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〔午前１０時０２分 開会〕 

１ 開 会 

〇司会：定刻を少し回りましたので、ただいまから第９０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、出席委員１３名で、森林審議会運営要領第２

条第４項の規定により会議は成立いたしておりますので、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：皆さん、おはようございます。森林政策課長の末田でございます。どう

ぞ、よろしくお願いを申し上げます。 

  第９０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、年末の大変お忙しい中、当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、過日は森林審議会の委員へのご就任をお願い申し上

げましたところ、快くお引き受けいただきましたこと、あわせてお礼を申し上げたいと

思います。 

  今回が新しいメンバーでの第１回目の審議会ということになり、任期は２年間でござ

いますが、どうぞよろしくお願いを申し上げます。本審議会は、森林法に基づき設置さ

れているものでございまして、森林法など、また法令の規定によりまして定められた事

項について処理をするということとなってございます。また、本県におきましては、琵

琶湖森林づくり基本計画の評価機関としても位置づけをされてございます。毎年、事業

の評価をしていただいているところでございます。よろしくお願いを申し上げます。 

  委員の皆様方もよく御存じのとおり、滋賀県の森林は県土の約２分の１を占めてござ

いまして、水源かん養や県土の保全など重要な役割を担っているところでございます。

平成１６年には、琵琶湖森林づくり条例を制定いたしまして、滋賀の森林を健全な姿で

次の世代へと引き継いでいくことを目標としてございます。 

  その具体策といたしまして、平成１７年には琵琶湖森林づくり基本計画を策定いたし

まして、森林の持つ多面的な機能が持続的に発揮される森林づくりを総合的、かつ計画

的に推進しているところでございます。この基本計画も５年を迎えましたことから、こ

としの５月に基本計画の戦略プロジェクトという見直しを本審議会にお願いをいたし

まして、去る１１月３０日に答申をいただいたところでございます。本当にありがとう
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ございます。 

  また、本県では、地球温暖化防止対策といたしまして、２０３０年には温室効果ガス

の排出量を１９９０年比で約５０％カットするという目標を掲げてございまして、現在

その達成に向けた工程表、ロードマップを策定中でございます。今後ますます森林の持

つ二酸化炭素の吸収源としての役割が大きくなってくるというふうに考えていますし、

またこれまで以上に森林・林業の活性化が求められるものと考えてございます。森林所

有者を初め、森林組合、また市町、それから県などの関係者が連携いたしまして取り組

まなければならない課題であるというふうに認識をしているところでございます。 

  さて、本日は湖南地域森林計画の変更案と、湖北地域森林計画の案につきまして審議

をいただくこととしてございます。地域森林計画は森林法に基づく法定計画でございま

して、その樹立、変更につきましては、森林法第６条第３項の規定によりまして森林審

議会の意見を聴くこととされており、知事から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。限られた時間ではございますが、十分にご議論いただきますよう、

よろしくお願いを申し上げまして、開会に当たってのあいさつとさせていただきます。

どうぞよろしくお願いをいたします。 

 

３ 委員の紹介 

○司会：続きまして、委員のご紹介をさせていただきたいと思います。 

  森林審議会の委員の任期は２年間と定められたおりまして、この１２月から新任の方

５名、再任の方１０名、合計１５名の方が委員にご就任いただいております。 

お手元に、滋賀県森林審議会委員名簿をお配りしておりますが、ここでご紹介をさせ

ていただきます。 

  まず、公募委員の明井委員です。滋賀森林インストラクター会会長の浅香委員です。

滋賀大学准教授の市川委員です。林研グループ女性部長の浦田委員です。建築士の河島

委員です。京都大学助教の坂野上委員です。獣医師の須藤委員です。滋賀森林管理署長

の寺田委員です。指導林家の中本委員です。滋賀県森林組合連合会代表理事会長の松山

委員です。公募委員の三浦委員です。龍谷大学教授の宮浦委員です。京都大学名誉教授

の吉田委員です。 

  なお、ご都合によりまして、滋賀県林業協会会長で大津市長の目片委員、及び滋賀県

木材協会会長の野瀬委員におかれましては、本日はご欠席となっております。 
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  次に、森林政策課及び森林保全課の関係者を紹介させていただきます。改めまして、

琵琶湖環境部技監の末田でございます。森林保全課長の中瀬でございます。申しおくれ

ましたが、私、松野と申します。よろしくお願いいたします。 

 

４ 会長の選出 

○司会：それでは、引き続きまして、会長の選出をお願いしたいと思います。森林法第７

１条の規定によりますと、会長は委員の方々の互選によって成立することになっており

まして、会長は会議を招集して、議長を務めることになっております。 

会長の選出について、何かご提案はございますでしょうか。 

○委員：前会長であられます、学識・経験豊かで森林・林業に精通しておられます京都大

学名誉教授の吉田先生に、引き続きお願いすることを提案します。 

○司会：ありがとうございます。 

  ただいま京都大学名誉教授の吉田委員に会長をお願いしてはどうかというご提案をい

ただきましたが、ほかにご意見ございますでしょうか。 

〔「異議なし」〕 

  「ご異議なし」ということでいただいております。それでは、吉田委員に会長をお願

いすることにご賛同の方は挙手をもってご承認いただきたいと思います。 

〔挙手 多数〕 

ありがとうございました。 

  それでは、吉田委員に審議会の会長をお願いしたいと存じます。吉田委員、ご承諾い

ただけますでしょうか。ありがとうございます。 

  それでは、吉田委員、会長席にお着きいただきたいと存じます。 

  早速でございますが、新会長からごあいさつをお願いしたいと存じます。よろしくお

願いします。 

○会長：多士済々の方がいらっしゃいます中、まことに僭越ではございますが、ご指名に

よりまして会長を受けさせていただきたく存じます。と申し上げましても、皆様方のご

協力を得て初めてのことでございますので、今後とも、どうかご協力のほどよろしくお

願い申し上げます。 

○司会：ありがとうございました。 
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５ 部会長および部会員の指名 

○司会：それでは、本日、お手元に滋賀県森林審議会運営要領という資料をお配りさせて

いただいているかと思います。この資料をごらんいただきたいと存じます。 

滋賀県森林審議会の運営要領第５条に基づきまして、本審議会に林政部会並びに森林

保全部会の２つの部会が設置されております。林政部会は、林政における基本的かつ重

要な事項ということで、特に調査や検討をお願いする案件についてご審議いただくこと

になっております。森林保全部会は、林地開発許可、保安林解除、森林病害虫防除基準

等に関する事項についてご審議いただくことになっております。 

なお、部会長、部会員は、運営要領第５条の３に基づき、委員の中から会長が指名す

ることになっておりますが、吉田会長、いかがいたしましょうか。 

○会長：はい。部会長及び部会員の指名は会長が行うことになっているようでございます

が、何分にも本日、会長に就かせていただいたところでございますので、事務局のほう

で案のようなものがございましたら、お願いできませんでしょうか。 

○事務局：部会員の案として事務局案をつくらせていただきましたので、お配りをさせて

いただきます。 

○会長：お手元に参りましたでしょうか。 

ただいま事務局から部会員の案につきまして、配付をいただきました。案によります

と、林政部会員としましては、浅香委員、市川委員、浦田委員、坂野上委員、松山委員、

三浦委員、目片委員、そして森林保全部会員としましては、明井委員、河島委員、須藤

委員、寺田委員、中本委員、野瀬委員、宮浦委員ということでございますが、もしよろ

しければ、この案のとおりとさせていただきたいと存じますが、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」〕 

  はい、どうもありがとうございます。 

  それでは、この部会員の中から部会長をお願いすることになるわけでございますが、

私といたしましては、林政部会の部会長には松山委員、森林保全部会の部会長には宮浦

委員にお願いできればと存じますが、いかがでございましょうか。 

  よろしゅうございますか。 

○両部会長：はい。 

○会長：ありがとうございます。 

  それでは、部会長、部会員の皆様方、どうぞよろしくお願いいたします。 
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○司会：部会長、部会員、それぞれご決定いただきまして、ありがとうございます。 

