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平成27年度第２回福島県森林審議会議事録

１ 日 時 平成27年７月６日（月）14時30分～16時00分

２ 場 所 中町ビル ２階 会議室

３ 出席委員 12名

司会 本日は御多忙のところ、福島県森林審議会に御出席をいただき、あり

（森林計画課 がとうございます。

総括主幹) 私、本日の進行役を務めさせていただきます森林計画課総括主幹の羽

田と申します。

お配りしております次第により進めさせていただきますのでよろしく

お願いいたします。

それでは、ただいまより、福島県森林審議会を開催いたします。

はじめに、木村会長より御挨拶をお願いいたします。

木村会長 皆様お忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございます。

この審議会では、知事から諮問を受けた平成28年度以降の森林環境税

の在り方について、５月に開催した前回の審議会において、中間取りま

とめを行ったところです。

本日は、中間取りまとめに対する県民の御意見を踏まえて、「平成28

年度以降の森林環境税の在り方について」の答申を取りまとめることと

しております。

活発な御審議をよろしくお願いいたします。

司会 ありがとうございました。

（森林計画課 続きまして、福島県農林水産部長より挨拶を申し上げます。

総括主幹)

農林水産部長 皆様には、日頃から、本県の森林・林業行政に対し、御指導、御鞭撻

を頂戴しておりますことに、改めまして御礼申し上げます。ありがとう

ございます。

また本日はお忙しいところ御出席いただきまして、ありがとうござい

ます。今ほど木村会長からお話がありましたように、今年度５月の第１

回審議会におきまして、「平成28年度以降の森林環境税の在り方につい

て」の中間取りまとめをいただいたところです。その後、６月24日まで

パブリックコメントを実施し、これに対し11件の御意見が寄せられ、今

後の施策推進の参考とさせていただいたところです。

本日は、これまでの審議経過、そして県民の皆様からいただきました

御意見を踏まえた、「平成28年度以降の森林環境税の在り方について」
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の答申（案）を御説明し、取りまとめいただくこととしておりますので、

活発な御審議をいただきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

司会 ありがとうございました。

（森林計画課 続きまして、県の職員の紹介ですが、御手元の座席表及び出席者名簿

総括主幹) にて紹介に代えさせていただきます。

御手元の資料の確認をお願いいたします。

資料は、「次第」、「出席者名簿」、「座席表」、「委員名簿」、「資料１～

３」、「参考資料」となっております。

御確認をお願いいたします。よろしいでしょうか。

次第４の委員の出席状況について御報告させていただきます。

大波委員、酒井委員、古川委員の３名が欠席となっております。

現在、委員総数15名のところ、12名の出席となっております。

このため、福島県森林審議会規程第４条に規定する、委員の過半数の

出席を得ておりますので、当審議会は成立しておりますことを御報告い

たします。

次に、次第５の議事に移らせていただきます。

福島県森林審議会規程第５条により、会長が議長となることから、木

村会長に、議事進行をお願いいたします。

それでは、木村会長よろしくお願いいたします。

議長 はい。

（木村会長） それではしばらくの間、議長を務めさせていただきます。

委員の皆様には、御協力をお願いいたします。

はじめに、審議会規程第７条第２項により、議事録署名人を２名指名

いたします。

早矢仕委員と水野委員に、よろしくお願いいたします。

それでは、議事に入ります。

本日は、平成27年３月27日に開催した森林審議会において諮問を受け

ました「平成28年度以降の森林環境税の在り方」に関する、知事への答

申(案）について御審議いただきたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いいたします。

それでは、議事の(1)「平成28年度以降の森林環境税の在り方につい

て（案）－答申－」について、事務局から説明をお願いします。
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森林計画課 森林計画課主幹の丹治と申します。よろしくお願いいたします。

主幹 「平成28年度以降の森林環境税の在り方」につきましては、前回の審

議会において、現在の森林環境税制度や県民アンケート調査などの結果

を御説明し、東日本大震災及び原子力発電所事故の影響を受けた、森林

と人、世代間、地域間の絆の回復による、県民参加の森林づくりの浸透
も り

・拡大に向け、森林環境税の取組の継続が適当との中間取りまとめをい

ただきました。

本日は、中間取りまとめにより実施しました、「平成28年度以降の森

林環境税の在り方について」の県民意見公募の結果を踏まえまして、答

申（案）について御説明いたします。よろしくお願いします。

まず、資料１をご覧ください。

「平成28年度以降の森林環境税の在り方について」にかかる県民意見

公募（パブリックコメント）の実施結果です。

森林環境税の平成28年度以降の在り方について、本年３月27日に森林

審議会へ諮問させていただきまして、５月14日に中間の取りまとめが行

われたことから、その内容を公表し、広く県民から多様な意見や情報等

を求める「うつくしま県民意見公募（パブリックコメント）」を実施い

たしました。

１の概要ですが、実施期間は５月25日から６月24日までの１か月間で

す。応募資格については、県内に居住、または通勤・通学している個人、

並びに県内に事業所・事務所を有する法人や団体。それから原発事故等

によりまして、県外に避難している個人及び法人・団体です。

２の結果についてですが、個人６名から、森林整備の推進や木材利活

用の支援の拡充、県民参画の推進など、11件の意見が寄せられたところ

です。２ページをお開きください。寄せられた御意見の概要になります。

それから３ページから５ページが御意見の内容です。２ページの「３

寄せられた意見の概要」で御説明いたします。

１の森林整備関係については、「生活習慣の変化による里山の荒廃に

対し、森林環境税による里山整備は効果がある。」「山離れにより危険木

が目立つようになった人家や公共的な施設周辺の森林の手入れを期待す

る。」「辺地・豪雪地帯では道路が生命線であり、冬季の安全のため、日

陰を作る沿線の針葉樹等の除伐が進むことを期待する。」こういった意

見を頂戴しています。

この意見に対しましては、資料２の16ページをお開きください。「第

４ 森林環境税を活用した次期対策の提案」とありますが、この部分が

前回の中間取りまとめ以降に加わった部分になります。

「１ 施策の内容」の「(1) 森林環境の適正な保全」の中の、「①飲

料水の水源や、手入れが行き届かないため荒廃し、水源かん養などの公
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益的機能の低下が懸念される森林について、引き続き優先的に整備に取

