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第１ 基本計画見直しの趣旨

《基本計画見直しの背景》

「琵琶湖森林づくり条例（平成16年４月１日施行 」の理念を実現するため、施策の総合的かつ計）

画的な推進を図る基本的な計画として “琵琶湖と人々の暮らしを支える森林づくりの推進”を基本、

方向とする「琵琶湖森林づくり基本計画 （以下「基本計画」という ）を、平成17年４月に施行し」 。

ました。現在、平成32年度を計画目標年度として、森林の持つ多面的機能の持続的発揮に向けた滋賀

の森林づくりに取り組んでいるところです。

森林づくりは、長期的な展望に立って着実に進めていく必要がありますが、中期（５年）目標であ

る戦略プロジェクトについては、施行後５年目を目処に、社会経済情勢の変化等にも柔軟に対応して

いくため見直しを図ることとされています。このため、これまでの５年間の取り組みの成果と課題お

よび近年の社会情勢の変化を整理し、緊急に対応すべき課題を洗い出し、その解決に向けた施策を実

施するため、戦略プロジェクトの見直しを行いました。

《森林･林業を取り巻く社会情勢の変化》

（１）全国的な状況

①低炭素社会に向けた森林への期待

森林は、水源かん養、山地災害防止など国土保全、地球温暖化防止、自然環境保全、保健・休養の

場の提供、木材等の林産物の供給など多面的な働きや機能を有しています。この中で、内閣府が平成

19年度に実施した「森林と生活に関する世論調査」では、森林に期待する働きとして、特に地球温暖

化防止に貢献する働きが、最も上位になっています。

これまで国は、京都議定書に基づく温室効果ガスの６％削減の達成に向けて、基準年総排出量の約

3.8％にあたる1,300万炭素トンを森林の二酸化炭素吸収により確保するとしてきました。

京都議定書の削減目標を達成するためには 「持続可能な森林経営が行われた森林」の面積を増加、

させる必要があり、間伐等の森林整備を一層推進していくことが求められています。この達成に向け

て国では、平成19年度以降330万haの間伐を実施することとしており、2050年までに温室効果ガスの

排出量を現状から60～80％削減するという長期目標を平成20年度に掲げました。さらに、平成21年９

月の国連気候変動サミットで、日本は新しい温室効果ガス排出量の削減目標として、2020年までに

1990年比25％削減を表明しました。

一方で、排出権取引やカーボン・オフセット等、森林の二酸化炭素の吸収機能や木材利用による二

酸化炭素の排出削減効果に対して経済的な価値を付与する動きなど、二酸化炭素を自然の吸収の範囲

内に納める「低炭素社会」の実現に向けた新たな取り組みが始まっています。

②森林・林業を取り巻く変化

世界の木材需要は長期的に増加傾向にあり、また、中国等における木材需要の増加やロシアにおけ

る丸太等の輸出税引き上げなど世界貿易の状況に大きな変化が見られます。一方、国内では、スギや

ヒノキ等の利用可能な森林資源が充実しつつあります。

林業現場においては、従来、樹木を１本ずつ選んで伐採し架線で吊り出すという集材方式がとられ

ていました。しかし、近年、路網の整備と高性能林業機械の利用により、コストの低減と生産性の向

上を追求する取り組みが進められています。また、搬出された木材も、木材市場を通さず、大工場に

直送し、合板や集成材に加工されるものが増えてきています。

製材工場においては、出力規模の小さな工場の数が大きく減少している一方で、工場数では６％に

過ぎない大規模工場が素材消費量の過半を占めています。なかでも原木消費量が数万ｍ 規模以上の３

大型の国産材製材工場が増加しており、国産材を利用する環境が整いつつあります。
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木材加工分野においては、従来、原材料として主に輸入木材が用いられてきましたが、木材輸入の

