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平成27年度第１回福島県森林審議会議事録

１ 日 時 平成27年５月14日（木）14時30分～15時50分

２ 場 所 サンルートプラザ福島 ２階「桜」

３ 出席委員 ９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、会長より御挨拶をお願いいたします。

木村会長 福島県森林審議会を開催しましたところ、委員の皆様には、御多用に

もかかわらず御出席いただき、誠にありがとうございます。

さて、当審議会は、今年３月27日に開催した前回の審議会において、

知事から、「平成28年度以降の森林環境税の在り方について」諮問を受

け、委員の皆様には、森林環境税制度のこれまでの経緯や使途、及び森

林環境税に対する県民の意見等を踏まえ、今後の在り方の御審議をいた

だいたところであります。

本日は、前回に引き続き、平成28年度以降の森林環境税の在り方につ

いて御議論いただき、中間とりまとめを行うこととしております。

どうか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、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 平成27年度第１回福島県森林審議会の開催に当たり、御挨拶を申し上

げます。

委員の皆様には、日頃より、本県森林・林業行政の推進に向け、御指

導、御助言をいただいておりますことに、厚く御礼申し上げます。

東日本大震災から５年目を迎えた現在、今なお11万人を超える方々が、

避難を続けるなど、依然として厳しい状況に置かれており、皆さんの１

日も早い帰還と地域の復旧・復興に向けて、公営住宅の整備や海岸防災

の推進、被災農地の復旧、雇用促進につながる企業への支援などに、取

り組んでいるところです。
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このような中、森林・林業におきましては、新年度に入り、湯川村に

おける、東日本初のＣＬＴによる共同住宅の利用開始や、東北電力原町

火力発電所における、木質バイオマス燃料の混燃試験運用の開始など、

復興に弾みがつく出来事が増えて参りました。

また、安全なしいたけ原木の供給体制構築に向けた、しいたけ原木の

非破壊型検査機器の導入や、平成30年全国植樹祭の開催に向けた準備な

ど、復興を新たなステージへと進める取組を展開しております。

さて、森林環境税につきましては、平成18年に創設させていただいて

以来、これまで、県民の御理解と御協力のもと、水源地域などの森林整

備や県産材の活用促進、森林環境学習など、「県民一人ひとりが参画す

る新たな森林づくり」に取り組んで来たところであります。
も り

本日の審議会におきましては、本年３月27日に、当森林審議会へ「平

成28年度以降の森林環境税の在り方について」の諮問をさせていただき、

答申に向けた「中間とりまとめ」を御審議賜りたいと考えております。

委員の皆様には、それぞれの御立場から、忌憚のない御意見・御助言

を賜りますようお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。

司会 ありがとうございました。

(森林計画課 続きまして、本審議会は、今年度初めての審議会でございますので、

総括主幹) 県の出席者を紹介させていただきます。

農林水産部長、小野和彦です。

農林水産部次長、水戸典明です。

農林水産部参事兼農林総務課長、坂井信一です。

農林企画課長、天野亘ですが、都合により欠席させていただきまして、

代理の農林企画課主幹、岸孝志です。

森林計画課長、大高明彦です。

森林整備課長、松房政彦です。

林業振興課長、飯沼隆宏です。

森林保全課長、鈴木明です。

なお、各農林事務所森林林業部長及び林業研究センター所長も出席し

ておりますが、お手元の座席表及び出席者名簿をもって紹介に代えさせ

ていただきます。

お手元の資料の確認をお願いいたします。

１枚おめくりください。「配布資料一覧表」をご覧ください。

資料は、「次第」、「出席者名簿」、「座席表」、「委員名簿」、「資料１～

２」、「参考資料１～３」となっております。

御確認をお願いいたします。

続きまして、次第の４、委員の出席状況について御報告いたします。
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大平委員、長渡委員、早矢仕委員、古川委員、水野委員、山口委員の

６名から欠席の御報告をいただいております。

また、山本委員が遅れて到着される予定ですので、現在、委員総数15

名のところ、８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、次第の５、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。それでは暫時、議長を務めさせていただきます。

（木村会長） 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。

菅野委員と酒井委員に、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日に開催しま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ついて御審議いた

だき、中間とりまとめを行いたいと思います。今回とりまとめた内容に

より、県民意見公募を行い、その結果を踏まえて、次回の審議会におい

て、知事への答申案を御審議いただくことになりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。

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－中間と

りまとめ－（案）」について、事務局から説明をお願いします。

森林計画課 森林計画課主幹の丹治です。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、御審議いただきました。

本日は、中間とりまとめ案について、森林・林業の現状と課題や、森

林環境税を財源とした既存施策の検証と評価、並びに次期対策にあたっ

ての基本的な考え方を御説明し、御審議いただきます。また、先程、木

村会長から御説明いただきましたとおり、今回、御審議いただいた中間

とりまとめについて、県民意見公募を実施し、次回の森林審議会では、

県民の皆さんからいただいた御意見を検討のうえ、次期対策の事業内容
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や規模、事業期間などを含めた「答申（案）」を御説明したいと考えて

