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第５回岡崎市森づくり協議会 会議録

１ 開催日時 令和３年２月12日（金）午後２時～午後５時

２ 開催場所 岡崎市額田センターこもれびかん 集会室

Web会議に対応する環境を有する場所

３ 出席者の氏名（五十音順・敬称略）

(1) 委員

小原 淳、唐澤 萌、小串 重治、北川 勝弘、蔵治 光一郎、

鶴田 和男、平木 教男、眞木 宏哉、山崎 真理子

(2) オブザーバー

酒向邦夫 林野庁中部森林管理局 愛知県森林管理事務所長

(3) 事務局

森林課長 畔栁 久司、森林課副課長 水越 鉄也

森林課係長 板坂 英幸、森林課主任主査 今泉 英敏

４ 欠席者の氏名（敬称略）

(1) 委員

今泉 三恵子

(2) オブザーバー

鈴木伸彦 愛知県西三河農林水産事務所 林務課長

５ 議題

(1) 施策体系について

(2) 個別施策と取組について

６ 議事要旨

(1) 施策体系について

［Ａ委員］

SDGsと森林・林業の関係を示していただいたんですが、岡崎市が令和２年に

認定を受けたSDGs未来都市の内容を確認しましたが、森林との関わりの記述が

ものすごく希薄な感じがしております。17あるターゲットのうちの14項目が森

林・林業に関わりがあると見てとれるんですが、それにしてはどうも岡崎市の

SDGs未来都市はアーバンサイドに傾斜し過ぎているんじゃないか。ということ

を疑問に思いました。今後どうなっていくのかということを伺いたいと思いま

す。

それから、左のほうの本市の森林・林業の現状ですが、この中で一つ落ちて
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いることがあるんじゃないかと思います。それは、岡崎市民の最大の資源、最

大の空間である共有財産は森林です。この森林の岡崎市としての位置付け、そ

れから、それをどの様に後世に伝えていくか、また、持続するかという基本的

な理念のようなものが必要じゃないか。これは多分、条例に役割が委ねられる

んじゃないかと思うんですが、根本理念みたいなものが今欠けているという現

状をここに述べておく必要があるんじゃないかなと思いました。

［事務局］

まず１点目、SDGs未来都市に選定されて岡崎市SDGs未来都市計画を策定しま

したところで、Ａ委員から御意見をいただきました。今、SDGs未来都市計画を、

共有画面で皆さんに見ていただくことはできかねますが、内容自体は、Ａ委員

がアーバンサイドに注力をしていると御指摘されたように、中心市街地でSDGs

をどうしていくのか、というものが示されております。木材や森林の利用をす

るという記載だけというのは、遠からず御指摘のとおりかと思っています。た

だ、この計画のみを岡崎市全体で実施していこうというものではなく、総合計

画には元々記載されており、それぞれ個々の計画がそれに従ってSDGsに絡んだ

組立てに取り組んでいくという方向性の下で、今回、森林整備ビジョンにも記

載し、様々な行政などに関係性を持たすということを示していくというのが岡

崎市の姿勢です。また、SDGsと関連して、未来都市計画だけではなく様々な事

業が出てくると思います。SDGsについては、様々な部局等が関係している中で、

当課としての森林との関連性を示すことが必要だと考え、記載したものです。

次の１点について、森づくりの方向性の考え方についてですが、第３・４回

目の協議の中で、岡崎らしい森林「めぐみ・うるおい・やすらぎ」を目指して

いくということで皆様の御同意を得て、前回策定した100年の森づくりの基本

方針の一番に据え個別施策で実行していくことを、施策体系として整理してい

ます。

［Ａ委員］

基本方針のピラミッドの頂点に、岡崎らしい森林が書かれているんですが、

これを条例で位置付けて、市民共有の理念としていく必要があるんじゃないか

なという気がいたします。これは私の思いでございます。ありがとうございま

した。

［会長］

条例として、岡崎市の森林についての位置付けを明文化し、広く市民と共有

してはどうか、という御意見だったと思います。その点について、市としての

対応はいかがですか。

［事務局］

条例として示していくとの御意見は、以前の協議会で、Ａ副会長からもいた

だいております。裏付けとしての必要性といった御意見をいただいていること

は承知をしております。森林整備ビジョン改訂後、条例をどう組み立てるかな
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ど、検討していければ、と考えております。