、 、不安定さが増す中 技術の向上により曲がり材や小径木を合板や集成材に利用することが可能となり

。 、国産材の利用率が高まっています 平成19年度に施行された改正建築基準法の影響等により製材用材

合板用材に対する需要そのものは大きく減少しました。しかし、供給面では、国産材が、製材、合板

向けを中心に増加し、平成19年度の木材需要に占める国産材の割合は、前年に比べ2.3ポイント上昇

して22.6％となり、平成17年以降３年連続の上昇となりました。

住宅建築の分野においては、環境への配慮の点から、国産材を利用した住宅を消費者にＰＲする動

きが見られます。また、木造住宅のプレカット率や木材製品の品質・性能に対する需要者ニーズの高

まりを受けて、集成材や構造用合板、人工乾燥材としての利用が進んでいます。

（２）本県の状況

本県の森林は、これまで保育作業を必要とする育成段階のものが多くを占めていましたが、平成32

年度には、県内の46年生以上の人工林面積が現在の約1.7倍に達するなど、人工林の成熟により今後

。 、 、利用可能な森林資源が飛躍的に増加する見込みです しかし 森林組合をはじめとする生産事業体は

技術、人材、設備などすべての面で森林資源の利用に対応できる状況にあるとはいえません。また、

木材産業においても生産構造が極めて脆弱であることから、生産体制と木材の流通体制を併せて整備

することが不可欠な状況です。

森林吸収源対策の取り組みとしては 「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法（間伐等促、

進法 （平成20年５月公布･施行 」を受けて更に間伐事業量を拡大することが必要となっています。） ）

そのため、今後は、森林経営に無関心な森林所有者や不在村森林所有者に対して、間伐実施の必要性

。 、 、を積極的に普及啓発する必要があります また 人工林を多様な森林に誘導する取り組みを再検討し

針広混交林（環境林）や長伐期林など地域特性に応じた森林づくりを進めることが必要です。

野生鳥獣による森林被害は、平成５年度～11年度では年度平均で約90haでしたが、平成12年度以降

、 。 、急増して平成17年度には約300haとなり その大半がニホンジカによる被害でした シカ対策として

平成12年度以降、テープ巻き、防護柵・防護ネットの設置等の対策を講じていますが、従来の防除法

では対応が不十分な状況となっています。植栽木の食害や剥皮による林木の枯損のほか、下草や広葉

樹の稚樹なども食害されるなど、森林の生態系への影響が懸念されています。

県産材の利用については、量的にはまだ大きくはありませんが、地域の木材を使って家を建てる取

り組みが各地で取り組まれています。一方、近隣府県（京都府、福井県、岐阜県等）では、大規模な

合板工場等が整備拡充され、県産材に対する期待も高まってきています。

県民協働による森林づくりへの取り組みでは、地球温暖化防止対策など環境意識の高まりから、企

業等による森林整備活動が活発化していますが、本県では、他府県に比べ取り組みが遅れている状況

にあります 「第３次滋賀県環境総合計画(平成21年２月策定)」では、持続可能な滋賀社会づくりに。

向け 「低炭素社会づくり 「循環型社会づくり 「自然共生社会づくり」の３つの側面から取り組む、 」 」

、 。 、こととされており いずれの取り組みにおいても森林が果たすべき役割は大きくなっています 一方

森林づくり活動を行う団体数が飛躍的に増加していますが、団体への活動指導、森林づくりの情報提

供やネットワーク化など今後における活動の継続性や発展を支える仕組みづくりが必要となっていま

す。

《これまでの取り組み成果と課題》

（１）環境に配慮した森林づくりの推進

「間伐総合対策の推進」については、平成21年度の年間間伐実施目標面積2,600haに対して、平成

20年度の実施面積は2,525ha、また、平成21年度の年間間伐利用量の目標4,000ｍ に対して、平成20３

年度の利用量は3,740ｍ で、２つの目標については達成可能な状況となっています。３

一方 「環境林の推進」については、平成20年度実施面積が422haで、平成21年度の目標800haに対、
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して53％の進捗にすぎず、目標の達成は困難な状況です。このため、今後は、森林所有者への普及啓