り組む。」あるいは「③鳥獣害対策のため、野生鳥獣の生息環境を整え

る緩衝地帯の設置などの森林環境整備に努める。」また17ページ「(3)市

町村が行う森林づくり等の推進」の「①鳥獣害対策のための森林整備や
も り

竹林整備など、地域に身近な里山林の整備と、これを契機とした地域住

民の参画による森林づくり活動の拡大。」こういった内容で反映をさせ
も り

ていただいたところです。

また資料１に戻っていただいて、森林整備関係の御意見の４番目「震

災以降、自然エネルギーが注目されるようになったからこそ、森林を守

り、持続可能な社会を作っていくべき。」との御意見をいただいており

ます。

これについては、資料２の16ページ、(1)の「②針葉樹の広葉樹林化

による多様な森林資源への誘導を図るとともに、森林の適正な保全・管

理に努める。」あるいは(2)の「④森林資源の活用による持続可能な社会

づくりを進めるため、県民への普及啓発を行うとともに、森林認証制度

などの普及推進に取り組む。」という内容で反映をさせていただいてい

ます。

資料１の意見の概要の「２ 木材利用関係」をご覧ください。１番目

の御意見「間伐材の有効活用と山元の森林整備意欲向上のため間伐材の

搬出支援を拡充すべき。」につきましては、資料２の16ページ、(2)の「①

森林において生産された木材を有効に活用するため路網整備や、原木市

場等への間伐材の搬出を支援する。」と反映させていただいております。

それから木材利用関係の２番目の御意見「公共施設の県産材による木

造・木質化など、木材利用への支援を拡充すべき。」については、同じ

く資料２の16ページ、(2)の「②公共施設や、森林環境学習施設等の木

造・木質化、及び住宅への県産木材の利用を推進する。」(3)の③に、市

町村が行う森林づくり等の推進で同様に、公共施設や森林環境学習施設
も り

等の木造・木質化と反映させていただいているところです。

意見の概要の「３ 県民参画関係」では、「市町村、家具製造団体と

連携し、幼児、年少者が木材にふれあう機会を拡充すべき。」あるいは

「森林整備を進めるため、子どもから大人まで、県民が山の恩恵を知る

機会や山に入る機会を多く作るべき。」との御意見をいただいておりま

す。これについては、資料２の17ページ、「４ 県民参画の推進」に、「①

間伐等の森林整備から木材の加工、木製品の活用までの一連の体験・見

学会等、県民が様々な形で森林や林業への理解を深め、ふれあうことが

できる取組を推進する。」それから「②青少年や成人まで拡大した森林

環境学習を展開するため、大学等との連携によるインターンシップや学

生の自己学習活動などを支援する。」と反映をさせていただいています。

意見の概要、県民参画関係の３つめ「住民自らによる里山の整備や森

林内での体験、森林への理解を促進するため、『森林浴（森林散策）』と
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いう地域の里山を活用した健康づくり等を検討してはどうか。」という

御意見を頂戴しております。これにつきましては、資料２の17ページ、

(3)の①に地域に身近な里山林の整備と、これを契機とした地域住民の

参画による森林づくり活動の拡大、あるいは(4)の④に、地域住民によ
も り

る身近な里山林の整備などを支援するという内容で反映をさせていただ

いています。

また、意見の概要に戻っていただきまして、県民参画関係の残り２つ

の御意見、「遊歩道の木材チップや草木名札等、子ども達が身近なとこ

ろで、森林の果たす役割等を学習する環境が必要」、「森林環境学習の場

として、各地の生活環境保全林等を再整備すべき。」に対しては、資料

２の17ページ、(3)の市町村が行う森林づくり等の推進に、「③公共施設
も り

や森林環境学習施設等の木造・木質化や、バイオマス利活用の取組の推

進。」、(4)の「④森林ボランティア団体の活動や企業の森林づくりによ
も り

る社会貢献を推進するとともに、地域住民による身近な里山林の整備な

どを支援する。」、あるいは「⑤森林づくり活動支援のためのフィールド
も り

の整備や『もりの案内人』などの指導者を、引き続き計画的に育成する。」

こういった内容で反映をさせていただいているところです。

続いて、前回、５月の審議会おいて頂戴した御意見についてです。

まず、山本委員からいただきました「『ＦＳＣ認証』という個別の名

称ではなく『森林認証制度』とすべき」という内容の御意見につきまし

ては、御意見のとおり修正しております。具体的には、資料２の13ペー

ジ、「２ 森林資源の活用による持続可能な社会づくり」の２行目の「森

林認証制度の普及推進に取り組む必要があります。」という部分になり

ます。同様に16ページ、今回、記載を加えた次期対策の提案の中でも、

１番下の行になりますが、「森林認証制度などの普及推進に取り組む。」

という記載をしております。

それから冨永委員からいただきました、「原子力発電所事故という表

現について、東京電力福島第一発電所事故と明確にすべきである」とい

う御意見についても答申（案）では修正しております。

それから本日は御欠席ですが、酒井委員から、「住宅エコポイントの

交換商品として、記念樹や屋敷林に使えるよう苗木も含めるべき」とい

う御意見をいたきましたが、これについては今年度から取組に反映させ

ていただいているところです。

その他のいただきました意見につきましても、答申（案）に反映させ

ていただいております。

次に資料２「平成28年度以降の森林環境税の在り方について（案）－

答申－」について御説明いたします。

１枚おめくりください。目次になります。まず「はじめに」がありま
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して、「第１ 森林・林業の現状と課題」、それから「第２ 森林環境税

