
しがの林業成長産業化アクションプラン 数値目標達成度に対する点検・評価シート

H27(現状) H28 進捗状況 H32目標 達成率評価 達成評価 評価理由 検討会意見 対応方針

9.7億円 9.7億円 11.6億円

達成率 84%

2,938ha 2,354ha 3,100ha

達成率 76%

1,436ha 1,745ha 7,000ha

達成率 6%

10回 7回 15回

達成率 47%

97箇所 118箇所 100箇所

達成率 118%

0箇所 － 3箇所

達成率 －

54,000m3 76,000m3 120,000m3

達成率 63%

41,000m3 49,129m3 90,000m3

達成率 55%

1箇所 － 5箇所

達成率 －

36,865m3 46,244m3 65,000m3

達成率 71%

950ｔ 2,961ｔ 5,525ｔ

達成率 54%

2市町 5市町 19市町

達成率 26%

16施設 12施設 20施設

達成率 60%

0施設 1施設 3施設

達成率 33%

31件 33件 45件

達成率 14%

24名 26名 30名

達成率 33%

78名 83名 88名

達成率 50%

19人 26人 69人

達成率 14%

17件 23件 30件

達成率 46%

489ha － 1,500ha

達成率 －

1箇所 － 3箇所

達成率 －

3種類 6種類 9種類

達成率 50%

・森林境界明確化に向けた協議
会や有識者検討会を開催するこ
と等と併せて、市町が整備する
境界明確化の基礎情報となる林
地台帳の作成を支援することな
どにより、境界明確化の推進を
図っていく。
・皆伐後の植栽について、シカ対
策が必須であることなど、経費の
負担が大きいため、当面の間は
間伐を主体に進めるとともに、今
後の森林の更新に備え、伐採・
造林一貫作業など効率的な木材
生産に資する取組を推進してく。

1-2  除間伐等の森林施業を実施した森林面積<戦略１>

　間伐施業の実施時期に大量の積雪があったことから、年度内の事業完了が難しくなったため、面積が伸びなかった大き
な要因の一つである。また、事業実施に当たり、境界確定等に多くの労力・時間を要しており、今後も林地の集約化に一
層取り組む必要がある。

Ｂ

1-3  境界明確化に取り組んだ森林面積（累計 ）<戦略１>

   平成２７年度から、県・市町で構成する協議会を設置し、情報共有等を図るとともに、先駆的に取り組む市町を支援する
など、境界明確化を図っているが、目標達成は難しい状況である。引き続き市町・森林組合といった多様な主体による取
り組みを推進していく。

Ｅ

1-4  自伐型林業育成研修の開催数<戦略４>

しがの林業成長産業化アクションプラン【5年間の取り組み】

１ 川上（山側）

1-1  林業産出額

　林業産出額は前年度と同額であった。引き続き森林の循環利用を進め、林業の成長産業化に向け取り組む必要があ
る。 Ｂ

★★★

　自伐型林業を目指す県民、グループに対し、森林施業を始めとした指導、支援を行っている。自伐型林業の振興を図る
ため、引き続き支援を行う必要がある。 Ｄ

1-5  地域の森林づくりを推進する集落数<基本４>

　 森林経営に積極的に取り組む森林所有者等を育成するために、林業普及指導員が中心となって、市町や森林組合、
林研ｸﾞﾙｰﾌﾟなどと連携して、情報提供や技術指導等を行った。 Ａ

1-6  再造林モデル地区数（累計 ）

　平成２９年度より造林一貫作業のモデル地区設定を進めており、コンテナ苗を使用した伐採、造林一貫作業とその工程
調査を実施し、新たな森林の更新モデルを検討する。 －

1-7  素材生産量<基本３>

  平成２８年の素材生産量は、前年54千m3から22千m3増加し76千m3で、内訳は、製材用が1千m3増の21千m3、合板用
が増減なしの9千m3、木材チップ用が21千m3増の45千m3であった。今後も引き続き、幅広い利用や需要に応えていける
よう、目標達成に向けて、素材生産の一層の拡大に取り組む必要がある。