  それでは、ただいまより本日の議事に入りたいと思いますが、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させていただきたいと思いますので、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。 

  まず、議事に入ります前に、当森林審議会の公開の取り扱いについてご説明申し上げ

ます。当森林審議会は、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、ご了承をお願いいたします。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。 

 

６ 議事録署名人の指名 

○議長：続きまして、運営要領第７条に基づき議事録署名人を指名させていただきたく存

じます。坂野上委員と宮浦委員にお願いしたいと存じます。 

坂野上委員、宮浦委員、よろしくお願いいたします。 

○両委員：（うなずく） 

   

７ 議 事 

 湖南地域森林計画の変更案および湖北地域森林計画の案について 

○議長：それでは、議事に入ります。終了予定時刻は１２時に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。 

  本日の案件は、本日付で知事から諮問を受けております「湖南地域森林計画の変更案

および湖北地域森林計画の案について」でございます。各委員のお手元に本件の諮問に

ついて文書の写しが配られておりますので、ご参照願いたく存じます。ございますか。 

  それでは、湖南地域森林計画の変更案および湖北地域森林計画変更の案について、事

務局からご説明をお願いいたします。 

○事務局：きょうはありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

  それでは、お手元の資料につきまして確認をさせていただきます。まず、森林審議会

委員名簿が１枚、第９０回滋賀県森林審議会の次第が１枚、先ほどお配りしました部会

員名簿、それから滋賀県森林審議会運営要領が両面刷りになっております。 
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  あと、これから説明に使わせていただく資料になりますけれども、資料１と右肩に書

かれましたパワーポイントの打ち出しの薄い冊子です。それから、先ほど会長のほうか

らお話がありました、印鑑をついた諮問書の写しです。それから、両面刷りになります

地域森林計画変更の概要という、湖南計画区と湖北計画区となっている一枚物です。そ

れから、分厚い冊子ですけれども、湖南地域森林計画の変更という冊子が１冊、湖北地

域森林計画の案という冊子が１冊、以上ですが、不足等ございませんでしょうか。 

  それでは、湖南地域森林計画の変更案と、湖北地域森林計画の案の２冊の分厚い冊子

ですが、事前に委員の皆様方には配らせていただいておりますが、若干の訂正をしてい

ますので、その部分について説明をさせていただきたいと思います。 

まず、湖南の３ページを開いていただけますでしょうか。こちらの下から４行目に、

「また、地球温暖化が進行する中…」という文言、そこから３行目の「…担っている。」

という部分は、事前に配らせていただいた資料ではなかった文言でございます。この部

分は、地球温暖化のことについて、今こういう時勢でございますが何も述べていないと

いうことで、追加をしております。湖北につきましても、３ページの下から１７行目の

ところに同じ文言をつけ加えております。 

次に、湖南の６ページの上に機能区分と書かれた表がございます。水源かん養から木

材等生産までの５機能の面積が、別表１（P40）のとおりである、と書いてありますが、

この数字がミスで４０ページの数字と違うものが入ってしまったので、そこに整合がと

れるように数字を直しております。 

きょう、お配りさせていただいた資料では、水源かん養が５４,４０６、山地災害防

止が５７,５６０、以下木材等生産が５６,４７３となっていると思いますので、ご確認

をお願いします。湖北のほうも６ページの上の表になります。こちらのほうも数字に誤

りがございまして、訂正後では、水源かん養が６７,０３４、山地災害が３４,５１１、

以下木材等生産が６３,４２０という数字になっております。どうも申しわけございま

せんでした。 

それから、湖南のほうに戻っていただきまして、４６ページの（５）産業別就業者数

という表でございますけれども、前にお配りさせていただきました資料では「千人単位」

になっておりまして、特に数字が少ないところではゼロという数値で出ておりましたの

で、その部分は「人単位」に改めさせていただいて、この表をつけかえております。湖

北につきましても、５０ページの（５）産業別就業者数の表も「人単位」にさせていた
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だいたところでございます。 

あと、湖南地域森林計画の変更冊子の表紙一枚めくっていただいたところに、変更す

る理由（湖北森林計画区）となっておりますが、これは「湖南」の間違いですので、訂

正をお願いします。 

ほかにも、細かな句読点ですとか、「てにをは」の訂正は幾つかあったんですけれど

も、大きな訂正としては今説明させていただいたところでございます。どうもすみませ

んでした。 

それでは、知事より審議会への諮問文書を、先ほどもご確認していただいた一枚物の

ペーパーですけれども、もう一度見ていただけますでしょうか。森林法第６条第３項の

規定に基づきまして、滋賀県知事より滋賀県森林審議会に本日付で諮問をさせていただ

きました。湖南地域森林計画の変更案および湖北地域森林計画の案についてのご審議を、

本日どうぞよろしくお願いいたします。 

森林法第６条１項の規定によりまして、平成２１年１１月１８日から平成２１年１２

月１８日まで３０日間になりますけれども、湖南地域森林計画の変更案および湖北地域

森林計画の案を公告縦覧、滋賀県庁森林政策課及び各森林整備事務所及び支所で縦覧を

させていただきました。その結果、湖南地域森林計画変更案および湖北地域森林計画案

に対する意見はございませんでしたので、ここでご報告をさせていただきます。 

それでは、資料１と書かれたパワーポイントの打ち出しのような紙ですけれども、森

林計画制度そのものについての説明をさせていただきたいと思いますので、こちらの資

料を見ていただけますでしょうか。 

まず、１ページの下、森林計画制度の目的という部分ですけれども、森林は木材資源

の生産のほかに、水源かん養、山地災害防止、生活環境の保全、保健文化など、多面的

な機能を担っております。森林の無秩序な伐採は森林の荒廃を招き、また森林の持つ災

害防止機能の低下をもたらします。無計画な伐採は森林資源の需給バランスの崩壊にも

つながり、私たちの生活や経済にも影響が大きいということになります。 

ひとたび荒廃した森林の機能を回復させるには、少なくとも数十年、数百年という長

い時間が必要となります。そこで森林資源を計画的に供給するとともに、森林に対する

無責任な扱いによるさまざまな問題を発生させないよう、法律また計画制度等によるル

ールづくりがなされているところです。それが森林計画制度ということになっておりま

す。 
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一枚めくっていただきまして、２ページの上段ですけれども、森林計画制度は森林法

で定められた制度でございます。森林法の中には、２本柱とも言える制度がございまし

て、その１つは森林計画制度、もう１つは保安林制度ということになっております。こ

こでは森林法の主な内容を１から６まで示しておりますけれども、②のところで、第４

条自体は全国森林計画を表しているんですけれども、第４条以下で全国森林計画、地域

森林計画、市町村森林整備計画及び森林施業計画のことについて述べられております。 

第１条は、森林の保続的培養と書かれていますけれども、正確に言いますと保続培養

ということですので、訂正をさせていただきます。すみません。 

それから、２ページの下に、森林計画制度の体系を示しております。森林計画制度の

図に示しますように、一番上にあります森林・林業基本計画を最上位の計画としまして、

国レベルの計画で全国森林計画、県レベルの計画で地域森林計画、市町村レベルの計画

で市町村森林整備計画、森林所有者レベルの計画で森林施業計画というように、階層的

な体系となっております。国と県、市町村、また森林所有者と連携して多面的な森林整

備の指針を定めるという制度になっております。 

一番上の、国が立てる森林・林業基本計画は、森林・林業基本法に基づいて策定され

ております。ここでは、長期的、総合的な施策の方向なんかを国が明らかにしておりま

す。その右側、地域別森林計画というのは国有林での計画となっておりまして、本日説

明させていただきます湖南地域森林計画と湖北地域森林計画は、この真ん中の階層に位

置しております。こちらの計画は森林法の第５条の規定に基づきまして、全国森林計画

の全国レベルの計画に即して、５年ごとに１０年を１期とする都道府県知事が立てる計

画となっております。地域森林計画では、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について、明らかにすることとなっております。 