［会長］

基本的には、Ａ委員の御指摘のとおりではないか、と受け止めました。どう

もありがとうございます。それ以外にいかがでしょうか。

［Ｂ委員］

１つ目は、個別施策と取組（案）との順番の整合性、整理が明確になってい

ないので、上から順番とする形にしていいではないかと思いました。

２つ目は、農業では人・農地プランが進行しており、経営できないところは

集約化する方向で進んでいます。森林経営管理制度には管理権の集約がありま

すが、農地についても山と同じような動きをしてます。農林業に携わっている

我々としては、その２つが別々ではなく同じような歩調で、連絡し合って進め

ていけるように、農林水産省の人・農地プランとの関わりができるといいと思

います。

それから、一番大事なことは、放置林をどう解消するかということと、施業

の集約化をどう進めるかということが中心になってくる大きな柱だと思います

ので、明確になるといいと思いました。

［事務局］

まず、個別施策の順番につきましては、第４回協議会のフォーマットを示し

ています。ピラミッドで示している順と合わせて、下から順番にという流れに

なっておりますので、このまま行かせていただきたいと思います。

２つ目の農業との兼ね合いは、御指摘のように密接に繋がっている部分です。

これまで記載がなかったので、分科会の中でも皆様に御意見をいただいたよ

うに、実際住んでいく、生活していくという中では、農業と林業を組み合わせ

て生業にしていこうという人も今後いるであろうということも含めて、個別施

策「担い手の育成・確保」にも反映させていただきました。今、農業でも新し

い農業振興計画を作成しておりますので、それと整合性を図りながら取り込み、

これからも連携していきたいと思っております。

放置林については、取組の２や３で対応していけるように、実際に皆様に御

意見もいただきながら、進捗管理の図りやすい形で整理ができたと思いますの

で、これから取り込んでいきたいと思っております。

［Ｂ委員］

個別施策に管理権の集積計画などを取り入れる必要があるのではないと思い

ました。森林経営管理制度にこのビジョンがどう関わっていくかということを

文言として入れたほうがいいのではないか。

［事務局］

経営管理権については、個別施策と取組で御協議いただきたいと思います。。

［Ａ副会長］

いろいろあろうかと思いますが、私からは赤で囲ってある本市の森林・林業
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の現状です。ここもきりがないですが、２点お願いしたい。