を財源とした既存施策の検証と評価」、「第３ 次期対策にあたっての基

本的な考え方」、「第４ 森林環境税を活用した次期対策の提案」という

内容になっております。このうち「第３ 次期対策にあたっての基本的

な考え方」までは、前回の５月の森林審議会で審議していただいた部分

となりますが、今ほど御説明しましたように、前回の審議会で委員から

御意見があった部分についての修正対応、それから内容の趣旨を変更せ

ずに、表現等一部修文を加えているという状況です。繰り返しになりま

すが、「第４ 森林環境税を活用した次期対策の提案」が、前回の中間

取りまとめ以降に加えさせていただいた部分です。

資料２については、説明スライドがございますので、こちらをご覧く

ださい。

森林環境税を財源としたこれまでの取組の評価です。資料の２では11

ページの内容となります。

主要施策であります「森林環境の適正な保全」については、管理の行

き届かなかった森林において、間伐等の森林整備を実施した。それから

原子力発電所事故の影響により、目標面積に対して、実績は７割程度と

なる見込であるということで、「今後も、水源かん養や土砂災害防止機

能の向上を目的に、積極的に取り組む必要がある。」としております。

それから２番目「森林資源の活用による持続可能な社会づくり」につ

いては、これまでの森林環境税により間伐材の搬出やそのための路網整

備に努め、約８万９千m3の材が搬出されている。それから木造住宅の普

及に向けたセミナーの開催や、ペレットストーブや薪ストーブの導入促

進が図られている。そして「引き続き、年々充実する森林資源の積極的

な利活用による持続可能な社会づくりに、継続して取り組む必要があ

る。」と評価をしていることです。

続いて、「３ 市町村が行う森林づくりの推進」ですが、児童生徒を
も り

対象とした森林環境学習、それから地域の森林の整備、住民に身近な施

設における県産材の利活用が図られており、「今後とも、地域に密着し

た市町村の独自性を発揮した継続的な取組が求められる。」としていま

す。

それから「４ 県民参画の推進」ですが、フィールドの整備と指導者

の養成という、県民参画による森林づくりに必要な環境整備を実施し、
も り

「今後とも、県民参画による森林づくりを浸透・拡大する取組が求めら
も り

れる。」としています。具体的には企業や団体などの森林づくりに対す
も り

る継続的な支援。それから森林と人とのふれあう活動の回復としており

ます。

続きまして「５ ふくしまの森林文化の継承」です。森林文化調査カ

ード86件や記録映像８本を作成し公開とありますが、これは平成26年度
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までの実績でして、今年度の予定まで含めると、森林文化調査カードが

141件、記録映像が11本という実績が見込まれています。森林文化の継

承の部分では、そういったものを踏まえ「今後とも、森林文化を一般県

民等へわかりやすい形で継承する取組が必要」としています。

「６ 森林環境の調査」ですが、「森林整備による水源かん養機能や

渓流水の水質への影響調査を継続し、県民にわかりやすい情報を発信す

る必要がある。」、それから「７ 森林環境基金の運営」は、「今後とも

森林環境基金を適正に管理していく必要がある」と、平成23年度から本

年度までの取組を評価しています。

続きまして、「次期対策にあたっての基本的な考え方」です。資料２

では12ページです。

まず、「森林・林業の課題」です。本県の森林資源が本格的な利用の

時期を迎えているという状況にあります。こういう状況で木材価格の低

迷や過疎化など従来からの課題があり、それに加え、東日本大震災及び

原子力発電所事故からの復旧・復興という新たな課題に直面していま

す。このため、「森林の適正な保全により持続可能な社会を形成すると

ともに、森林と人との絆や森・川・海に渡る地域間の絆、森林を守り育

てていく世代間の絆の回復に強く取り組んでいくことが必要」としてい

ます。

次に、確認しました「県民等の意向」についてです。１番目として、

平成26年度に実施した県民アンケート調査の結果です。１万件を超える

回答が寄せられまして、森林環境の維持・保全に対する県民の関心の高

さがうかがわれます。回答の内容は、28年度以降も「継続すべき」との

意見が95％を占めており、県民の意向が反映された極めて重い結果とな

ります。

それから県民から直接意見を聞く会（森林づくりタウンミーティング）
も り

ですが、県内各方部ごとに実施しまして、制度継続を求める強い意見を

いただいています。

最後に、市町村、関係団体からの意見聴取です。全ての回答が「制度

を継続すべき」という回答で、中でも７割以上が「現在の制度のまま継

続すべきである」という御意見をいただいおります。

これらの課題と御意見を踏まえ、前回の５月の審議会において、「森

林文化のくに・ふくしま県民憲章に謳う『豊かな森林文化のくに・ふく

しまの創造』の基本理念のもと、森林環境税による取組を現行の７つの

主要施策の展開により引き続き継続すべき。」との内容で、中間取りま

とめをいただいたところです。

続いて、各施策ごとの留意点を取りまとめております。資料２では13

ページから14ページまでの内容になります。

７つの主要施策ごとの留意すべき点で、森林環境の適正な保全では、
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「公益的機能の低下が懸念される森林について、積極的な森林整備に取