おりますので、よろしくお願いします。

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か

かる森林審議会への諮問経過について」です。

「１ 森林環境税制度の経緯」です。福島県森林環境税は、水源かん

養、県土保全等県民福祉の向上に資する公的機能の重要性に鑑み、森林

環境の保全及び森林を全ての県民で守り育てる意識の醸成に関する施策

をより一層推進するため、県民の理解と協力のもと、平成18年度から導

入いたしました。このため、「森林環境の適正な保全」や「森林資源の

活用による持続可能な社会づくり」など、７つの主要施策により施策を

行って参りました。森林環境税条例における課税期間が本年度までとさ

れておりますことから、去る３月27日に、平成28年度以降の森林環境税

の在り方について諮問をさせていただいたところです。

「２ 審議スケジュール」ですが、今説明しましたとおり、３月27日

に諮問をさせていただきました。本日５月14日、平成28年度以降の森林

環境税の在り方についての中間とりまとめをお願いしたいと考えおりま

す。その後、１か月間、中間とりまとめに対するパブリックコメントを

実施し、７月上旬に、答申を頂戴したいと考えています。

「３ 森林環境税にかかる県民の意見等」です。「(1)県民から直接

意見を聴く会（森林づくりタウンミーティング）」は、昨年10月に、県
も り

内７方部で開催し、364名の御参加がありました。「継続すべき」との

強い意見や、取組内容の提案など多数意見をいただきました。

「(2)県民アンケート調査」は、昨年10月から12月にかけて実施し、

１万９百件の回答をいただきました。「継続すべき」との回答が平成21

年度に実施した前回調査を上回り、約95％を占めています。

裏面をご覧ください。「(3)市町村および林業関係団体の意見聴取」

です。県内の全市町村と関係団体41団体に対し意見をお聞きしました。

全ての市町村と関係団体から「継続すべき」との回答いただいており、

そのうち「現在のまま継続」という意見が前回平成21年度調査を上回り

まして72％を占めています。

それから「(4)森林の未来を考える懇談会の意見」です。本年３月24
も り

日にいただき、森林環境税の継続、７つの施策展開の継承、正確な情報

発信の拡充、といった御意見を頂戴しています。

「４ 平成27年３月27日森林審議会における意見」は、前回の審議会

でいただいた御意見になります。森林環境交付金事業について、子供た

ちが森を訪れ木に触れる取組は重要であるので、引き続き継続すべき。

それから、森林内の放射性物質については、空間線量が下がってきて

いる現在でも森林に入るのを怖がっているという現状があり、詳しい情

報の提供に一層取り組むべき、という御意見をいただきました。また、
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森林環境税を活用した取組のＰＲについて、チラシなどにより森林環境

税を活用したものであることを大きくＰＲすべき、という御意見をいた

だきました。

これらの県民の皆さんの御意見や、森林の未来を考える懇談会の御意
も り

見、前回の森林審議会でいただいた御意見等を踏まえ、資料２「平成28

年度以降の森林環境税の在り方について－中間とりまとめ－」の案を作

成いたしました。表紙をおめくりいただきまして、目次をご覧ください。

「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」、という構成となっています。

１ページの「はじめに」をご覧ください。

県土の７割を占める森林は、木材生産のほか、県土の保全や水源かん

養、さらに快適な環境形成など、私たちの暮らしに欠かせない働きがあ

り、私たちは、古くからこれらの森林の恵みによって物質的にも精神的

にも、文化的にも豊かな生活を享受してきました。このような森林と人

との関わりは、健全な姿で未来に引き継いでいかなければなりません。

また、県内の豊富な森林資源は年々充実し、本格的な利用期を迎えて

おり、これまでの木を育てる時代から、使う時代へと変化するなか、適

切な森林整備による公益的機能の持続的発揮とともに、積極的な木材利

用による循環型社会づくりが求められます。

一方、恵み豊かな森林資源を支えてきた本県の林業は、採算性の悪化

による森林所有者の森林への関心の低下や、担い手の高齢化などによっ

て立ちゆかなくなっており、手入れの行き届かない森林の増加とともに、

森林の持つ様々な機能が低下することが懸念されるなか、本県は、県民

の理解と協力のもと平成18年度から森林環境税を導入し、「豊かな森林

文化のくに・ふくしまの創造」を基本理念に、森林環境の適正な保全と、

森林を全ての県民で守り育てる意識の醸成に取り組んできました。

このようななか、平成23年３月に発生した東日本大震災により、多く

の県民の尊い命が犠牲になり、さらに、原子力発電所事故により、今な

お11万人を超える県民が県内外での避難生活を強いられるなど、震災か

ら５年目となる現在においても、その影響は計り知れないものがありま

す。本県の森林・林業においても、林業産出額の大きな減少や森林整備

活動の停滞、森林とのふれあい活動の縮小など、その影響は極めて大き

なものとなっています。

森林と人との絆を取り戻し、本県の森林をより良いものとするため、

森林環境の適切な保全を図るとともに、県民一人ひとりが、森林への一

層の理解や関わりを深めることが何より重要です。

こうした状況のもと、本森林審議会は、平成27年３月27日に福島県知

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
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て、中間とりまとめを行うものです。

２ページの、「第１ 森林・林業の現状と課題」をご覧ください。

「１ 福島県の森林・林業の現状」です。本県の森林は、県土の７割

を占めまして、これらの森林は、これまで、地域における林業生産活動

によって支えられ、木材資源の循環利用や、森林と共存した暮らしを通

じて維持管理され、良質な木材を供給するともに、豊かな生態系や景観

が保全され、併せて多様な公益的機能が発揮されてきました。

本県の林業は、山村の過疎化や就業者の減少・高齢化などの厳しい状

況のなか、原子力発電所事故による影響を多大に受けており、森林所有

者自らの努力のみでは、十分な活動が行き届かない状況となっています。

一方、森林に対する県民の期待は、木材生産や水源かん養機能など多

様化してきました。このため、県は、森林環境税により、県民一人ひと

りが参画する新たな森林づくりをテーマに、森林環境の適正な保全と、
も り

森林を全ての県民で守り育てる意識の醸成に取り組んできたところで

す。

「２ 福島県の森林・林業の課題」の１番目は、「森林林業を支える

農山村の活性化」です。農山村地域においては、過疎化や高齢化の進行

等による山離れが進み、森林と人との絆や豊かな森林を通した人と人と

の絆が失われるなかで、かつての活力が衰えつつあります。また、林業

生産活動の停滞により、里山を含む森林環境の保全にも支障をきたして

います。

このため、「県民一人ひとりの参画」により、里山を含む森林環境の

持続的管理と木材生産活動の活性化を支援することが必要となっていま

す。さらに、私たちは、森林の恵みを有効に利用する考え方とそのため

の知恵や技術、ときには信仰など心の領域にも及ぶ「森林文化」を育み、

また、生活工芸品や、漆器などを利用する「木の文化」を受け継いでき

ました。こうした文化は、自然との共生に欠かすことのできない貴重な

財産として再確認し、次の世代に引き継いでいく必要があります。

３ページをご覧ください。課題の２番目「原発事故に伴う放射性物質

の影響」です。

東日本大震災は、多くの尊い命が犠牲になり、海岸防災林が一瞬で消

滅するなど、未曾有の被害となりました。さらに原子力発電所事故によ

る影響により、林業産出額の４割に及ぶ減少や、間伐など森林整備の停

滞、森林とのふれあい活動の減少など、森林・林業・木材産業や森林と

人との絆に極めて大きな影響を及ぼしており、震災からの復旧・復興は、

喫緊の課題となっています。

３番目は「森林資源の循環利用」です。

本県の森林資源は、年々充実しており、豊富な森林資源を循環利用す

ることにより、公益的機能が持続的に発揮されるよう、努めていくこと
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が必要であり、森林を守るためにも木材を積極的に使用することが重要