次に３ページ上段、湖南および湖北地域森林計画というところでございます。滋賀県

の森林計画区は、湖南森林計画区と湖北森林計画区の２つの計画区ということになって

おります。地域森林計画では、全国森林計画より計画量の割り当てというものがござい

まして、その割り当て量に対しまして、プラス・マイナス２０％の範囲内で計画を樹立、

変更することとされております。 

次に、３ページの下、２つの地域森林計画区ですが、こちらではちょっと見にくいの

で、湖南地域森林計画の２枚めくっていただいたところにも、同じような地図が載って

います。琵琶湖の西側では大津市と高島市を境にしておりまして、琵琶湖の東側では、
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東近江市と彦根、愛荘を境にしておりまして、ネズミ色に塗ってあるほうが湖南森林計

画区、それから湖北の森林計画区ということで、区域分けがされております。 

次に４ページの上、湖南地域森林計画と湖北地域森林計画の樹立・変更の時期につい

て説明をさせていただきます。地域森林計画は、森林法の規定によりまして、５年ごと

に１０年を１期とする計画を立てることとなっておりまして、左側の湖南地域森林計画

につきましては、１９年度に樹立した計画が平成２０年度から効力を発しまして、２９

年度までの計画となっております。今回は吹き出しを書いておりますが、平成２１年度

の変更ということになっております。 

湖北の森林計画区につきましては、平成１６年に樹立しました計画が平成１７年から

２６年度までの計画となっておるんですが、５年が経ちまして、今年度・平成２１年度 

に右の矢印のほうに移りまして、平成２１年度に樹立という形になっております。こ

の吹き出しの部分が、今回審議をお願いすることになります。 

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性ということで

つくらせていただいております。その左側が森林計画制度における制度全体、そして右

側が琵琶湖森林づくり基本計画ということになっております。滋賀県では、琵琶湖森林

づくり基本計画を策定しまして、平成１７年度に森林・林業に関わる施策に取り組んで

おります。左側の地域森林計画は、森林法に基づきまし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森林関連

施策の方向、それから森林施業の目標を示し、市町村の作成する市町村森林整備計画の

規範となる計画です。 

一方、右側ですけれども、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、資源の循環利用のための手法、それから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、琵琶湖と人々

の暮らしを支えるための森林づくりの実施計画ということになっております。 

この２つの計画は、このように性質が異なるものではありますけれども、調和のとれ

た計画とするようにしております。琵琶湖森林づくり基本計画における戦略プロジェク

トの見直しにつきましては、今年度６回にわたりましてご議論をいただいたところです。

ありがとうございます。 

また、琵琶湖森林づくり基本計画の年度ごとの取り組みに対する評価につきましても、

来年度になりますけれども、審議会でご議論いただくことになりますので、どうぞよろ
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しくお願いいたします。 

以上で、森林計画制度についての説明とさせていただきます。 

次に、本日ご審議をお願いいたします湖南地域森林計画の変更案および湖北地域森林

計画案の内容について、分厚い冊子で湖南と湖北と２つありますけれども、こちらの冊

子のほうで説明をさせていただきたいと思います。 

まず、湖南地域森林計画の変更のほうから説明させていただきます。３枚めくったと

ころの目次を開いていただきますと、これは湖南も湖北も同じようなつくりになってい

ますので、湖南のほうだけで説明とさせていただきますが、森林計画のつくりとしまし

ては、まずⅠ 計画の大綱という部分がございまして、次にⅡ 計画事項といたしまし

て、１から１３までが計画の中身ということになっております。そして、最後に（附）

参考資料、こちらには表等の参考資料をつけております。湖南、湖北ともにこのような

つくりで構成されております。 

そうしましたら、おおまかですけれどもこの計画の説明をさせていただきます。湖南

の５ページ、１ 計画の対象とする森林の区域です。湖南地域森林計画区におきまして、

湖南地域森林計画の区域の総数面積が８９,５０２ヘクタールとなって、８ヘクタール

の減少となっております。 

計画の対象とする森林の区域は、森林法の第５条で定められた森林のことを指します。

土地の利用動向から見て、森林として利用することが相当であると認められた森林で、

森林計画図で示された範囲の森林区域を言います。森林計画図は、５０００分の１の図

面でございまして、県庁の森林政策課及び各森林整備事務所及び支所に備えつけられて

おります。この区域は、森林の開発等により森林ではなくなった場合は区域から外れた

り、また逆に田畑等が放置されて、森林として利用される場合などは森林区域に編入さ

れて区域が変動いたします。 

森林区域の変更の内訳につきましては、湖南計画の７１ページの表に内訳をつけてお

ります。上の表が森林より森林以外への異動、下の表が森林以外より森林への異動とな

っております。上の表でいきますと、森林から森林以外への総数といたしまして、合計

７.９２ヘクタールとなっておりまして、その内訳といたしまして、甲賀市の道路敷な

んかが、内容の大きなところかと思います。こちらのほうは第二名神の部分が少し大き

な面積として上がってきていることになっております。時期としてこの計画区から抜く

のがずれているということはあるんですけれども、先ほどの第二名神の最後のほうの部
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分ですけれども、そこが反映されたというところで、ここが大きな数字ということにな

っているかと思います。 

下の表は、森林以外より森林への異動ですけれども、編入ということでは数字として

ございませんでした。 

次に、１０ページの下の表、（２）伐採立木材積について説明させていただきます。

伐採量は、主伐が１８万３,０００立米、それから間伐が５４万９,０００立米、合計で

７３万２,０００立米となっております。この伐採量につきましては、年間４万立米程

度ということで計算をさせていただきまして、湖南と湖北への振り分けをさせていただ

いて、計画量を算出しまして、全国森林計画からの割り振り量との整合を確認させてい

ただいております。琵琶湖森林づくり基本計画では間伐面積として掲げられております

が、こちらでは、材積の表示ということになっておりますので、ヘクタール当たりの材

積というのが国のほうで定められておりますので、そちらを掛けて換算という形でさせ

ていただいております。 

次に、１１ページの一番下、（２）人工造林、天然更新別の造林面積について、次の

１２ページの表となっております。こちらのほうは、過去の造林面積を基準といたしま

して、今後の計画量を算定しております。こちらも、全国森林計画から割り振り量とい

うのがございますので、そちらの整合とも図って数字を出したということでございます。 

人工造林につきましては７６０ヘクタール、天然更新については２７６ヘクタールと

いう形にしております。人工造林の内訳といたしましては、再造林、また拡大造林とい

うか、植栽、林相改良というものが、この中に含まれるということになっております。

ここでの人工造林の数量につきましては、拡大造林の減少また治山事業の減などに伴っ

て、減少傾向ということになっております。 

次に、１８ページには、林道の開設その他林産物の搬出に関する事項といたしまして、

林道に関する事項が掲げられております。林道の各路線において、計画量の積み上げを

している表になっておりまして、２３ページの下のほうに、総まとめの表がついてござ

います。こちらですと、開設延長が４０.１キロメートル、改良が６４.７キロメートル、

舗装が８４.５キロメートルとなっております。 

開設とは、山の状態から林道を設置するという行為でございまして、改良は主に山を

切り崩した跡の法面を保護するとか、そういうことの延長部分、舗装は林道の路面のコ

ンクリート、アスファルトなどの延長を計画量として示させていただいております。 
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次に、２８ページには、保安施設に関する事項といたしまして、別表１０－１に、保