り組む」それから「森林ＧＩＳの管理運営など、適正な森林整備に向け

た森林情報の提供」に留意すべきであるとしています。以下、７の森林

環境基金の運営までそれぞれ留意すべき点を取りまとめており、その次

「８ その他」の留意点は、１点目は「東日本大震災や原子力発電所事

故からの復旧・復興には、原則として、国庫補助事業や原子力損害賠償

など、県民自らの負担によらない財源を充当すべき」である、もう１点

は「県民への空間線量率や放射性物質対策に関する正確な情報発信をさ

らに充実する」としております。

続きまして、「東日本大震災及び原子力発電所事故からの回復にふさ

わしい次期対策の考え方（森林と人、世代間、地域間の絆の回復）」と

いうことで、今、説明いたしました次期対策にあたっての基本的な考え

方、それから各主要施策ごとの留意点、こういったものを体系的にまと

めたものになります。これにつきましては、資料２では15ページになり

ます。

基本理念は「豊かな森林文化のくに・ふくしまの創造」。それから、

基本目標が２つあり、「Ｉ 森林環境の保全」、それから「II 森林を全

ての県民で守り育てる意識の醸成」となります。

この目標の下に、先程説明しました、「１ 森林環境の適正な保全」

から「７ 森林環境基金の運営」まで、７つの主要な施策の方向があり

ます。この７つの主要な施策について主な取組を記載しており、そのう

ち☆印が、次期対策において拡充すべき視点となっております。

「１ 森林環境の適正な保全」では、「広葉樹林化などバランスの取

れた森林資源への誘導」、それから「２ 森林資源の活用のよる持続可

能な社会づくり」では、「木材の利活用に向けた新たな製品開発などの

取組の推進」と「公共施設や住宅建築物の木造化の推進」を拡充すべき

としています。「３ 市町村が行う森林づくり等の推進」では、「地域に
も り

よる身近な里山林の整備」と「森林学習施設などの木造化」を拡充すべ

き視点として上げています。それから「４ 県民参画の推進」の、「全

国植樹祭開催を契機とする森林づくり活動の強化」、「森林や木材とのふ
も り

れあい活動の促進」、「森林環境情報の発信」。これらを拡充すべき視点

として取りまとめております。

続いて、森林環境税を活用した次期対策の提案です。資料２では16ペ

ージになります。ここからが答申（案）の第４になり、今回、新たに加

えた部分です。

「私達は、ふくしまの森林が未来も豊かであり続けるように守り育て、

次世代に引き継いでいかなかればなりません。そのため、森林の有する

公益的機能の持続的な発揮はもとより、従来の森林・林業の課題に加え、



9

東日本大震災及び原子力発電所事故の影響により希薄となった、森林と

人、世代間、地域間の絆を回復する必要があると考えます。本審議会は

平成28年度以降の森林環境税の取組に対する県民等からの強い声を基

に、森林の恩恵を受けている全ての県民の理解と協力を得ながら、森林

環境の保全と森林を全ての県民で守り育てる意識の醸成に引き続き取り

組むため、次のとおり施策の展開を行っていくことを提案します。」

このような内容としております。

また、次期対策の主要施策ごとの提案の内容についてですが、１番目

「森林環境の適正な保全」は、水源のかん養や県土の保全など森林の有

する公益的機能の十分に発揮ということで、内容としては、①水源かん

養などの公益的機能の低下が懸念される森林について、引き続き優先的

に整備、②針葉樹の広葉樹林化による多様な森林資源への誘導と、森林

の適正な保全・管理、③鳥獣害対策のため、野生鳥獣の生息環境を整え

る緩衝地帯の設置などの森林環境整備、④森林資源等の森林情報の発信

及び適正な管理、としています。

主要施策の２番目「森林資源の活用による持続可能な社会づくり」に

ついては、「木材など森林資源の有効活用と需要拡大を進める」ことと

し、①路網整備や原木市場等への間伐材の搬出を支援、②公共施設等の

木造・木質化、及び住宅の県産木材の利用を推進、③木材バイオマスへ

の利用拡大やＣＬＴなど木材利活用に向けた新たな製品開発などの取組

を推進、④県民への普及啓発とともに、森林認証制度などの普及推進、

の４つを提案しています。

３番目の主要施策「市町村が行う森林づくりの推進」は、市町村が自
も り

ら行う地域に密着した重要な取組であり、①地域に身近な里山林の整備

と、これを契機とした地域住民の参画による森林づくり活動の拡大、②
も り

より幼少時から森林や木とふれあうための活動や森林環境学習の実施、

③公共施設等の木造・木質化や、木質バイオマス利活用の推進、④森林

の整備に引き続き優先的に取り組む、という内容で、まとめております。

４番目の主要施策、「県民参画の推進」は、「森林と人との絆、森・川

・海に渡る地域間の絆、及び森林を守り育てる世代間の絆の回復」とい

うことで、①県民が様々な形で森林や林業への理解を深め、ふれあうこ

とができる取組を推進、②大学等と連携し、青少年や成人まで拡大した

森林環境学習を展開、③森林への理解と森林づくりの意識醸成に資する
も り

情報発信、④森林ボランティア団体の活動や、企業の森林づくりによる
も り

社会貢献活動を推進するとともに、地域住民による身近な里山林の整備

などを支援、⑤フィールドの整備や「もりの案内人」などの指導者を引

き続き計画的に育成、⑥全国植樹祭の準備を進めるとともにこれを契機

に、県民一人一人が参画する森林づくり活動の拡大、という内容でまと
も り

めています。

５番目「ふくしまの森林文化の継承」は、研究機関や文化団体等との
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連携により、引き続調査発掘に努め、次世代に引き継いでいくとしてい

