。 

○議長：ありがとうございます。 

はい、お願いします。 

○委員：材の有効利用ということで、資源の利用ですが、間伐材だけではありませんけど

も、曲がり材とか捨てられているものがたくさんあると思います。曲がり材とか、虫が

食ったものとか、そういうものを有効利用として薪ストーブの普及にもっと力を入れた

らどうかなと思っております。 

○議長：どなたか。じゃ、お願いします。 

○事務局：特に曲がりの部分でございますね。実は、有効利用の中で、一本の木から、曲

がっている部分は何に使う、垂直の部分は何に使う、先端部分は何かに使うと。一つを

無駄なく使うということが必要でございまして、先日も合板工場の方に来ていただいて、

合板に使うのなら、どういう利用の仕方がいいかという勉強会もさせていただいた中で、

やっぱり曲がりの部分は、チップとして、ペレットとして燃料に使うというのが、地球

温暖化対策という部分からも一番有効な話かなと考えています。 

  ただ、ストーブの普及につきましては、こういった利用を含めまして、何か支援の方

策ができないかと検討しておるのですが、そのストーブは買っていただいたが、安定的

な薪の供給をどうするか。特に、薪の場合は保管が大変でございまして、県の事業者で

見ますと、要するに契約をしておいて、いついつには配達をしますよと、そういった仕

組みの中での薪の販売は可能だけども、個人の家に薪を一冬分積んでおくということは

不可能な部分がございますので、そういったいろんな仕組みも含めて検討する余地はご

ざいます。 

ただ、ストーブとして使っていただくのも一つの使い方でございますので、そういっ

たことについても検討はし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、ありがとうございます。 

  はい、お願いします。 

○委員：２番と３番に共通してお願いですけど、２と３の課題を進めていくに当たって、
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最初にお話にもありました低コスト作業システム、境界を明確化して、団地化して、低

コスト作業システムというふうになってくると思うのですけど、作業路網をつけた山が

どうなっていくのかということについて、どうもまだはっきりしたことがわかっていな

いと思うんですよ。 

どんどん、計画のほうにも作業路網の整備と書いてありますけど、進んでいくと思い

ます。その中には、斜路がきついところや、そういうところでもやっていかれると思う

のです。それで、車道がどうなのかとか、路網との間隔がどうなのかというようなデー

タをこれからとっていってほしいなと思います。いろいろなパターンでモニタリングを

していって、これぐらいしかする事項がないので、やらざるを得ないと思うのです。 

これをやっていって山が崩れてしまったら仕方がないので、まだまだはっきりしない

ですから、モニタリングの仕組みも同時に走らせていただいて、こういうところでやっ

たらいけない、こういうところならいいと、車道がこのぐらいだったら間隔はこのぐら

いだとか、そういうモニタリングのシステムを一緒に走らせてほしいなと思います。   

  もう一つは、ナラ枯れの話に戻って、私は湖北で見ていて、１０年ぐらい前は危機感

を持っていたのですけど、５年ぐらいしたら終息してきて、今はもうほとんど終息して

いるのです。何が起こったかというと、今はナメコです。この４年ぐらい毎年ナメコを

嫌というほど食べさせてもらっているのですけど、考えようによってはそういう面もあ

るんですよね。 

  何年か経つと、大木は皆枯れるし、若いのは残るんですね。それで、遷移みたいなも

のが進んだころからナメコの恩恵もあるので、危険木はもちろん良くないですけども、

そうでもないところは残しておいて、何年か後にナメコは祭りとか、そういうことを湖

北のほうで経験したのが一つです。 

  それと、先ほどの薪ストーブで、我が家は薪ストーブですけど、非常にいいものです。

ぜひとも宣伝していただきたいのですけど、実際薪ストーブを使っていると、その薪を

どうやって入手するかというのが非常に困難ですね。山で無駄になっている木は見える

んだけど、それをどうやって消費者である私たちのところに運んでくるのかというのは、

全然何の仕組みもなくて四苦八苦しております。ぜひよい案があれば考えてください。

頑張ってこれからも薪ストーブを使いたいと思います。 

○議長：はい、お願いします・ 

○委員：ナラ枯れは置いておきます。薪ストーブのお話が出たので、ちょっとつけ加えさ
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せていただきます。この２６日に実は比良里山クラブのほうでワークショップをやりま

