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第９１回滋賀県森林審議会 

平成２２年９月１日（水） 

 

【司会】  それでは、ただいまから第９１回滋賀県森林審議会を開催いたします。 

 本日の審議会は、委員数１５名、現在出席いただいている委員が１０名、１名遅れて来

られるということで、森林審議会運営要領第２条第４項の規定によりまして、過半数の委

員のご出席をいただいており、会議は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、末田琵琶湖環境部技監よりあいさつを申し上げます。 

【あいさつ】  失礼をいたします。森林政策課長の末田でございます。どうぞよろしく

お願いをいたします。 

 第９１回の滋賀県の森林審議会の開催に当たりまして、一言ごあいさつをさせていただ

きたいと思います。 

 本日は、公私ともに大変お忙しい中、また、残暑大変厳しい中、当森林審議会にご出席

を賜りまして、まことにありがとうございます。平素は、滋賀県の森林・林業行政の推進

に格別のご理解とご協力を賜りまして、あわせまして、この場をおかりしてお礼を申し上

げたいと思います。 

 さて、平成２１年１２月に、国において、我が国の森林・林業を再生していく指針とな

る「森林・林業再生プラン」が作成されてございます。プランの基本理念は、森林の有す

る多面的機能の持続的発揮、それから、林業、林産業の地域支援創造型産業の再生、木材

利用、エネルギー利用拡大による森林・林業の低炭素化社会への貢献の道が示されている

ところでございまして、具体的には、路網の整備、施業の集約化、必要な人材の育成など、

効率的で安定的な林業経営の基盤づくりを進めることによりまして、１０年後に、我が国

の木材自給率を５０％以上に高めていくということを目指してございます。 

 現在、農林水産省の中に５つの検討会を設けまして、具体的な検討が行われている状況

でございます。その詳細は、まだつまびらかにはなってございませんが、県といたしまし

ても、情報を収集しながら、国の動きに適切に対応してまいりたいと考えているところで

ございます。 

 また、本県におきましても、平成１７年度に策定いたしました「琵琶湖森林づくり基本

計画」は昨年で５年を迎えましたことから、中期目標であります「戦略プロジェクト」を

中心とした見直しを当森林審議会にお諮りいたしまして、６回にわたるご審議をへて答申
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をいただきました。今年２月に基本計画の改定を決定したところでございます。その節に

は本当にありがとうございました。 

 本年度からは、急がれる県産材の安定供給体制の整備と地球温暖化防止、森林吸収源対

策による森林の保全整備の推進ということをテーマとして、琵琶湖と人々の暮らしを支え

る森林づくりに取り組んでいるところでございます。 

 さて、本日の森林審議会でご審議いただく案件につきましては、「平成２１年度琵琶湖森

林づくり基本計画の点検評価」についてでございます。委員の皆様には、これまで基本計

画の主要施策における指標や数値目標の達成度、及び事業の推進状況について、点検、評

価をいただいており、県は毎年その評価の結果を施策の改善に反映することに努めながら

基本計画の推進を図ってきたところでございます。 

 きょうも委員の皆様方の忌憚のないご意見をちょうだいしたいと存じますので、よろし

くお願いを申し上げまして、開会に当たりましてのあいさつとかえさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

【司会】  それでは、早速でございますが、本日の議事に移らさせていただきたいと存

じます。 

 議長につきましては、運営要領の第３条に従いまして、会長にお願いし、議事を進めて

いただきたいと思いますので、吉田会長、よろしくお願いいたします。 

【会長】  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

会の公開の取り扱い方針」に基づきまして公開とさせていただきますので、ご了承をお願

いします。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。 

 次に、本日の議事録の署名人を指名させていただきます。浅香委員、よろしくお願いし

ます。中本委員、よろしくお願いします。浅香委員、中本委員、どうかよろしくお願いい

たします。 

 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平成２１年

度実績の評価」についてでございます。 

 予定終了時刻は午後４時となっておりますので、議事の円滑な進行につきまして、よろ

しくお願いいたします。 
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 本審議会での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２１年度の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、事務局から資料のご説明等をお願いいたします。

どうぞよろしく。 

【事務局】  それでは、事務局より、まず、資料のご確認、ご説明等をさせていただき

たいと思います。 

 初めに、お手元の資料の確認をお願いいたします。 

 まず、「第９１回滋賀県森林審議会次第」と書かれました１枚のペーパーでございます。

それから、次に、資料１、各基本施策に対する森林審議会委員からのご意見をお預かりし

ておりますＡ３版の資料１とした横長のペーパーでございます。それから、資料２、「平成

２１年度実績点検評価シート」、事前にお配りさせていただきましたこの横長のシートでご

ざいます。それから、資料３といたしまして、「平成２０年度実績の評価点検シート」、全

面が埋まりました評価シートでございます。 

 それから、１枚、Ａ４版で、「子どもたちの作文より」と書かれましたペーパーでござい

ます。それから、パンフレット類でございます。「琵琶湖森林づくり基本計画２００５～２

０２０」と書かれた概要版のパンフレットでございます。それから、同じく「琵琶湖森林

づくり基本計画」（改訂）と書かれております冊子でございます。それから、「目で見る森

林・林業」、でございます。それから、「琵琶湖森林づくりガイド」、このパンフレットは平

成２２年度版でございます。それから、「しがプラスワン」と書かれておりますこの冊子で

ございます。これは本日９月１日付けで県内の各家庭に折り込み配布している県の広報誌

でございます。１０月の水源の森づくり月間ということで、森林の特集記事を掲載してお

りますので、資料として添付させていただきました。 

 お手元のほうにございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、座って説明させていただきます。 

 次に、委員の皆様にあらかじめお送りしておりました資料の中で、一部訂正がございま

す。恐れ入りますが、資料２でございます。「琵琶湖森林づくり基本計画進行管理及び基本

指標達成度に対する点検評価シート（案）」、Ａ３の横長のシートをごらんいただきたいと

存じます。 

 この資料の２枚目、裏面でございます。 

 県民協働による森林づくりの推進の中で、縦の列で中ほどに位置しております実施目標
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達成率のところでございますけれども、当初お送りさせていただいた資料では６３％とし

ておりましたが、達成率の計算が誤っておりまして、実際には点線で吹き出しのように書

かれておりますところの下線部のところでございます。１１１＋８６を２で割りまして、

前回お送りした資料では６３％となっておりましたが、正しくは９８.５％、四捨五入しま

して９９％の誤りでございました。訂正させていただきます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 さて、昨年１２月より当審議会の委員として新たに５名の委員にご就任いただいており

ますこともございます。基本計画と点検評価の目的などについて、この場をおかりしまし

て、簡単にご説明申し上げたいと存じます。 

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

いうパンフレットがございます。２００５から２０２０と書いたこのパンフレットでござ

います。これをご覧いただきたいと存じます。 

 見開きページを見ていただきまして、その左側でございます。 

 森林の多面的機能の持続的発揮によりまして、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、「琵琶湖森林づくり条例」を施行いたしました。さらに条例の

理念を実現するために、「平成１７年４月に琵琶湖森林づくり基本計画」を実施、施行して

おります。 

 この基本計画は、平成１７年度から平成３２年度までの１６年の長期計画でございまし

て、その中身といたしましては、１つには「環境に配慮した森林づくりの推進」、２つ目に

は「県民協働による森林づくりの推進」、３つ目には、「森林資源の循環利用の促進」、そし

て、４つ目には、「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て

おります。また、さらに、この中には、５年を目途といたしまして、中期的目標でござい

ます戦略プロジェクトを定め、森林づくりの着実な取組を目指しております。 

 基本計画を進めるための事業といたしましては、木材生産を中心とする林業の振興や治

山等の防災事業など、既存の事業を実施する従来事業で実施する事業と、それから「琵琶

湖森林づくり県民税」を活用いたしまして、環境重視と県民協働という新たな視点に立っ

て取り組む「琵琶湖森林づくり事業」の２つを両輪で展開する森林づくりということで取

り組んでおります。また、さらに「琵琶湖森林づくり県民税条例」を平成１８年度から施

行させていただいているところでございます。 

 次に、このパンフレットの後ろのページをご覧いただけますでしょうか。 
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 基本計画の推進体制といたしまして、進行管理と点検評価、を謳っております。ここで

は、毎年度、基本計画の事業の進行状況を点検して、滋賀県森林審議会において事業の効

果や施策の方向性を評価いただくことと定められており、具体的には、先ほどご覧いただ

きました資料２の「点検評価シート」に基本計画の進行状況を取りまとめさせていただき、

その内容をご評価いただき、その意見を踏まえまして、今後の施策の取組に反映させてい

こうとするものでございます。 

 本日は、平成２１年度の実績に基づきます「点検評価シート（案）」に対する評価のため

のご審議をいただくものでございます。 

 なお、審議会でのご意見をもとに最終的に取りまとめさせていただきました「点検評価

シート」は、県のホームページなどを通じまして、広く公表することとしております。ま

た、平成２１年度、昨年度は基本計画が施行後５年目を迎えまして、中期的目標でござい

ます戦略プロジェクトを中心に、森林審議会に社会環境情勢の変化を踏まえた見直しにつ

きまして答申をいただき、平成２２年２月に改定をさせていただきましたところでござい

ます。 

 平成２２年度以降の実績につきましては、昨年度の見直し後の各施策目標に沿った点検

評価をいただくことになりますが、今回は平成２１年度の実績で、平成１７年度策定当初

の目標に沿った評価となりますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、関連する事案として、今年度は「琵琶湖森林づくり県民税条例」が施行後同じく

５年目を迎え、条例の附則規定により、条例の施行状況や社会情勢の推移等を踏まえて、

その検討を行うこととなっております。このため、新たに外部委員を交えました検討会を

今年６月に設置し、現在は議論をいただいているところでございます。 

 それでは、次にお手元の資料２の「琵琶湖森林づくり基本計画進行管理及び基本指標達

成度に対する点検評価シート（案）」の内容について、簡単にご説明いたします。 

 まず、１、「環境に配慮した森林づくりの推進」です。ここでは、特に、琵琶湖の水源と

して重要な滋賀の森林が多面的機能を持続的に発揮できるような森林の管理の推進、それ

から、人工林の特性に配慮した森林整備の推進、それから、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いたしまして、平成３２年度を目途とする基本指標と平成２

１年度を目途とする実施目標、この２つを定めておりまして、これに対する事業実績を達

成度として表現をいたしまして、できるだけご覧いただきやすいように努めているところ
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です。 

 主な施策といたしましては、従来から進めております治山事業や造林事業、それから、

「琵琶湖森林づくり県民税」を活用して取り組んでおります環境林整備事業や里山リニュ

ーアル事業などを実施しております。平成２１年度におきましては、全体といたしまして

は、基本指標達成度で３０％、実施目標達成度で１４５％となっております。 

 次に、その裏のページでございます。２の「県民協働による森林づくりの推進」でござ

います。 

 ここでは、県民の主体的な森林づくりへの参画の促進、里山整備・利活用の推進、それ

から、琵琶湖水源の森の日、琵琶湖水源の森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。主な施策としましては、みんなの森づくり活動支援事業や協働の森づくりの

啓発事業などを実施しております。全体といたしましては、基本指標達成度は６５％、実

施目標達成度は９９％となっています。 

 次に、その裏のページ、次のページでございます。３、「森林資源の循環利用の促進」で

ございます。 

 ここでは、県産材の利用促進と森林資源の有効な利用の促進のため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や森の資源研究開発事業

などを実施しております。全体といたしましては、基本指標の達成度は１０８％、実施目

標達成率は１４１％となっております。 

 それから、最後でございます。裏のページでございます。 

 ４番目の「次代の森林を支える人づくりの推進」でございますが、ここでは、森林所有

者等の意欲の高揚、それから森林組合の活性化、森林環境学習を推進するための施策に取

り組んでおります。主な事業としましては、林業技術研修、森林組合振興対策、森林環境

学習「やまのこ」事業などに取り組んでございます。全体としましては、基本指標の達成

度は５０％、実施目標達成率は９４％となっております。 

 以上、まことに簡単ではございますけれども、資料の説明を終わります。どうぞよろし

くお願いいたします。 

【会長】  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。この件につきまして、ご質問等はございませんでしょうか。今のご

説明に対しまして、何かご意見等はございませんでしょうか。 
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 もし何かございましたら、その際にご発言いただくことにさせていただきたいと存じま

す。 

 次に、進めさせていただきます。 

 それでは、委員の皆様から事前に評価をちょうだいいたしておりますので、その評価を

取りまとめた内容について、本日意見を交わしながら取りまとめさせていただきたいと思

います。 

 資料１、縦長でございます。これをもとに、きょう、評価の取りまとめを行ってまいり

たいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、基本施策１、「環境に配慮した森林づくりの推進」に対する森林審議会委員からご

意見と書いてあります。一番上に全体というところがございまして、この施策、計画が全

体としてどうかということでございまして、評価できる点としましては、「事業は施策の目

的に照らして妥当で、基本指標数値の伸び率は順調であり、概ね期待した効果が上がって

きている」ということがあります。 

 こういうことでありますけど、その前に、まず皆様方からいただいたものが４つの施策

ごとに、評価できる点、評価できない点がこのように取りまとめられております。本日は

「平成２１年度の基本計画の進行管理及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、評価できない点等を中心に議論を進めてまいりたいと存じま

す。 

 それでは、あらかじめ、ちょっと時間を持っていただいて、お目通しをいただきたいと

存じます。 

 基本施策１の全体からずっと、多面的機能を発揮させる森林管理の推進とか、資料１、

基本施策２、３、４でございますので、初めにお目通しをいただきたいと思います。特に

ご意見の出された委員におかれましては、ご自分のご意見のご確認もお願いできたらと思

います。 

 一番最初、資料１の全体についてでございますけれども、先ほど最初に言ってしまいま

したが、委員からは「順調であって、概ね期待した効果が上がってきている」というご意

見を評価できる点としていただいております。 

 また、別の委員からは、「『基本指標達成度』の向上は評価する」、「実施目標達成率から

みて、概ね順調に進んでいると思われる」という意見をいただいていますので、評価でき

る点としまして、この辺をまとめさせていただきたいと思っております。 
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 そういうことで、ここはよろしいでしょうか。 

 それでは、右側にその他の意見というのがございます。「何ができていて、何がまだなの

かを明確に。できていないことを重視し、検討、実施、検証を急ぐべき」という意見をい

ただいていますが、この評価というのは、きょうの場はそういうことをする場でございま

すので、何かございましたら、その都度おっしゃっていただけたらと存じております。お

っしゃることはよくわかります。よろしくお願いいたします。 

 ということで、全体としては、そのように順調であり、概ね期待した効果が上がってき

ているというような方向で取りまとめていきたいと思います。それで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、続きまして、基本施策の１、「多面的機能を発揮させる森林管理の推進」、こ