発を一層進めるとともに、検証に基づいて針広混交林造成の技術的手法を確立することが必要です。

また、強度間伐により確実に針広混交林に誘導するためには、ニホンジカによる下層植生等の被害

対策を実施することが課題となっています。

（２）県民協働による森林整備の推進

「流域森林づくり委員会」については、流域の森林づくりのあり方について県・市町に提案するほ

か、自ら主体的な活動を行うことを目的に、県内６地域で設立され、それぞれ独自の活動が行われて

います。また 「県民参加の里山づくり事業」における里山整備協定林数は、平成20年度では９箇所、

、 。「 」 、と 平成21年度目標の90％を達成しました びわ湖水源の森づくり月間 の森林づくり参加者数は

平成20年度には6,742人となり、平成21年度の目標を大きく上回りました 「森林づくり活動市民団。

体年間のべ活動日数」は、平成20年度には482日となり、平成21年度目標の400日を達成しました。

森林ボランティア活動は、県下各地で様々な取り組みが進められ、森林づくりの機運と関心が高ま

ってきていますが、更に多様な主体による取り組みを増加し、既設団体が自立し継続した活動が進め

られるよう支援体制を整備することが課題となっています 「森林づくり活動を実践している市民団。

」 、 、 。体等の数 については 平成20年度は99団体であり 平成21年度目標の60団体を大きく上回りました

また 「びわ湖水源のもりの日・びわ湖水源のもりづくり月間」を中心に、森林づくりへの呼びか、

け、森林の重要性などの普及啓発を行っています。しかし、琵琶湖森林づくり県民税および森林づく

りに対する認知度は、未だ十分とはいえず、引き続き地道に普及啓発活動を行うとともに、更に効果

的なＰＲ方法を工夫することが課題となっています。

（３）森林資源の循環利用の促進

「県産材の学習机累積導入数」は平成21年度目標の16,200組に対し、平成20年度末では9,613組

（59％）に過ぎず、目標達成は困難な状況にあります。しかし 「県産材産地証明割合」は、平成21、

年度目標20％に対して平成20年度末では42％となり、目標を達成しました。また 「木の香る淡海の、

家推進事業」は、平成19年度、20年度ともに予定の新築60戸に達するなど、目標を達成しています。

一方で、県内の素材生産量は、平成19年度に４万ｍ を下回るなど、全体的に減少傾向が続いてお３

り 「びわ湖材産地証明制度」のメリットが見えにくい状況にあります。また 「森の資源研究開発」、 、

は、15件の研究開発が行われていますが、その成果を実用にどの様に結びつけていくかが今後の課題

となっています。

（４）次代の森林を支える人づくりの推進

森林と琵琶湖をつなぐ「森林環境学習の推進」については、森林環境学習の専任指導員が、県下８

施設に常駐し、小学校４年生対象の「やまのこ」事業は着実に実施され、平成20年度で県内の小学校

202校が参加しました。平成21年度には、県内のほぼ全小学校が参加できる見込みですが、子どもた

ちが体験を通して森林への理解を一層深めるためには、さらにプログラムの充実を図る必要がありま

す。

「森林を育む担い手づくり」については、林研グループ会員など森林づくりに、より意欲的な森林

所有者に対しては、技術指導などを通して成果が積み重ねられています。しかし、意欲の低下してい

る多くの森林所有者に対しては、普及啓発を一層進める一方、若者に対しては、森林・林業経営への

参画を促進するなどの取り組みを行うことが課題となっています。また、森林整備や木材生産の担い

手となる森林組合では、合併が進められ、平成20年度で県内10組合になるなど組織体制の充実化が図

られています。さらに新規雇用や技術者育成に積極的に取り組めるように、森林組合を中心とした県

産材の安定供給体制を早急に整備することが必要となっています。



第２　戦略プロジェクト

戦略１．環境に配慮した森林づくり推進プロジェクト

　戦略プロジェクトは、基本施策を具体的、計画的に進めるために、重点的かつ戦略的に取り
組む施策を掲げたものです。平成22年度から平成26年度までの5年間は、「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」をメイン
テーマとし、それを実行するために、以下の４つの戦略プロジェクトに取り組みます。