ます。

６番目「森林環境の調査」は、森林に対する県民の理解を深めるため、

環境への効果等についての調査を行い、情報発信をしていく。

７番目「森林環境基金の運営」は、第三者機関による森林環境税を活

用した事業に対する意見の聴取や評価をいただきつつ、森林環境税を活

用した取組の積極的な広報を行なっていく。

以上の内容で、７つの主要施策ごとに次期対策の提案を取りまとめて

います。

また、事業規模と事業期間についてですが、事業規模については、７

つの主要施策ごとに現行制度と同程度の事業規模で実施すべき、事業期

間については、平成28年度から32年度までの５か年間とすべき、という

内容としております。

この事業規模については、御手元にお配りしました参考資料をご覧く

ださい。資料の左側が既存施策、平成23年度から27年度までの実績とな

っています。これも７つの主要施策ごとにまとめてありまして、１ペー

ジの上段が、森林環境の適正な保全になります。既存施策の実績は、平

成23年度から27年度の５か年の充当額が23億２千４百万円、５か年の充

当額全体の47％という規模となっています。

同じく２番目の、森林資源の活用による持続可能な社会づくりは、５

か年で７億８千６百万円、全体の15.9％です。

２ページ目をご覧いただきまして、３番目の市町村が行う森林づくり
も り

等の推進は、５か年の充当額が16億円、32.4％という実績です。それか

ら４番目の県民参画の推進は１億５千９百万円、3.2％、３ページ目、

５番目のふくしまの森林文化の継承は５千４百万円、1.1％。それから

６番目の森林環境の調査は８百万円、0.1％、７番目森林環境基金の運

営は１千百万円、0.2％。これらの５か年の充当額の実績は、合計49億

４千２百万円となっております。

平成28年度からの次期対策については、このような平成23年度から27

年度の実績と同程度の規模で実施すべきである、というふうに取りまと

めをしたところです。説明は以上です。

議長 ただいまの御説明につきまして、御意見がありましたら、お願いいた

（木村会長） します。

菅野委員 県民参画の推進ということで、一般の方々を森の中へ案内して自然と

ふれあうことには要望も多く出ているようですけれども、例えば、森林

組合が森林の中で作業する場合には、空間線量の値とか時間の制限が決

められていると思うのですが、例えばイベントなどで、子どもを含めた

一般の方々を山に案内する場合に、滞在時間の制限があるのかを教えて
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ください。

森林計画課長 森林計画課課長です。

いわゆる生業としない県民の方々が森林に入る場合の基準があるのか

という御質問ですが、これについて定められた基準は特にございません。

森林に限らず、空間線量の高い地域については居住制限や通行止めがさ

れていて、それ以外の地域については制限はないというのが現状です。

また、制限がない地域でも、生業として林業等行う場合は、当然、長

時間山に入りますし、森林土壌や枝葉に直接触れて作業をする。そうい

った場合には、安心安全側に立って線量測定をしながら作業をしている。

加えて、生産される木材等についても、流通させていいものかどうかを

十分に確認しながら、行っているというのが現状です。

それから蛇足になりますが、前々回の審議会でも、御説明させていた

だきましたが、例えば線量の高い避難指示区域内の小中学生や大人の方

が森林とふれあう機会はどうするんだ、という御意見をいただいたかと

思います。森林の未来を考える懇談会の委員からも御指摘、御意見をい
も り

ただいているのですが、入れない森林があるのであれば、入れるところ

に行ってふれあうことは十分できるだろう、エクスカーション（参加者

参加型の見学会）の取組や、あるいは森林についての情報発信をもっと

もっと強力に進めるべきだ、という御意見をいただいているところです。

長渡委員 「県民参加の推進」の、「もりの案内人などの指導者を引き続き計画

的に育成する」という部分についてですが、現在、もりの案内人に登録

されている方は、多くいらっしゃったと思うのですが、これから森林を

多くの人に知ってもらうとか、案内するという中で、やっぱり１度だけ

の講座受講だと、安全管理等の面でも心配なところが出てくると思いま

すので、ただ新しい方を育成するだけではなくて、その登録された方の

レベルアップですね、幅広く活動できるようにフォローアップしていた

だけるといいかなと思っております。

よろしくお願いします。

森林保全課長 森林保全課長です。

まず、もりの案内人の養成の現状から御説明しますと、平成26年度末

までで491人の方を認定しております。今年度ももりの案内人の養成講

座を開講していまして、毎年20名を養成する計画なのですけれども、今

年もほぼ定員の受講者がいるという状況です。

さらに、今、御質問のありましたレベルアップの取組も実施しており

まして、森林環境学習指導者育成事業という事業でプログラムを実施し

ています。これについては、これまでに272人の方が参加されていると

いう状況になっております。
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ただ、案内人になられる方も、養成講座を受ける中で、もう少し知識

を身につけたりしたいという方もおられますので、そういったところに

も十分に気を配って、立派な指導者になっていただくような努力も進め

ていきたいと考えております。

緑川委員 鳥獣害対策に関してなのですが、鳥獣害については、全県的にイノシ

シの被害が発生しており、農家や林家は悩んで困っています。森林環境

税の取組の事業の中で緩衝地帯を整備をするということですが、山間部

では、農地にイノシシが出ないところはもうない、あらゆるところにイ

ノシシが出没していると言われています。

これはイノシシの数が問題なのではないのかなと思うのです。イノシ

シの数は大分増えたという話で、保護するために適正なイノシシの頭数

というのがあるのだけれど、その倍くらいのイノシシが今は生息してい

るのではないかという新聞記事を、以前に見た記憶があります。そうす

ると緩衝地帯を作っても、それで万全な対策とはならないのではないか

と思います。もちろん保護していく視点は必要ですが、ある程度、その

数を管理していかなければならない。やはり穏やかなことばかりではな

くて、ある程度必要なことも進めていかないと、農山村は守っていけな

いということなのです。森林環境税からそこに補助を出すという話では

ないのですが、やはり緩衝地帯を作るだけでは、なかなか目的を達成で

きないのではないのかなという感じがいたします。

議長 これは、森林環境税で取り組むことができる部分があるのかないのか

（木村会長） という点もありますが、いかがでしょうか。

森林計画課長 緑川委員の御指摘の、イノシシの頭数等に関してですが、今年５月に

生活環境部が「福島県イノシシ管理計画」を定めました。その中で、県

内全域のイノシシ生息数がどの位かという推計がされていて、４万７千

から４万９千頭とされています。また、この管理計画では、人と共生し

てうまくやっていく適正な生息数については、過去にさかのぼって平成

６年度頃、イノシシの被害や捕獲数が比較的安定していた頃の頭数とし

て、これも推計ですが５千２百頭程度とされています。

この差についてどうするんだということについては、御指摘のとおり

個体数を管理することが求められる。これについては、一般の行政予算

の中で、捕獲や狩猟に対する取組が当然出てきます。それからもう一つ、

侵入防止柵の設置などの、農作物等への被害防除対策についても、いわ

ゆる一般予算で実施される内容です。

それでは、森林はどういうところで関係するかというと、森林は野生

鳥獣の住み処になっている。県で策定したイノシシ管理計画の中でも、

生息環境の管理という中で、イノシシの出入り口となっている森林や竹
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林の草刈りや間伐等を行い、見通しのいい緩衝地帯を整備するというこ