れは１番の「環境に配慮した森林づくりの推進」という基本施策があるんですけれども、

それの１つ目です。この多面的機能につきましては、シカに関する記述が多うございます。

評価できる点としましては、「事業は目的に照らして概ね妥当。ニホンジカの林業被害、森

林生態系への影響は深刻な課題。平成２２年度から県民税活用の特別対策事業（自然環境

保全課）が示されているが、その効果を期待する」、それから、「目的に対しては概ね妥当

な進捗状況にあると思われる」というご意見をいただいております。 

 一方、評価できない点としましては、「治山事業の新規着手地区数が１カ所と、山地災害

防止にはほど遠い。県の厳しい予算事情はよくわかるが、災害が発生してからでは遅い。

非効率的であり、抜本的な予算確保と事業手法を検討すべき」というご意見をいただいて

おります。 

 この評価できないということでございますので、この点につきまして、県のほうから何

かございませんでしょうか。 

 はい、お願いいたします。 

【事務局】  委員ご指摘のとおり、県の厳しい予算事情の中、治山事業を執行しており

ますが、現在の方針といたしまして、限られた予算の中で、その危険性から既に地区事業

に着手したものにつきまして、早期完了を目指しております。 

 近年におきまして、特定地域に災害が集中するという傾向がございます。このことから、

既存の山地災害危険地区におきまして、これ以上の工事はもう必要ないといたします「概

成」でございますが、それが１地区内でもなかなか至らないところでございます。 
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 このことから、予算上もあり、新規箇所としての予防的な工事への着手が遅れていると

ころでございます。 

 平成２１年度におきましては、予防的な事業でございます予防治山、地域防災対策総合

治山、環境防災林整備、水源流域地域保全等の事業費が６億４,０００万と全体の４５％を

占めていましたが、当面、緊急的な対応を求められております復旧治山や、ほか、緊急対

策事業の確保を優先せざるを得ない状況となっております。予算の確保につきましては、

今後もその必要性を申していくところでございますので、ご理解のほどをよろしくお願い

いたします。 

 以上でございます。 

【会長】  ありがとうございます。いかがでしょうか。 

【委員】  ここに書いていただいているとおりのことでございまして、これ以外の何も

のもないということでございます。 

【会長】  どうもありがとうございます。 

 大事なことですので、よろしくお願いいたしたいと存じます。 

 もう１つ評価できない点としまして、「民有林を保安林にすることのメリットが曖昧。整

備や管理を行う上で、山主の意識の低下に拍車をかけるのでは」というふうなご意見がご

ざいますが、この辺は、県のほうはいかがでしょうか。 

 お願いします。 

【事務局】  保安林につきましては、その指定種に応じまして、その機能が失われない

ように伐採や土地の形質の変更等に制限を加えているものでございますが、保安林指定に

よるメリットといたしまして、大きな意味では、広く国民、そして県民に対して水源の涵

養や山地災害の防止などを始めとします森林の多大な機能を失われないようにする、その

ことによって、普段当たり前のように考えております、森林から受ける安全で快適な暮ら

しを維持増進するということとともに、過度な森林開発の抑制にもつなげるというもので

ございます。その意味で、森林を確保するということのメリットかと思っております。 

 また、小さな面で、森林所有者や個人に対しまして、保安林の助成措置、固定資産税の

免除、相続税の減免等がございます。近年、生産森林組合等の大規模土地、森林所有者の

皆さん方の指定が進んでおりますので、指定に対する一定の理解が進んでいると思われま

す。 

 また、保安林に指定されましても、法律上、森林の整備、管理の第一義的な責任者は森
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林所有者の方になっております。保安林制度そのものが林業を行うに当たって支障となる

ことは伐採方法以外はあまりないと考えております。ただ、森林所有者さんが森林の管理

ができない、放棄するというような場合、申請に基づいて森林整備等に係る治山事業を行

う場合もございます。 

 また、指定時におきまして、県や市町の説明で、保安林に指定されたら、すべて国、県

に整備管理責任があると、そういうイメージを与えているようなことがございましたら、

これは訂正されなければいけないことだと考えております。その点については、今後管理

者のほうに注意を図りたいと思います。 

 以上でございます。 

【会長】  ありがとうございます。 

 ということでございますが、いかがでしょうか。 

【委員】  このように直接説明をお聞きするとすごくよくわかりますけれども、一般の

方といいますか、山主さんですね、そういう機会が特に持たれることが少ないと思うんで

すね。こういった書いたものとか活字で説明していただくということが多くなると思うん

ですけれども、そういう地域ごとにそういう細やかなフォローというか、個人さんに向け

て説明会があったりとか、そういったことを細やかにしていただけるといいんじゃないか

なと、今、私は思いました。 

【会長】  このようにおっしゃっていますが、いかがでしょうか。 

【事務局】  今、県のゼロ予算というのがございまして、我々、森林保全課の職員のほ

うで、ご要請がありましたら、地域の中に森林の重要性や保安林制度につきましてご説明

に回っているところでございます。また、県のホームページのほうにも掲載しております。

「フクロウ先生の森・守塾」という名前をつけておりますけれども、そういうものについ

てもご利用いただければありがたいかなと思っております。 

【会長】  そういうことでございますので、できるだけきめ細やかなフォローをお願い

したいということでございます。よろしくお願いいたします。 

 それから、右のほうに、ご意見としまして、「森林被害のうち、シカ被害は深刻さを増し

ており、被害対策は駆除対策とセットで行うなど、生息数を減らす対策が大事と考える」、

それから、「平成１０年の台風の被害で荒れ地になっている山がいたるところで目につく。

シカなどの住みかとなり、環境にも悪く、植林が進むように検討すべきである」、鹿に関す

ることを全部申し上げます。「病虫獣害対策については当初の想定を超えていると考えられ、
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対策の有効性について、厳しい評価と点検が必要である。特にニホンジカの問題について、

抜本的な対策を部局横断で行うことが必要。一方、効果が疑わしいものは大幅に削減して

も良いのでは。例えばマツクイムシの対策は有効なのか、無駄なのか。また、病虫獣害対

策と治山事業との予算的なバランスを見直すことも可能ではないか」、それから、「近年、

ニホンジカによる森林衰退や植生の多様性の喪失などの生態系被害が急速に進行している

が、森林被害の実態把握は林業被害つまり人工林被害に留まっており、脊梁山脈等の自然

林の被害については、定量的な評価ができていない。早急に県内のニホンジカによる森林

生態系被害調査を実施すると共に、被害防除のみならず個体数調整の計画的な保護管理に

おいても、森林管理者が積極的に参加できる仕組みづくりが必要」というご意見をいただ

いております。 

 ニホンジカとかマツクイムシの対策とか、どのように行われているかということだろう

と思いますので、県のほうから何がございましたら、お願いしたいと思います。 

 お願いします。 

【事務局】  それでは、順を追って答えさせていただきたいと思います。 

 まず最初に、森林被害のうち、「シカ被害は深刻さを増しており、被害対策は駆除対策と

セットで行うなど、生息数を減らす対策が第一と考える」というご意見でございますが、

おっしゃるとおり、平成２１年度の滋賀県のシカによる被害面積、実損面積ですが、２３

２ヘクタール、平成１６年度比で２５％増という形になっております。同時期のクマ被害

に比べれば、約２０倍の被害というような形になっており、今最も深刻な森林被害をもた

らしているのがニホンジカであるというふうにも考えているところでございます。 

 その一方で、動物被害対策として、テープ巻きとか忌避剤、あるいは防護柵、あるいは

袋かけなど、予防的な対策として、年間１,３００ヘクタールの対策をしているところでご

ざいますが、やはり抜本的な対策というのは、頭数調整になろうかと考えております。 

 ということで、今年度から、平成２２年度から、自然環境保全課のほうではございます

が、「森林づくり県民税」を活用して、「湖国の森林と自然を守るニホンジカの特別対策事

業」が実施されることになりました。これによって、頭数が着実に減らされていって、最

終的に森林環境に影響が出ない程度の個体数にまで調整されるというようなところを期待

しているところでございます。 

 次に、「病虫害対策については当初の想定を超えていると考えられ、対策の有効性につい

て、厳しい評価と点検が必要。特にニホンジカの問題について、抜本的な対策を部局横断
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で行うことが必要。一方、効果が疑わしいものは大幅に削減してもよいのではないか。例

えばマツクイムシの対策は有効なのか、無駄なのか」というところについてお答えさせて

いただきます。 

 まず、ニホンジカの件につきましては、先ほど申しましたとおりのことでございます。

一方で、マツクイムシの対策というものについて、大変厳しいご意見をちょうだいしてい

るところでございますが、今現在、マツクイムシの対策というのがどのような形で実施さ

れているか申しますと、樹幹注入、生き残っているマツに対する薬剤を注入して、予防的

効果を期待するもの、それから、薬剤の地上散布、そして被害木の伐倒駆除、伐倒した後

に薬剤で処理する。それから特別伐倒駆除というような形で、薬剤を使わずにチップ化す

るなどで、被害の拡大を防止する、そのような方法をとっております。 

 ただ、それがどういうところに対して実施されているのかといいますと、例えばウツク

シマツというような、非常に貴重なマツ林に対する保全、あるいは湖岸の防風林、あるい

は景勝地におけるマツ、特定のマツ、そういったものに限定されてこれらの対策がとられ

ております。 

 ということで、今、県下で、まだ多くのマツが見られるわけなんですが、それらが比較

的健全な形で残っているというのは、この対策の効果であろうかなというふうに考えてい

るところでございます。 

 予算的にも、かなり大ざっぱな計算なんですが、動物被害対策なんかですと１億６,００

０万ぐらい実施されていますが、それに対して、今現在のマツクイムシの対策予算という

のは１,０００万円程度ということで、６％足らずで済んでおり、この費用で、今、貴重な

マツ林が保全されているということであれば、それなりの費用対効果は発揮しているんじ

ゃないかと考えているところでございます。 

 このニホンジカ対策については、繰り返しになりますけど、先ほど申し上げたとおりで

ございますが、自然林における被害調査ということでございます。ここについては、おっ

しゃるとおり、人工林に対する被害の調査をやっております。また、今年度からは、人工

林における剥被害に特化したシカの加害状況のモニタリングの開始にも取り組んでいると

ころでございます。 

 委員の指摘がありました自然林についても、当然、我々が現場に行っても、相当な被害

が発生しているというのは予想できますが、最終的に被害の原因というのは、ニホンジカ

であると、そうすれば、その被害の被害調査を実施した結果導き出されるのも、最終的に
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はシカの頭数調整に至るんじゃないかなと。そうであれば、やはり、感覚的なもので恐縮

なんですが、広大な自然林に対する被害調査というものを実施するのも重要かと思います

が、ニホンジカの頭数調査、生息数調査の精度を上げて、その結果として頭数調整に結び

つけるというのが一番我々として取り組みたい方向かなと感じているところでございます。 

 それから、最後のお話。私のほうで理解している内容と委員のおっしゃりたい内容と違

っていれば、またご容赦いただきたいんですけども、森林管理者が保護管理に積極的に参

加できる仕組みづくりというご意見でございます。 

 このところで、森林のニホンジカによる被害状況、最もよく把握しているというのは、

当然、森林管理者であるわけですね。その森林管理者が、頭数調整の目標、具体的対策と

いうものに、その対策に参画するという仕組みのことと理解すればいいんでしょうか。 

 それは、確かにそうであろうと思います。ただその前提として、この森林管理者という

ものの位置づけが、制度としてどういうものであるのかという点も１つあるかと思います。

制度の中で、どういう位置づけの森林管理者があるのか、それから、その森林管理者が森

林被害の実態を一定規模で正確に把握できる能力、それを身につけていける、それも前例

として必要になると思います。 

 そういった、今後整理されるべき課題というのが幾つかあろうと思いますが、そういっ

たものが実現できるのであれば、将来的には理想的な姿ではないかなというところです。 

【会長】  ありがとうございます。 

 ２段目にあります「平成１０年の台風の被害で荒れ地になっている山が至るところにあ

る」というようなことで、これはいかがでしょうか。対策というのか。そこにシカが入っ

ているというようなことのようですけど。 

【事務局】  台風１０号の被害で荒れ地となっている山が至るところで目につくという

のは、台風１０号の被害で崩壊地が発生して、その後が荒れ地、萱場みたいになってしま

っているとか、そういったところのことなんでしょうか。 

【会長】  どうぞ。 

【委員】  平成１０年に、県の南東部でかなり台風の被害を森林が受けました。そこが、

材は一応整理された後、放置されている山がところどころにあります。ほとんどススキと

かササ類、それととげのたくさんあるカラスザンショウというのか、サンショウ類、そう

いうふうな木がはびこって放置されているのをよく見かけますので、そのままほっといて

は、有害動物の住まいとなり、昼はそこにいて、夜になると森林、スギ、ヒノキのところ



－15－ 

へ出て、被害を及ぼすということがおきています。山に植林する場合には、一応試算でヘ

クタール４５万ぐらい自己資金が要るようなことで、その上にシカの防護柵などが要るの

で、なかなか植林が進まないのではと思っています。 

【会長】  いかがでしょうか。 

【事務局】  台風による風倒被害跡地における再造林という形でよろしいですね。それ

が進みにくいと。その結果として、シカがそこをねぐらにして云々という、そういうお話

でございます。再造林につきまして、おっしゃるとおり、補助制度がございます。その補

助に乗っていただいて、極力、もしその再造林のご意思のあるところであれば、県として

支援をしていけるような準備はできているんですが、おっしゃるとおり、今度、また、そ

の造林木がなかなか、新植した木がシカの被害を受けて育ちにくいというようなことがご

ざいます。まさにそのことも、先ほど申しましたいろんな話とも絡みまして、既存の支援

を活用していただく一方、シカの頭数調整の対策が効果を発揮していくというのは、そう

いうところを期待して、今後そういう放置林が増えていかないようにしていきたいなとい

うふうには考えております。 

 ちょっと答えになっていないんで恐縮ですが。 

【会長】  シカの対策につきまして、県のほうからいろいろとございましたけれども、

何かご質問等はございませんでしょうか。 

 はい、どうぞ。お願いします。 

【委員】  この件で、県の皆さん方もそれなりにご苦労してもらっていると思いますの

で、勉強になると思いますので、一番行き易い山を紹介しますので、もしも時間があった

ら、こういう状態ということを見てもらうとありがたいんですけれども。 

 国道１号線を鈴鹿のほうへ走っていってもらいまして、国道から見える山の切った後で、

木が少しも育っていないところがあるんです。国道１号線からよく見えます。これは甲賀

市の土山というところですけれども、そこの山は台風で木がこけまして、木を植えました。

切って出して、苗を植えましたけれども、シカがこってり食ってくれまして、金網も一重

から二重にして張りましたが、彼らは上手に破って入ってくれて、また、皆食ってくれる

ということで、依然元の緑には戻っておりませんで、これからは黄色い山になるわけです

が、取りもなおさず、それは甲賀森林組合の組合長の山でございまして、格好の悪いこと

になっておるんですけれども、シカがこういうことをしてくれるということを一度、実地

に勉強してもらったらありがたいと思っております。私はこの山に相続税を払って、息子
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にこの山を相続しなければと思うと、かわいそうで仕方がないので、これでは息子も山に