  地球温暖化防止に役立つ二酸化炭素の吸収・固定機能をはじめ、水源かん養や山地災害防止
などの森林が持つ多面的な機能を持続的に発揮するためには、適切な森林の施業と管理が必要
となります。本県の森林は、特に間伐を必要とする林齢が多い状況にあることから、積極的な
間伐を推進するとともに、スギ、ヒノキの単層林から針広混交林（環境林）や長伐期林への誘
導、更に獣害対策など、地域特性に応じた森林づくりに取り組みます。

　　～　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　～

森林の生態系や環境に配慮した整備の推進

○森林の生態系や環境に配慮した森林整備を推進するため、地域の特性に応じて針広混交林
（環境林）や長伐期林へ誘導するとともに、山地災害の防止を図るなど効果的な森林の保全
に取り組みます。

○身近に自然を感じることができる里山を、環境学習やレクリエーションの場などとして、
多面的な利活用と保全が図れるよう、市町等と連携しながら整備を進めます。

○森林を健全な姿で保全し、適正な更新を図るため、関係機関と連携したニホンジカ等の被
害対策や花粉が少ないスギ苗木生産などに取り組みます。

○本県の森林づくりに一層適した森林の管理方法を検討するため、森林と琵琶湖との関わり
などについて研究・解析を進めます。

森林吸収源の確保と多様で健全な森林づくりに取り組みます。

○二酸化炭素の吸収・固定機能をはじめとした、森林の持つ多面的機能が高度に発揮され
るよう、手入れ不足の人工林を対象に、総合的で計画的な間伐対策を市町等と連携して実
施します。

○健全な森林づくりを推進するため、森林所有者等の理解と協力を得ながら、地域の特性
に応じた間伐や再造林などに取り組みます。

○間伐材等の搬出を積極的に進めるため、作業路網等の整備や高性能林業機械の導入など
を推進し、作業の効率化・低コスト化を図ります。

○木材は、炭素の吸収・貯蔵等を通じて低炭素社会の実現に重要な役割を果たす再生産可
能な森林資源であり、その循環利用の促進を図るため、県産材の生産流通体制の整備を進
めます。

地球温暖化防止に向けた
森林吸収源対策の推進
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区分 平成20年度
(実績)

平成26年度
(目標)

区分 平成20年度
(実績)

平成26年度
(目標)

区分 平成20年度
(実績)

平成26年度
(目標)

36,200 ｍ年間間伐
実施面積 2,525 ha 3,100 ha 年間作業道等

開設延長

環境林整備面積
(累計) 　422 ha 1,600 ha

25,115 ｍ

５年間の取り組み
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戦略２．県民の協働による森林づくり推進プロジェクト

  森林と琵琶湖がもたらす恵みに感謝し、理解を深め、県民の主体的な参画による森林づくり
を進めるため、びわ湖水源のもりの日・びわ湖水源のもりづくり月間を中心に普及啓発を図り
ます。
　また、森林づくり活動を行うＮＰＯなど地域団体による情報交流の仕組みづくりに取り組
み、さらに企業等多様な主体による森林づくり、淀川流域を含む上下流連携による森林づくり
への取り組みなどを促進します。

多様な主体による森林づくり活動を進めます。

県民が森林づくり活動を行う体制の整備

○県民の森林づくりへの新たな参画を促進するため、森林ボランティア団体等地域の様々な
グループの活動や、地域の森林づくりのあり方について提言するなど主体的な取り組みを行
う流域森林づくり委員会の活動を支援します。

○県内の森林ボランティア団体等による森林づくりが着実で継続した取り組みとなるよう、
その活動を県民にわかりやすく伝えるとともに、各団体間の情報交換を行う仕組みづくりを
支援します。

○県民が森林づくりに参加できる機会を広げていくため、森林所有者と市民団体、森林ボラ
ンティア団体等との連携を図るとともに、緑の募金などを活用した森林づくりを進めます。