安林として管理すべき森林の種類別の計画期末面積ということで挙げております。保安

林の種類といいますのは、森林の発揮されるべき機能に基づきまして、１７種類がある

んですけれども、こちらのほうでは表にありますとおり、水源かん養のための保安林、

災害防備のための保安林、保健・風致の保存等のための保安林という３つに振り分けを

しまして、その面積をここに掲げております。 

計画期末における保安林の量といたしましては、水源かん養が１万５４９ヘクタール、

災害防備が２万４,２１６ヘクタール、保健・風致が９,８６０ヘクタールとなりまして、

こちらのほうは実面積ということで、総数３万６,０８９ヘクタールとなっております。

総数につきまして、現況の数字はここには載っていないですが、３万５,２９６ヘクタ

ールということになっております。 

次に、３１ページの（３）実施すべき治山事業の数量です。各市町から要望等もござ

いまして、湖南地域森林計画区においては１５１地区の治山事業を挙げております。一

枚めくっていただきますと、各地区といいますか、事業計画箇所が挙がっております。

「主な工種」というところで、渓間工とか、山腹工、それから森林整備等ということで

工種が挙がっております。 

渓間工といいますのは、渓流に治山堰堤とか、流路工なんかを設置する工法です。山

腹工といいますのは、崩壊した山腹に土留め工を設置したり、あと植生、シートやマッ

トみたいなものですけれども、その種子が入ったもの、最近入っていないものもあるみ

たいですけれども、そういうもので土の表面の侵食を押さえたりするという工法です。

森林整備等といいますのは、渓間工とか山腹工と組み合わせながら混み合った林道なん

かを調整する、間伐のようなことをして、森林を保護するというようなことを進めてお

ります。 

次に、３６ページの１１、特定保安林の整備に関する事項について説明させていただ

きますと、保安林のうち、手入れ不足等によって保安林の指定目的に即した機能を果た

していない森林については早急に整備を必要とする森林として、知事が要整備森林とい

うことで指定をすることになっております。この要整備森林が一定以上の割合になりま

すと、これを特定保安林として、農林水産大臣が指定することになっております。この

特定保安林に指定されますと、森林機能の回復のための施業なんかを、地域森林計画に

記載するということになっております。 



 - 14 -

森林所有者等に対しまして、森林施業の実施勧告がされまして、早急に森林整備をす

るということになっております。３７ページの表では、要整備森林ということで挙げて

おりますが、大津市の葛川梅ノ木のほうで０.５５ヘクタールの一地区が指定されてお

ります。こちらの変更前には、もう一地区、東近江市の下一色町のほうで指定がされて

いたんですけれども、間伐等の実施によって過密林分が解消されて指定から外れて、今

は葛川の１カ所が挙げられているということになっております。 

以上で、湖南のほうの説明とさせていただきます。 

次に、湖北のほうですけれども、こちらも同じような形になっておりますので、順に

説明をさせていただきます。 

まず、湖北の５ページに、計画の対象とする森林区域が挙げられておりまして、湖北

の森林区域といたしましては、９万４,８６９ヘクタールになっております。こちらの

計画は樹立ということになっていますけれども、前の計画と比較しまして３ヘクタール

の減少になっております。内訳のほうも、７５ページのほうに別表ということになって

おりまして、７５ページの上の表が森林より森林以外への異動、それから下の表が森林

以外より森林への異動ということで、内訳が載せてあります。 

湖北のほうでは、下の表で森林以外より森林への異動ということで書いております。

こちらは農地転用で、農地を森林に変えるという行為を調査させていただきまして、総

数で０.４８ヘクタール、農地から森林に編入された部分ということで挙げております。 

次に、１０ページの一番下の表、立木材積ですけれども、主伐につきましては２３万

２,０００立米、間伐につきましては６１万９,０００立米、総数で８５万１,０００立

米を計画地としております。計画数量の出し方につきましては、県下全域での伐採量を

湖南と湖北に振り分けるという形での数量算出方法とさせていただいておりまして、こ

ちらも全国森林計画からの割り振りがございますので、そちらのほうとも整合を確認し

て数字を出しております。 

次に、１１ページから１２ページにかけて、人口造林、天然更新別の造林面積という

ことで、人口造林が１,４００ヘクタールで、天然更新が５１０ヘクタールとしており

ます。こちらのほうも全国森林計画からの割り振りと整合いたしました後、過去の造林

実績を加味しまして計画数量を出しております。人工造林につきましては、再造林、拡

大造林、植栽、林床改良の面積を合わせた数字ということになっております。 

次に、１８ページ、こちらも林道の計画数量ということで、林道の開設その他林産物
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の搬出に関する事項といたしまして、こちらに内訳がございまして、最後にまとめた表

が２８ページの一番下にあり、（４）その他必要な事項 林道の開設、改良等の見込量

として、開設が８４.０キロメートル、改良が１１０.３キロメートル、舗装が１６４.

５キロメートルとなっております。 

次に、３３ページ、こちらのほうが保安施設に関する事項としまして、別表１０－１

の表ですけれども、水源かん養のための保安林、災害防備のための保安林、保健・風致

のための保安林ということで３つに区分して、水源かん養が１万８,２５１ヘクタール、

災害防備が１万１,７０５ヘクタール、保健・風致が６,７７３ヘクタール、総数は実数

で３万６７４ヘクタールということで、計画期末の数量としております。こちらの現況

の保安林面積は、総数で２万７,１４５ヘクタールということになっておりますが、計画

期末には３万６７４にもっていくということで計画をさせていただいております。 

次に、３６ページ、こちらのほうは実施すべき治山事業の数量ということで、湖北の

ほうでは１４１カ所で、以下３７ページから各治山事業を実施すべき場所ということで

の内訳を挙げております。主な工種といたしましては、渓間工、山腹工、それから森林

整備等ということになっております。 

次に、４１ページの特定保安林の整備に関する事項といたしまして、次の４２ページ

に、別表１１として、要整備森林の所在、面積等が表になっております。先ほどの説明

と重複するんですけれども、保安林のうち、手入れ不足によって保安林の指定目的に即

した機能を果たしていない森林については、これを整備森林に指定しまして、要整備森

林が一定の割合以下の森林を特定保安林として指定されます。特定保安林に指定されま

すと、その所在や機能回復のための施業の方法を地域森林計画に記載し、森林所有者に

対して、森林施業の実施勧告等を徹底して行い、早急に森林施業を実施することとされ

ております。 

４２ページの別表１１では、長浜市（旧余呉町）という表現になっておりますけれど

も、長浜市大字東野で２.００ヘクタール、それから多賀町大字敏満寺で１.００ヘクタ

ールの指定がされております。前計画と比較しますと、本地区が東近江市下一色町のほ

うで指定されていたんですけれども、こちらのほうも間伐の実施によって解消されて、

指定から外れたということになっております。 

すみません。解消された部分ですけれども、下一色町は湖南です。湖北のほうは後で

調べさせていただいて、また説明させていただきます。 
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以上で、地域森林計画についての説明を終わらせていただきます。 

○議長：はい、ありがとうございました。 

  ただいまございましたように、湖南、湖北両地域の地域森林計画を、全国森林計画と

の整合性をもたせながら変更されていったということでございますが、これからご審議

をお願いしたいと存じます。それから、先ほどございましたように、少しボリュームが

ございますので、ある程度区分けをして、ご質問やご意見をお聴かせいただければと存

じます。 

湖南もしくは湖北の地域森林計画書の目次を、もう一度ごらんいただけますでしょう

か。そこにⅠ 計画の大綱がございまして、Ⅱ 計画事項、そして１ 計画の対象とな

る森林の区域から、１３ページのその他必要な事項までありまして、最後に、参考資料

というのがございます。これを５つぐらいに区分して、それでご意見をお伺いしたいと

存じます。 

湖南、湖北の森林計画は、数値とか内容はもちろん違いますけれども、つくりといい

ますか、筋立ては非常によく似通ったところがございますので、湖南、湖北両方見なが

らご審議願えたらと存じます。あくまで議事の進行上区分けはいたしますけれども、も

う一回途中で戻っていただいて、全体についてのご質問やご意見、それからお気づきに

なられた点などもご発言いただいてもちろん結構でございますので、よろしくお願いい

たします。 

それでは、まずⅠの計画の大綱から始まりまして、Ⅱの計画事項、１ 計画の対象と

する森林の区域、２ 森林の整備および保全に関する基本的な事項、３ 伐採立木材積

その他森林の立木竹の伐採に関する事項、ここまでの湖南と湖北の計画をあわせてご質

問とかご意見をお願いしたいと思います。 

ページで言いますと、湖南は１ページから１０ページになります。それから、湖北に

つきましても、同じく１ページから１０ページの間でご発言をお願いしたいと存じます。

変更のポイントとしましては、先ほどもございましたように、計画の対象とする区域、

湖南、湖北とも５ページでございますが、それの変更点がございましたし、伐採立木の

材積につきましても、湖南、湖北とも１０ページについて変更がございました。こうい

うことも踏まえて、あわせてご意見、ご質問等いただけましたらと存じます。 

何でも結構ですので、よろしくお願いいたします。 

はい、どうぞ、お願いします。 
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○委員：湖南も湖北も９ページですけども、立木の伐採の標準的な方法に関する指針  と