関心を持たないなという思いをしておるところでございます。 

 嫌な皮肉混じりのことを申しまして恐縮ですけれども、ちょっとつけ添えておきます。 

【会長】  ありがとうございます。 

 はい、どうぞ。お願いします。 

【委員】  今のと関連すると思いますけれども、また、それから後のほうの、これから

の森林をどうしていくかということとも関連すると思うんですが、ニホンジカをほんとう

に、この対策をしっかりとやらないと、日本というか滋賀県の森林自体がちゃんと更新し

ていけないという事態になります。そう思います。それほど大切な問題だと、深刻な問題

だという認識をするのであれば、部局横断と僕書いたんですけども、１つの局だけでこの

問題を考えるんじゃなくて、県全体としてちゃんと対策をとるようなことをする必要があ

るんじゃないかと。ただ頭数調整するだけではなくて、頭数調整したその製品というか、

シカをどのように有効利用するかとか、食品流通の問題とかもありますから、しっかりと

全体で考えていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。 

 それから、もしそれが深刻な問題であるという認識があるんだったら、それを行う予算

体系をしっかりと見直す必要があるんじゃないか。例えばこの科目の中では、治山事業に

対する支出が大きいと思うんですね、ここは。治山自体も当然大事な事業なんで、それを

大きい枠だから減らせばいいんだということだけではないですけども、見える額として大

きいので、そういうバランスというのは今のままでいいのかな。もし鹿の問題が深刻な問

題だったら、そっちに暫定的でも予算を大きく振り向けるような対策をしてもいいんじゃ

ないかなというふうに思いました。 

 以上です。 

【会長】  ありがとうございます。 

 どうぞ。お願いします。 

【委員】  今の委員の意見にちょっと似ているんですけれども、私が書いた意見なんで

すけども、わかりにくかったかもしれないんですけど、今、現状、個体数調整、自然環境

保全課さんのほうで個体数調整にかなり期待をされているということなんですが、ちょっ

と言葉は悪いですけれども、今の個体数調整は猟友会に丸投げ状態であります。 

 私が言いたいのは、せっかくあのようにかなりの予算をかけて個体数調整の事業をする

ので、森林を管理している側から、もう少し具体的な計画について、突っ込んだ参加がで
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きないものかなと考えているんです。実は、この個体数調整の事業なんですが、最終的に

現場でシカをとる人たちがどういうミッションを受けるかというと、市町村ごとに捕獲と

いうのがされるんですけれども、市町村のほうが面積あるんですけれども、一人一人のと

ころには、例えば私のところであれば、米原市内で何頭とってくださいと、こういうふう

に来るわけなんですね。じゃ、普通に考えれば、かなり高齢の人も多いですので、米原市

内の山に入ってとるよりは、家の近所の行きやすいところでとろうということになるわけ

なんです。シカというのは、特に雌ジカはそんなに広い行動範囲を持っていないので、極

めて狭いんですね。ということがわかっているんですけど、それはそのままであれば、里

に近いところいくらシカをとっても、山の上で被害を及ぼしているものは余り影響を受け

ないと、効果がないといったことが、事実この何年かで既に見えているわけなんです。い

くらやっても山のほうの被害は減らないと。若干畑とかに出てくるものが、やはりその近

くでとれば効果は出てくるんですけれども、せっかくなので、そんなに細かい調査は必要

ないとは思うんですけれども、およそこのエリアでどのぐらいとったほうがいいだとか、

ここで非常に被害が大きいので、市町村単位でもう少し細かい、山と谷で囲まれた斜面な

んかで、先ほど言われたような、よく見えていてわかっているところで、ここで常時、い

つも２０頭ぐらいいるんだと、半分にしたほうがいいんじゃないかとか、そういった提案

をもっと積極的にされると、今これからやろうとしている個体数調整、自然環境保全課さ

んのほうで、これ、かなりの予算を使うんですけども、それをもっと生かせるのではない

かな、森林の保全のほうに生かせるのではないかなと考えて、このような意見を書かせて

いただきました。 

 多分、おそらく放っておくと、田畑の被害対策にはなるんですけど、なかなか森林のほ

うの被害対策に反映されてこないというように考えています。 

 それと先ほど、治山事業の予算ということでお話しになったんですけれども、シカの被

害を放っておくと、土壌がなくなって、土壌を起こした淡路島なんかも山崩れ起きたりし

ていますので、ああいったことになると、まさに治山の事業の対象になってくると思いま

すので、それは考え方を変えれば、治山事業の一環として、シカ対策にも予算を振り向け

られるのではないかなと、そのように考えています。 

 先ほど森林管理者がこのようなことに、動物の調整に参加できるのが理想的だというお

返事をいただいたんですけれども、そもそも、おそらく日本の森林管理というのはドイツ

から輸入された体制だと思うんですよね。ドイツから当初輸入されてきたときには、狩猟
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管理というようなものもこの森林管理の中に入っていたと思うんですけど、いつの間にか、

何十年かたつ間に、二、三十年の間になくなっちゃっているんですけど、今、もう１回、

当初、日本にこの森林管理のノウハウがドイツから輸入されたことのノウハウをひもとい

て、そのころには、シカの管理とか、そういったものも項目に入っていたので、何かそう

いったころのことも参考になさって、今は動物のほうは自然環境保全課とか、動物のほう

に全部投げちゃっているんですけど、二、三十年戻ると、おそらく森林管理者がこういう

ことをやっていたので、また一遍そっちに帰ってみたらどうかなというようなことを考え

ております。 

 すいません、長くなりまして。 

【会長】  どうもありがとうございます。 

 はい、どうぞ。お願いします。 

【委員】  シカの問題は、ほんとうに被害に遭っている人の声が、どういう形でほんま

に県民に深刻な状態が、「深刻や、深刻や、大変や、大変や」と皆さん言うんですけど、ほ

んとうにどういう状態かというのは、今、そういう現場を見てくださいという、そういう

写真とか、そういうような視覚に訴えるものとか、いろんな形でほんとうに深刻でありま

すという状態をいかに県民に伝えるかということにしないと、どうしてもやはり動物とか

生態を大事にお考えの方からは埋もれてしまうようなところがあります。 

 なぜこういうことを言うといいますと、私、実は有害鳥獣管理計画の公述人ということ

で、大した知識もないんですが、ここ数年参加をさせていただいております。 

 そこでは、やはり、ほんとうに深刻な被害を受けて赤裸々に訴えられる方と、それから、

やっぱり動物は大事だと、もっといろいろやり方があるんじゃないかと、この論が２つあ

るんですね。その中で、やはりそれは山里の深いところの深刻な人の情報がほんとうに伝

わっていない。これをいかに伝えるかということがほんとうに大事だなというのを痛感し

ております。 

 そういう意味では、後のほうでもちょっと述べようと思うんですけど、こういう状態は

大人たち、都市住人がほんとうに理解しているかという、その情報の提供のあり方と広が

り方、それと、かわいそうやという声なんですけど、子供の森林環境教育しておりますね、

子供にこのほんとうの現状というものを、子供向けにいかに伝えるかということも私大事

だと思いますので、後のところでちょっとお聞きしようと思ったんですが、「やまのこ」事

業で、そういう指導員の方がシカの状態をほんとうにわかるように伝えているかと、こう
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いうところも、今後、現状の把握ということを、関係者が知るだけでなしに、広く伝わっ

て、そうなんかというところを今後考えていくような、何かにあるんじゃないかなと。深

刻な状態を訴えている人を横で聞いておりますと、私、そんな思いを強くしております。

したがって、森の中で、私は子供にもほんとうに言います。聞き及んだ、私が見てきた生

の情報を子供にでも言います。子供も目を開けて黙って聞いておりますが、そういうこと

も今後必要でないかなと、こんな思いをしております。 

【会長】  どうもありがとうございます。 

 いろいろ委員の方からご意見ございましたけれども、何か県のほうでお考えでしょうか。

これからどうしていくかとか。 

【事務局】  大変参考になる意見をたくさんいただきました。ありがとうございます。

山の状態をよく知る者が頭数調整の計画に積極的に参加すること、あるいは部局を横断し

て対策に取り組むこと、そして、また山の被害を深刻に受けとめる人がそれをどうやって

伝えていくか、そういったことに努力していくことというのは、どれもこれから真剣に取

り組んでいかなければならないことというふうに考えます。ありがとうございました。 

【会長】  どうかよろしくお願いいたします。 

 それから、多面的機能を発揮する森林管理の一番右の下のほうでございます。「環境林整

備や里山リニューアル事業で整備された森林は、その機能が発揮できるような維持管理を

行う必要があると考える」というご意見をいただいております。これについては……。 

 よろしくお願いします。 

【事務局】  まず、環境林整備について、私のほうから答えさせていただきます。 

 環境林整備というのは、人工林に対して４０％以上の強度間伐を行い、最終的に針広混

交林化を目指していこうという計画のもとで実施されている事業でございます。 

 この事業を実施いたしまして、もう既に数年たちますが、この実施をする中で、幾つか

問題点も見えてきました。特にその相対照度の確保のために十分な間伐をするには、どの

程度がよいのかというのは再検討が必要だというようなこととか、あるいは針広混交林化

というのは、既存の人工林の中でかなり難しい部分も含んでいるということが、段々明ら

かになっているというようなこと、それは特に広葉樹林の問題ですよね。針広混交林化を

目指す事業地のそばにどれだけ広葉樹林があるのか。さらに、埋土種子とか飛来種子、そ

ういったものの関係というのも非常に大きな課題であるというのが見えてきております。 

 ということから、その環境林としての機能を維持といいますか、それを発揮させるため
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には、一たん手をつけたところに、また補足的な対策も何らか必要でないのかなというふ

うには考えているところです。 

 例えば広葉樹の導入について、もう少し具体的な手立てをそこに講ずる、あるいは追加

的な間伐といいますか、相対照度の確保のための手立てをするというようなところが必要

であるかなというふうに考えているところです。 

【会長】  はい。 

【事務局】  里山のリニューアル事業についてご説明申し上げます。 

 機能が発揮できるよう維持管理を行う必要があるというご意見ですけども、そのとおり

だと考えております。まず、そもそも里山リニューアル事業は、素人では手のつけられな

くなったような荒廃したマツ枯れの被害を受けた山などを１回整備して、その後、地域で

活用してもらえるような事業を促していくのを目的としております。 

 このため、里山リニューアルで整備した跡地について、次の県民協働の森づくりの中の、

みんなで始めよう森づくりの活動公募事業を、地域の森林ボランティアグループをつくっ

ていただいて、そこを活用して整備していただくとか、あるいは集落で管理をしていただ

くとかをできるように指導を強くできたらと考えているところでございます。 

【会長】  ありがとうございます。 

 今の点で、何か。 

【委員】  わかりました。 

【会長】  よろしゅうございますか。ありがとうございます。 

 どうぞ。お願いします。 

【委員】  里山リニューアル事業で何かされた後の山を、きれいになったなと思って喜

んで見ていましたら、今年ナラ枯れで物凄く枯れているんですよ。その前に、切られた山

を見ていて、大きなコナラの木とかは残して、回りの小さい木をたくさん切って、物凄く

山がきれいになるんですけど、古い大きな木が残っているので、それにナラ枯れが入って

余計に目立ってくるというか。だから、私は逆に大きな木を先に切ってもらって、細かい

木が何本か生えているのを間引いて残してもらったらどうかと思うんですけど。 

【会長】  いかがでしょうか。 

【事務局】  全くおっしゃるとおりでして、やはりナラ枯れの被害は４０～５０年生の

木がたくさん被害を受けている状況があります。今までずっと里山整備の事業を、長年や

ってきたんですけども、そうした中で、今、委員がおっしゃるように、やはり大きい木か
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ら切って防止していかなければならないという議論が出てきたのが、ほんのここ最近でご

ざいまして、今後やはりそういう視点で、地域の人とお話しながら整備を進めていきたい

ということを考えております。 

【会長】  ようございますでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、この多面的機能を発揮させる森林管理の推進につきまして、評価できる点と

評価できない点、それから、その他意見などを整理しまして、また皆様方にご提示したい

ということに考えております。ありがとうございました。 

 続きまして、「人工林の特性に配慮した森林整備の推進」でございます。 

 評価できる点としまして、「間伐は森林整備だけでなく温暖化防止対策からも実施の必要

性は高く、今後も積極的な実施が必要と考える」、「間伐材の買い取り、搬出路の拡充など、

森林・林業の活性化につながる更なる実施が望まれる」というご意見をちょうだいしてお

ります。 

 この辺はこのまま生かしていただいてもよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それから、その他意見としましては、右側です。「間伐材の利用の動きとして、間伐紙等

の新たな取り組みもあり、協力支援する検討も必要」、それから「間伐を行うことが二酸化

炭素固定に有効であるかどうか、実証データを整理する必要がある。間伐を実施したこと

により、滋賀県ではどの程度の二酸化炭素固定ができたのか、問われる可能性がある」、「間

伐材利用は、今後特に合板需要において品質的にも南洋材と比較して劣ることなく、一般

化すればかなりのボリュームが見込めるため、品質のＰＲと間伐材搬出路の整備が急務」

という意見を頂戴いたしております。 

 この点につきまして、県のほうから、何かお答えなどはございませんでしょうか。順番

にしていただいても結構ですけれども。 

 はい、お願いします。 

【事務局】  私のほうから、間伐材の需要の部分、幾つかにかかわるかと思いますが、

ご説明、お答えをさせていただきます。 

 間伐材といたしましては、１番目にありますように、紙の需要というのはかなり伸びて

おります。もう１つ、紙以外にもエネルギー利用、特に電力会社の火力発電所によります

石炭の混焼という部分で、チップの利用が伸びております。 
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 そういった意味から、出てくる木材をＡ材、Ｂ材、Ｃ材という言い方をしておりまして、