とが記載されています。この緩衝地帯の整備については、現行の森林環

境税施策の中でも、複数の市町村が取り組んでいて、効果が現れている

部分もあります。昨年度の県民アンケート調査の結果や市町村の方から

の御意見を頂戴しますと、森林は棲み分けを作っていくというところに

ついて力を入れていく必要があるんじゃないかという御意見があり、こ

れを反映させていただいて、今回の答申案の提案などに記載していると

ころです。

山口委員 森林資源の循環の問題についてですが、林家や農家の高齢化によって、

山が本当に荒れているんです。これどうするか。喜多方市の実例なので

すが、１つは、カーボンオフセットの制度を使って、今度、東京都の中

野区と二酸化炭素の吸収分の取引を行い、それを財源として森林を管理

するということを行います。

それから２つめには、やはり材料を使わなくてはならない。耐震工事

の関係で、喜多方市のある小学校の体育館を、鉄筋コンクリート構造の

ものから木材に変えました。使った木材は喜多方市で生産されたもので

す。喜多方産の杉の材で八寸角の通し柱を約100本。それから壁や天井

の内装材にも杉材。床は、これはアリーナ部分ですから、専用の材料を

使いました。

要するに、極力地元の木材を使って、強度も大丈夫ということで建築

関係の検証も行って、それによって、少しでも地元の林業を活性化させ

る。それと同時に、建前をした経験が少ない大工さんの経験になる。冬

仕事で、雇用の創出の場にもなっている。そういった点から、立派な技

術を継承するということにも繋がっています。

それから、また少し違う話になりますが、先程も少し話題がありまし

た木質バイオマスの利活用。これはいいことなんです。ところが、これ

はいつか申し上げましたが、利用するために森林を伐っても、その後に

植林がついてこないという問題があります。これが20年後、30年後経っ

たら大変なことになる。はげ山になってしまわないように、林政におい

てどうするか。木質バイオマスは大いに結構ではありますが、そこに造

林や管理等の施業、植林をはじめとして、そういった話がついてこない

のでは、大変なことになってしまうと思います。

それからもう１つは河川の関係で、やっぱりきれいな水、水源かん養

のためには森林が必要だということは、これは盛んに言われています。

只見川、阿賀川、阿賀野川は、みな喜多方に集まるのですが、これらは

電源地域にもなっていて、日本経済の高度成長の時にも、そこの水力発

電で作った電力が、首都圏や日本の経済成長のために相当に貢献した。

今でも貢献しています。とどのつまりは山があったから、山を手入れし

たから、そういった立派な利益があった。そういうことを忘れてはなら
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ない。

森林資源の循環という観点１つを取りあげても、将来に渡って、こう

いったことが大切だと思うので申し上げた次第です。

議長 はい、ありがとうございます。

（木村会長） まさに森林審議会でもっと審議すべき、重要な問題だと思うのですが、

今回は、森林環境税をどう使っていくかという議題になります。森林環

境税からある程度サポートできる部分もあるのではないかと思いますの

で、その点に関してお願いします。

森林計画課長 皆さん御承知のとおり、森林環境税の浄財を使わせていただいて行う

取組については、森林環境税条例にありますとおり、森林環境の保全と、

森林を全ての県民で守り育てる意識の醸成という、２つの大きな目標に

向かったものになります。山口委員から御意見をいただきました、森林

資源の適正な保全管理は、第１にやっていかなくてはならない部分だと

われわれ認識しているところです。今回、答申案の16ページ、第４の次

期対策の提案の中で、１の(1)がまさしく適正な保全となっています。

引き続きしっかりと取り組んでいきたいと考えています。

冨永委員 今回、新たに第４の次期対策の提案のところで、パブリックコメント

の趣旨を踏まえて対策を提案されたということに対して、よくまとめら

れていると感じたところです。

その中で、最初にお聞きしたいのは、今、県をあげてふくしま森林再

生事業に取り組んでいると思います。その森林再生事業と、森林環境税

で実施する森林整備は、当然棲み分けといいますか、区別が出てくると

思うのです。例えば16ページの(1)の①にあるような森林整備は、これ

は水源区域ということで、エリア分けされたところについて実施すると

理解しましたが、ふくしま森林再生事業が進んで来れば、県内の森林の

整備は相当に進んで来るというイメージがあるものですから、その辺を

踏まえて、森林再生事業と森林環境税で事業の仕分けみたいなものを、

どのように考えていらっしゃるのか、まずお聞きして、それから次の質

問をしたいと思っております。

森林整備課長 森林整備課長です。

ふくしま森林再生事業は、県内59市町村の全てで実施できる事業では

ありません。どちらかというと、中通り・浜通りの市町村が主体で、会

津地域については、ごく限られた市町村でしか実施できないという状況

になっています。また、国庫補助事業で実施可能な森林の整備について

は、国庫補助事業を利用して実施する。こういった事業ではなかなか手

が回らない部分について、この森林環境税を使わせていただいて、なお
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かつ水源の森林を主体として、整備させていただくという形です。特に