となっています。

３ページの下半分は、今説明しました森林・林業の現状と課題を四角

の枠内に模式的に示し、下段の四角には懸念される森林の荒廃と県民生

活への影響を、森林と人との絆の喪失、農山村地域の疲弊、土砂災害等

の危険性増大などを取りまとめております。

次に４ページをお開きください。

「第２ 森林環境税を財源とした既存施策の検証と評価」です。

平成18年度から環境税条例を施行し、平成23年度からの第２期対策に

おいては、水源のかん養や、森林の有する公益的機能の重要性に鑑み、

森林環境の保全及び森林を全ての県民で守り育てる意識の醸成に関する

７つの主要施策分野による取組を実施してきています。

この主要施策分野ごとに、取組を説明いたします。

１番目は「森林環境の適正な保全」です。これは水源区域などの森林

おいて、森林整備に取り組んでおり、平成23年度から26年度までに約７

千haの森林整備を行っています。それから平成26年度までに、花粉症対

策品種の苗木の供給体制の整備を行っています。さらに、森林情報を「ふ

くしま森まっぷ」に掲載し、インターネットを通じて県民等に広く発信

されている、という状況です。

５ページをお開きください。２番目、「森林資源の活用による持続可

能な社会づくり」です。

「(1)間伐材搬出の支援」では、これまでに間伐材の搬出に必要な作

業路が約200km整備されています。それから、間伐材の運搬経費支援に

より約８万９千m3の材が搬出されました。また、木質バイオマスエネル

ギー利用施設への燃料用間伐材等供給については、約10万４千m3の供給

支援が行われています。

「(2)企業の森林づくりを支援」については、森林整備の活動フィー
も り

ルドの斡旋や協定締結等を進め、これまでに７つの企業などとの協定が

締結されています。

６ページをお開きください。「(3)木造住宅の普及ＰＲ」です。家づ

くりセミナーやワークショップ等が開催されたほか、住宅の新築、増改

築、購入の合計211棟に対し、県産農林水産品と交換可能なポイントが

交付されています。この211棟のうち被災者の建築等が58棟となってい

ます。

「(4)木とのふれあいの創出」では、民間施設において県産材を活用

した木景観の創出が行われたほか、公共施設等34箇所において木製品に

よる「ほっとスペース」の設置が行われています。また、小中学生を対

象に木工工作の体験が延べ442校で行われたほか、ペレットストーブや

薪ストーブが合計183台導入されています。
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続きまして、７ページをご覧ください。３番目「市町村が行う森林づ
も り

くり等の推進」です。市町村が独自性を発揮した、森林づくり等の推進
も り

が行われています。この取組として、これまでに県内の674校の小中学

校において森林環境学習が実施されています。また、集落周辺や道路沿

線の森林整備や、小中学校や幼稚園等の保育施設における、県産材を使

った机や椅子等の導入や内装木質化などが実施されています。

４番目は「県民参画の推進」です。

「(1)森林環境学習の推進」では、森林とふれあうフィールドの整備

や、森林環境学習を推進するための指導者の育成が行われておりまして、

これにより、森林環境学習の指導者については、「もりの案内人」が46

名、森林環境学習指導者が132名養成されています。

８ページをお開きください。「(2)森林ボランティア活動の支援」で

は、ふくしま県民の森に、森林ボランティアサポートセンターが設置さ

れ、森林ボランティア団体の活動支援が行われています。

また、「(3)森林環境シンポジウム等の開催」では、森林・林業関係

の復興に関する展示や各種実演、体験等のイベント、それから森林環境

シンポジウム等が開催されています。

９ページをお開きください。「(4)森林づくり活動の推進」です。森林
も り も り

づくり活動の浸透・拡大を図るため、外部委員による森林づくり活動推
も り

進の検討が行われました。この検討結果の提言に基づき、全国植樹祭の

開催に向けた基本構想が取りまとめられました。

５番目は「ふくしまの森林文化の継承」です。県内に受け継がれてき

た森林文化を改めて見直し、現代生活に活かしていくため、森林文化の

記録カードや記録映像が作成され、県のホームページ上で公開されてい

ます。

また、森林文化を芸術文化の視点で捉え、アーティストとの作品制作

ワークショップや、作品の展示等を通じて、森林文化を学び発信する「森

のはこ舟アートプロジェクト」が平成26年度から実施されています。

10ページをお開きください。６番目の「森林環境の調査」では、森林

整備による水源かん養機能向上の調査、あるいは渓流水の水質への影響

調査等を行っています。

７番目の「森林環境基金の運営」は、森林の未来を考える懇談会を設
も り

置し、森林環境税を財源とする取組に対する意見や評価などを行い、施

策の実効性の確認や透明性の確保が行われています。

以上のように、県民の理解と協力のもと、森林環境の適正な保全や、

県民参画の推進に向けた取組が行われています。

11ページは、平成23年度から平成27年度の、第２期対策の取組の評価

をまとめております。

「１ 森林の適正な保全」について、森林整備につきましては、原子

力発電所事故以降は、目標面積に対して７割程度の実績にとどまってい
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ることから、今後も積極的に取り組む必要があるという評価としていま