１点目は、上から２つ目の四角の２つ目の・「市の60％を森林が占め、乙川

や矢作川の豊かな水資源に恵まれている」とあるんですが、ここは２つのつな

がりがよく分からないので、「その森林を水源林とする」という言葉を入れて

ほしいというのが１つ。

もう１つは、今山主さんに対して、山主さんがやる気になるような金額をお

返しできていないということが大きな課題、現状だと思いますので、山主が持

続的な木材生産をしようとする意欲が続くような正当な対価を支払うことがで

きていないという趣旨の文言を入れていただきたいと思います。

以上です。

［事務局］

まず、「水源地として」という御意見につきましては、今日御欠席ですが、

オブザーバーである愛知県の林務課長からも、正に同じ「水源」という文言を

入れたらどうかと事前に御意見をいただいております。皆様の御同意をもって、

追加させていただければと思います。

もう１つ、山主さんにお金が返らないという文言については、スタートした

10年前でも同じ状況であったのは間違いないかと思います。これについての言

及がなく、また、現状の問題であることは、今までの議論の中でも出てきてお

りますので、何らかの内容を入れさせていただきたいと思います。

［Ａ委員］

今、Ａ副会長が御発言いただいたことは、本当に重要で、林業者にとってあ

りがたい御指摘だったと思います。木材価格を指摘した赤い囲いの「木材卸売

価格が低下している」に「長期にわたり低迷・低下している」といった文言を

付け加えていただきたい。これは非常に長期に渡っていることも問題であると

思います。

それから、個別施策で、Ｂ委員が御指摘されたように、後の詳細な記述とこ

この記述がなかなか対応した形になっていない。落ちているのではと思う部分

を申し上げたいと思います。

１つは、自伐林家の誘導です。自伐林家の活用といいますか。この地域の自

伐林家の存在は大きかったものですから、もう一度彼らを再生できないかとい

うことを思います。

それから、森林被害対策のところで、獣害が重要じゃないかと思います。自

然災害による森林被害もあるんですが、獣害に大変悩まされているということ

がございます。

それから、公益的機能に関わる施策です。前にも申し上げた記憶があります

が、森林の果たしている公益的機能を経済的な金額に置き換えて、例えばとい

うようなことで提示できないか。これはコラムのような形になるのかもしれま

せんが、必要ではないか。
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それから、森林空間を、資源の空間だけじゃなくて、オープンスペースとい

いますか、あるいは緑のフィールドというようなことで活用していくことも施

策として考えていく必要があると思います。

次に、木材等生産機能で、「木材の利用促進・利用先の拡大」とありますが、

用途も含んでのことでしょうか。様々な目からウロコのような、あるいは我々

の想定しないような新たな用途というものも手探りで開発していく必要がある

のではないかと思います。

それから、施業に関わるところですが、安全の向上。林業というのは危険と

抱き合っているような産業であります。是非、安全の向上ということを大きな

テーマにしていかないと、担い手もなかなか来てくれないという問題がありま

す。一旦事故があれば、もうストップしてしまうというような、常に危機と同

居している状況でございますので、是非、安全の確保・向上ということも課題

にすべきではないか。

それから、高性能林業機械の導入、後のほうでも記述がありますが、路網の

整備のことはしっかり明示されていますが、架線による運材・集材というもの

ももう一度見直して活用していく必要があるんじゃないかと思います。

最後、森林を管理する基盤のところで、資料２の冒頭に、森づくり協議会の

設置というところで「PCDAを実施」とあります。これは、大きな柱としてビジ

ョンの実現に向けての計画管理という項目が要るのではないかと思われます。

それから、木材等生産機能に関わる施策、このあたりで森林認証の話が必要

ではないか。後ほどこれも個別の項目のところで多少書かれていますが、忘れ

てはならないと思っています。

［事務局］

ただ今の御意見でございますが、個別施策の文言につきましては、第１回か

ら個別施策は100年の計とした項目を、10年の経過で変更することには違和感

を覚えると皆様から御意見をいただいた中で、項目は概ね変更しないというこ

とになっております。文言自体は、それぞれ個別施策が記載されています。Ａ

委員から、ここが大事だという御意見は分科会でもいただいており、今の内容

は個別施策で取り込んでいますので、この後、御確認いただきたいと思ってお

ります。個別施策の文言は、この整理で固まっておりますので、このまま行か

せていただければと思います。御意見をいただいた内容は、取組の中で記載さ

せていただいております。

［会長］

それ以外に、御指摘、御質問等ございますか。

無いようでしたら、議題(1)の施策体系については、担当者からの回答を含

めて、これまでの内容で取り扱わさせていただきたいと思います。

続きまして、(2)個別施策と取組について、18までございますので、３分の

１ずつ、間に休憩を挟みながら、検討させていただければと思います。まず１
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～６まで、事務局から説明をお願いします。