会津地域の水源となっている森林について、この森林環境税を有効に使

わせていただきながら、山の整備を進めていきたいと考えております。

冨永委員 それで、18ページの、第４の提案の最後のところに、「７つの主要施

策ごとに現行と同程度の事業規模」とするとあります。この事業規模は、

先程の参考資料に、１から７までの充当額がトータル100％になるよう

に割り振られていますが、この答申案の16ページから18ページにかけて

の７つの事業が、その程度の規模を想定してるという理解で正しいでし

ょうか。

この事業規模については、結果としてこのようになるのかもしれない

のですが、取組が始まる前から、施策ごとに同程度にするということを

書いてしまっていいのか、というところが、ちょっとわからないところ

がありまして。多分これは、１期、２期とやってみてこういった結果に

なったとは思うのですけれども、今言いましたように再生事業がどう進

んでいくかということもわからないし、先程言われたように、例えばそ

の木材利用もう少し進めるべきだというふうな要望があって、そういっ

たところに集中的に環境税を使わなければならない、ということも出て

くるかもしれません。そういうことを考えると、今このスタートする時

点で事業規模に枠をはめるようなことを言うのはどうかなというのが、

私の正直な気持ちです。

森林計画課長 次期対策の予算的な規模は、実際の予算構築の時期に判断をしたら良

いのではないか、という御意見ですが、１つは、今年２月に全59市町村

に行ったアンケートの中で、49市町村が今のままのスキームで継続して

欲しいという御意見でした。また、それ以外の回答が10市町村あったの

ですが、その10市町村についても、現行スキームをやめざるをえないと

いった御意見ではなく、継続に当たって現行スキームの一部分を改善し

て欲しい、というような御意見でした。

また、森林整備については、里山整備や竹林整備、加えて先程御説明

しました鳥獣被害対策のための緩衝地帯づくり、そちらの方でも森林整

備をやれるようにして欲しいという内容でした。

規模感については、実際の事業構築に当たって調整する部分もあると

考えておりますが、実際に現場で取り組んでいる市町村や関係団体から

そういう御意見をいただいたころでしたので、このようにさせていただ

きました。

それから森林整備の区域の設定というお話しがありました。平成23年

度からの現行制度を構築した時に、水源区域や簡易水道施設の上流域の

中で、森林所有者が負担をして整備するのは非常にやっかいな森林もあ

るというところで、それでは、そういった森林が民有林の中でどのくら
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いあるのかと集計したのが約20万haでした。それから、森林の働きで水

源かん養や山地災防止が重要だという御意見が多くあり、そういった機

能の高い森林を集計したところが、これは22万ha程度でした。この合計

約40万haに対して、現行制度で取り組んでいるのは、計画で１万５千ha

です。実績では、震災等の影響等がありまして、約１万ha、先程説明さ

せていただきました70％弱位となる見込です。市町村からの御意見とし

て、先程も御説明しましたように緩衝地帯づくりなども含めて森林整備

をもっと進めたら、という御意見もありました。そういった点を踏まえ

て、今回、参考資料として規模感もお示ししながら記述させていただい

たところです。

山本委員 森林環境税は、県民から集めたお金なので県民のために使う、それが

目的だろうと思います。それで、私の考えとなりますが、福島県の戦略

として、福島県の県産材の安全基準を早めに確立して、首都圏に売り込

むべきだと思うんですね。県民税の枠内でそういうこと考えるのはかな

り難しいのかもしれないですけれど。

それで、お聞きしたいのは、参考資料の２、持続可能な社会づくりの

ところにあります、県産材の安全性やＰＲセミナー等は、これはあくま

でも対象として県民を想定して、県民に買ってもらうことによって、県

産材の有効利用に資するということなのかどうなのか。つまり、「森林

資源の活用による持続可能な社会づくり」というのは、利用先はあくま

でも県内のことが想定されているのかどうか、ということです。答申案

の15ページに、次期対策の考え方として「森林と人、世代間、地域間の

絆」と書いてあるのですけれど、例えば、これは、県外に元々マーケッ

トとしてもっていた場所との絆ということまで考えているのだろうかと

思いまして。原子力災害に対する補償は国がやるべきであると思います

し、何らかの仕分けを考えていらっしゃると思いますので、その辺りを

もう少し教えていただけませんでしょうか。

県産材の安全性とか、ＰＲ活動の事業は、あくまでも県内のマーケッ

トが想定されているのか。県産材を外に売り出していく時の戦略という

のは考えないのか。

森林計画課長 県産材の戦略として、首都圏への木材の物流を起こすような、そうい

う戦略的な考え方を森林環境税の取組の中に含めているのか、また、今

回、そのところまで考えて絆の回復というテーマを設定したのか、とい

うことについての御質問ですが、基本的に、森林環境税でそこまでやる

ということは考えておりません。

当然、森林林業行政全体として、そういう方向性を持たなくてはなら

ないのですが、実際の取組は、いわゆる一般予算の中で行うものだと考

えております。ですから、森林環境税を活用した取組は、森林環境の保
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全、あるいは森林づくり意識の醸成という目的に沿って、県民向けに県
も り

産材のＰＲをしっかりと行っていく。その波及効果として、県外までＰ

Ｒの効果が広まっていって、「県産材は安心だ」「使い勝手がいい」「こ

ういう商品が出てきた」という理解が結果として付いてくるような、そ

ういう成果をもたらすような施策展開ができればいい、と考えていると

ころです。

山本委員 ありがとうございます。

県産材の安全性のＰＲのため、具体的にどのようなことを行っている

のか教えてください。

林業振興課長 県産材の安全性の確認とＰＲは、県が、四半期ごとに県内の製材工場

を回り、県内の森林から産出した木材の製材品の表面線量を計測してお

ります。そして、その結果を取りまとめ、専門家の先生に評価していた

だくいうことを、事故以降、ずっと継続して行っています。これまでの

結果では、県産材を建築材として使用することについては問題ないとい

う評価となっております。また、評価の結果は県のホームページのほか、

マスコミを通じて公表しているところです。

斎藤委員 参考資料の内容なのですが、２の森林資源の活用というところで、民

間住宅へのペレットストーブの導入実績が248台となっているのですが、

これは申し込みとか、応募とか、そういう形で実施されたのでしょうか。

どこでやっていたのか、ホームページ上で募集したとか、そういうとこ

ろを教えてください。

林業振興課長 この事業の募集については、県ホームページでの告知や、チラシを配

布し周知を図っております。また、申し込み受付は各農林事務所が行っ

ております。

この事業は、大変人気がある事業で、本年度も実施していますが、す

でに募集数をオーバーしている状況で、応募を締め切らせていただいた

ところです。

冨永委員 16ページの１番下、森林認証制度については、前回の審議会の結果を

反映した記述となっているのですが、その前の記述、「県民への普及啓

発を行う」という部分について、何の普及啓発を行うのかがよくわから

ない。森林資源の活用のための県民への普及啓発ですので、例えば木材

の良さとか、あるいは温暖化防止のために木を使うのは良いことだ、と

いった内容が入ると思いますが、明記した方が良いと思いました。

それと、この「(2)森林資源の活用による持続可能な社会づくり」に

あげている項目の並び順についてですが、①は木材の搬出で、一般財源
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では手が届かない、地域で大変喜ばれている取組で、まずこれが来るの