す。

「２ 森林資源の活用による持続可能な社会づくり」にいては、間伐

材の搬出や、そのための路網整備等に努め、間伐材の有効利用が図られ

ています。それから、木材の利活用に向けた様々な取組も行われていま

す。そして、引き続き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、という評価です。

「３ 市町村が行う森林づくりの推進」については、市町村への森林
も り

環境交付金により、児童生徒を対象とした森林環境学習など、地域に密

着し、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いう評価

です。

それから「４ 県民参画の推進」は、「もりの案内人」を養成するな

ど、県民参加による森林づくりの推進に必要な環境整備が図られていま
も り

す。今後とも、これらの指導者の活動を支援するとともに、県民が様々

な形で森林とふれあう機会を提供するなど、県民参加の森林づくりを浸
も り

透・拡大する取組が求められる、という評価です。

「５ ふくしまの森林文化の継承」については、今後とも、地域に根

ざした森林文化の保存や、一般県民等へのわかりやすい形で継承する取

組が必要である。

「６ 森林環境の調査研究」については、森林整備を行うことによる

水源かん養機能等の調査を継続し、県民にわかりやすい情報を発信する

必要がある。

最後に「７ 森林環境基金の運営」について、取組の適正な執行と透

明性を確保するため、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。

このような内容で、７つの施策の評価をしております。

次に12ページをご覧ください。

「第３ 次期対策にあたっての基本的な考え方」です。

本県の森林資源が本格的な利用の時期を迎える一方、木材価格に低迷

や過疎化など従前からの課題に加え、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する本県の森林・林業にお

いては、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・海にわたる地域間の絆、森林を守り育てて

いく世代間の絆の回復に力強く取り組んでいく必要があります。

平成28年度以降の森林環境税についての県民の意向を確認するため、

昨年、県が実施した県民アンケート調査において、県内外に避難されて

いる方を含め、各界・各層から１万件を超える貴重な回答が寄せられ、

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。こ

の結果は、平成28年度以降の森林環境税による取組について、「継続す
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べき」との意見が95％を占め、県民の意向が反映された極めて重いもの

と考えます。

また、県内７方部で開催された県民から直接意見を聴く会（森林づく
も り

りタウンミーティング）において、制度継続を求める強い意見があった

ほか、市町村・関係団体からの意見聴取においても、全ての回答が「制

度を継続すべき」とのものであり、なかでも回答の７割以上が「現在の

制度のまま継続すべき」という結果となりました。

既存施策の検証と評価及び県民アンケート等の結果を踏まえ、本審議

会は、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、県民一人ひとりが森林の重要

性と果たすべき役割について改めて認識し、森林環境の適切な保全と森

林を全ての県民で守り育てる意識を醸成するため、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考えま

す。

また、制度継続にあたっては、各施策ごとに次の点に留意すべきもの

と考えます。

「１ 森林環境の適正な保全」については、原子力発電所事故以降県

内の森林整備活動は大きく停滞しており、アンケート調査においても「森

林環境の適正な保全」を求める意見が多くを占めていることから、手入

れが行き届かないために、荒廃や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、積極的に森林整備に取り組むことが重要であ

ると考えます。

「２ 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

材を有効に活用するための路網整備を進めるとともに、森林資源の適正

な循環利用を確保するため、ＦＳＣ認証などの森林認証制度の普及推進

に取り組むことを検討する必要があります。また、公共建築物等の木造

化や木質バイオマスなど木材の利活用の推進に加え、ＣＬＴなど新たな

可能性への取組を推進する必要があると考えます。

「３ 市町村が行う森林づくり等の推進」については、小中学校児童・
も り

生徒等を対象とした森林環境学習や、地域の特色ある森林づくり、それ
も り

から里山や竹林の整備、公共施設等の木造化などの市町村の独自性を持

った取組を推進することが重要であると考えます。

「４ 県民参画の推進」については、森林を県民全体で支える意識を

醸成するため、地域住民による身近な里山林の整備などに、より一層積

極的に取り組む必要があります。また、希薄となった森林と人との絆の
も り

回復が重要であることから、県民向け情報森林情報サイト「ふくしま森

まっぷ」の活用推進や、間伐等の森林整備や木材加工をなど川上から川

下にわたる見学会を開催するなど、様々な形で情報発信の取組を拡充す

るとともに、平成30年に本県開催が予定される全国植樹祭を契機に、県

民参加による森林づくり運動のさらなる推進が求められます。
も り
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「５ ふくしまの森林文化の継承」については、先人たちが生活を通

じた森林との関わりのなかで育み、郷土に受け継がれてきた貴重な森林

の文化や木の文化を、県民の財産として次世代に引き継いでいくための

取組を進めることが重要と考えます。

「６ 森林環境の調査研究」については、森林整備による公益的機能

や、木材利用によりもたらされる環境への効果等について、県民の理解

促進を図るため、調査研究を進める必要があります。

「７ 森林環境基金の運営」については、森林の未来を考える懇談会
も り

による評価を受け、森林環境税を活用した取組の透明性・平等性を確保

するとともに、県民の制度への理解を促進するため、広報活動を充実す

る必要があります。

また、７つの施策ごとの留意点に加え、「８ その他」の留意点とし

て、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

源を充当すべきものと考えます。なお、県民は森林における放射性物質

対策に関心が高いことから、空間線量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ことが求められます。

以上のように、基本的な考え方を取りまとめました。

次の15ページは、今、説明したものを模式的に示したものです。「東

日本大震災及び原発事故からの回復にふさわしい次期対策の考え方」と

しまして、「森林と人、世代間、地域間の絆の回復」を掲げています。

左から「基本理念」、「基本目標」、「施策の方向」、「主な取組」と整

理しております。

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

本目標は「森林環境の保全」、「森林を全ての県民で守り育てる意識の

醸成」、施策の方向は、「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つの方向で、現行の基本理念等を引き続き継続

する形で整理をしています。

それから、「主な取組」は、施策の方向ごとにどのような取組をすべ

きか、という点を整理しており、☆印を付しているものが「拡充すべき

視点」としております。

この拡充すべき視点は、「１ 森林環境の適正な保全」の、「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

資源の活用に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」。「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」。「４ 県

民参画の推進」では、「全国植樹祭開催を契機とする森林づくり活動の
も り

強化」、「森林や木材とのふれあい活動の促進」、「森林環境情報の発信」

の８つとなります。
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次の16、17ページは、平成17年11月20日に制定しました「森林文化の