す。ユーザーさんがほとんど来られます。皆さんが抱えておられる問題というか、課題

は薪の調達をいかにするか。そこで、私が今考えているのはナラ枯れの材を活用してい

けないかということで、うまくいけば流通まで持っていきたいという思いを持っており

ます。 

  これは、まだまだこれから検討材料がいっぱいあるのですけども、やっぱりそうやっ

て何か自分たちにかかってくることがないと、人って動きませんよね。逆に、そのパワ

ーはすごいです。 

今ボランティアでは限界があるというお話もあったのですが、かなりスキルもアップ

してきています。そういう薪割りクラブさんみたいなところが幾つか出てきていますし、

そういった方たちのエネルギーといいますか、スキルとかそういったものをいかにうま

く回していくかというのが、一つ私たちの出口であったり、入り口であったり、どっち

かわからないですけども、そういうことも今考えているところです。 

○議長：どうもありがとうございます。今のは、ご意見ということでよろしゅうございま

すか。はい、ありがとうございます。 

  はい、お願いします。 

○委員：ちょっと予定された時間で、申し訳ないです。 

  こういう形で地球温暖化のために間伐材を利用するということですけど、要は他地域

の問題で、間伐材をある時期に一時に出ると、そのために逆に材価が下がったというこ

とがあって、そのとばっちりが極端にいうと、福井に材を出すなというような話なんか

近畿の地域であるのですけど、それは逆にこれだけ県産材を出すんだと言って、結果的

に利用がなくて、要はダブって材価が下がるとなると、せっかく取り組んだのに本当に

水の泡に帰すような感じになってしまうものですから、ちょっとお願いなんですけど、

間伐材利用の出口の部分はしっかりとお願いしたいなと思うんですね。 

  結局、元も子もなくなってしまうと、せっかく取り組んだ意欲まで落ちてしまいます

ので、だから木材というのは非常に利用の範囲はあるのですけど、すぐ他のものに変わ

るというものであって、なかなかその良さが認められているのに定着しないということ

もありますので、その利用拡大というのは非常に難しい面もあるのですけど、いろいろ

知恵を絞ってお願いしたいなと、お願いですけど。 

○議長：はい、ありがとうございました。 
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  じゃ、お願いします。 