いうところで、（ア）のｄの部分について教えてほしいのです。 

「優良なぼう芽を発生させるため１１月から３月の間に伐採するものとする」という、

この指針は、どれほど効力のあるものなかわからないのですが、１１月から３月といい

ますと、森林性の中型ないし大型の猛禽類のまさに繁殖の真っ最中なんですが、そのよ

うな時期に伐採をするに当たっては、絶滅危惧種なんかもたくさんいるわけですけれど

も、オオタカ、クマタカなどの繁殖を妨害しないための何かシステムというのは持って

おられるものですか。すみません、教えてほしいのです。 

○議長：はい。 

  そういうご質問がございましたけれども、いかがでしょうか。 

○事務局：まず、この計画自体がどれほどの効力を持つかということですけれど、そちら

につきましては、この計画に書いてあるからこうしないと罰則がありますよと、そうい

うことはございません。県としての作業をするに当たりましては、こういう方法がいい

でしょうということでの指針を示しているということにとどまっております。 

  そして、猛禽類の繁殖の時期ということで、１１月から３月にかけてはかぶっている

ということでの話ですけれども、こちらに書いてございますのは、萌芽更新が一番うま

くいく時期ということで１１月から３月というふうに示しているんですけども、猛禽類

に対して、どうするんだという意識というのは、この文章の中では入っていないという

のが実情です。 

もちろん、そういう場所は特定された場所になるかと思うんですけれども、そういう

場所では、そういう配慮というのは必要になると思うんですけど、こちらの計画の中で

そこまで述べられたものではないということです。 

○委員：はい、ありがとうございます。非常に難しい悩ましい問題だと思うんです。こう

いうことはぜひ進めてほしいんですけれど、時期が何しろかぶっていると。提案ですけ

れど、こういった時期は、中型ないし大型の猛禽類の繁殖時期であるので、配慮が必要

とか、一言あったらいいのではないかなと思います。これを進めるからには、そういっ

た側面からもちょっと考慮があってもいいかなと思います。 

○議長：いかがでしょうか。 

○事務局：ありがとうございます。ご意見としていただきまして、そういう文言をここに

表現できるような形があれば、検討させていただきたいと思います。 
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○議長：よろしゅうございますか。 

○委員：はい、ありがとうございます。 

○議長：どうもありがとうございます。 

  そのほか、何かございませんでしょうか。 

  私のほうから何ですけども、湖南、湖北とも８ページの表の一番右側をごらんいただ

きましたら、参考面積という数字が挙がっております。この数字はいずれも７ページの

水土保全、共生、循環の合計値よりも大きくなっているんですけども、この参考面積と

いう表現の仕方についてお聴きしたいと思います。 

○事務局：きょうお配りさせていただいた冊子で、この表の一番下に、「表中の参考面積に

は、竹林、未立木地を含む」と書かせていただいていますとおりで、前のページのほう

はそれらが含まれていない数字、こちらをめくっていただいた表が、それが含まれた数

字ということになっております。 

○議長：わかりました。竹林と未立木地がプラスされた参考面積ということですね。あり

がとうございます。 

  そのほか、何かございませんでしょうか。 

  それでは、後で全体についてお聴きいたしたいと存じますので、次に進ませていただ

きたいと存じます。４番の造林面積その他造林に関する事項、５番の間伐立木材積その

他間伐および保育に関する事項、６番の公益的機能別施業森林の整備に関する事項、つ

まり、湖南地域も湖北地域も１１ページから１７ページの間でご意見をお願いいたした

いと存じます。 

  変更のポイントとしましては、先ほどご説明いただきました４番の造林その他森林に

関する事項で、湖南、湖北とも１２ページで、人工造林の計画面積が両方とも変更とな

っております。そういうところが変更点でございますが、そのほか何でも結構ですので、

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、どうぞ、お願いします。 

○委員：造林についてですが、私も広葉樹を４ヘクタールほど植えております。それで、

苗木から植えた場合に獣害に大変苦労をしております。そういうことで、今ここに人工

造林と天然更新の造林面積がありますけども、その対策として、いろいろやりましたけ

ども、金網で効果があったように思います。何かよい方法がないだろうかと思って、い

つも悩んでおります。 
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  それと、広葉樹が大きくなって、伐って萌芽更新する場合も、この芽を皆取ってしま

います。そういうことで大変悩んでおります。よい方法があれば教えていただきたいと。 

○議長：はい、ありがとうございます。 

  獣害対策について何かということでございますので、お願いいたします。 

○事務局：よろしくお願いします。 

  今おっしゃった獣害、特にニホンジカによる稚樹の食害、それからある程度生長した

成林木の角による剥皮の被害が非常に甚大なものというのは認識しております。今、中

本委員がおっしゃった広葉樹の植栽時の食害というものについては、もう十分ご承知と

思いますが、チューブとか袋かけという形で植栽時の保護というような形のものか、あ

るいはネットによる柵というようないろんな手段を実施しているところです。 

  ところが、そのあたり、最近シカは非常に利口になってまいりまして、チューブです

と、それに頭突きをくらわして、そこにできた空隙から苗木を表面に出して食べてしま

う。あるいは、ネットについても、同様にその袋を巧妙にはがしてしまうというような

形で、ほとほと手を焼くような状況というのも認識しております。 

  しかしながら、今現在、獣害につきましては、そういう防除手段というのはやはり植

栽時には不可欠なもので、そういったことについては取り組んでいかなければならない

と考えております。 

あと、直接こちらが主管するところではないんですが、根本的な対応としては、やは

りシカの生息個数自体が非常に滋賀県の森林環境を維持するキャパを超えているという

か、その部分が一番大きな問題ではないかというふうに考えています。ですので、根本

的な対策というのはそのあたりの生息数を調整、コントロールというのが重要になって

くるというふうに考えます。 

○議長：いかがでしょうか。 

○委員：すみません。それと、当地域で四、五年前に森林センターがシカの食害について

試験なり調査をされましたが、その結果がどうだったのかと思っていますけども、結果

は何かわかりませんか。 

○議長：いかがでしょうか。 

○事務局：前回に出ておりまして、植栽時の被害によるシカの食害調査ということでデー

タが出ておりますので、またもらって、あとでお届けさせていただきます。 

○委員：どうもありがとうございます。 
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○議長：はい、どうぞ、お願いします。 