くに・ふくしま県民憲章」を掲載しました。

以上、「平成28年度以降の森林環境税の在り方について－中間とりま

とめ－」の案を御説明いたしました。

御審議のほどをよろしくお願いいたします。

議長 どうもありがとうございました。

（木村会長） ただいまの説明について、各委員より御意見がありましたら、お願い

いたします。

酒井委員 森林環境税のＰＲについてなのですが、資料１の裏面の一番下に書い

てあるとおり、前回の審議会のときに、森と住まいのエコポイント事業

のＰＲについて、森林環境税を活用したものであることを大きくＰＲす

べきということで、お伝えしました。県のホームページをご覧になった

方も多いと思うのですが、昨年度のチラシで「森林環境税を使ってま

す。」という文言は写真のところにほんの小さく書いてあって、何が財

源なのか、よくわからないチラシだったのですね。それで、お話させて

もらったところ、今年度のチラシは大きく変わりまして、森林環境税を

使っているということが、大きく前に出てきております。

私ども建築業界でも、建設に携わっている工務店の方たちも、その財

源が何かということを知らない方が多いです。また、実際にポイントを

利用する施主の方も知らない方が多いので、是非、こういった手元に届

くものには、しっかりと明記する。森林環境税を使って様々なプログラ

ムが行われていると思います。

森林環境学習や木工工作体験とか、「もりの案内人」の指導教室など

も行われていると思いますが、そういったときにも、例えば、県民憲章

を考え方を共有する、それを子供たちに伝える、そういったことが必要

だと思います。こういうものを配布するという方法でも良いと思います

ので、「これが森林環境税を基に行われています」ということをきちん

と明記して相手に伝わるようにするということは、森林環境税の事業を

行っていくなかでは非常に重要なのではないかなと思っています。ＰＲ

の方につなげて欲しいなと思います。

もう一つ良いですか。実は「森と住まいのエコポイント」、今年度は

すごくお得な、バリアフリー住宅と子育て世代の方を対象にポイントが

２倍になるという内容で、非常に良くなっているのですが、一つお願い

したいことがあります。そのポイントの利用なのですが、ポイントで交

換できる商品に、今は県産品や商品券があるのですけれども、是非、記

念植樹だったり、屋敷林を植えるような、樹木を選べる交換商品があっ

ても良いんじゃないかな、と思っております。ホームページでは、交換
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商品は検討中ですとなっているので、是非、検討していただきたいと思

います。

議長 森林環境税を使っているのだと、わかるようにＰＲをして欲しいとい

（木村会長） う御意見です。

いかがでしょうか。

森林計画課長 昨年度、私どもの方で実施した県民アンケートの結果でも、森林環境

税の認知度が、前回アンケートから若干落ちたということであり、次期

対策に向けて、今後どういう取組で、活動をしながら認知度を上げてい

くかということが、非常に大切と考えております。検討していきたいと

考えております。

それから、森と住まいのエコポイントの話をいただきました。この制

度は、森林環境税を使わせていただきまして、県産材を使用した住宅の

建築等に対し、避難者の方々については30万ポイント、その他の県民の

方々は20万ポイントを交付するというものです。そこに、今年度からは

土木部の建築行政と連携しまして、合計で最大60万ポイントになる制度

としたところです。その交換商品ですが、県産物品と商品券となってお

りますが、お話をいただきました樹木についても、今年度の交換商品と

して間に合うかどうかというところはあるのですが、土木部の事務局へ

伝えまして検討させていただきます。

議長 ほかに御意見はございますでしょうか。

（木村会長）

秋元委員 私、避難区域に関わっているものですから、それに関連してお話した

いのですが。

現在、森林環境税を利用して、学校で子供を対象に、資材を使っても

のづくりをやっているのですが、その学校が、毎年決まっているのです

よね。双葉の８町村なのですが、一部の学校は毎年やっているのですが、

他の学校全然入ってこないのです。やはり、多くの学校が実施するよう

にＰＲしていただいて、一つの遊びのような形で、子供たちが木を使う、

いろいろな授業をするのが良いんじゃないかなと思って、各学校にお願

いしたいと思うものですから。

よろしくお願いしたいと思います。

議長 森林環境学習の参加校について、広く取組が行われるような方策をお

（木村会長） 願いしたいということですね。

森林計画課長 森林環境学習の参加校の実績についてですが、お手元の参考資料３の
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10ページをご覧ください。平成18年度から26年度までの実績となります。