はいいと思います。その後の並びなのですが、私は、次に、④の森林認

証で持続可能な森林はこうです、というのが位置づけられて、そこから

出てきた材で②の公共施設とかいろいろなものを作っていきましょう、

さらに、③の県産材の利用を一層促進しましょう、という順番なのでは

ないかなと思います。そういった掲載順にも意味があると思いますので、

ちょっと検討していただけると良いかと思います。

森林計画課長 冨永委員の仰るとおりで、並び順は、④を①と②の間に入れ、④の森

林認証と前後の結びつきがわかりづらいのであれば、言葉を加えさせて

いただきたいと思います。というのは、認証材が全ての公共建築物に使

われるというところまで、一足飛びにはいかないので、そういう方向で

いくんだという、目指すべき考えの提案という形になるかと思います。

議長 ここについては、こういう考え方ですと示す方がわかりやすいかもし

（木村会長） れませんね。

御意見は以上でよろしいでしょうか。

いくつか御意見が出まして、答申案に加筆する必要があるのは、今の

冨永委員の御意見かと思います。答申案に組み込んでいくべきという点

について御異論はないようですので、今の冨永委員の御意見の反映につ

いては私に御一任いただき、事務局と相談して作り直したものを答申と

したいと思いますが、よろしいでしょうか。

（異議なしの声）

議長 ありがとうございます。

（木村会長） それでは「平成28年度以降の森林環境税の在り方について（案）－答

申－」については、ただいま各委員に御了解いただいたとおり修正した

もので、知事へ答申を行いたいと思います。

続いて、その知事への答申の文書についてです。

（事務局から各委員へ知事への答申の文書案を配布）

議長 今、配っていただいたものが、答申の文書の案です。

（木村会長） 「平成28年度以降の森林環境税の在り方について（答申）

平成28年３月27日付け26森第3389号で諮問ありましたこのことについ

ては、審議の結果、別紙『平成28年度以降の森林環境税の在り方につい

て』のとおり答申します。」

この内容で、明後日になりますが、審議会を代表しまして私から県に

答申いたします。この答申の文書については、このとおりとしてよろし
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いでしょうか。

（異議なしの声）

議長 ありがとうございます。

（木村会長） それでは、議事(1)に関しては以上となり、続いて、議事の(2)の報告

事項に移ります。

「森林保全部会の報告について」緑川部会長から説明をお願いします。

森林保全部会長 平成27年６月４日に開催いたしました、森林保全部会の審議結果につ

（緑川委員） いて、福島県森林審議会森林保全部会規程第11条に基づき報告をいたし

ます。出席委員は定数７名のうち６名です。

資料３の１ページをご覧ください。審議した案件は、平成27年５月29

日付け27森第673号で知事から諮問がありました、株式会社クリーンエ

ネルギー研究所による、太陽光発電施設用地造成のための林地開発許可

についての１件です。事業計画の内容を審議した結果、許可は適当と認

められ、資料の２ページのとおり、平成27年６月４日付け27福審保第２

号をもって知事に対し「適当と認めます。」との答申をいたしました。

以上をもちまして、森林保全部会の報告といたします。

議長 はい、ありがとうございました。

（木村会長） ただいま、報告事項の説明がありましたが、御質問等がございました

らお願いします。

よろしいでしょうか。

それでは、これで本日の審議を終了したいと思います。

御協力ありがとうございました。

司会 木村会長ありがとうございました。また委員の皆様には長時間に渡り

（森林計画課 御審議をいただき、誠にありがとうございました。

総括主幹) それでは次第の６、「その他」に移らさせていただきます。

連絡事項について、事務局からお願いします。

事務局 連絡事項です。

（森林計画課 本日の議事録につきましては、整理のうえ、御発言いただきました、

主幹） 各委員に御確認をいただき、議事録署名人の押印をいただいた後、写し

を全委員へお送りいたします。なお、議事録は森林計画課のホームペー

ジで公表いたしますので、御了承ください。

また、次回の森林審議会の予定ですが、10月に現地調査を予定してお

ります。また、12月に奥久慈地域森林計画の樹立についての諮問を予定
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しております。時期が近くなりましたら、改めて御連絡いたします。

以上です。

司会 今回で、「平成28年度以降の森林環境税の在り方について」に関する

（森林計画課 審議が終了となります。

総括主幹) 農林水産部長より御礼の御挨拶を申し上げます。

農林水産部長 本日まで、３回に渡る審議会において、非常に熱心に御審議いただき、

本当にありがとうございました。

本日の御意見も踏まえまして、後日、木村会長から、知事に答申をい

ただけるということでございます。これを受けまして、税制度の面につ

いて検討のうえ、来年度から引き続き県民の皆さんに御負担いただくと

いう形になろうかと思います。

これまでいただきました様々な御意見について、しっかりと肝に命じ

まして、今後の森林の在り方や林業の在り方について考えながら、将来

に向けて継承して参りたいと思っております。

本当にありがとうございました。

司会 以上をもちまして、福島県森林審議会を閉会いたします。委員の皆様

（森林計画課 には長時間の御審議ありがとうございました。

総括主幹)