Ｃ

６項目を均等に
評価し、★３つと
した。

・境界明確化は、素材
生産など林業成長産業
化全般に影響するた
め、取組を強化すること
が必要。
・素材生産量増加のた
め、皆伐を進めていくこ
とが必要。

３ 川下（マーケット）

3-1  乳幼児に向けた「木育」に取り組む市町の数<戦略４>

　平成２８年度は木育のスタートとしての県産材使用の食器、玩具の提供等を行うウッドスタート支援事業を、３市町（長
浜市、東近江市、多賀町）で実施した。また、ウッドスタート宣言を行った民間企業で、栗東市と東近江市の店舗に加え、
彦根市の店舗に木育コーナーが設置された。県内における「木育」の幅広い取組につながるよう、研修会の開催等によ
り、「木育」の普及啓発を進める。

Ｅ

★★
４項目を均等に
評価し、★２つと
した。

Ｅ

・木材業界が連携・協力
することは県産材利用
拡大につながると考え
られる。
・Ａ材の取り扱いが増え
て、それに引っ張られる
形でＢ材、Ｃ材の取引
が増え、結果として県産
材の流通量が拡大する
ことが大切。
・びわ湖材認証した木
材量が増えるよう努力
されたい。

２ 川中（製材・加工・流通）

・木育はＡ材利用拡大
のために重要なところ。
小さいうちからびわ湖材
をよいと思ってもらえる
よう取組を実行された
い。
・ＣＬＴの活用は木材利
用につながり、その建
築物は高級感があって
よい。公共建築だけで
なく一般建築でも推進さ
れたい。

・木材流通センターを中心とした
県産材の流通体制の強化に引
き続き取り組むとともに、地域の
実情に応じた製材工場等の連携
を支援し、特にA材需要に即応し
た県産材供給の実現に向けて取
り組んでいく。また公共建築物に
おいては規格や品質が明らかな
ＪＡＳ材が求められることから、Ｊ
ＡＳ認定への取組を強化してい
く。
・様々な機会を活用し「びわ湖
材」ならびに「びわ湖材認証制
度」の一層の普及に努め、認定
事業体の増加、さらにびわ湖材
取扱量の増加につなげていく。

2-2  県内木材産業の水平連携箇所数(累計 )

　平成２９年度に「地域連携型林業モデル構築事業」を創設し、県が側面支援を行いながら、資源循環型の仕組みを構築
し、県産材の利用拡大を図っていく。 －

2-3  びわ湖材認証を行った年間木材量<戦略３>

　びわ湖材を取り扱う認定事業者は、平成28年度末時点で164者、平成２８年度に認定した木材量（１次発行量）は、
46,244ｍ3で、対前年度9,379ｍ3の増となった。引き続き「びわ湖材」の普及と認証制度の理解を醸成できるよう取組を推
進する。

Ｂ

2-4  未利用材を活用し、県内でエネルギー利用される木質バイオマス量

　平成２８年度にエネルギー利用された未利用材の木質バイオマス量は、木質バイオマス発電施設（いぶきグリーンエナ
ジー）での利用が増加したことにより、前年度より約2千t増加した。今後も、林内に放置されてきた木質バイオマス（Ｃ材、
Ｄ材）の搬出利用を推進し、県産材の利用拡大を図る。

2-1  原木市場・木材流通センターの原木取扱量

　平成２８年度の県産材原木の取扱い実績は、原木市場17,500m3、木材流通センター31,629m3で、前年度より約8千m3
増加した。今後も、地産地消を推進し、県産材の利用拡大を図るため、原木市場や木材流通センターを核とした県産材の
生産流通体制の強化に取り組む必要がある。

Ｃ

★★★
３項目の達成率
を平均し、★３
つとした。

Ｃ

・県産材利用に対する幅広い世
代への機運の醸成を図るため、
市町をはじめ幅広い関係者との
連携による木育活動を推進して
いく。
・「滋賀県ＣＬＴ等普及促進会議」
等において、ＣＬＴ等に関する情
報収集、情報提供および普及促
進を行い、民間施設も含めたＣＬ
Ｔの活用等に積極的に取り組ん
でいく。