Ａ材が建築材、Ｂ材が合板・集成材、Ｃ材がチップとか製紙用の少し品質的には劣る木材

という位置づけをしておりますけども、このＣ材の利用という部分では、こういった間伐

材の利用というのは今後大きく見込めると考えておりまして、次の県産材利用のほうでも、

また説明させていただきますけども、道をつけて、出して、チップとかに使っていただく。

また、間伐材につきましては、合板等に使っていただくというものを進めていきたいとい

うふうに考えております。 

 合板につきましては、残念ながら滋賀県には合板会社がございません。ただ、周辺の、

福井県でありますとか、京都でありますとか、もうすぐ岐阜県のほうも稼働しますけども、

大手の合板会社があります。そういったところに出すという取り組みも進めておりまして、

おかげさまで、今年度、滋賀県からまとまって、京都の舞鶴の合板会社に出しまして、そ

れがある一定まとまったということで、滋賀県産の合板という認証をその会社でしてもい

いですよという提案をいただきました。 

 木材協会のほうからもご提案をいただいておりまして、今後、県産の合板というものを

認証する方向でいろいろ検討を重ねてまいりたいと考えておりますので、そういった視点

で道をつけて、間伐材を、そういったＣ材、そしてＢ材の利用により、どんどん拡大して

いくという取り組みも進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

【会長】  ありがとうございます。 

 はい、お願いします。 

【事務局】  次に、「間伐を行うことが二酸化炭素固定に有効であるかどうか、実証デー

タを提示する必要がある。間伐を実施したことにより、滋賀県ではどの程度の二酸化炭素

固定ができたのか問われる可能性がある」ということについてお答えさせていただきます。 

 十分な回答になるか少し心配ですけれども、まず、本県で森林吸収量を確保するために

実施しております間伐でございますが、これはどういうものかといいますと、京都議定書

に基づくルールで、森林吸収量というのは全森林の吸収量×森林経営対象森林面積率とい

うことで算出されるようになっております。 

 算出される条件としては、森林が適正な状態で維持され続けるということが大前提でご

ざいます。そのためには、森林が最終的にいろいろと荒廃して、あるいは崩壊するという

ようなことがないように、下層植生が維持されるような適度な間伐が実施されるというこ



－23－ 

とが重要になります。このことによって、森林経営対象森林としてカウントされるという

ことを目的として、森林の間伐を実施しております。 

 これで、どれだけの森林吸収効果があったかというようなことになるわけですが、これ

につきましては、全国的な統一調査に基づく結果というのが毎年国のほうより通知されて

きているわけでございますが、ちなみに２００８年度分としましては、１３万３,０００炭

素トンというのが本県の森林整備に基づく吸収量、その前年度が１２万６,０００トンでご

ざいますので、その差引き分として７,０００炭素トンというのが森林整備に基づく増加分、

実証データとしてあるというふうに考えているところでございます。 

【会長】  はい、ありがとうございます。 

 今の県のほうからのご説明に対しまして、何かございませんでしょうか。 

【委員】  そういうデータ、多分そんなに根拠がしっかりしたデータじゃないんじゃな

いかと私は思うんで、その辺のところもしっかり疑ってかかってほしいなと思っている。

というのは、私、バイオマス関係は学生時代からやっていましたので、そんなにしっかり

したデータに基づいてやっているはずがないと思っています。 

 それはいいんですけども、そういうデータが一応根拠を持っているということで、結構

なんですけど、やはり間伐して、切って林地残材ができてしまうようではやっぱり元も子

もないと思うので、できるだけ間伐材を有効利用していただくように進めていただきたい

と思います。 

【会長】  今の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

ました。 

 では、今のようなことも箇条書きにして、また、書いて、まとめていきたいと存じてお

ります。 

 それから、最後、「天然林の保全管理の推進」については、その他意見としまして、「里

山リニューアル事業のためのボランティア団体の柔軟な受け入れが望まれる」ということ

が書いてございますが、これは次の２番の基本施策とも関係すると思いますけれども、何

かございましたらお願いいたします。 

【事務局】  里山リニューアル事業は、地域の集落周辺の里山を整備されているところ

が多く、むしろ都市住民の受け入れというよりは、地域の住民の方が自ら活動をされて、

継続する中で、町の方と交流をしていただくというものを理想として考えております。 

 結果的に、まだそこがうまく行っているところとうまく行っていないところがあるんで
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すけれども、そういった方向で進むように努力をしていきたいと考えております。 

【会長】  特にございましたら。 

【委員】  里山のほうで今活動させていただいているんですけれど、ボランティア団体

というのは、団体として完成してからそこにかかわっているという団体ばかりでなく、団

体自身を立ち上げながら関わっている場合もありますので、できるだけ柔軟に対応して、

受け入れていただけたらと思って、ちょっと書かせていただきました。 

【会長】  そういうふうなことのようでございます。よろしゅうございますか。 

 ありがとうございます。 

 ちょっと時間の都合で、先に進ませていただきます。ちょっと時間が気になってきまし

たから。 

 次は、今で基本施策１が終わりました。次は基本施策２でございます。「県民協働による

森林づくりの推進」に対するご意見が次にございます。４／２ページと書いてあるところ

ですね。 

 最初、県民の主体的な参画の促進ということで、「主体的な参画の促進については、目標

に対して順調に施策が進められている。基本指標数値の伸び率は順調であり、概ね期待し

た効果が上がっている」というご意見をいただいております。「事業の施策は、概ね妥当と

考える」というご意見をいただいております。それから、「県民の主体的な参画の促進につ

いては、目標に対して順調な進展が見られる。この基本施策では、県民の意識に関わるこ

と、森林づくりの参画行動を広く促すこと、限られた予算を有効に使うことなど、いろい

ろなアイデアと企画力が求められる。現在の策定項目にとどまらず、多方面多岐の行事展

開を期待する」ということをいただいております。「全体として、県民の主体的な参画の促

進については、目標に対して順調に施策が進められていると見られる。基本指標達成度の

向上も評価できる。森林ボランティア活動団体は、相互の接触、情報の交換が少ないので、

『情報交換や発信の取り組み』は、活動の活性化と持続に役立つものと期待する」という

ふうな、おおむね妥当であるというお考えでいろいろご意見を頂戴しております。 

 それから、評価できない点としましては、「県民が主体的に森林づくりに参加できる活動

は大いに結構であるが、琵琶湖の水源としての森林の重要性と森林づくりや資源利用を積

極的に展開するためには、ボランティアや市民団体だけでは森林を守り育てることができ

ない。期待した効果が上がらず、抜本的な見直しが必要」というご意見をいただいており

ます。 
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 それから、「基本指標達成度の星の数や数字で測れるものではない。達成感や満足感は次

の行動に顕著に示し出される」というご意見をいただいておりますが、この評価できない

点ということについて、県のほうから何かございませんでしょうか。 

【事務局】  「ボランティアや市民団体だけでは森林は守れない」との意見に対してで

すけども、おっしゃるとおり、森林ボランティア、県民の力というのは非常に大きなもの

ですけども、それだけで滋賀県の全体の森林を守り育てることができるとは思っておりま

せん。今後とも林業再生に向けた森林の造成された木材を有効に、お金になるように活用

している本来の林業の分もしっかり進めながら、その応援団となるよう、県民協働の森づ

くりも進めていきたいというふうに考えております。 

【会長】  特にございませんでしょうか。 

 じゃ、お願いいたします。 

【委員】  ここに書かせていただいていることにつきまして、ちょっと補足をさせても

らいますが、私どもはボランティア活動や市民団体の活動、これを否定するものでは全く

ございません。これをやってもらうということは、非常に森づくりのために、広く県民に

対する意識づけというものが大きいというふうに思っております。ただ、このような基本

計画にこのように大々的に書いてあって、県民協働の森づくりだということになりまして、

県民が協働で森づくりをしているんだ、森づくりしますということになりますと、私ども

は、山を持っている立場としては、放っておいたらどなたかがしてくださるだろうと、こ

ういうことになります。 

 そういうものではないわけでございまして、私どもは里山リニューアルをしなきゃいか

んというふうに思いましたら、たくさんの補助金もいただくわけでございますけれども、

借金をしてでも、この里山のリニューアルをしなきゃいかんと、こういうことになります。

ですから、山林に関係するものは、今はこういうふうな気持ちでおりますので、ひとつそ

の辺もご了解願いたいと思っておりまして、ボランティア、市民団体のほうもオールマイ

ティではないということだけはご承知を願いたいと、かように思います。 

【会長】  ありがとうございます。 

 あと、「基本指標達成度」について、お願いします。 

【事務局】  点検評価シートにあらわされているのは、確かに１つの指標ということで、

なかなか数字に表現しづらいところも確かにあろうかと思います。 

 １つ補足ではございますけれども、この点検評価シートにはございませんが、滋賀県で



－26－ 

昨年度、２１年度でございますけれども、県政世論調査がございまして、そのときに森づ

くりに関する意識調査をさせていただいております。その１つの事例でございますので、

参考になるかどうかわかりませんけれども、平成１８年の段階で、森づくりに参加したこ

とがあるという方はわずか０.９％ほどでございました。それが２１年度になりまして６.

４％ということで、数字そのものとしては大きな数字ではございませんが、着実に５.５ポ

イント上昇しているところでございます。 

 それとまた、森林づくりの関心度ということで、お答えを求めましたところ、平成１８

年度の時点では、森づくりの活動に参加したい、あるいは参加したことがある方も含めて

ですけど、参加したいというご意見が全体としては４７％ほどでございましたが、２１年

度では５３％と、これも５％以上アップしており、一足飛びということではございません

が、県民協働の森づくり活動そのものが、着実に効果を出しているのではないかというふ

うに考えております。 

 ご意見に対するお答えになるかどうかわかりませんが、そのようなことでございます。 

【会長】  ありがとうございます。 

 よろしゅうございますか。お願いします。 

【委員】  特に何もないのですけども、評価できない点というところに私はこれを入れ

たつもりはなくて、何かここに入っていること自体が、ちょっと何か「へえ」って感じな

んですけど。 

【会長】  ああ、そうですか。じゃ、その他意見のほうに回させていただいて。 

【委員】  そうですね。その他のほうにしていただけると、これは個人的な意見なので。 

【会長】  はい、わかりました。そしたら、その他のほうへ回させていただきたいと思

います。ありがとうございます。 

 その他意見としまして、「森林づくり活動をしている市民団体、ボランティア団体の増加

とともに、現在活動している団体が継続した取り組みとなることが本来の姿なので、それ

に向けた指導をお願いしたい」、「各流域森林づくり委員会は、森林づくり、人づくりの各

推進事業等に関わっていく必要があると考え、その位置づけを明確にすべき」、一応全部読

ませていただきます。「森林づくりに対する県民の理解をさらに深めるため、森林づくり交

流会、地域普及啓発活動、森林環境学習などの機会を増やして、もっともっと県民が参加・

体験できる企画を実施することが第一の基本」、「参加する県民に偏りはないか、同じ層の

人に集中していないか、そうであれば、広く各層の協働を実現していく取り組みが必要」、
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「県内に１００近い団体があると聞くが、そのうちどれだけが現在活動しているのか、き

ちっと把握することも重要。活動できなくなった団体の声を聴き、それぞれが抱える課題

を知ること、県内にこそ総括する組織が必要」、それから、「『上下流連携の森づくり』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』および『滋賀県ビオトープネッ

トワーク長期構想』とも連携を図り、県内に複数のモデル流域を設定して事業展開するな

どの積極的な取り組みに期待したい」というように、いろいろなご意見をいただいており

ます。 

 このことに関して、県のほうで何かお答えいただいたらありがたいと思っております。 

 はい、お願いします。 

【事務局】  順番に関係のところをお答えしていきたいと思います。 

 まず、「活動継続が重要」というような意見に対してですけども、現在、県内で森づくり

活動団体が多数結成されておりますが、委員のおっしゃるとおり、今後は、活動の継続性

が課題のひとつになってくると思っております。今年度から、琵琶湖森林づくりサポート

事業というのを立ち上げまして、県内の森づくり活動団体の一覧をリスト化し、ホームペ

ージ上で広く活動内容や連絡先等を情報公開することとしておりまして、１０月完成に向

けて現在努力しているところであります。 

 これによって、ホームページ上で興味のある方が情報を得やすい体制が整えられるので

はないかと考えております。 

 そして、また、１２月には、同事業により、県内の森づくり団体を対象としたワークシ

ョップを開催する予定で、互いに情報を共有して、必要に応じて協力して活動できるよう

な、顔の見える関係づくりの場を持ちたいと計画しております。 

 それと、「もっともっと森林にふれる機会を確保していくことが必要」というご意見に対

してですけども、県主催の活動だけではおのずと限界がございます。現在もかなりの数を

やっておりますけれども、それよりもさらに増やそうと思いますと、人員等の問題もあり

無理が生じます。そこで、県民に、森林に触れる機会をできるだけ多く提供するためには、

県主催の活動に加えて、各地域で行われている森づくり団体の活動に参加できるような情

報提供をもっともっと進めていこうということを考えております。 

 具体的には、県行事、団体行事を紹介する滋賀の森づくりイベントカレンダー、こうい

ったカレンダーがありますけれども、これは団体の行事と県の行事と両方あわせて紹介し

ておりますし、先ほど申しましたホームページで、各地域で行われる団体の活動を紹介し
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て、参加者が増えるようなことも考えていきたいというふうに考えているところです。 

 次に、「参加する県民に偏りがないか」というようなご指摘ですけども、森づくり活動の

内容にもよりますが、総じて２０代から４０代の県民の方の参加が少ないというふうに考

えておりまして、このため、１０月の水源の森づくり月間の最大行事であります森づくり

交流会を１０月の第１土曜、近江富士花緑公園と森林センターで開催しますが、この交流

会では、この年代を主なターゲットに、森づくり活動への参加の機運を高めることを目標

に普及啓発をしているところでございます。 

 それと、次に、「１００近い団体の課題を知ること、及び県内にこそ総括する組織が必要」

というご意見ですけども、おっしゃるように、活動団体の把握は重要で、今年度アンケー

ト調査を各団体に実施しました。県のホームページで団体の情報をできるように準備を進

めております。 

 なかなかアンケートの回答率が低くて、思うようにうまく進んでいませんが、できるだ

け繰り返し電話等で問い合わせするなどして、団体の紹介をしていきたいと思います。 

 そして、各団体の抱える問題点、課題を知るために、ワークショップを開催する方向で

調整しております。「統括する団体が必要」との意見については、内部でもそういう意見が

ありますので、今後の検討を進めていきたいと思っております。そういった中間支援団体

があるのは望ましい方向ですが、立ち上げるには課題もたくさんありますし、今後の検討

としていきたいと思っております。 

【事務局】  「流域森林づくり委員会の位置づけ」ということでございます。現在、流

域委員会、森林づくり委員会は、県内６カ所、６委員会が設置されておりまして、独自の

活動を行っております。これは大もとは琵琶湖森林づくり条例の１３条に規定されている

組織の位置づけとして活動していただいているところでございますけれども、活動が始ま

って第１期というような段階ではございますが、地域の森づくりに対する提言やＰＲなど

情報発信活動がメインですけれども、さらに今後活動が進むことによりまして、その幅が

広がっていくことを期待しているところでございます。 

 それから「上下流の連携の森づくりに関する野生生物との共生に関する基本計画」や「ビ

オトープネットワーク長期構想との連携」ということでございますけれども、今後さらに

上下流連携の森づくりを進めていくに当たりまして、今、滋賀県内の上流下流も含めて、

近畿、琵琶湖の下流ということになりますと、京都、大阪方面も視野に入ってくるわけで

すが、委員ご指摘の点につきましても、貴重なご意見として留意していきたいと考えてお
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ります。 