延べ校数では3,424校が森林環境学習を実施させていただいたところで

す。これは小中学校の合計で、その実数は、小学校が499校、中学校が

175校、合わせて674校となります。これまでに小中学校の統廃合等があ

り、現在では学校数が小中合わせて702校ですので、約96％の学校が森

林環境学習を実施したという形になります。ただ、その実施校について

は、森林の未来を考える懇談会の委員の方々からも、固定化してしまっ
も り

ている部分もあるのではないか、という御意見もいただいております。

避難指示区域内の、小中学校の児童生徒さんも含めて、次期対策に向け

て検討していきたいと考えてございますので、よろしくお願いいたしま

す。

議長 数としては、それなりにあるということでしょうか。

（木村会長） ほかにいかがでしょうか。それでは緑川委員。お願いいたします。

緑川委員 私は指導林家連絡協議会から、ここに出席させてもらっているわけで

あります。

先程説明のあった、資料２の７ページに、県民参画の推進として指導

者の育成があります。もりの案内人が46名、森林環境学習に関する専門

的な知識や技術指導向上の研修を受けた森林環境学習指導者が132名い

るということであります。

先程述べたように、指導林家という組織が、県から委任されまして、

当初30名の指導林家がいたのですが、高齢で辞められた方もおりまして、

今20数名になっておりますが、残っている方でいろいろな勉強会等開い

ているわけであります。そういう組織がありますので、いろいろな啓蒙

するときに、利用していただければと思います。

環境学習関係では、子供たちとか、川下の方たちを中心にやっている。

確かに将来のことを考えると、子供たちに「森林の大切さ」を教えてお

かないと困るのですが、森林地帯の人たち、森林を持っている方たち、

そういう人たちと、消費をする人たちがあって、車の両輪になると思う

のですよね。片方だけどんどん進めても、山元の方で「林業は辞めたよ。」

と「植林はしないよ。」となってしまったのでは、今、子供たちに森林

の大切さを教えても、意味がなくなってしまうのではないのかなと感じ

ています。山元関係の指導については、指導林家や林研グループとか、

そういう人たちがいるわけですから、そういう人たちを活用すべきだと

思います。森林環境税のなかで、指導林家という名称は、今まであまり

出てきていないので、新しい取組になるときに、そういうことも考えて

いただき、活用していただきたい、ということです。

あともう一つは、資料２の11ページなりますが、森林環境税による森

林整備について、約７千haの間伐等が実施された、ただ、目的の７割程
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度である、ということです。その原因は、原発事故等いろいろ関係する

のではないかなという感じがします。

県内には、もう手に負えなくなってしまった山というのがたくさんあ

ります。森林環境税での森林整備というのは、そういう山を、公的な資

金を使って整備するのが目的なのでないのかな、と思います。

森林環境税の森林整備は、２期目になってから、いわゆる未利用材を

利用するため、基本的には搬出することが必要となりました。ただし搬

出をある一定量行えば、その増えた分の面積は、搬出をしなくても切り

捨てでもよしとすると、というようなことになっています。我々は間伐

とはある程度収入がなるものを言って、除伐というのは切り捨てである

というように解釈をしているのですが。その解釈が正しいかどうかは別

として、やはり伐採をしても木材を利用のできない山というのがあるの

ですよね。荒れてつるが絡まったりしていて、というような。そういう

山を手入れすることが、森林環境税の大きな目的の一つになるのではな

いのかな、というような感じがしているわけです。

ですから、ある程度の材を搬出しないと切り捨て間伐ができない、と

いうことでなく、その山の状況によって、その枠から外れて、これは切

り捨てだけでも良いんだよ、というようなことができないものかどうか。

検討していただいたらありがたいなと思います。以上です。

議長 はい、ありがとうございました。

（木村会長） いかがでしょうか。

森林計画課長 まずは、指導林家についてです。もりの案内人などの方々が、一生懸

命、森林づくり意識の醸成に取り組んでいただいているなかで、これら
も り

の方々の研修、あるいはその認定に向けた、養成活動に対する経費に、

森林環境税の浄財を使わせていただいています。一方で、今までそれぞ

れの地域で、林業活動を行い森林を守ってきた方々の、その技術継承を

専門的に行っている指導林家の方々が、世代交代が進むなかで少なくな

ってきてる。そういう方々の活用については、次期対策に向けて、取り

入れる必要があるのかなと考えているところです。

それから、現在も行っております、森林環境税の浄財を使った森林整

備についてですが、元々第１期対策から継続して行っている取組になり

ます。昨年の、県民の皆様のアンケートの結果では、森林の有する機能

で何が重要かという問いに対し、水源林のかん養の機能、あるいは土砂

災害防止の機能、これは外せないという回答が多々上がり、数値に表れ

ています。

森林環境税の森林整備は、水源林、いわゆる簡易水道上流域等にあた

る荒れた森林をまず何とかしなくてはならないだろうということで県民

の皆さんの御理解をいただき、取組を始めました。ただ、あの原子力発
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電所事故で、所有者が山を離れて整備ができなくなり、停滞してしまっ

た部分があります。それらも含めて、第３期対策に向けては、所有者個

人の努力ではどうにもならなく荒れてしまった山をどうするのか、これ

も非常に大切なことだと考えています。そこについて、どのようにして、

森林環境税の大きなスキームのなかで、森林環境の適正な保全のなかで

の森林整備を行うかというところについては、今後、最終答申までに、

委員の皆様の御意見をいただきながら、検討をさせていただきたいと考

えているところです。

その考え方について、資料２の15ページの「次期対策の考え方」をご

覧ください。今回の中間とりまとめでは、森林の未来を考える懇談会等
も り

の関係者からの御意見を踏まえて、「施策の方向」の一番上、「森林環

境の適正な保全」の拡充すべき視点として、そういった点も含めてにな

りますが、☆印で「広葉樹林化などバランスの取れた森林資源への誘導」

を、記載しております。

ただし、単に経済的追求だけで実施する森林整備とは、当然、区別を

しなければならないという点は、第１期、第２期に引き続き考えていか

なければならないだろうと考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

秋元委員 関連して、よろしいですか。

議長 お願いします。

（木村会長）

秋元委員 今の緑川委員の御意見に関連して、私からお願いがあるのですが。

今、ふくしま森林再生事業ということで、ある程度団地をまとめなが

ら利用間伐を行っているのですが、一番心配しているのは、原発立地地

方なのですね。とりあえず整備をしていかなければならない。もう４年

も５年も、全く山の管理をしていないわけですので。

ですから、そういうところについて、特別枠で整備をできないか。と

りあえず切り捨てて整備をしていかないと、これからどんどんどんどん

遅れていく、というような状況があるものですから。ですので、森林環

境税においても、小さな団地は特別枠として、線量を計って木を伐り出

すとか何とかじゃなくて、とりあえず整備をしていく、そういうような

事業もある程度作らないと、双葉郡、または警戒区域の森林の整備は相

当遅れてくるのではないかと思います。

よろしくお願いしたいと思います。

議長 はい、ありがとうございます。

（木村会長） いかがでしょうか。
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森林計画課長 放射性物質対策は、当然、国の予算を投入して行う事業で行われるも