○県民の森林づくりへの関心を高めるため、びわ湖水源のもりの日・びわ湖水源のもりづく
り月間を中心に、琵琶湖を守る森林の大切さを普及していきます。

多様な主体や新たな仕組みによる森林づくりの推進

○企業等多様な主体による森林づくりの取り組みを促進するため、森林・林業に関する情
報の提供や技術の指導を積極的に行い、その環境整備を進めます。

○本県の特性を生かした低炭素社会の実現を図るため、森林による二酸化炭素の吸収・固
定や木材利用による炭素の貯蔵の効果を定量化するなど、新たな価値を生み出す仕組みを
検討し、必要な支援に努めます。

○森林所有者と下流の市民団体、ボランティア等との上下流連携による森林づくりの機運
を醸成するため、琵琶湖の水源である森林の重要性を、県内にとどまらず琵琶湖淀川流域
圏まで理解を広げていく取り組みを進めます。
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区分 平成20年度
(実績)

平成26年度
(目標)

区分 平成20年度
(実績)

平成26年度
(目標)

琵琶湖森林づくりパート
ナー協定(企業の森)締結数
(累計)

3 15

森林づくり活動市民団体年
間延べ活動日数 　482日 　750日

５年間の取り組み
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戦略３．森林資源の循環利用促進プロジェクト

  県内の人工林は、その多くが成熟期を迎え、今後利用可能となる森林資源は飛躍的に増加す
る見込みです。再生可能な自然にやさしい木材を地域で積極的に利用するなど、低炭素社会の
実現に向けた取り組みが期待されています。そのために、県産木材を低コストで安定的に供給
できる仕組みを整備するとともに、木材をはじめ森林空間を含めた森林資源の全てが有効に利
活用されるように、研究に取り組みます。

県産材の利用促進を図り、低炭素社会の実現に向けた取り組みを促進します。

県産材の利用促進

○生産性の向上と低コスト施業を推進するため、施業の集約化、路網の整備および高性能
林業機械の導入を推進するとともに、併せて県産材の安定供給体制の整備を図ります。

○県産材の円滑な流通を図るため、搬出された木材を集積、分別するストックヤード機能
と、県産材の需給調整や販路開拓等を行うコーディネート機能を兼ね備えた流通拠点の整
備を図ります。

○地産地消を推進し、県産材の利用拡大を図るため、認証された「びわ湖材」の利用特性
を研究するとともに、産地証明制度の普及・定着を進めます。

○環境にやさしい材料である木材の良さをアピールするため、県産材での家づくりを推進
するとともに、県産材を活用した学校等公共施設の木造・木質化や、学習机の導入等を進
めます。

森林資源の新たな利用の推進

○再生可能な循環資源である木質バイオマスの利用を推進するため、林地残材・製材端材な
どの未利用材や、小径木・曲がり材などの低質材の有効活用に取り組みます。

○森林空間が持つ癒しや安らぎの機能をはじめ、森林資源を利活用した新たな用途への調
査・研究、実用化に向けた取り組みを推進します。
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区分 平成20年度
(実績)

平成26年度
(目標)

区分 平成20年度
(実績)

平成26年度
(目標)

びわ湖材認証を行った
年間木材量 9,595ｍ３ 18,000ｍ３

高性能林業機械導入数
（累計） 6台 18台

５年間の取り組み
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戦略４．次代の森林を支える人づくり推進プロジェクト

　滋賀の森林を守り育てるためには、森林組合をはじめとする林業事業体への新規就労者の確
保・育成、森林経営に積極的に取り組む森林所有者の育成、さらには、全ての県民の理解と協
力が必要です。このため森林整備の担い手としての森林組合の活性化を通じて森林所有者の意
欲を高めるとともに、広く森林づくりを支援する人材を確保・育成するため、あらゆる世代で
森林環境学習に力を入れます。