 以上です。 

【会長】  ありがとうございます。 

 今、県のほうからお答えいただきましたけれども、そのことにつきまして、何か委員か

らご意見等ありましたらお願いしたいと思いますが。 

 それでは、お願いします。 

【委員】  ちょっとお聞きしたいのですが、先ほどアンケートの回収率が悪いというお

話ですね。どこに原因があるかわかりますか。私も実はそのアンケートをいただいている

うちなんですけども。 

【事務局】  できたら、お教えいただいたらありがたいと思います。 

【委員】  これは私の想像ですけどもね、要するに、メールとかで来るんですけども、

発信元は京都のＮＰＯさんだったんですね。お名前が「木野環境」さんというＮＰＯさん

なんですけども、何でここから調査するのか。もちろん県担当からのご挨拶も入っていま

すし、そういうことで委託をされているということはもちろん理解はできるんですけども、

例えばあれが「やまんば」さんとか、「ヒマラヤングリーンクラブ」さんとか、県内でも老

舗というか、実績といろんなキャリアもお持ちのＮＰＯさんなら、ここがお世話してくだ

さるんだなというふうに、私たちみたいなまだまだ浅いＮＰＯとかでしたら、そう思える

んですけども。何でわざわざ京都のＮＰＯさんの名前で来るのかなというのが、まず来る

んですね。これはちょっとひがみかもしれないですけども、やっぱり滋賀県の森のこと、

山のことを考えるのに、わざわざ、その辺がちょっと「へえ」と、まず思いました。私だ

けかもしれませんけどね。その内容とかを読むと、「ああ、なるほど」と、ネットワークを

いろいろこれから構築していって、情報交換をしていって、そういうふうに運んでいかは

るんやなということは読めるんですけども、私のこの意見の中で、「県内にこそ統括する組

織が必要」というこのフレーズは、ちょっと嫌みが入っています。 

 その辺のことも、何で「木野環境さん」にこのお話が行ってというような、何かその辺

の経緯も私ちょっと興味はあるんですけども。 

【会長】  どうぞ、お願いします。 

【事務局】  実は県民活動課で実施しています協働提案制度に基づく協働事業というの

がございまして、その中で、うちのほうから協働で進める森林づくりについても提案募集

を広く募集したわけです。そこで、「ヒマラヤングリーンクラブ」さんにも声をかけました
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んですけども、「木野環境」さんが審査会で１位になられて、それを採用されたということ

です。その結果、森づくりサポート事業として実施しているという経過があります。 

【会長】  委員としては、滋賀県の中の方のほうがということ。 

【委員】  やっぱりそこにこだわりがあるかなというのが個人的な意見ですけども、実

績もお持ちで、あそこが特に気に入らないというわけじゃないんですが、いろいろ調べる

と、ＩＳＯのコンサルとかいろんなことをされていますし、いろんなデータどりとかもお

詳しいかなとは思うんですけれども、やっぱりそこのところがありました。 

【会長】  わかりました。どうもありがとうございます。 

 それでは、続きまして、「琵琶湖水源の森づくり月間の取り組み」につきましては、「『も

りの日』や『もりづくり月間』の参加者も湖国のものとせず、「淀川水源県（滋賀県）の取

り組みとして、京都、大阪などの子どもや大人を呼び込むものにすべき。県内の高校・大

学、各種機関、企業の参加も取り入れる必要がある」というご意見をいただいております。 

 何か追加していただく……。はい、お願いします。 

【委員】  これ、もう何回目になりますかね、ずっと私ども、滋賀森林インストラクタ

ー会ということで、今まで活動したことで、おいでになった皆さんにいろんな角度から情

報をお伝えしたいと、そういうことでコーナーをいただいてやっておりまして、今年も、

今、新しい企画ということで、仲間でいろいろ役員会を持って考えております。 

 こういうイベントというのは、企業でもそうですけど、ご担当頂く部署ですね、予算も

ありますし、「あれもせえ、これもせえ」、いろんな制約の中で、場所とかいろんな条件の

中で大変ご苦労ということは重々わかっております。ああいう形が定着していくのに、引

き続き、ご苦労ですけど、よろしくお願いしたいということと、私、実際現場に出ており

ますので、おいでになる方の層や顔ぶれを毎年見ています。やはりできるだけ場所のこと

もあるんでしょうけど、もっと多く、いろんな企画力、アイデア、こういうものを全部県

の人が考えるということでなく、やっぱり参加している関係者がいろんな形で協議したり、

やはり県の人の全部準備で出たらよいということでは、やっぱり先行き非常に難しいんで、

出ている関係者がやっぱりお互いに現状を見ているわけですから、集まって協議する場と

いうのもあっていいのかなという、個人的に思っております。 

 それと、していますと、大体小学生ぐらいの子供さんの呼び物が多いですから、その年

齢のお父さんお母さんが来ます。しかも割と近場の人が来ていますね。全県的に集まるイ

ベントじゃないです。これはいろんな条件がありますが、もっとはっきり言えば、森林審
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議会のメンバーがおいでになっているかなということも私は見たりもしています。これ、

皮肉でなしに、いいものに育てるというのは、いろんな角度からの立場から意見を出して

いただくということも必要であろうと思いますし、それがひいては県民にいいものに残っ

ていくんじゃないかなと。 

 あと１つは、やはり滋賀には、私、大津の代表でもいろいろと提案で動いております。

森の参加を、学生クラブ活動で運営する、森林クラブを立ち上げて、滋賀にあるキャンパ

スとしては参加して、活動すべきことがありますよと、いろいろ校友会を通じて動いたり

もしておりますが、大学の参加もほしい、あの校内ね。 

 環境メッセを皆さんにイメージしてもらったらいいと思うんですが、かなりの肝入りで

いろんな団体、企業、学校が出ておりますが、やはりここまでとは言わずとも、大学の参

加というのは非常に大事と思うんです。宮浦さんもいろいろ龍谷大学の名前で出されてお

りますが、ああいう形のコーナーが１つでもあればと思います。県立大学もありますし、

こういうのが欲しいなというのは実感として持っています。 

 それと、最近、知事と提携されて、企業の森がありますね、あの人たちの自主参加、お

金をその県からもらって出るのではなく、自分たちで、企業としてもこういう形でしてい

ますよという、ああいう提携ができたところのプレゼンの場、こういうのもあってほしい

なと、こういう思いつきの側面もありますが、地域を考えれば、あるいは現場を数年見て

おりますと、そういう仕組みが今後もほしいなと。ご参考として聞いておいていただけれ

ばと思います。 

 それと、もう１つは、嘉田知事がここ２回ほど、新聞に、淀川流域圏の京都、大阪、兵

庫まで巻き込んだ、１県で淀川水系の森林整備というのは大変だと、いろんな仕組みを、

仕掛の行動を重ねている報道がなされておりますが、やはり滋賀県だけの、湖国だけのも

のにするのではなしに、流域圏の人たちも呼べるものになっていかないかなと。 

 それは何でかといいますと、やはり滋賀の森林というのは、流域、水源、これを外して

考えていたら、何か小さいものになってしまう。そういう意味で、京都府庁、大阪府庁、

知事さんまでとは言いませんが、やはりそういうところに、関係者がこのイベントに来て、

流域の協調連携の考え方とか、情報とか、そういうようなコーナーがあってもいいんじゃ

ないかな。これは単に県税を使った交流会でなしに、やっぱり大きな情報発信として、琵

琶湖大水源というものを多くの視点から考えていくと、そういうものに仕上げる戦略とい

いますか、しても、あってもよいかなと、こんなことを思っておりましたので。補足とい
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うか、たくさん言い過ぎましたが、思いがあります。 

【会長】  ありがとうございます。 

 ただいまのご意見に対しまして、県のほうから何かございませんでしょうか。 

【事務局】  今、委員からおっしゃったように、大学との接触は比較的まだ少ない状況

です。大学は流域委員会のほうが多いと思います。最近では、企業の方の社会的貢献とい

う形で、特に琵琶湖は水源県ということで、いろんな申し出がある例が増えております。

その企業さんに毎に申し出がいろいろ多彩で、非常に勉強になることもあります。まだ実

績例が少なくて、今現在締結できているのが、パートナー協定として５つなんですけども、

今後、それをもっともっと増やしていこうということで努力を進めております。来年か再

来年くらいには、そういった企業のパートナー協定の今後のあり方というのはフィードバ

ックする時期に来るかもしれませんが、今はともかく数を増やしていくという形で努力し

ていって、その次に企業さんの貢献をいろんな形でもっと増やしていくと。一部、自主的

にオムロンさんなんか、一生懸命栗東の山で頑張ってやっておられるというのもあるんで

すけど、そういった形を推進していきたいと考えております。 

【会長】  いかがでしょう。よろしゅうございますか。どうもありがとうございます。 

 はい、どうぞ。お願いします。 

【委員】  あんまり黙っていてもと思って、一言だけ。 

 先ほど、上のことと今の話と関連しますが、情報の流通の仕方なんですけど、ウェブサ

イトの話がずっと書いてあって、先ほど森づくり交流会とか森づくりで、若い２０代から

４０代があまり集まらないという話だったんですが、ウェブサイトよりは電子メールとか

メールマガジンとかを活用できないのかなと。つまり、５０代以上の、要するに退職され

た方。昔は６０代の方はパソコン苦手だったんですけど、最近の６０代の方はパソコンを

普通に使われるので、ウェブサイトは見れると思いますが、僕らの世代になると、ウェブ

サイトを見ている時間がない。暇がないんですよね。だから、見ないですよ。電子メール

とかメールマガジンが来ると、手元に来ますので、時間のあるときにぱらぱらと見ること

はあるんですが、自分から見に行くなんてことはまずしないですね。学生たちは、ほとん

どみんな携帯ですから、携帯からウェブサイトも見れますけど、自分の趣味のところは見

ているかもしれませんが、そういう公共のところを見ているとは、まず思えないです。 

 メールで何か情報が来ると、私のほうでも、うちの学生の電子メールに一斉に送信して、

宣伝することは可能なんですが、ウェブサイトに入っていると、自分が見ない限りはわか
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らないということがあるので、何かそういう見てくださいという情報の宣伝の仕方もある

んですけど、ある程度情報を欲しいという人には、こちらから情報を流すという宣伝の仕

方ですよね。 

 それが、例えば先ほどの県内で統括する組織の話もありましたけど、どこかメールの発

信ができるところがあれば、もう少し若い人にも情報が伝わるのかなということをお話を

聞きながら感じましたので、ちょっとだけ、一言だけ。 

【会長】  どうもありがとうございます。 

 ウェブサイトよりもメールとかメールマガジンのほうがいいんじゃないかというような

ご意見でございました。 

 特に県のほうからございませんか。 

【事務局】  非常に貴重な意見をいただきまして、今後考えていきたいと思います。 

 県からは直接電子メールは流せないんですけども、県内にそういう統括する団体があれ

ば、そこから主だったところにメールが回って、そこの団体から、また会員さんにメール

が回るというような方式ですと、確実に情報が伝わるというようないい方法だと思います

ので、また、今後検討していきたいと思います。 

【会長】  よろしくお願いします。 

 ちょっと時間的にせっぱ詰まってきまして、ようやく次の基本施策３でございます。 

 「森林資源の循環利用の推進」に対するご意見ということで、県産材の利用促進につい

て、評価できる点、「県産材の利用促進については、目標に対して順調に進められている。

県産木材の生産から加工、流通まで一貫した安定供給体制を早急に整備される課題に力を

発揮されたい」というご意見でございます。「事業の施策は、概ね妥当と考える」、「県産材

の利用促進（県と木材協会が一体となって実施している『木の香る淡海の家推進事業』の

ような）補助事業の拡大が、裾の広い木材資源の利用につながる」という意見をいただい

ています。それから、「県産材の利用促進については、目標とする指標に対しては、順調な

状況となっている」ということで、おおむね順調、妥当というふうなご意見でございます。 

 評価できない点としましては、「林業が採算性を得るための最も重要な施策であり、基本

指標は１０８％、５つ星の向上であり、実施目標達成率も１４１％と高いが、実情を表せ

ているのか疑問に思う」というご意見があります。それから、「効果が不十分で、改善の余

地がある。利用促進に成功している先進事例などを参考に、木材流通の大幅な見直しが必

要。バイオマス燃料をはじめ低炭素社会に向けた大きな可能性をもった産業なので、既存
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の概念に捕らわれない思い切った改革を期待」というようなご意見でございます。 

 この点につきまして、県のほうから何か。 

 はい、どうぞ。 

【事務局】  「基本指標の実績」に関して、ご指摘のとおりだと私も思っております。 

 実は、県産材の利用という中で、ここで扱っているものが、木の学習机整備事業、それ

と、琵琶湖材の産地証明の中の証明割合、そして、製材需要に占める県産材の割合という

ことになっております。 

 木の学習机につきましては、全体の利用の中でわずかなものでございますし、あとの２

つにつきましては、割合ということで、分母が下がる割合が高ければ上がってしまうとい

う数字でございます。 

 そういった視点から、実は昨年の基本計画見直しの中では、基本施策でありますとか、

戦略プロジェクトの目標につきまして見直しをさせていただきました。今のご意見も踏ま

えまして、今後とも、またこういったものが確実に実情が伝えられるようなものにしてい

く必要があると考えておりますので、また検討を重ねてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 「木材流通の大幅な見直しが必要」との点でございます。 

 実は県産材の生産流通促進対策というものに重点的に取り組んでおりまして、その中で、

滋賀県のやり方としては、滋賀県には大手の製材事業体がないでありますとか、流通の核

となる拠点がないという実情もございますので、そういった中で、先進事例を見ながら、

いいとこ取りをしながら、また、滋賀県の特性を生かしながら、新たな生産システム、滋

賀県ならではの生産流通システムを構築していきたいというふうに考えております。 

 また、バイオマスにつきましても、先ほど申し上げましたように、Ｃ材という部分での

需要はすごく伸びております。そういったものにも目を向けまして、供給できる体制づく

りというものを、生産、流通促進対策の中でも考えてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

【会長】  どうもありがとうございます。 

 お答えに対して、何か委員のほうからございませんか。 

 これからいろいろ実行されていくということでございますので、よろしゅうございます

か。じゃ、よろしくお願いいたします。 

 それから、その他意見としましては、「県産材として流通するためには、県内での加工が
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必要であり、安定供給と併せて流通確保の体制整備が必要。また、公共施設への県産材の