のだと考えており、県民の皆さんの浄財である森林環境税を直接充てる

ことは難しいのではないかと思います。ただし、例えば、普及啓発や、

こういうふうに本県の森林が汚されて、それについてこうやって地元の

方々が立ち上がっているのだぞ、というようなことをお知らせする、あ

るいはそれに伴う質的整備ができるかどうかについて、今後、検討させ

ていただきたいと思います。

議長 森林環境税は年間10億円ありますが、財源としては限られています。

（木村会長） 従来の森林整備であれば、そちらの元々の財源があるわけですし、原発

関係であればまた別の財源がありますから、やはり森林環境税によるも

のは、ある程度特化していくということを、ちゃんと考えなくちゃいけ

ないのかな、と思います。

ほかに何か御意見はないでしょうか。

菅野委員 ふくしまの森林文化の継承について、記録映像などが県のホームペー

ジで公開されているということなのですけれども、森林文化に興味関心

を持っている方というのは、おそらく御年配の方が多いのではないかと

思います。

やっぱり、継承するということは、次世代を担う青少年に継承してい

くことが、何よりも大切であると思いますので、各小中学校に教材とい

う形で、全校に一つずつというのが無理なのであれば、地域ごとにいく

つかという単位で、巡回するなどできないでしょうか。教育というより

は、まず、子供たちがそういった森林とか森林文化に触れて、いろいろ

考えてもらう。そういった機会を持てるように、配慮していただけない

かなと思いました。イベントを催して、参加した子供たちだけがそうい

ったことに触れるというのではなくて、やっぱり、福島県の森林環境税

ですので、福島県の子供たち皆さんに、そういった機会を持ってもらえ

たら良いなと思いました。よろしくお願いいたします。

森林計画課長 森林文化の記録映像は、インターネットでも見ることができるように

していますが、映像の時間が、40分くらい、短いものでも20分近くあり

ます。また、炭焼き、ガジゴ焼き、和紙の製造とか、鷹匠、そういった、

それぞれの地域で守り伝えられているものについての紹介をさせていた

だいています。

記録映像は、県立高校の教材として使えるよう、現在も県教育庁へは

配布しているところですが、小中学校、生徒児童さんを対象とした場合、

今の記録映像がちゃんと、正確に継承できるような教材となりうるかと

いう点があります。大人の方が見て、興味がある方はおもしろいような
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映像の仕上がりにさせていただいているものですから。

委員からいただいたことについては、検討していきたいと思います。

山本委員 皆さんのように、普段から関わっているわけではないので、推察も含

めて質問させていただきたいのですけれども。

福島県森林環境税には、施策の方向に７つの項目があります。そのな

かでは、ハード事業に関わるよりも、むしろソフト事業の方が重視され

ているという印象があるのです。先程の、緑川委員と秋元委員の御意見

から、私も考えたのですけれども、森林環境税の取組は、いわゆるハー

ド部分、森林の施業自体を進めていくというよりも、むしろソフトの方

に重きを置いた、というふうなそういう作りになっている、と考えてい

いのでしょうか。

それから、施策の方向の「２ 森林資源の活用による持続可能な社会

づくり」のなかに、「間伐材など未利用木材のバイオマス燃料などによ

る有効活用」というものがあります。これは「３ 市町村が行う森林づ
も り

くり等の推進」のなかにも同じ項目があるのですね。この市町村が行う

森林づくり等の推進は、かなりおもしろい、福島ならではの特色なのか
も り

なと思います。このなかに☆印がついて、「地域による身近な里山林の

整備」というものがありますが、これについて少し具体的に御説明いた

だけませんでしょうか。これは市町村にかなりの裁量を与えて、里山林

をどうにかしようというものでしょうか。

議長 お願いします。

（木村会長）

森林計画課長 森林環境税の基本目標、施策の方向、取組について、資料２の15ペー

ジにありますが、第１期からこの７つの施策の方向で取組を行っており

まして、その時々に、審議会等々から答申を受けながら、施策の展開を

図らせていただいております。

施策の方向には、森林環境の適正な保全から、森林環境基金の運営ま

であるわけですが、今まで取り組んできた事業は全部で28事業あり、御

質問のソフトとハードという分け方とすると、事業数で言えばそのほと

んどと言って良い数を、ソフト事業が占めています。ただ、予算額で言

いますと、この森林環境税条例の目的が「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」というなかで、森林環境の保全の

ための森林整備で約半分となります。

それから、この15ページで、第３期対策に向けて、どのような施策展

開を図っていくかという点ですが、今回、アンケートあるいは懇談会の

なかでいただいた意見に、水源の森林を守ることは大切ですし、災害か

ら守るために所有者の手がなかなか行き届かなくなった森林の整備は大
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切なのですけれども、原発事故発災以来、森林と人との絆が断ち切られ

てしまったなかでは、森林をもっともっと身近なものとしていくために

は、市町村にも御協力をいただきながら、身近な目の前にある森林を教

材として、「おらが森林」という意識醸成を図る取組も必要なのではな

いかという意見をいただいたものですから、拡充すべき視点として記載

しているところです。

秋元委員 私、森林組合で職員の採用をするのですが、新しく採用した職員と山

に入って、「この木はなんだい。」と聞くと、最近の人はわからないん

ですよね。例えば、スギとヒノキで「これ、なんですか」と聞いても、

「これなんだべ、どっちなんだべ」。それから、ナラの木とかクリの木

で「これはどっちなんですか。」と聞いても、わからないことが多いの

ですよね。

やっぱり、我々は子供の時代から、常に「ナラの木はこう炭に焼くん

だ」など教られながら覚えたものですが、今の若い人はそういう経験が

ないですね。全然。そういうのを、教材で何か作って、こうなんだよと

小さいうちに覚えていれば、大きくなってちょっと違うのかなと思いま

す。

議長 はい、ありがとうございます。森林とのふれあいということでは、里

（木村会長） 山も本当はそれにつながるのでしょう。

山本委員 子供の頃に基本的なふれあいをしていないので、大学でそういうこと

を教えなきゃいけないんだという異常な事態になっています。

菅野委員 先程、小中学校の教材ということを申し上げましたが、今、秋元委員

が仰られたような、子供の頃から森林にふれあうための教材という趣旨

も含んで申し上げました。

冨永委員 今回、中間報告の形で取りまとめられておりますけれども、非常にわ

かりやすく取りまとめられていると感じました。

１点だけお話をさせていただきますと、13ページなのですが、次期対

策の基本的な考え方の「森林資源の活用による持続可能な社会づくり」

のところで、ＦＳＣ認証について書かれています。

このＦＳＣというのは、アメリカやカナダで中心的に行われている森

林認証です。このほかにもＰＥＦＣというヨーロッパでやられてる認証

があり、日本ではＳＧＥＣ（エスジェック）という認証があります。今、

このＳＧＥＣとヨーロッパのＰＥＦＣで、相互認証しましょうという話

が進んでおります。これにより、ＳＧＥＣの認証を取ると、ＰＥＦＣの

認証と同じで、国際認証になるという位置づけになるのです。
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今、原発事故により、森林にも風評がたっていまして、その風評対策