森林を守り育てる人材の育成と確保に取り組みます。

森林を育む担い手づくり

○地域特性や環境に配慮しつつ、森林を育む担い手を育成するため、森林経営・路網整備を
提案する施業プランナーや高性能林業機械オペレーターの養成などに取り組みます。

○森林組合が、地域における森林経営の真の中核的な担い手としての役割を果たせるよう
に、合併や組合加入率の向上を図りながら、木材生産流通を中心とした事業展開による経営
の安定化に向けた取り組みを積極的に進めます。

意欲ある林家・グループの育成

○森林経営に積極的に取り組む森林所有者を育成するため、地域全体での協働施業を推
進します。

○施業の集約化等による森林の適切な管理を図るため、森林所有者等に森林整備に関す
る情報の提供や技術指導を行います。

森林環境学習の充実

○森林と琵琶湖をつなぐ森林環境学習「やまのこ」事業の着実な実施を図るため、学校や
地域の実態に応じた学習プログラムのより一層の充実等に取り組みます。

○様々な世代にわたる森林環境学習を推進するため、森林づくり体験や木とのふれあいの
場として、既存の施設や公有林などの活用を進めます。

- 10 -



区分 平成20年度
(実績)

平成26年度
(目標)

区分 平成20年度
(実績)

平成26年度
(目標)

森林組合の木材生産に専
門的に従事する作業員数 　0人 50人

森林環境学習の
年間受講者数 12,928人 20,000人

５年間の取り組み
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第３　その他基本計画における時点修正箇所等について

　１．基本計画の位置づけについて

　１　性格と役割 

　２　計画期間

      ○計画の始期：平成１７年度

　　　○長期的な目標：基本施策の目標年次は平成３２年度(２０２０年度)とします。

      ○中期的な目標：戦略プロジェクトの目標年次は平成２６年度とします。
　　　　社会経済情勢の変化に対応するため５年ごとに見直します。

　　（森林法に基づく法定計画）

　琵琶湖森林づくり基本計画は、琵琶湖森林づくり条例第９条の規定に基づく計画であ
り、条例に示す理念を実効性あるものとするためのアクションプランと位置づけます。

○滋賀県の新しい森林づくりに関する施策を総合的、計画的に推進する上での中心的枠組
みであり、施策の基本となる方針を示します。

○幅広い県民の皆さんからの意見・提案を反映し、協働して森林づくりを行う上での共通
の指針となるものです。

○他の県計画との関係では、県行政の総合的な推進のための最上位計画である「滋賀県基
本構想」のもと、「第三次滋賀県環境総合計画」などその他の県計画との調和を図りま
す。なお、森林づくりに関する既定の計画事項については随時見直します。

滋賀県基本構想

琵琶湖森林づくり
基本計画

第２次緑化基本
計画（滋賀県緑
化基本構想）

第三次
滋賀県環境
総合計画

マザーレーク
２１計画

しがの農林水産
業新戦略プラン

全国森林計画
（国）

地域森林計画
（都道府県）

市町村森林整備計画
（市町村）

森林施業計画
（森林所有者等）

調和

調和
見直し
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２．基本指標について

１ 環境に配慮した森林づくりの推進
【 】基本指標

多面的機能を発揮させる森林管理の推進●

％

平成20年度 平成26年度 平成32年度
区 分

(現 状) (中期的な目標) (長期的な目標)

民有林に占める
34 36 38

保安林面積の割合

治山事業による
57 61 65

保安施設整備割合

注：保安林は、水源のかん養、土砂の流出防止など 種類あり、暮ら17

しを守るために、特に、重要な森林が指定され、伐採の制限や保全

管理など、森林の多面的機能の発揮に必要な管理が行われます。

人工林の地域特性に配慮した森林整備の推進●

％

平成20年度 平成26年度 平成32年度
区 分

(現 状) (中期的な目標) (長期的な目標)

除間伐を必要とする人工
65 80 90

林に対する整備割合

注：人工林のうち１年間に除伐や間伐を必要とする森林に対して、そ

の年に除伐や間伐を行った森林面積の割合のこと。

２ 県民の協働による森林づくりの推進
【 】基本指標

県民の主体的な参画の促進●

団体

平成20年度 平成26年度 平成32年度
区 分

(現 状) (中期的な目標) (長期的な目標)