利用が見えていないので、具体化を推進する取り組みも必要」という意見をいただいてお

ります。「国産材の需要が増加傾向にあるが、生産・加工・流通のみでなく、さらに長期の

安定的な林業経営を見据えて、造林・育林体系についての展望を持つ必要がある。現在の

ままの齢級配置では、供給過剰のうちに供給能力の急激な低下が訪れ、国産材の次代は長

く続かないことになる」というご意見をいただいております。「人工林では、６齢級から１

０齢級の山が多くて、この近年植林ができていない。３０年から５０年先、適当な材を安

定供給できないのではないか」という、意見が書かれてございます。「『近江スギ』と命名

して、県産材で家を建てようと頑張る人が出てきた、このような意欲的な動きを大切にし

てほしい。滋賀県には木材乾燥施設がなく、やむなく他県の乾燥施設に送り、往復の流通

コストを乗せて活用するハンデがある。木の学習机に限らず、商品としての間伐品を増や

し、学校以外の購入、採用先を拡大する全県的営業工夫策が必要」というご意見でござい

ます。 

 それから、「建築戸数と県産材の流通量等の調査が必要ではないか。また、県産材の利用

促進策として、県、市町の関係する事業、公園などには木材利用を義務づける（バス停・

公園のベンチ・物置等、木製の舞台の評判がよいということなど）ことも考えられる。そ

れから、「県内の木材生産は他府県に比べても少なく、市場に出回っている量も少ない。県

産材を活用するためには、価格の安定、利活用の推進、伐採、搬出体制の整備、販売体制

の整備など、積極的に活用できる施策を検討する必要がある。」「川上から川下まで、関わ

る人たちの意識が改革しなければ難しい。一つのモデルケースを立ち上げて、回し続けて

いくことしかないのでは」という、いろいろなご意見をいただいております。 

 このことにつきまして、県のほうで何かありましたらお願いいたします。 

【事務局】  たくさんご意見をいただきましてありがとうございます。 

 県産材の利用促進ということで、今、各委員の皆様から出されましたご意見、すべて関

連いたしますので、一括して全体的なお話で説明させていただきます。 

 まず、県産材の利用という部分につきまして、まず木材といいますのは物流でございま

すので、まず需要と供給のマッチングというのが一番の課題というか問題点だというふう

に考えております。そういうふうに需要と供給をマッチングさせていくためには、まずど

うすることがいいかという部分でございますけれども、生産、そして流通、加工、利用、

すべての部分で一貫したシステムづくりといいますか、つつがなく物が流れていくという
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仕組みをつくるというのが目的、目標ではないかというふうに考えております。 

 そういった点で、まず生産の部分でございますけれども、今現在、平成２１年の滋賀県

の木材素材生産量は４万２,０００㎥という統計数値が出ております。過去に最も生産して

おった時代は２０万㎥ぐらいでございますので、昨年はその２０％ぐらいという状況にな

っております。 

 また、需要があってもなかなか出せない。といいますのは、今現在、人工林でいいます

と、その約６割が柱材料に利用できるという状況まで成長しているという現状にあるんで

すが、なかなか需要があっても生産していく、採算性が合わないとか、そういった理由で

なかなか生産できない、出していけないというところがございます。 

 そういった視点から、今の木材生産量促進対策を進める中では、集約化、路網整備、機

械化などを進めて、労働生産性を上げることによって、採算性をちょっとでも合わせてい

こうという取り組みを進めているところでございます。 

 次に、流通の部分でございます。流通につきましては、最も生産、加工、流通の中でも、

流通というのは一番重要な部分でございます。といいますのは、少しでも高く売って収益

性を上げるという部分では、この流通というのが大変重要でございます。出てきた木材を、

先ほど申し上げましたＡ材、Ｂ材、Ｃ材にしっかり分別して、目的に応じて、ある程度ま

とまった量にまとめて流していくと、そうすることによって少しでも高く売れるというの

が木材でございます。 

 そういった部分で、この流通部分が大変重要でございます。それプラス需給調整を行う

のもこの流通の部分でございますので、今取り組んでいる対策の中では、県森連さんを中

心に、流通拠点の整備ということで、この部分を重点的に取り組んでいるところでござい

ます。 

 次に、加工の部分でございます。加工につきましては、ご指摘にもありますように滋賀

県におきましては、大規模な製材事業体というのはございません。合板会社なんかはゼロ

でございます。そういった意味で、例えば加工して使うという部分では、どうしていくか

というのが、先ほど申し上げました滋賀県の特性、特徴の１つでございます。 

 合板につきましては、わざわざ合板会社を誘致するということは不可能でございますの

で、たまたま周辺に立地しております合板会社を利用するということが、まず最善の策だ

というふうに考えておりますが、ただ、Ａ材、先ほど申した建築材の部分でございますね、

建築材につきましては、やはり県内で加工して、県内で利用するという流通をつくってい
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くことが重要と考えております。 

 そういった視点で、ご指摘のありますように、乾燥材、特にこれから家で木材を使って

いこうと思えば、性能表示というのが求められておりますので、やっぱりそれなりの品質

の建築材を供給していく、加工していくというのは必要でございます。そういった視点で、

実は昨年から補正予算を使いまして、加工事業体の基盤整備にも取り組んでおります。 

 乾燥施設につきましては、昨年度末には１社入れられました。今年度につきましても２

社入れられます。来年度、また１社入れられるというふうに、高温乾燥機を導入しようと

いう事業体も増えてきております。そういった中で、県といたしましても、導入支援とあ

わせまして、乾燥というのは技術力が大変必要でございますので、技術については研修を

するとか、そういったものについても取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 次に、利用の部分でございます。利用につきましては、実は世界的にいいますと、外材

がかなり輸入しにくくなってきたという部分、それと、環境面、地球温暖化対策という、

環境面から住宅メーカーでありますとか製材事業体が国産材を使うかというふうに大分変

わってきております。 

 そういった視点から、国内の大手の事業体でも、外材から国産材用に製材ラインを変換

しております。聞くところによりますと、一たん国産用にラインを変えてしまうと、外材

は挽けないと。外材と国産材の質が大分違いますので、そういう事情があるということで

ございますので、一たん変えてしまうと、これから永久的に国産材を使っていくという傾

向にならざるを得ないという状況であると聞いております。 

 そういった中で、今後も国産材熱というのは高まっていくというふうに考えております。

そして、国産材、また、滋賀県の県産材に対する需要も増えてくるというふうに想定をし

ております。 

 そういった中で、滋賀県といたしましては、先ほど申し上げましたように、Ａ材は建築

材、Ｂ材につきましては、合板とか集成材用、Ｃ材につきましては、製紙でありますとか、

燃料用としっかり分けることによって利用していく、すべてを利用していくことによって

収益性を上げていくという部分の仕組みづくりというのも必要というふうに考えておりま

す。 

 一遍に申し上げましたけども、そういう需要と供給のマッチング、そして、それを実現

するためにも、生産、流通、加工、利用、一貫したシステムづくりに取り組んでいく必要

があるというふうに考えております。 



－38－ 

 皆様の意見、まとめたつもりでしゃべらせていただきました。よろしくお願いいたしま

す。 

【会長】  ありがとうございます。 

 今、県のほうからございましたけれども、委員の方から、何かございませんか。 

 需要と供給がマッチングするという非常に重要なことですので、よろしくお願いいたし

たいと存じます。 

 特にこれから外材が入ってこなくなるというので、やっぱり国産材にシフトしてきてい

ると思いますので、滋賀県が他府県に負けないように頑張っていただきたいと、そういう

ふうに、滋賀県材を使うというような方向でやっていただきたいと思います。 

 はい、どうぞ。お願いします。 

【委員】  くどいんですけども、１つだけ強調しておきたいなと思いまして。 

 やっぱり、今、調子よくなりそうだというところですから、やはり長い目で今後の林業、

森林経営をどうするかということを真剣に考えていただきたいと思います。 

 ここのところでは循環利用ということなんで、利用をメーンに置いたくくりのところな

んですけど、やはり次世代の森林をどうやってつくっていくかということを真剣に考える

時期じゃないかというか、もうちょっと遅いぐらいだと思うんですけども、そのためにも、

さっきのシカ対策とか非常に重要ですし、ぜひ一生懸命考えていただきたいと思います。 

【会長】  今の、ご意見ということでよろしいですか。貴重なご意見ありがとうござい

ます。 

 森林というのは、林業というのは、時間が特に長いものでございますので、しっかりこ

れから対策を変えていただきたいと存じます。 

 それから、一番後の、「森林資源の有効利用促進」につきましては、「森林資源の有効利

用促進のためには、間伐材の利活用の研究開発など、森林・林業の活性化につながるさら

なる実施が必要」というようなご意見をいただいております。これは、先ほど県のほうか

らおっしゃったのと近いでしょうか。 

 はい、どうぞ、お願いいたします。 

【事務局】  やはり先ほど申し上げましたように、国産材の需要が高まるということは

競争相手も多くなるということでございますので、やはり新たな利用という部分で先ほど

ありましたように、バイオマス利用でありますとか、今までと違った利用というのも、率

先して取り組んでいく必要があると考えておりますので、森林税事業の中で、森の資源研
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究開発事業というのも行っておりますので、そういったものを活用しながら、新たな利用

に向けた研究開発というのも、支援、研究を進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

【会長】  ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 それから、最後でございますが、基本施策４です。 

 私の進行がまずいために時間が４時を過ぎてしまいましたが、どうかご協力のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

 「次代の森林を支える人づくりの推進」に対するご意見ということで、森林所有者等の

意欲高揚、「事業の施策は、概ね妥当と考える」というご意見を、評価をいただいておりま

す。 

 その他意見でございますけれども、この中には、ご意見というのと質問のようなものが

ございまして、特に、これも後で一緒でお答えいただくことでよろしいでしょうか。先に

されます？ じゃ、順番にやっていって、質問のところで適宜お答えいただくということ

にさせていただきます。 

 その他意見といたしましては、「林研グループの中には、山一筋に生きてきた専業の方々

がおられる。技術や情報を伝承するための必要不可欠な存在であり、次世代への山の境界

確認などの予算化が必要」、それから、「森林所有者の意欲は、林業の採算性が向上すれば

高まり、第１次産業から都会へ集団就職で人が流れたように、森林への回帰も可能であり、

採算性の向上を第一に考えることが重要。そのためには、除間伐材の利活用、路網整備、

高性能林業機械の導入支援も必要である」というご意見をいただいています。「山主にとっ

て、今ある助成金が使いにくい、わかりにくい、情報提供も技術指導も不足している。行

政だけでは限界がある。専門化集団を結成して、現場に派遣するべき」というご意見でご

ざいます。 

 この点につきまして、県のほうからございませんでしょうか。 

【事務局】  林研グループさんの中で、技術や情報を持たれるというのは、もうおっし

ゃっているとおりでございます。 

 そのために、昨年から、山の匠実践講座ということで、各地域のそういった林研グルー

プさんとかの林業の先進、篤林家の方がやる気のない森林所有者さんたちに声かけて、地

域の山は地域でつくるといった講習会などをしていただくように進めているところです。

まだ、昨年始めたところですので、すぐには成果が出ませんけども、そういった地域の方
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が地域で山をつくるという形を、後継者というか、若い方に、地域の方みずからが伝えて

いっていただくという取り組みを地道に進めていきたいなというふうに考えています。 

 それと、境界確認などの予算化が必要ということですけども、これはまた個別に相談し

ていただいたら、こういう形だったら、補助金がもらえるのではないかというような事業

もございますので、個々に相談いただいたらいいかなというふうに思います。 

【会長】  はい、どうぞ。お願いいたします。 

【委員】  今、山の境界確認、これは間伐が第一、それから国有林、公有林がそれなり

の現場把握、現状把握はできていると、問題は民有林と、民有林のウエートが滋賀の森林

にどれほど、放置民有林が影響あるかということを量的にもちょっと把握できないんです

が、その前段として、境界がわからないと。これはあちこちで私も聞きます。これは所管

が違うのかもしれない。実は、私、東京に会議にこの土日行っておりまして、滋賀県はす

ごい琵琶湖というより水源県で、すごい森林が周囲にあると、これは東京の人でもそう見

ておられる。そういう話の中で、私もちょっとわからなかったんですけど、日本で地籍調

査が依然として進んでいないと、特に林地においては、０９年度末で４２％にとどまり、

０７年度末の調査で、進捗率が１０％以下の県は、４７都道府県中１３あると。そして、

ちょっとびっくりしたんですけど、この淀川水源圏、淀川流域の京都、大阪はその調査が

１％だそうです。そこに同じように滋賀県の名前が載っていました。要は、１％という進

捗率の状態が、この琵琶湖の流域の森林の滋賀、京都、大阪だということ。これは『ウエ

ッジ』という有名な雑誌ですね。これで全国情報へ流れているというのを私知りまして、

ちょっとこれはきょうの重要な審議事項と違いますが、この境界確認の問題というのは、

やはり詰めていくと、対策系で行くと、大きな要因として絶対つぶさなければならない、

手が打てないという問題等を考えますと、これは大きなことだなと。しかも数字が合って

いるかどうか私もわかりません。ただ、そこそこの傾向としては非常に全国的にも困った

状態にあるのかなと、この辺、所管でなければ答弁結構ですけど、ちょっとそんな気がい

たしました。意見というか質問になりますが。 

【会長】  ありがとうございます。 

 いかがでしょうか。県のほうから何かございましたら。 

 はい、お願いします。 

【事務局】  滋賀県のほうで、山の境界も確定できていないというのは事実でございま

す。何％という細かい数字まで持っているわけではございませんが、大きな問題になって
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いると。間伐の推進や環境林の推進、なかなか難しい理由の１つになっているというふう

に私らも認識しております。 

 ただ、山の境界につきまして、国のほうでも、いろんな事業も現在ございます。昨年度

からできた事業もございますし、その前からできていた事業もある。ここ数年でやっとで

きてきたという現実もございますので、私どものほうも、これらの事業の推進を図ってい

きたいと、これは重要な問題であるということは十分認識しておりますので、何とか進め

ていきたいというふうには考えております。 

【会長】  よろしゅうございますか。 

 どうもありがとうございました。 

 森林所有者等の意欲高揚で、委員のほうからご意見、何か追加とかございませんでしょ

うか。 

 それでは、続きまして、「森林組合の活性化」につきまして、その他意見として、「森林

組合系統においては、森林組合改革プランの目標（１県１組合）を目指し、県森林組合連

合会とともに中核森林組合の育成と人材育成に取り組んでいるが、現在の林業予算や施策

では、森林所有者の協同組合である森林組合の活動、育成が低下している状況。国が策定

した森林、林業再生プラン中間取りまとめにおける森林組合改革の骨格について、県とし

てどのように考え、どのように次代の森林組合のあり方をするべきか、また県の林業全体

がどのようにすべきか、県の指導方針を明確にし、具体的に示すことが必要」と。「国産材

の安定供給のためにも、中山間地を支えるためにも、２０代、３０代の作業員を増やすた

めの本格的な取り組みが必要」、寺田委員、これはご質問かと思いますが、「作業プランナ

ー、オペレーター養成は、必要数に対してどの程度の状況か」かという、こういうご意見

をいただいております。 

 このことに対しまして、県のほうで何かありましたらお願いします。 

【事務局】  それでは、「森林・林業再生プラン」の件でございます。 

 現在、森林・林業再生プランというのが昨年１２月に公表されまして、それを受けまし

て、国のほうで推進本部を立ち上げて、いろいろ議論をされております。 

 先日、その中で「森林林業の再生に向けた改革の姿」という中間取りまとめが公表され

ました。そこでは、森林施業が確実に行われる仕組みの整備という部分と、低コスト作業

システムを確立する条件整備、そして、林業事業体や人材の育成、そして、効率的な加工

流通体制づくりと木材需要の拡大と、４つの柱で議論が進められておりまして、そういっ
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たことが実現することによって、１０年後の木材自給率５０％を目指すということにされ