○委員：報告というか、ちょっと宣伝かもしれませんけれども、県のほうから「ほんまも

ん住宅」ということでさせていただいております。その第１号が、この間、完成見学会

をさせていただいたのです。それは、滋賀県内で各グループがありまして、その中に設

計屋と施工屋と林材関係の人たちがおりまして、３者で一つの建物を建てると。それで、

ある程度の基準以上ということで「ほんまもん住宅」と命名させてもらっているのです。 

それで、私のほうは床材ももちろんスギですし、天井の資材も全部スギで、全部あら

わしで丸太を使ってというような形で、県産材が７割余り、県外が３割近く。あとは、

この間も笑っていたのですけれども、本棚と扉だけ建具屋さんが間違って米ヒバが入っ

てしまったと。外材は、その１カ所だけです。 

だから、住宅はみんなそういう地域に意識のある人が頑張って建てれば何とかなると。

それが何戸も重なってくれば、やっぱり県産材に回っていくということで頑張りたいと

思います。そのような広報も、この間、中日新聞に載せていただいたのですけれども、

全然知らない方が何人か来られまして、やっぱり住宅難やなという話になりましたので、

いろんな角度からコマーシャルもしながら、そういうふうに頑張っていきたいと思って

おります。 

○議長：よろしくお願いします。 

じゃ、お願いします。 

○委員：時間も押しているので、２点だけ。 

  ナラ枯れの問題ですが、非常に深刻で、よく見えるので大変な問題なんですけども、

やっぱり長期的なビジョンで燃料化するということを考える必要があると思いますね。

確かにナラ枯れの木をストーブに使うというのは緊急対策としてはいいと思いますが、

非常に大変なんですね。大径木で、しかも奥にあったら出せないですから、本当言った

ら薪炭林として１０年、２０年の伐期でやっていけば素人でも危なくなく伐り出せるわ

けですから、そういうシステムをつくるようにするべきだと思います。それが一つです。 

  それから、もう一つは、これが受け入れられるかどうかわからないですけども、日本

の農地でも森林でもそうですけども、所有者というのは非常にエゴイストなんですね。

どう使ったっていいじゃないかという歴史的な伝統があるみたいですけども、最近はち

ょっとずつ変わっていると思うのです。森林を持つということの権利もあるけども、義

務もあるというか、森林を持つということで景観に対して貢献するとか、環境に対して
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寄与するべき、そういう義務があるということにだんだん日本全体が気づきつつあると

いう気がするので、ぜひその辺をアピールしていただく。そうすれば、例えば１番の問

題もそうですし、２番の問題も積極的に所有者に働きかける、そういう哲学になってい

くんじゃないかなと思います。権利だけじゃなくて、義務が大きくなってきていると思

います。以上です。 

○議長：はい。今のはご意見ということで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、ございませんでしょうか。 

  それでは、３番目の県産材の利用促進に向けた施業の展開も、方向性としては大方ご

賛成ということでございますので、取り組みをお願いいたしたいと存じます。 

  ほかに、ご意見等はございませんでしょうか。 

  はい。 

○委員：先ほどのシカの問題ですけど、山からの声としてちょっとお願いします。 

  今、猟期に入っていますけど、１１月から２月いっぱいですから、その間に銃を持っ

ている方がだんだん高齢化して人数が少なくなってきて、ほとんど里山を中心に猟をや

っておられて、そのシカが追われて山へ逃げ返ってくる。それで、冬じゅう食べ物が無

くて、皮を剥いだり木を食害したりするのが非常に多いということで、罠の方が猟期の

間にシカを捕っても後の処分に困るので、補助金も付かないしということを言っておら

れるので、何とかしてもらえないかなと。 

○議長：いかがでしょうか。お願いします。 

○事務局：これは林業とはちょっと違うので、自然環境保全課の仕事になる訳ですが、今

年度は猟期中については補助金が付いていませんが、少しその制度も変えていこうと検

討されているのを少し聞いていますので、またその部分は自然環境保全課のほうに、そ

ういう意見もあったということをお伝えしておきます。 

○議長：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。 

  ほかにございませんか。はい、お願いします。 

○委員：２番の件で、境界の明確化というのは林研さんに頼ってというようなことをさっ

き言われましたが、私も何人か村の中に林研さんがおられるし、皆さんに一回相談して
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と思うのですけれども、そういうことを立ち上げた時に、県のほうから応援というか、

どこへ連絡していって、どのように聴いたらいいのかというようなことも教えてほしい

のです。 

○議長：いかがでしょうか。はい、お願いします。 

○事務局：境界の明確化については、やはり森林をよく御存じの所有者、林研グループさ

ん等を中心にいろんな情報を出していただきながら、やっていただきたいなと思います。

その中で、私たちとしましては、森林整備事務所がございますので、そこを中心に、ま

た森林組合さんと市町さんと一緒になりまして、お願いにあがるようなシステムになろ

うと思いますので、どうかそのときにはご協力のほど、よろしくお願いをしたいと思い

ます。 

○議長：よろいしゅうございますか。はい、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、本日の各委員からのご意見を参考としていただ

き、琵琶湖森林づくり事業の施策展開に活かしていただけたらと存じます。 

  以上をもちまして、本日の議事を終了いたしますが、ほかに何かございますでしょう

か。 

  無いようでしたら、事務局へお返しいたします。 

本日は活発にご議論いただきまして、誠にありがとうございました。 

 

６ 閉 会 

○司会：会長、委員の皆様、大変ありがとうございました。 

  本日、ご審議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ていきたいと思ってお

ります。委員の皆様には、長時間にわたりまして議論いただきまして、大変ありがとう

ございました。 

  それでは、以上をもちまして、第９２回滋賀県森林審議会を終了いたします。 

どうもありがとうございました。 

〔午後 ４時１５分 閉会〕 

 

 

 