3-2  びわ湖材を使用し整備した木造公共施設数<戦略３>

　 平成２８年度にびわ湖材を使用し整備された木造公共施設は、９市で１２施設（保育所３、幼児園２、こども園１、県整備
施設４、市整備施設２）であった。今後更に市町ほか関係機関との情報共有や連携を図りながら、公共施設へのびわ湖
材利用が促進されるよう取り組んでいく。

Ｃ

3-3  ＣＬＴを活用し整備された施設数（累計 ）

　（株）三東工業社信楽本店の社屋がＣＬＴで建築された。今後は、この建物をモデルとして、滋賀県ＣＬＴ等普及促進会議
などを通じて、ＣＬＴの普及啓発を図る。 Ｄ

3-4  県産材利用のための研究開発件数（累計 ）

　平成２８年度は、新規２件、継続２件の研究開発が行われた。今後も県産材の需要を拡大するため、新たな利用方法な
どの調査研究や実用化に向けた取組を支援する。

４ 人材育成

4-1  認定森林施業プランナー数（累計 ）<戦略４>

　森林施業プランナーの技術、知識の向上を支援しており、技量が一定水準にあることを示す資格取得の必要性が周知
されてきた結果、新たに２名の合格者が追加された。 Ｄ

★★
３項目を均等に
評価し、★２つと
した。

特になし

5-2  森林認証取得面積（累計 ）

　平成２９年度に取得団体への支援事業を創設したところ。制度の周知や認証の取得を促進し、持続可能な森林経営を
支援していく。

5-1  滋賀県ＣＯ2認証取得件数（累計 ）

　滋賀県森林ＣＯ2吸収量認証制度にについて、新たに6件の登録があった。今後も森林の多面的機能向上や地球温暖
化防止への貢献のため、制度の周知や登録の支援に努める。 Ｄ

★★
２項目を均等に
評価し★２つと
した。

Ｃ

・どういう人材を育てて
いくのか明確にし、川上
から川下までの求人等
の情報が得られるよう
取組を進めるべき。

５ 環境保全に資する取組

・川上～川下の各段階で、関係
者の連携を強化し、求人情報の
広汎な発信と発信時期の考慮お
よび新規就業希望者の育成につ
いて検討する。あわせて人材育
成のあり方について検討してい
く。

4-2  一定の能力を身につけた森林作業員数（累計 ）

　平成２８年度に新たに6名の現場技能者が養成された（フォレストワーカー4名、フォレストリーダー1名、フォレストマネー
ジャー1名（複数の登録区分を有する者があるため登録者数とは一致しない））。今後も林業労働者の技術向上やキャリア
形成を支援していく。

Ｃ

4-3  林業への新規就業者数（累計 ）

  事業体は計画的な採用のため、県の補助による雇用環境改事業などに取り組み積極的に求人を行っているが、応募が
少なく予定人数を確保できない事例がある。新規就業者の定着率は５０％以上であるが、定着率を向上させる必要があ
る。

Ｅ

・滋賀県CO2吸収認証や森林認
証の取得などについて更なる普
及に努めることにより、琵琶湖の
保全再生に資する森林づくりに
貢献していく。
・森林認証取得とJ-クレジット登
録については今年度より取組を
進めている。

－

5-3  Ｊ－クレジット登録件数（累計 ）

　平成27年度に県内の森林で初めて金勝生産森林組合により登録が行われたところ。引き続き制度の周知や登録の支
援に努め、カーボン・オフセットの仕組みを活用した森林の付加価値向上と地球温暖化防止を図っていく。 －

5-4  持続的活用が可能な森林山村資源数（累計 ）

　長浜市の旧木之本町を対象に調査を実施し、新たに３種類の資源の活用可能性を検討した。
（炭焼き、菅山寺の大ケヤキ、鉱山跡）

各分野での達成率の評価  ★★★★★：90%以上  ★★★★ ：70－89%  

★★★：50－69%  ★★：30－49%  ★：30%未満 
個々の取組みの達成率の評価  Ａ ： 90%以上  Ｂ ： 70－89%  Ｃ  ： 50－69%  Ｄ ： 30－49%   Ｅ ： 30%未満 

達成率の計算方法 

 ①実績が単年のもの ： H28実績値／H32目標値 

   ②実績が累計のもの ：   （H28実績値－H27現状値)／（H32目標値－H27現状値) 
 