ております。 

 そのうち、林業事業体や人材育成というところで、持続的な森林経営を担う、森林組合

改革というものが議論されております。そこに、森林組合の役割の明確化でありますとか、

員外利用の厳格化等が議題に上がって議論されているというところでございます。 

 県では、現在、県産木材の生産、流通、促進対策というものに重点的に取り組んでおり

まして、その中で森林組合は県産木材生産の中核的な役割を担うものとして、しっかりと

位置づけております。 

 さらには、滋賀県の県産木材の生産や流通の現状から、需給調整や販路拡大など、流通

に関しても、森林組合、森林組合連合会に、その役割を担っていただく必要があるという

ふうに考えております。 

 このような視点から、生産、流通、促進対策では、集約化、路網整備、高性能林業機械

の導入による低コスト作業システム確立に向けた基盤整備や人材育成などの生産体制整備、

さらには、県産木材の流通拠点の整備についても、森林組合、森林組合連合会と連携して

取り組んでいるところでございます。 

 現在議論されていますこの森林組合改革に対しては、県産木材の生産流通の現状や課題、

生産流通促進対策の進展状況を十分に検証しながら、県としても国に対してしっかりと意

見を申し上げていきたいというふうに考えております。 

 また、県産木材の利用が拡大して、林業や木材産業が活性化する中で、経営基盤が強化

されていくように、今後も生産流通促進体制に積極的に取り組んでいくというふうに考え

ております。 

 こういった考え方が、ご指摘の答えという部分に反映できるかどうかわかりませんけど

も、県といたしましては、こういう姿勢で今後とも取り組んでまいりたいというふうに考

えているところでございます。 

 もう１点。 

 ２０代、３０代の作業員を増やすという部分でございます。これはやはり雇用をする、

森林組合でありますとか、林業事業体のしっかりした経営基盤を強化していくということ

が重要であります。 

 そのためには、先ほど来申し上げていますように、木材生産を中心とした、そういう業

が成り立つ、そういう取り組みを進めることによって、雇用する母体となる事業体の経営
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基盤がしっかりしていくように支援して、また、県も考えてまいりたいというふうに考え

ております。 

 次に、施業プランナー、オペレーターの養成の件でございます。 

 これにつきましては、なかなか、今現在どれだけの人数が必要かという、具体的な目標

を持っているわけではございませんが、ただ１つの考え方といたしまして、施業プランナ

ーにつきましては、森林組合と事業体で２名ずつ置いていくとすれば、森林組合を１０、

事業体を５で１５といたしますと３０名。同じようにオペレーターにつきましても、路網

作設と高性能林業機械を２つに分けますと、路網については、先ほどと同じように、２名

ずつで３０名、高性能林業機械につきましては、３つの機械がワンセットという考え方を

しておりますので、３名ずつにいたしますと４５名という形になります。 

 それに対して、現状につきましては、施業プランナーに関しては、森林組合連合会の系

統のほうで養成事業を実施していただいておりまして、全国に幾つかあります指導的森林

組合の派遣研修等の事業を通じまして、その受講者は今現在１５名という形になっており

ます。 

 次に、路網作設や高性能林業機械のオペレーターの件でございます。これにつきまして

は、県や労働力確保支援センターのほうで研修や講習を実施しておりまして、今までのと

ころ、路網につきましては約６０名、高性能林業機械につきましては、約３０名の方が受

講されております。 

 こういった資格とか免許があるわけではございませんので、とりあえず、今は研修なり、

受講していただいたという状況でございますので、今後、実地といいますか、実際に現場

でそういった作業に携わっていたことによってスキルアップを図っていただくというふう

にしてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

【会長】  ありがとうございます。 

 ただいまの県のほうからのお答えに対しまして、何かご意見等はございませんでしょう

か。 

 どうぞ。 

【委員】  私ども森林組合関係者が常々思っておりますのは、現在の滋賀県の山をつく

ったのは、滋賀県の山に住んでおる山村の人たちであったというふうに考えているんです。

ところが、見事にそれが山村というところが限界集落という名前に置きかえられてしまい
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まして、生活できないようになってきた。 

 だから、基本的に未来の森を支えるということの言葉が表題になりますと、これから森

を支えるために、限界集落に入っていって、昔の人がなされたのと同じことをみんながさ

れなきゃだめであって、クラブ活動の延長のようなことをしていたのでは、次代の森はつ

くれないというふうに私どもは考えておりますので、そのつもりで、やはりこの問題につ

いては取り組んでもらいたい。今、目下、そのために頑張って、わずかながら頑張ってお

りますのは、森林組合の職員たちということになるわけなんですが、彼らはクラブ活動で

いうふうな短期的な思いじゃなく、自分とこの家族を支えていかなきゃいかん、自分たち

が生活せないかんという必死な思いの中で、森林組合の厳しい仕事をしておると、こうい

う状態でございます。 

 このオペレーターの話だとか、それから２０代、３０代の話も今ここで出していただい

たわけなんですが、非常に結構でありがたいことなんで、これの実情についてちょっと申

し上げますけども、今、一月ほど前に、滋賀県森林組合連合会の持っておる作業員が、大

津の山の中で機械とともにひっくり返りまして、そして、こういう事故を起こしました。

腹が真ん中から割れてしまいまして、背骨が折れると思って心配しとったんですが、背骨

は折れずに何とか助かったんですが、山の中ですので、救急車を呼ぶにも大変、来てくれ

るのも大変だという状況で仕事をして、今どうにか命が助かって、動けるようになってく

れております。 

 きょうのニュースですけれども、熊本県の球磨川地域の森林組合で、緊急雇用の職員が

１人、１５メートル重機に乗ったまま落ちて死んでいます。ですから、単にオペレーター、

またそういうふうな若い人たちが頭数だけそろえたらそれでよいというものではなく、こ

れからの山づくりというのは、率直に言いまして、大げさでございますけれども、命がけ

の状態で仕事をしておるという状況であるということを知っておいていただきたいと思い

ますのと同時に、今、森をつくったということは、５０年前に植えたということなんでご

ざいます。私が二十のとき、私は１５町歩の山を植えておりました。というのは、田舎で

うろうろしていたら退職金がもらえませんから、退職金をもらわきゃいかんので、山の木

を植えておいたということになりますが、今、その山の木の値打ちがなくなってしまって

おりますので、退職金がないということなんでございますけども、そういうつもりで、５

０年、８０年というスタンスで仕事をしておりますので、何としてもこの間の責任ある態

度で山に立ち向かうということになりますと、森林組合という機関がしっかりしておって、
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その姿を見て、多くの県民の人たちがボランティアであり、またいろんな形の団体として、

その姿を見てご協力いただけるという格好にならないかんわけなんですが、その森林組合

が非常に今危ない状況に来ておるということでございますので、ちょっと声を大きくして、

東京のほうに私どもも文句を言うておるんでございますけれども、そういう厳しい状況で

ありますので、県さんには気の毒ですけれども、県民の声を伝えてくれるのは、やっぱり

県を窓口に東京へ伝えてもらわなきゃ仕方がありませんので、県庁の皆さん方のご尽力を

お願いしておると、こういう状況でございますので、私ども、こういうふうに書かせても

らいましたけれども、ひとつご処置をいただいたらありがたいというふうに思いますのと

同時に、この辺のご理解をいただいて、はじめて２０代、３０代の若い人たちが山林作業、

山で木を育てる、森を守るということに本気でいそしんでもらえるというふうに思ってお

りますので、ひとつその辺もご承知を願えればありがたいと思っております。 

 以上でございます。 

【会長】  ありがとうございます。 

 あと、委員の方から、何かございませんでしょうか。 

 そしたら、次にまいりたいと存じます。 

 「森林環境学習」です。これにつきましては、評価できる点としまして、「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適切な事業であり、順調に成果を上げて

おり、非常によいことと感じている。幼稚園や小学校全校で実施できるよう、引き続き推

進されたい」、「全体として、合目的性、有効性において概ね妥当。『やまのこ』は『うみの

こ』と並んで将来性のある重要な事業であり、引き続き推進すべきというご意見をいただ

いております。 

 また、その他意見としましては、寺田委員から「『やまのこ』事業を受けた子どもたちの

反応、意見はどのようなものが多いですか。また、それを受けたより学習効果のある内容

への充実、変更への取り組みが必要」というふうなご意見をいただいております。それか

ら、「『やまのこ』事業の活動も３年を経過し、一度その指導員の方の活動発表会を早急に

企画され、事情を把握したい」というご意見です。浅香委員、もう１つ「子ども以外に大

事なことは、県民税を出している『成人・シニア層』、『県内企業・会社』の森林環境学習

への参加。滋賀県は水源県として森林・自然を持ち、日本を代表する森林の荒廃と復旧の

地、森と人との営みの歴史、森林文化の学習地として最適な学習地、『滋賀県の森林環境の

学び』を観光資源として多くの県外者を呼び込み、淀川水源県としてＰＲすること、県の
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森林づくりとその姿勢を知っていただくことは将来にわたって有益」というご意見でござ

います。「小学校～大人に至るまでの継続的な森林学習機会の拡大が必要」、「さらなる内容

の充実のため、森林の多面的機能については、多くの野生生物の生活環境としての役割や

生物多様性の概念などを学習できる工夫が必要。また、天然林と人工林の違いなどを明確

にした森林の解説が必要というご意見をいただいております。 

 これらのことにつきまして、県のほうから何かございましたらお願いしたい。 

【事務局】  「子供たちの反応をどういうものが多いか、それを受けた学習効果のある

内容への充実、変更への取り組みが必要」というご意見をいただいております。「やまのこ」

事業は、その特色に体験型の学習であることから、子供たちから多くの新鮮な体験や発見

に対する驚き、助け合いによる活動の達成感の声が寄せられております。また、それをき

っかけに、子供たちの森林への興味を高め、理解を深めていきたいと考えております。 

 ある市民の方からご意見をいただいたのですけども、「滋賀県の小学生は間伐という言葉

を知っている、それだけでもすごいことや」というような評価を受けたことがあります。 

 今後更に、学習プログラムを充実していく必要があるのですけども、できるだけ学習効

果をするためには、やっぱり日帰りでは少し時間が短くて、できるだけ１泊２日で行って

もらえるように学校関係に働きかけているところでございます。 

 それと、最初の子供たちの反応のところなんですけど、木材、木に対して、思っていた

以上の反応を示してくれます。木の切ったときの匂いとか、特に特別支援学校の子供たち

が車いすに乗ってのこぎりをつかってバッチなどをつくるのですが、物凄く大切な宝物を

持つように、バッチをなでたりしてます。僕らから見たら木くずなんですけど、それを大

切に持って帰っている姿を見ますと、国産材のよさというか、スギ、ヒノキの匂いという

のが非常に子供たちの心をとらえる効果があるんじゃないかなと。もっともっとそれをう

まく伝えていけるプログラムはないかなというのは今後の課題だと考えております。 

 また、「『やまのこ』事業の活動も３年が経過し、一度その指導員の方の活動発表会を早

急に企画されたい」ということなんですけども、指導員の方も大変忙しくて、なかなか一

堂に会して発表ということは難しい状況にあります。市町村の教育委員会を集めた説明会

のときとかに、パワーポイントを使って施設の紹介、学習内容の紹介をしていただいてい

ますし、夏に教員研修で２５１名の教員に研修をさせていただいたんですけども、その指

導者あるいはサポーターとして、教員の方との意見交換、あるいは実際の「やまのこ」の

事業の様子等を語っていただいて、交流をして、事業がスムーズに行くにように努めてい
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ます。 

 それと、滋賀県の「やまのこ」事業の特徴としまして、他府県では主に大型の施設で、

京都やったら花背山の家１つしかないというようなことなんですけども、滋賀県はやっぱ

り北から南まで、非常に多様性がある地域ですので、それを生かすということで、８カ所

施設を指定しています。葛川、高山、高取、河辺、栗東の森の未来館とか、いろいろ各施

設ごとの個性を生かしながら、子供たちに学習プログラムを提供するということで工夫し

て実施されてますので、そういう施設ごとのご意見があったら、教えていただきたいなと

思います。 

 それと、「子供以外に大切なのは、県民税を出している「成人・シニア層」「県内企業・

会社」の森林環境学習への参加と、それと、滋賀県は水源県として、荒廃、復旧の歴史を

持っている」と、まさにおっしゃっているとおりで、田上山なんかを見ていますと特にそ

ういうふうに感じます。県では、森林ボランティア活動の一環として、自主的な森林環境

学習を支援するとともに、森林センターにおいて、県民に森林・林業の理解を深める県民

講座を実施しているところでございます。 

 それとともに、３カ所、緑化の普及啓発の拠点施設を持っています。まず、北から山門

水源の森、きゃんせの森、そして、滋賀県立近江富士花緑公園があります。成人、シニア

層のかなり知識の深い方には、山門水源の森でのフィールドガイド等をしております。ま

た、きゃんせの森は、平地で危なくありませんので、どんぐり拾いとか、初級の環境学習

など、幼児を対象とした学習をしております。 

 また、近江富士花緑公園では、主に家族連れを中心とした、環境学習の提供を現在して

いるところでございます。引き続き、また実施していけたらと思います。 

 それと、「小学校から大人に至るまでの継続的な森林学習機会の拡大が必要」というご意

見なんですけども、現在、まず小学校４年生の「やまのこ」、これは「うみのこ」に対して

２５年も遅れてしまったんですけれども、まずこの「やまのこ」の小学校４年生をしっか

りとして、それから今後考えていきたいなと。緑化の拠点施設とかイベントとかで大人か

ら子供までさまざまな環境学習をやっているんですけども、体系的にはまだできていない

というふうに考えております。 

 それと、「『やまのこ』で、さらなる内容の充実、森林の多面的機能、野生生物の生活環

境としての役割、生物多様性の概念」、こういったものは山門水源の森では実際実施してい

ますが、「やまのこ」事業の中では、ここまでの内容が今現在のところ難しいのではないか
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と。ただ、日帰りで正味の時間が３時間ぐらいしかない場合がありますので、ペットボト