○委員：参考までに、先ほどシカの金網はちょっと効果があったということですけど、先

ほど事務局からのお話だと、昔はネットをやっていたんですけど、そのネットが食いち

ぎられるということがあちこちで起こりまして、金網に変えられたのは非常にいいこと

だと。 

その金網のサイズを５センチ以下にすると、とても効果が高いということが実験で出

ているそうです。５センチより大きくなるとシカの鼻が入るから、入らないサイズとい

うことで、それが非常に効果的だと聞いています。 

○議長：はい、ありがとうございます。 

  そのほか、この箇所についてご質問等ございませんでしょうか。 

  ないようですけど、ございましたら、また後でおっしゃっていただけたらと存じます。 

  それでは、続きまして、７の林道の開設その他林産物の搬出に関する事項、８の森林

施業の合理化に関する事項、９の森林の土壌保全に関する事項、ここまでの範囲でご質

問をお願いしたいと存じます。 

  ページ数で言いますと、湖南が１８ページから２７ページでございます。湖北は１８

ページから３２ページでございます。この辺からページ数に違いが出てきております。

この３項目につきましては大きな変更はないようでございますけれども、林道の計画や

作業路の整備、林業機械の導入等の森林施業の合理化について述べられているようです。 

  それから、林道の開設等の合計値は、湖南で言うと２３ページの下の表、湖北につい

ては２８ページの下の表にあるというご説明がございました。 

両計画について、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

  はい、どうぞ、お願いします。 

○委員：湖南のほうは２５ページ、湖北のほうは３０ページですけど、高性能林業機械の

導入ということに関して、これを導入すると作業道を開設しないといけないと思うんで

すけども、作業道の開設に関しての資料はどこを見れば、林道とは違いますよね。 

○議長：違いますね。 

  はい、どうぞお願いいたします。 

○事務局：作業路網ということで、湖南ですと２５ページに高性能の機械が載っていまし

て、次のページに作業道の整備ということで、方針程度でございますけれども、３番の

アに載せております。 
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○委員：じゃ、数値的なものでは、資料的にはないということでしょうか。 

○事務局：そうですね。林道のほうはございますけれども、作業道のほうは、地域森林計

画には載っていないということになっております。 

○委員：はい、わかりました。 

○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。 

○事務局：今のことでお答えさせていただきます。 

  先ほど、全国森林計画から地域森林計画、市町村森林整備計画となっていますとご説

明させていただいたのでございますが、地域森林計画の中では林道がある。それから、

市町村森林整備計画の中では作業道が入った、路線の入った数値計画を持っております

ので、そちらのほうとの整合をとっていきたいというふうに考えております。 

○議長：どうもありがとうございます。 

○委員：ありがとうございます。 

○議長：そのほか、ございませんでしょうか。はい、宮浦委員、お願いします。 

○委員：表の中に、これから拡張するところの数値が出ているんですけども、既にどのぐ

らいあってというような数字があったほうが理解しやすいように思いますので、可能で

したら、既に開設した林道がどれだけあるのかという数値も示していただきたいと思い

ます。 

○議長：その点、いかがでしょうか。 

今の委員のご質問は、湖南で言うと２３ページの辺ですか。それの前はどのぐらいあ

ったかということですね。 

○事務局：この森林計画に出ていますのは、全国森林計画から下りてきた計画でご説明さ

せていただいたのですけれども、このフォーマットみたいなものは、国のほうでこうい

う形で書きなさいよというのが、一応の形で決まっております。それに基づいた形でさ

せていただいているということで、こういう書き方になっております。 

もしかしたら表示は難しいかもわからないですけども、備考の覧もありますので、そ

ういうところで、できるだけわかりやすい形に改良しながら進めていきたいというふう

に思いますので、よろしくお願いします。 

○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。 

  そういう意味では、元に戻りますけど、１０ページの下に伐採立木材積がございます

けども、何がどうなったかというのは、もうひとつわかりませんので、これも備考なん
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かで、湖南、湖北の伐採立木材積の見直しの前のものがあれば、もっとわかりやすいな

という感じがいたします。 

○事務局：今の話でございますが、すべて数字が変わっているところにつきまして備考欄

に書いていくのは大変になってまいりますので、今回も資料として一枚物で、変更前、

変更後というようなものを書かせていただいておりますので、それを挟むというような

格好でやらせていただけたらと思います。 

○議長：そうですね。はい、わかりました。 

  そのほか、何かございませんでしょうか。 

  それでは、次に進ませていただきます。次の箇所は、目次で言いますと１０番の保安

施設に関する事項、１１番の特定保安林の整備に関する事項、１２番の保健機能森林の

区域の基準その他保健機能森林の整備に関する事項、それから１３番、その他必要な事

項について、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

  湖南で言いますと、２８ページから４１ページでございます。湖北につきましては、

３３ページから４６ページでございます。変更のポイントとしましては、１０番の保安

施設に関する事項で、湖南では２８ページ、湖北では３３ページで、保安林として管理

すべき森林の計画期末面積について挙げられておりますが、ここでは増減はないという

ことであります。また、実施すべき治山事業の箇所数も、湖南については３１ページの

表の下、それから湖北につきましては３６ページの表の下とも、増減はないということ

であります。 

しかし、１１ページの特定保安林の整備に関する事項の別表１１、湖南では３７ペー

ジ、湖北では４２ページについては一部変更というふうになっております。こういう点

を含めまして、ご意見、ご質問等お願いいたしたいと存じます。 

はい、どうぞ、お願いいたします。 

○委員：湖北の保安林の指定目標面積が３万６,８９９で、前計画と今回の１０年後の見込

が変わらないけども、ほぼ保安林の指定がこのあたりで終わっていると解釈してよろし

いでしょうか。 

○議長：いかがでしょうか。 

○事務局：湖北の３３ページの実面積の３番ですね。 

○委員：目標面積、１０年間で保安林を３万６,０８９にするという目標でよろしいですね

――違うのかな。湖北が３万６７４、これは前計画と変わらないということは、今回も
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ほぼ目標面積と変わらないということですので、今申し上げたように保安林指定が予定

されていない、ほぼ終わっているのかという解釈でよろしいかということですけど。 

○事務局：これ、前回のほうの数字と変わっていないというところで、前回の計画の中で、

先走って、次の計画の数字を挙げてしまっているというのが現状です、申しわけござい

ません。 

  年間平均して４００から５００ヘクタール程度の保安林を指定していくというスタン

スは変わっていないんですけれども、この表現に誤りがございまして、保安林がこれで

十分で、指定していく必要がないということではございません。申しわけございません

でした。 

○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。 

  ほかに、いかがでしょうか。 

  そうしましたら、またお気づきの点等ございましたらお願いしたいと思います。 

  最後に、参考資料、それから全体を通して、何かご意見をお願いできたらと存じます。

参考資料は数字がずっと並んでおりますので、ちょっとごらんいただけたらと存じます。

産業別就業者数などは、前は千人単位であったのが、人単位ということで、林業の就業

者もおられるということがはっきりわかりました。 

  はい、お願いします。 

○委員：湖南４１ページと湖北４６ページですが、この表は目下の森林経営に必要な表と

いうことになりますか。これがついてあったので、目下のところ意味がないような気が

しておるんです。こういうものはつけておかなきゃいかんというのなら、つけておいて

も結構ですけど、要らないものであれば、ないほうが。 

○議長：いかがでしょうか。 

○事務局：この表ですが、先ほどもちょっと申したんですけれども、国の指針の中で、こ

ういう形で計画書をつくりなさいよとなっておりますので、一応県としてどういう植え

方をするとか、間伐の方法とかを示しなさいよということになっているので、こういう

形にさせていただいております。 

ただ、委員のおっしゃるように、この表は地域によっても違いますし、場所によって

も違いますし、目的によってもまた変わってくるということもございますので、一概に、

こういうことで示せることはなかなか難しいというのは承知しているんですけれども、

一応標準という形で示させていただいているということで、ご理解をお願いします。 
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○議長：はい、どうぞ。 