森林づくり活動を実践して
99 125 150

（累計）いる市民団体等の数

里山の整備・利活用の促進●

箇所

平成20年度 平成26年度 平成32年度
区 分

(現 状) (中期的な目標) (長期的な目標)

里山整備協定林の数 9 25 40（累計）

注：里山整備協定林とは、計画づくりから利活用の方法までを参画す

る全ての人が話し合いにより決め、面的な広がりのある整備を進

めていく里山林のこと。
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びわ湖水源のもりの日・びわ湖水源のもりづくり月間の取り組み●

人

平成20年度 平成26年度 平成32年度
区 分

(現 状) (中期的な目標) (長期的な目標)

びわ湖水源のもりづくり月間
6,742 8,000 13,000

の森林づくりへの参加者数

３ 森林資源の循環利用の促進
【 】基本指標

県産材の利用の促進●
３ｍ

平成20年度 平成26年度 平成32年度
区 分

(現 状) (中期的な目標) (長期的な目標)

県産材の素材生産量 32,000 59,000 120,000

４ 次代の森林を支える人づくりの推進
【 】基本指標

森林所有者等の意欲の高揚●

集落

平成20年度 平成26年度 平成32年度
区 分

(現 状) (中期的な目標) (長期的な目標)

地域の森林づくりを
56 87 100

推進する集落数

注：地域の森林づくりを推進する集落とは、集落ごとにそれぞれの地

域に応じた森林づくりについて話し合いの場が持たれ、共通の理

解のもとに森林整備が進められる集落のこと。

森林組合の活性化●

ｈａ

平成20年度 平成26年度 平成32年度
区 分

(現 状) (中期的な目標) (長期的な目標)

森林組合の低コスト施業実
78 660 1,400

施面積

注：森林組合の低コスト施業実施とは、高性能林業機械等を活用し、

施業地の集約化や作業路網の整備等、効率的な作業システムによ

る高い生産性を実現し、コストを削減するするための取り組みの

こと。



３．推進体制について

    １  財源の確保
○

　　２　進行管理と点検評価
○

○

○

○

    ３  実施状況の公表
○

（Ｐｌａｎ）
戦略プロジェクト（５年間の重点施策）
　⇒　戦略目標（数値目標）提示

（Ｃｈｅｃｋ） （Ｄｏ）

　　（Ａｃｔｉｏｎ）
＊並行して、行政による自己評価　
　（ベンチマーク、施策評価）

◆森林審議会における評価の手順
　　事業効果および施策の方向性チェック

（事業効果を示す指標の達成度　⇒　数値目標達成度　⇒　事業の進捗から見た施策展開方法への意見）

評価する機関は滋賀県森林審議会とし、毎年１回実施します。

森林づくりの状況や県の森林づくりに関する施策の実施状況については、県の広報誌やホー
ムページ等を通じて広く公表します。

施策の重点化と併せて、平成１８年度より、「琵琶湖森林づくり県民税条例」を施行し、新
たな森林づくりを進めていくうえで、その負担の具体的な仕組みを構築するなど、着実な森
林づくりに向けた財源の確保を図ります。

今後も森林･林業を取り巻く社会情勢に大きな変化が予想されるなかで、本計画の柔軟かつ適
切な推進を図るため、「ＰＤＣＡ型行政運営システム（計画(Plan)－実施(Do)－評価(Check)
－反映(Action)）」による進行管理を行います。

年度毎に、指標の達成度、数値目標達成度および事業の進行状況を点検し、事業の効果や施
策の方向性について評価をします。

それらの結果を本計画等の改善に反映し、５年ごとに戦略プロジェクトの見直しを行いま
す。

単年度事業計画

事業実施

評価（事業効果）
●森林審議会による評価

５年間累積

県：単年度
の事業目標

審議会：施策展開
方法などへの意見

琵琶湖森林づくり基本計画

評価（事業効果）
●森林審議会による評価

⇒年に１回

５年間繰り返し

見
直
し
・
公
表

見
直
し

公
表
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