(2) 個別施策と取組について

資料２ 個別施策１～６と取組

［Ｃ委員］

１つ目、個別施策１の取組の①、「Ａ森林経営計画や森林経営管理制度等を

踏まえ」のところで現場から上がってきた声です。測量のデータですが、森林

経営管理制度はこの趣旨と合っていると思います。ただ、森林経営計画で測量

するデータというのは、施業境界を測量するものであって、同じ地主のところ

で施業するにしても、広葉樹の部分を測量から除外することもありますし、岡

崎市森林簿で求められているデータとして、森林経営計画で測量したものは使

いやすいのかどうなのか。ここで言うなら森林経営管理制度だけじゃないのか

なという声が上がってきました。森林経営計画も使えないデータではないとは

思うんです。でも現場では、測るところ、測らないところが細かく分かれると

思うので、その辺はどうなんでしょうかという声が上がりました。

続けて、個別施策２間伐の推進で、2019年度に実施した森林資源解析成果よ

り推定した放置人工林に関しての間伐の目標、指標ということで、それは確か

にそのとおりですが、この資料を読んだときの印象として、2040年に4,358ha

の放置人工林の間伐が終わったとき、全ての間伐が終わり間伐は完了したよう

に読み取れるのですが、おそらく今年間伐した放置人工林が、20年後に、また

さらに間伐を必要とする山になっていく、そういう連続性があると思います。

一昨年に間伐した山が、20年後、30年後にさらにまた間伐を必要とする山とな

っていくと思います。この4,358haをもって間伐は終わりではない。継続して

管理は続いていくということが分かるようにような文章にしたい思いました。

［事務局］

まず、個別施策１について、森林経営管理制度は適合しており、森林経営計

画での測量をどう生かしていくのかにつきまして、分科会の議論の中でも、様

々なデータをまず紐づけて、集積したデータがあるところから、用途に応じて

抽出できるという御意見もあったかと思います。作業的な工数は、費用対効果

の検討も必要という御意見もありましたが、何らかの紐づけて活用していくた

めに並行して管理していくことが大事ではないかという議論でありました。そ

こで、並行しての集積の仕方や紐づけの仕方をどんな形にしていけば効果的か

という点につきましては、現場の方の御意見もいただきながら対応していけれ

ば、と思います。まず、データを紐づけしていき、施業界や地番などが確認で

きるようなものにしていきたいと考えております。そして、来年、再来年に向

けて準備をしていく中で、整理していきたいと思います。

個別施策２については、指標の間伐面積を完了すれば間伐を今後は継続しな

いとも受け取れる記述箇所があるかと思いますので、その後も継続して管理す

る必要があることを記載します。他方、放置人工林を2040年までに解消してい
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くことが緊急の施策であることは間違いないことですので、そのことも同時に