○委員：承知さえしていただいたら、つけておいても結構です。 

○議長：はい、ありがとうございます。 

  あと、お願いします。 

○委員：何度もすみません。湖南が７１ページで、湖北が７５ページの森林以外より森林

への異動という表ですけども、これは基準を教えてほしいんですけど、どうなったとき

に森林へ異動したというふうにされているのかということです。 

なぜ、こんなことを聴くかと申しますと、湖南の０ヘクタール、湖北が０.４８ヘク

タールとなっているのですけれども、実際に放棄林の藪化みたいなことが湖南でも非常

に多いと認識しているんですけども、これが反映されないのは何か基準のせいかなと思

ったりしたもので、教えてください。 

○議長：いかがですか。 

○事務局：森林以外より森林への異動という話かと思うんですけれども、「注２」で、農地

転用にかかる平成２１年度の調査対象は、湖北地域の平成１６～２０年度分であるとい

うふうに書かせていただいているんです。 

我々のほうでは、各市町に農地転用はどんなところがありましたかということで調査

に行かせていただいているんですけども、県下全域を調査するというところまでなかな

かできておりませんでして、あるところを５年ごとに回って調査しているという関係で、

今年度は湖北のほうが対象となりましたので、こちらに数字が挙がってきているという

ことです。 

湖南のほうでも、当然数値としては市町のほうにはあるはずですけど、それを反映す

るに至っていないという現状です。 

○委員：はい、わかりました。先ほどの獣害とも関連して、こういうところで森林が出て

きて、田んぼを藪化したことによって、やっぱりシカの被害を受けていると思うんです。

そういう数値が出てくればおもしろいなと思ったんで、ありがとうございます。 

○議長：どうもありがとうございます。 

  はい、どうぞ委員、お願いいたします。 

○委員：今と同じような、森林以外より森林への異動という問題ですけども、田んぼで谷

とか、そういうところで耕作放棄地がかなり出ております。そこへクヌギとか、そうい

う木を植える場合に農業委員会の許可がなかなか下ろしてもらえないので、大変困って
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いる方もおられます。 

そういうなんで、農業関係と連携して何かよい方法を、そういうところを荒れ地でほ

うっておかないで、広葉樹とかスギもそうですけども、利用したほうがＣＯ２の吸収対

策にもなるし、よいのではないかと思います。 

○議長：はい。 

  耕作放棄地になって、農業のほうとの連携というのはいかがでしょうか。 

○事務局：まず農業のほうでいきますと、この場所は農業に適しています、ということで、

農業振興地域や膿瘍地域に指定されます。林業でいきますと、林業は森林計画地域とい

うことで、それぞれ土地の利用計画の基本的なところですみ分けがございます。基本的

には、そのあたりで線引きをどうしていくのか、そういうふうな議論になってくるのか

なというふうに思います。余りいい答えになってないんですが、基本的にはそこら辺で

規定されてくるのかなというふうに思います。 

○議長：はい、どうぞ、お願いします。 

○委員：私は、大津市の比良のほうで里山保全の活動をずっとしているんですけれども、

最近、遊休農地という部分で、まさに今おっしゃっているお話をあちこちで聞くんです。 

大津市さんの場合ですけども、遊休農地の調査のほうはＪＡさんのほうに完全に投げ

られています。まだ調査の段階で結果が出ていないということで、何を聴いても、まだ

数字的なデータは出ていないんです。例えば、市役所に行きますと、農林水産関係のほ

うに一つにくくられています。 

その中で、今おっしゃったように、きれいな線引きというのは市民にとってはあり得

ないことであります。例えば里山ということになりますと、里地、山、農地、全部含ま

れますね。私たちが活動している拠点もやっぱりいろんな場所がありますので、線引き

というふうにおっしゃると、また何か違うかなというふうに私は個人的に思います。 

そういうデータ化というのは、私たちはそれを求めてお役所に行くんですけども、な

かなかはっきりしたお答えが返ってこなくて困ることが多々あるんです。 

先ほどおっしゃったように、獣害の問題なんかもそうですけども、やっぱり適切に判

断するための材料としてデータがあると思うので、遊休農地ということでも、そういう

ふうな取り組みを急いでいただきたいなと思っています。 

○議長：はい、ありがとうございます。 

  今の点について、いかがでしょうか。 
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○事務局：すみません。表現が余り的確でなかったように思います。ただ、農地から森林

にいきますと、例えば木を植えます、という話になってきまして、そのときに例えば造

林補助金を利用されると、そういう制度を利用される場合につきましては、農地転用と

いう許可を得なければ、そこの部分については、基本的に補助金が出ないというような

仕組みがあるんです。 

ですから、その部分ではどういう区域に入っているかというのは、一つ明確な線引き

がございます。ですので、調整をとりながら入っていかないと、なかなか難しい面はあ

るのかなという意味合いで申し上げましたもので、ちょっと誤解を与えるような表現、

申しわけございませんでした。 

○議長：よろしゅうございますでしょうか。はい、ありがとうございます。 

  そのほか、何かございませんでしょうか。はい、どうぞ、お願いいたします。 

○委員：先ほどの林の部分が農地になるとか、そういうふうな面積ですけれども、私も固

定資産税関係の審議会をやっていましたので、あれは毎年数字がきちっと出てまいりま

したので、多分そういうふうな絡みで聴いておかれると、この異動というのはすごくわ

かると思います。 

  私のもう１つの質問です。造林公社なんかの伐採というのが、今年か来年ぐらいから

始まるというふうに聞いていたんですけれども、薄い紙の変更の概要の２番ですが、伐

採立木材積ということで、変更前と変更後で６万６,０００立米が減っているというこ

とですけども、これはそれが含まれているのか、まだまだそれは伐採をされないという

ことなのか、ちょっとわからなかったので教えていただきたいと思います。 

○議長：はい、ありがとうございました。 

  いかがでしょうか。 

○事務局：まず、林地異動のほうは、現状やっているのは市のほうに調査に行って、一応

現地を見て、これが本当に農地から森林に移行するのが適切かどうかと確認してという

ようなので、なかなか県下一斉に線を引くのが難しいということで、こういうやり方を

させていただいているんですけれども、できるだけ効率的に入れていくという方法が一

番望ましいと思いますので、そのあたりは検討しながら進めさせていただければと思い

ます。 

  あと、公社の伐採量ということですけれども、公社のほうも伐採もここの数字の中に

公社でも、現時点ですけれども、これからどのような伐採をしていくかということは正
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式に決まっているということはないですけれども、伐採計画をこの数字には反映させて、

立木材積の中に含んで数字を出しているということです。 

○委員：そうすると、数字は含まれているという解釈でよろしいですか。 

○事務局：そうですね。この中に含んでいます。 

○委員：含んで６万６,０００立米が減っているということで。 

○事務局：そうですね、はい。 

○委員：ちなみに、どれくらい公社の部分はあるんでしょうか。 

○事務局：面積的なものでよろしいですか。約２万ヘクタールぐらいは公社営林、人工林

は８万ですので約２５％、４分の１程度は公社の山と思っております。 

○委員：これは材積ですので、立米数でわかりますか。 

○事務局：公社のほうの伐採ですが、平成２７年ぐらいから始まるという計画になってお

りまして、最初は２,０００ｍ３で、それが２万ｍ３ぐらいになり、本格的には平成３

５年ぐらいから７万ｍ３ぐらいになるという計画になっております。 

  最盛期には十二、三万ｍ３、それが平成５４年あたりになるという計画になってござ

います。 

○委員：わかりました。ありがとうございます。 

○議長：はい、ありがとうございます。 

  そのほか、全体を通して何でも結構ですので、ございませんでしょうか。 

  はい、どうぞ、お願いします。 

○委員：すみません、何遍も。 

  私、県営林の管理を今やらせてもらっております。下から見ると、高いところにあり

ますけども、立派なヒノキ林に見えていますけども、中へ入ると真っ暗で、災害が起き

たら大変弱い山だと思います。そういうことなんで、多分保安林になっていると思いま

すけども、これからもっと手入れをしなければならないと思います。 

  そういうなんで、県の方はどのようにお考えになっているでしょうか。 

○議長：はい、お願いします。 

○事務局：県営林ですが、県下で県有林を含めまして４,８９０ヘクタールを滋賀県のほう

で管理しております。そのほとんどが人工林ということで植栽が済んでおりまして、最

初の契約は大正時代からの契約を引き継いでいるものがございます。そういうことで、

既に樹齢といたしましては８０年以上のものもございます。 
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  ですから、そういう主伐期にあるやつもあるんですが、中本委員がおっしゃったよう