をどうするかということが大きな課題の一つになっているのではないか

と、私は思っております。そのときに、この森林認証は、第三者から「大

丈夫ですよ」というお墨付きをいただけるということなのですね。

森林認証は、森林が持続可能な状態になっているかどうか、そういっ

た経営をしてるかどうか、ということと、そういった森林から出された

木材が、木材市場や製材工場や合板工場に行って、きちんとそういった

ところから出された木ですよ、それで作った木材ですよ、それで作られ

た家ですよ、と、そういうトレーサビリティがきちんとできているかど

うかということが条件なのです。ですから、森林認証によって、福島で

出た材が、きちんと検査されて、国際認証として大丈夫だということを

第三者の機関が認めてくれたということに加えて、そういった材料で作

った木材です、家です、というところまで、つながっていくのですね。

ですから、そういった意味で、森林環境税のなかで認証制度を取り入

れて支援していこうということについて、私は、本当にすばらしいこと

だと思っております。これは検討となってますけれども、是非、実現す

るように私としてはお願いしたい。

それからもう一つ。先程、秋元委員からお話があったように、現在、

ふくしま森林再生事業を実施しております。実は、ふくしま森林再生事

業はいつまで続くんだという声が、現場からたくさん上がってきている

のです。

日本の林業全体の問題なのですけれど、今、製材工場がとても大きく

なってるのですね。10万m3、20万m3というふうにまとめて木材が入って

いかないと、使ってもらえない。要するに、山元の森林を伐るときに、

伐る人たち、伐る木材をどうまとめるか、というのが一番のネックにな

ってるのです。ところが、ふくしま森林再生事業では、そのまとめると

ころから補助金が出て、木材を伐ることができて材が流れていく、そう

いうことができるのです。つまり、今の日本の林業が抱えている１番大

きな問題に、福島県が組織を上げて取り組んでいるということなのです。

それって、とても大事なことだと思っています。そして、そのふくしま

森林再生事業のあとの取組に、この森林認証の事業を位置づけていくと

いうことは、福島のこれからの林業を考えていくときには、必要なこと

なのではないかなと思っています。

風評対策からトレーサビリティ、ポスト森林再生事業、そういった意

味で、この森林認証の取組はとても大切ではないかと思いますので、是

非これについて、県も前向きに御検討いただければありがたいなと思っ

ております。

議長 はい、ありがとうございます。

（木村会長） 県から、何かございますか。
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森林計画課長 元々、森林認証制度は、単に木材の生産だけではなくて、生物の多様

性や、森林の違法伐採の禁止など、万人が見て適正に出された木材であ

る、あるいは森林である、というところを位置づけた制度です。県内で

も、主に会津で、約４千haの認証を受けている森林があります。

この森林認証について、次期対策のなかでどのような形で施策の展開

を図ることができるのかですが、例えば、国際機関へ認証の申請を行う

には、当然、費用がかかります。森林のモニタリングをしなくてはなり

ませんし、認証を受けるための調査もしなくてはならないというところ

もあって、大体、一般的に言われているのは、100万円あるいは150万円

かかる。しかも、５年間の期間があるのですが、毎年、そういった費用

負担があります。あともう一つ、難しいところは、認証された森林から

出てきた木材の値段と、認証を受けていない多くの木材の値段で、付加

価値が付きづらい、付かなくなっているというケースもあります。

そういう点を含めて、今後どのような形で森林環境税の浄財を使わせ

ていただくものに仕上げるかということは、検討していきたいと考えて

います。

議長 認証しても高く売れない、というのは、本来の目的を果たしていない

（木村会長） ので、そこがちゃんと機能するようにしていく必要があると思います。

そのときに、あまり補助ばかりにしてしまうと、ちょっと難しいかなと

いう感じがします。

山本委員 今のお話に関してなのですけれど、中間とりまとめではＦＳＣと書い

てありますが、ＦＳＣというのは特定の認証機関なわけですよね。ここ

では特定の団体名を書くのではなくて、森林認証と書いた方がよろしい

のではないかと思います。

森林計画課長 委員の御指摘のとおり、最終答申では改めさせていただく方向で考え

ます。

冨永委員 表現についてですが、「原子力発電所事故」という表現が、何箇所も

出てくるのですが、これは正確に言うと、「東京電力福島第一原子力発

電所事故」ですよね。本文で最初に出てくるところでは正確にきちんと

書いて、併せて、括弧して、「以下、原子力発電所事故という」とした

方が良いと思います。

議長 それも最終答申に向けて修正するということでよろしいでしょうか。

（木村会長） それでは、いくつか御意見をいただきましたが、いただいた御意見に

つきましては、事務局と調整させていただくということで、私に一任い
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ただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

（異議なしの声）

ありがとうございました。

以上で、議題(1)「平成28年度以降の森林環境税の在り方について－

中間とりまとめ－（案）」についての審議を終了します。

会議の円滑な遂行に御協力いただきありがとうございました。

これで本日の議長の職を解かせていただきます。

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

(森林計画課 わたり、御審議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」に移らせていただきます。

「連絡事項」について、事務局から説明をお願いします。

森林計画課 連絡事項を申し上げます。

主幹 次回の森林審議会の予定ですが、７月上旬を予定したいと考えており

ます。時期が近くなりましたら改めて御連絡いたします。

また、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あと、

写しを全委員へお送りいたします。

なお、議事録は、森林計画課ホームページで公表いたしますので御了

承願います。

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。

(森林計画課 長時間の御審議、ありがとうございました。

総括主幹)