ルを活用した実験で土壌があるのとないのと、茶色くなるのと水がきれいになるのという

とこらぐらいが、まだ実際のところは精一杯のところで、今後、こういうことも考えてい

きたいなと思っています。 

【会長】  ありがとうございます。 

 今、県のほうからございましたけれども、何か委員のほうで。 

【委員】  指導員の方もいろいろ新しい試みでご苦労があることと思います。県下全小

学校を集めて対象とするのは全国的にもあまりないと、全国で関係者に話しています。す

ばらしいことだと思っております。それだけに、指導されている方の、取り組みされてい

る中での考え方とか、意見とか、子供たちの反応、こういうものを、何かのときにお聞き

して、私どもも、また、かかわったり、いろんな支援ができるんじゃないかと。そういう

意味で指導者の発表のような場があればと思います。決してチェックするとかいうことで

はございません。 

 やっぱりご苦労なさった、全国的にも珍しい全校対象の成果は、発表の機会があれば把

握できると思いますので、そういう希望を持ちました。 

 それと、もう１つ、「うみのこ」の話が出たのですけど、２５年になりますね。やっぱり

滋賀県ならではの思いを入れ込んだ歴史的な事業だと思いますが、私は今日的には、やっ

と湖からいよいよ森林のほうに目が向いてきたかと、これは大きな転換ですね。だから、

私は、よそから滋賀県に来ましたので、余計にそう思うんですけど、琵琶湖・琵琶湖と言

い過ぎるところが若干あるような気がしていました。琵琶湖がある前に何があるのかと、

その奥に、この森林のことを今私どもは意識しないと。子供だろうが、大人であろうが、

おじいさん、おばあさんだろうが、都市住民だろうが、やっぱりそういう目で滋賀県とい

う大自然、森林遺産を考え直すきっかけになったというふうに思いますので、その意味で

は、「うみのこ」の事業は、思い入れがあると思いますし、予算も相当あると思います。船

まであるわけですから。これは部局が違うのでわからないのですけど、「うみのこ」での教

育は水は水で従来通りやっており、「やまのこ」は、山は山で、昨今の課題から新しい森の

教育を行っているのではと見ます。それぞれ別々の体系で、５年生と４年生を対象として

いますが、私らから見ると、船の中で、座学で、森の授業もやっても良いのと違うかと単

純に思うんですよ。そうすると、もう２５年の間に「うみのこ」で授業を受けたかつての

児童が、お父さん、お母さんとなり、その子供が「うみのこ」に乗るような歴史がありま



－49－ 

すので、やっぱり今は森の視点から湖を考えて欲しい。だから、船の上でも森の授業がで

きるわけなので、工夫をいただきたいとの思いがあります。 

 それと、大人達も大切だと私は言うんですけど、全国の小学校児童は小学１年生から６

年生まで７００万人少しです。かつて森がなぜ大事かということを体で知っている人を６

０歳から８０歳としますと、この人口は日本で３,０００万人です。かたや１年生から６年

生が全国で７００万人少しです。これらの薪・炭の体験で育った人たちが定年を迎えて、

時間的にも余裕があり、健康づくりやいろんなことをなさっていますけど、３０００万人

の人たちが森のことに目を向けることがあればと思います。子供対象の森林環境学習を大

事にやっていますが、子供はまず間伐材を買えませんね。木材もそれじゃ買おうというこ

とできませんね。森林整備に汗をかこうということも子供はできません。子供には、次代

を担うということでの教育の視点はありますが、子供ばかり教えるのではなく、今は薪・

炭にかかわった経験を持つ、おじいさん、おばあさんを含めた３０００万人の大人たちが、

森林を考える対象になるべきであると思います。私はそういう視点で、東京に行ったとき

に元林野庁長官へも、大人達の森林学習に視点に向けてほしいということを言っておりま

す。ちなみに滋賀では小学生、１年生から６年生では８万７,０００人ほどですかね。その

うちの４年生ということですから……。 

【事務局】  １万５,０００人です。 

【委員】  １万５,０００人ぐらいですね。 

 滋賀で、私が言う６０歳から８０歳の薪・炭の体験者が何人いるかというたら３１万人

ほどいます。これは滋賀県だけでなしに京都にもおられますし、大阪にもおられます。私

もそうですけど。 

 この人たち、そういう思いで、やはり日本の先人は森をつくってきた。先ほどの山村の

お話なんか、非常に深く受けとめましたけど、そういうことをもう一度、仕事が終わって、

じっくり考えられて、昔を知っている人間が、こういう学びに参加すると、それを呼ぶ込

むと、そういうような思いを強くしておりますので、こんなことを書かせていただきまし

た。 

【会長】  どうもありがとうございます。 

 じゃ、お願いします。 

【事務局】  「やまのこ」も、今年全小学校がやるようになりました。大規模校で体験

をしようと思いますと、やはり３クラス、４クラスあります。専任指導員さんが２人しか
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いないわけですから、なかなか目が行き届かないところがあります。そのサポーターとい

いますか、手助けできる制度を現在検討しています。それには、林研さんとか、インスト

ラクター団体のご協力も得なくちゃならないかもしれないのですけども、ただ、「やまの

こ」事業というのは、学習指導要領に基づいて、学校教育として実施してますので、たち

まち私たちの思いをそのまま伝えると、また反発が来るというようなことがあります。た

だ、サポーターの人があまり個性を出されるとまずいというような状況も生じてくること

がありますので、そういったことも工夫しながら、逆に地域の支援も受けないとできない

ということもありますので、よりよい事業になるように、いろいろな意見を聞きながらや

っていきたいというふうに考えております。 

【委員】  小学４年生で「やまのこ」という学習の場があるということはよいことです

けども、毎年のように甲南高校生が１０名ほど体験学習でうちのほうへ来られます。聞く

ところによると、専門的な林業科というのがなくなったように聞いておりますけども、や

っぱりこれから森林を支える人づくりのために、ぜひ復活していただきたい。 

【会長】  今の点、いかがでしょうか。 

【事務局】  林業科がなくなりまして、申しわけございません。ほんとうに森林を経営

していただくなり、守っていただくのは、やっぱり教育が一番大切と思います。 

 ただ、林業科がなくなったという背景には、やっぱり林業をやる方も少なくなったとい

うこともありまして、なかなか復活は難しいかもしれませんけど、また、いろんな意味で、

大事なことはどういう教育をするかということを私たちで考えてみたいと思いますので、

その辺でご容赦を願いたいと思います。 

 これから「やまのこ」事業を進めることによって、また若い皆さんが林業に対する理解

を深めていただくことを期待してございますので、どうぞよろしくお願いしたいと思いま

す。 

【会長】  よろしゅうございますか。 

 どうぞ。 

【委員】  自分の専門に一番近いのかと、しゃべり出すのにたくさんあるんですけど、

簡単に２つだけ。 

 １つは、教育委員会とか現場の学校の先生ともう少し対話してください。今おっしゃら

れたこととは全然違う話がいろんなところから聞こえてきていますので、多分かなり現状

は違う、県のほうで把握しておられることと、学校の現状とは多分違うということがある
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と思います。 

 それと、もう１つは、ここでもいろいろ委員から出ているんですが、ぜひやっていただ

きたいということが、森林環境学習って何ですかということですね。具体的に森林環境学

習というのは何のことをおっしゃっているんですかという議論をどこかでやらないと、こ

の「やまのこ」事業のプログラムというのは進まないです。ここに書かれているように、

あげ足をとるようで申しわけないんだけど、小学校から大人に至るまでの継続的な森林環

境学習の機会の拡大はいいんですけど、小学生の森林学習というのと大人の森林学習とい

うのは中身全然違いますよね、きっと。何を言っているのかがわからないですね。何を考

え、どういうものをつくればいいかということがよくわからない。小学校４年生、今「や

まのこ」行っていますけど、あの子たちが喜ぶのは、間伐ですわ。木を倒したってね。雨

降ると木が倒せないんで、たまたま雨を降ったところの学校の子たちががくっとして帰っ

てくるんですよね。それはお天気なのでしょうがないんですけど、そうすると、じゃ、木

を倒したということが森林環境学習なんですか。大人の人にとっては、じゃ、木を倒した

ら大人の人は喜ぶんですかというと、「ああ、疲れた」と言って帰ってくるだけで、何も学

習ないかもしれないですね。その辺をどこかでそろそろ１回議論しないと、ここの最後に

書かれている、野生生物との関係、生息環境という意味ですよね。生物多様性との関係が

あるので、例えば中学生とか高校生、大人の方だと、こっちの話のほうが森林環境学習と

して意味があるかもしれないということですよね。 

 だから、こちらの「やまのこ」事業を推進するサイドとしては、中身をどう考えるのか

というところを１回議論したほうがいいでしょう。それから、実際に学校現場と一緒にや

っていくためには、学校の現場がどう受けとめているかということをちゃんと知らないと

進まないという、この２点を申し上げたいですね。 

【会長】  ありがとうございます。 

 県のほうで、特に、ご意見ということでいいんでしょうかね。 

 じゃ、お願いします。 

【事務局】  確かにおっしゃるように、実施１年目、２年目は、「学校でやりたいことが

いっぱいあるのに、何でわざわざそんなことを上から言うてくるんだ」と、「そんなもんし

てる暇あらへんと、ほかにもっともっとやりたいことがある」。「やるにしても、こんなや

り方で施設に行って、そこのメニューでやるのは嫌だ」とか、いろいろご意見を伺ってい

ました。ところが、やはり研修を実施することで、専任指導員さんとか私たちが行うので
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すが、４年続けて、合計１,０００人の先生方に「やまのこ」の教育研修を受けていただき

ました。そうしてくると、確かにいろんな学校ですべて聞けていないのですが、１年目よ

りは２年目、２年目よりは３年目、３年目よりは４年目がだんだん学校の理解が拡がって

きているなというのは実感していますけども、なかなか、先生がおっしゃっているように、

森林環境学習の定義、４年生はこういう環境学習を、というのをやっぱり議論する時期に

来ているのかなと思いますので、事業の中で考えていきたいと思います。 

【会長】  そういうことでよろしゅうございますか。 

 それでは、お願いします。 

【委員】  「やまのこ」に関しては、いろいろご苦労というか、ご努力されているとい

うことは聞いて、非常に感心しました。その中でいろいろ注文をつけてしまって申しわけ

なかったんですけど、私の書いた生物多様性の概念というところ、何かすごい敷居が高く

て、難しいような印象があると思うんですが、提案なんですけど、例えば先ほど前半でお

っしゃっていたんですけど、ニホンジカの被害とかを取り上げて、これについて学習する

場を設けると、生物多様性の概念も同時に学習できるんですよね。 

 今の、例えばこの計画を今見ていたんですけど、参考の８のページに、ニホンジカによ

る被害について書かれてあるんですけど、ここに載っている写真は、人工林の被害のこと

だけなんですね。ここに２枚せっかく載せるのなら、１枚は自然林の被害、いわゆる生態

系に関して野生生物がこうやって被害を及ぼすことがあるんだというような写真を１つ載

せると、それをとっかかりにして学習するという手もあると思うんですよね。そして、学

習することで、愛護の考えに対する、そういう説明にも使えるんですよね。大体全国的に

シカの個体数調整とかをやると、やはり顔がかわいいので、大体愛護団体はかわいいと反

対する。魚を幾ら外来魚を駆除してもかわいそうという意見は出ないですけど、目が正面

につくに従って、どんどんかわいい感じがして、顔を正面から目が２つ見える生き物に対

しては、やっぱりどうしても感情的に出てくる。 

 ただし、ここで「人工林が被害なんです」と言ったら、「人間の都合で」と、こういう意

見が出るんですけど、例えば滋賀県で言ったら、滋賀県の最高峰のみんなが大好きな伊吹

山のお花畑がシカの食害に遭って、おそらく数年放っておいたら、芦生だとか大台ヶ原と

かになってしまいそうだと。そういうような出し方ですよね。そうすると、やはりちょっ

と違う感じもわかってくるんですよね。そういったものを題材にして、ほんの少し前まで

は野生動物は放っておくと生態系の循環の中でうまいこと回っていくんですよみたいな説
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明があったんですけど、今はもうその考えは崩壊していて、自分の存続を脅かしてまでも

生息環境を破壊する。シカなんか、最終的に食べる物がなくなってクラッシュするという

ところまで行っちゃう。野生生物はそういう側面を持っているんやという学習に、森での

学習、シカの被害を１つとってみれば使える。出し方の工夫だと思うんです。ここで伊吹

山のお花畑の写真を出してみたり、既に他府県の、放っておいたらこんなことになりまし

た。滋賀はこの芦生の今３年前ですよとか、何かそういったようなことでうまくやれば、

そんなに構えなくても、生物多様性に関する概念を、森でのいろんな課題を抽出して考え

ることで私はできるんじゃないかなと。よっぽど琵琶湖みたいな水の中よりは森のほうが

見やすい。使いやすいんじゃないかなと思っています。 

【会長】  どうもありがとうございます。 

 ご意見ということでよろしゅうございますか。ありがとうございました。 

 いろいろとご意見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、取りま

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から、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。 

 ありがとうございます。 

 今後の取りまとめの提案といたしましては、昨年度と同様、本日の整理した内容を委員

の皆様に審議会の評価案としてお示しさせていただきます。これを委員の皆様にご確認い

ただき、その上でご意見がありましたら、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

いたしたいと存じますが、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、本日の委員の皆様方からの評価、ご意見等を整理

していただきまして、私にお渡し願いたいと存じます。 

 これで本日の議事は終了いたしましたが、委員の皆様方で、何かご意見等ございますで

しょうか。 

 はい、どうぞ。 

【委員】  先ほど委員から適切なご指摘がありましたように、ナラ枯れの被害が今非常

に大きくなっています。その中で、例えば広葉樹施業なんかを補助金だとか県の予算を使

ってやっているところがあって、大きな木だけ残して、下をきれいに刈り払ってという施
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業をしているところが随分あるらしいですね。それはまさにカシノナガキクイムシを呼び

込む環境づくりだということは、森林総合研究所で出している冊子でも書いておりますの

で、特に県のお金とか国のお金を使うところはちゃんと指導していただくようにしといて

もらう。それだけです。 

【会長】  どうもありがとうございます。 

 そのほか、何か、委員の方、ございませんでしょうか。 

 ありがとうございました。いろいろとご提案いただきまして、ありがとうございました。 

 それでは、事務局の方にお返しいたします。 

【司会】  委員の皆様にはご熱心にご審議いただき、大変ありがとうございました。 

 それでは、その他の事項といたしまして、事務局よりご連絡を申し上げます。 

【事務局】  本日ご評価いただきました琵琶湖森林づくり基本計画、平成２１年度実績

の評価の取りまとめ方法につきましては、さきに会長よりご説明がございました方法で取

りまとめさせていただきたいと存じます。 

 １１月をめどにいたしまして、審議会としてのご評価を取りまとめさせていただき、そ

れから順次県の対応方針ということで取りまとめを進めまして、最終的には年度末の３月

に、来年度の事業計画、方向、対応方針等を含めまして、最終報告をさせていただき、公

表させていただ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。 

 以上です。 

【司会】  ただいま事務局より今後のスケジュール等につきまして説明させていただき

ましたけれども、この点につきまして、何かご質問等ございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、委員の皆様には、長時間にわたりましてご審議をいただき、まことにありが

とうございました。 

 それでは、以上をもちまして、第９１回森林審議会を終了いたします。 

 本日はどうもありがとうございました。 

―― 了 ―― 

（１７時閉会） 
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