に、なお間伐なり保育をしていかなければならないことも確かにございます。 

そういうことで、平成２０年度ですと除伐を５８９ヘクタール、それからあと、間伐

を国の補助金をもらいながら実施しているところです。 

それで、間伐の遅れているところがあれば、優先的に管理ということで間伐を実施し

ていきたいというふうに考えています。そういうふうなところが県営林にあるとするの

は健全な状態ではございませんので、ぜひ事務所の担当のほうに手助けいただいて、積

極的な間伐ができるように、こちらとしても実施していきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長：よろしゅうございますか。はい。 

  はい、どうぞ。 

○事務局：事務局からです。記録の訂正等ですけれども、まず１点目が先ほど私の説明の

中で、要整備森林の所在というところで、前計画から変わったところということでお示

しできなかったところの、報告になるんですけれども、湖北の森林計画ですけれども、

現計画では高島市の旧マキノ町石庭というところで６.４１ヘクタールの要整備森林が

指定されていたんですけれども、こちらのほうが解消されまして、現計画では２地区と

いうことになっております。 

湖北は４２ページです。前の計画では３地区、旧マキノ町というところで挙がってい

たところが、２地区になっているということです。 

あと、湖南のほうの２４ページから２５ページにかけて、「林業後継者の育成」の文

中、２４ページ一番下の「後継者グループの」のあと文章が抜けていて、「まで精通し

た…」の文章につながらないんですけれども、これは「後継者グループの育成を図ると

ともに、木材産業の後継者の緊密な連携強化による生産から流通まで精通した…」とい

うことになります。どうもすみません。 

○事務局：すみません。今の説明でございますが、湖北の３０ページを見ていただけます

でしょうか。この一番上に、ただ今申し上げました「育成を図るとともに…」という文

が入ってございます。湖南のほうでは、この文が抜けていたということでございまして、

同様に湖南にも記入していただけますように、これが訂正のところでございます。 

○議長：何かご質問ございませんでしょうか。 

  はい、どうぞ、お願いします。 
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○委員：質問というか、これは今回の資料に変更をお願いするんじゃなく、将来的なこと

です。２つの計画区があるんですが、この違いが以前にも見たことがありますけども、

よくわからない。同じ内容のもので、数値だけが違う計画が２本出ているという感じが

して、見ていてちょっと混乱する。例えば計画の濃淡がはっきりしないので、湖北のほ

うはどういうところに重点を置いて、今後１０年間なり５年間なりをやっていくのかと

か、そういう色がよくわかるように工夫していただきたいなと思います。 

先ほど来、お話を伺っていると国のひな型みたいなものがあって、それに合わせると、

こうなっちゃうのかもしれないですけども、できたら県の独自性を出していただいて、

計画区ごとの林業とか森林の状態等、将来像がわかるような計画にしていただきたいな

と思います。 

もう１点は、森林審議会のあり方ですけども、非常に林業とか森林に詳しい方もおら

れますけども、そうでない方も多分おられると思いますので、もしも可能でしたら、現

地検討会みたいなものも考えていただけると大変有意義かなと思います。以上、お願い

します。 

○議長：今の点につきまして、いかがでしょうか。 

○事務局：２つに分けられていて、湖北と湖南で濃淡がついていないということですが、

基本的には国から来たものを、２つに分けて面積案分みたいな方法で作成しております

ので、濃淡はつけにくいなというのは確かにございます。ただ、県の独自性ということ

もございますので、どこまで出せるのか、また今後検討していきたいと思います。 

  それから、現地検討会のほうですが、すぐにできるというふうになかなかお返事でき

ませんので、まず検討させていただきたいなと思います。予算的なこともございますの

でなかなか難しい面もございます。 

○議長：よろしゅうございますか。はい。 

  はい、どうぞ、お願いします。 

○委員：私は余りこの森林計画に明るくないので、ちょっと的はずれなことをお伺いする

かもしれないですけど、今日ずっと説明を聞いていて、全国森林計画の割り振り量とか、

割り当てとか、すごく気になったんです。 

その量を割り当てて書かないといけないという状況になるのはわかるんですけれども、

琵琶湖森林づくり基本計画なんかを見ていますと、やっぱり滋賀県のまず森林の状態を

見て、４３％ある人工林としてきちんと整備してずっとやっていかないといけない林、
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人工林としてはちょっと難しい不良な、これ以上やってもだめみたいなところの天然林

化、そういう林の性質によって将来を決めていかないといけない作業が必要だと思うん

です。 

そういうのは、もうちょっと定性的に評価して、ここはこうして、こうしてというふ

うにやってみて、最後に積み上げて量が出てくるんじゃないかと思うんですけれども、

そういうふうにはできないんですか。実はなっているんですか。また教えてください。 

○議長：はい、お願いします。 

○事務局：今の全国森林計画からの割り振りという話ですが、この数字は国のほうからこ

れだけという形はあるんですけれども、最初から滋賀県はこれだけしなさいよという形

で押しつけられる数字ではなくて、国としてはこれぐらい思っているんですけれども、

県のほうではどうですかというような打診、事前の協議のようなものがございます。 

 その協議の時点で、我々の森林づくり基本計画のほうでも数字を持っていますので、

それと全然違う数字ということはできませんので、こちらが持っている数字に整合させ

るように全国森林計画からの数字をいただけるような形で話をします。それを１００％

いただけるという形でないこともあるんですけれども、できるだけそこに近づけるよう

な形でうちのほうからもお願いをしまして、数字を整合させていくという形にさせてい

ただいております。 

○委員：わかりました。ちょっと安心しました。じゃ、滋賀県の見通し評価みたいなこと

を盛り込める状況にあるということですね。ぜひともそのようにしていただきたいなと

思います。ただ、生き物の視点から見た生物多様性の保全とか、そういった視点からも、

この計画の中にちょっと文言が入ってもいいかなと。先ほどどなたかありましたけれど

も、これだけの森林整備とかをすると、必ず生物と闘わないといけないですけれども、

その生き物との闘い方も何も書いていないので、これだけの森林整備をやると必ずシカ

が増えますよというふうなあたりも、やっぱり計画の中に入れていかないと、実際動く

人は大変だなと思います。すみません、余分なことばっかりを言います。 

○議長：あとのほうは、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。 

  そのほか、何かございませんでしょうか。 

  それでは、特にご意見等ございませんようですので、当案件については適正と認めて

よろしゅうございますでしょうか。 
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よろしゅうございますか。 

  では、ご異議もないようですので、湖南地域森林計画の変更案および湖北地域森林計

画の案について、原案どおり認めることとします。 

  なお、ただいまご承諾いただきました湖南地域森林計画の変更案および湖北地域森林

計画の案につきましての、進言書の作成と答申時期につきましては、私に一任をお願い

したいと存じますが、いかがでしょうか。当然、今日いただきましたご意見なんかもで

きるだけ参考にさせていただきまして、修正の上ということでございますので、よろし

くお願いいたしたいと存じます。 

  よろしゅうございますか。 

〔「異議なし」 

  はい、どうもありがとうございました。 

  これで本日の議事は終了いたしましたが、ほかに何かございますでしょうか。 

  それでは、いろいろ審議につきましてご協力いただきまして、ありがとうございまし

た。 

  それでは、事務局にお返しいたします。 

 

８ 閉 会 

○司会：会長、どうもありがとうございます。 

  それでは、以上をもちまして第９０回滋賀県森林審議会を終了いたします。 

各委員の皆様方におかれましては、今後審議会の運営等につきましてお世話になるこ

とと存じますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

本日は、ありがとうございました。 

〔午後 ０時０２分 閉会〕 
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当議事録は事実と相違ないことを証明するため、署名捺印する。 

 

平成  年  月  日 

 

 

議事録署名人                                  

 

 

議事録署名人                                  

 

 