明確な目標として明記したいと思います。

［Ｄ委員］

今の間伐の関係ですが、放置人工林の解消という面で、その数字も分からん

わけではないのですが、参考資料１のほうで、後で説明があるかもしれません

が、この中に、「今岡崎市にある人工林のうち、50～60年生の森林がもっとも

多くなっています」という記述があります。これは主伐ですよね。そういうよ

うな森林がある中で、間伐と言っているだけでその数字を上げても、何か余り

意味がないような気がします。もちろん、放置人工林を解消するという面では、

数値目標も分かりますが、そもそも岡崎市の森林の人工林の現状が、かなりの

部分は主伐期を迎えているにもかかわらず、間伐を推進すると言っているだけ

であっては、Ｃ委員の御意見のように、またこの次に間伐しなきゃいけないの

かもしれませんし、どのような施業をしていくかというのが明確に表れていな

いと思うんです。100年後の姿を見ても、人工林を全体の40％にするというこ

とは、今の現状よりも20％減らさなければいけないという中で、間伐を繰り返

しているだけでは問題解決にはならないと思います。例えば、ほとんど主伐期

に達した森林を間伐する場合は、今の現状では皆伐というのは難しいという現

状は認識していますので、もう少し天然林に誘導していくような施業のやり方

を示すとか、森林所有者の方に理解を得ながら、岡崎市として望ましい森林へ

持っていくような記述も中に入れておく必要があるのかなと思いました。

［事務局］

ただ今の御意見も、分科会の中でいただいているところです。まず、個別施

策２の間伐の推進は、放置されているところから緊急に取り込んでいくという

趣旨です。この目標については、森林経営管理制度の趣旨にもありますので、

進めていくこととしたいと思っています。主伐期を迎えた森林の木材利用につ

いては、今まで過去10年間の施策としては希薄だった個別施策７で、取り組ん

でいきたいと考えております。

天然林化をどのように行っていくのか、また、皆伐という言葉についも、現

行ビジョンにはなかったところから議論が始まっています。皆伐したところは、

その後どんな形がいいのか、個別施策９の緑のダム機能の向上を図るための科

学的知見を収集・検討するモデル林はどういう場所が適正なのか、あるいは、

また、天然林に戻すために皆伐するという議論もありましたが、それらの効果

について、モデル林を造って検証し所有者に提案していくことも、これから取

り組んでいこうと考えております。10年目の見直しとしてＤ委員の御意見も十

分に理解し、今後の組立てを作っていくことを予定しています。

［Ａ委員］

安全の確保の件を、もうちょっと重く強調できないかという感じがします。

ここで示されております「講習会等への参加に対する啓発活動」では足らない
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んじゃないかと思います。現場感覚からしますと、本当に日々、安全の話は、

施業開始から合い言葉でやっています。我々も今、安全教育という言葉は返上

しまして、安全研究会ということで再出発をしているんです。これは単に講習

会で上からガイドラインに従ってお話を聞くというような話とは相当違い、現

場の熟練者、初心者が意見交換をしながら進めていき、安全教育についてのツ

ール、あるいは映像、あるいは言葉だけじゃなくて恐ろしさが本当に伝わって

いくような学び方もあるようですから、あの手この手で、これは相当力を入れ

ないと、明日の林業・森林はないんじゃないか。いつまでも縄文時代と同じこ

とをやっていてはだめじゃないかなと思っています。

行政側が公共事業的に発注なさるときに、安全に関する原価計算、コストの

積み上げも、言葉の上ではやっているよと言われていますが、ここのところは

しっかり加えていただきたいなと思っています。

それから、安全に関わって、林道の話が５ページ、個別施策の５にあるんで

すが、これは特に岡崎市の問題ですが、もう少し林道の作設を市自ら、市施工

の林道整備ということをもうちょっと力を入れていただきたいと思います。

［事務局］

安全については、取組の中で記載させていただいております。それに一番近

いところが森林組合、林業家だと思いますが、今実際に研究会として行ってい

るとお聞きしましたので、記載内容について御意見があれば賜りたいと思いま

すので、よろしくお願いします。

路網については、必要性に応じて適切に対応していきます。安全面について

は、この取組に記載がありますが、他に取り組んだほうがいいということがあ

ればお聞きしたいと思います。何か今、特別に思い付かれることがないようで

したら、また他の機会に聞かせていただければと思います。

［Ａ委員］

またいろいろ御相談します。よろしくお願いします。

［Ｂ委員］

先ほどのＤ委員の御意見にとても共感をしました。間伐の目標はあるけれど、

主伐をどうするのかという目標が一つ不明確なので、その辺はきちんとしてお

かないと、もっとでかくするのか、ばかでかいものばかりなっては手がつかな

くなっちゃうぞというのが一つ、とても気になったことです。個別施策２に具

体的な数字があって、2040年までに間伐完了すると数字的に出ているのですが、

こういうふうにきちんと数値目標を出すのはすごく大事なことで、これが一番

大事なことだと思うんですが、これって見通し的に可能かどうかというところ

がよく分からないんです。今ある事業体だけだと、なかなか難しいなというと

ころがあるかなと思うんです。そうなってくると、目標を達成するのに、間伐

を進める仕組み、例えば間伐に特化した事業体を市のほうで何か考えるとか、

それなりの施策が要るのではないかと思ったんです。今ここでそんなことを言
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っておってもしょうがないですが、方向的にはそんなことはどうかなと思いま

す。

それから、不明瞭な林地境界のことについては、林業クラブはこの計画に沿

って、まず自分たちの持ち山をやろうかなと考えています。自分たちの持ち山

をやると、その周りもやらなきゃならないというふうに進んでいく動きが出て

くると思うんです。これを参考にして動くということが一番いいのかなという

ことなので、目標はできたけれども、自分がＸ歳になったら完成みたいな感じ

の目標になっているのがちょっと気になるので、できるだけ早める必要がある

なということ。

それから、個別施策５の林道の関係です。路網の整備はもちろん大事だと思

うんですが、整備をしただけでは駄目で、適正な管理が行われていないと駄目

なんです。前にもお話ししたと思うんですが、自分の持ち山のところの林道が

適正に管理されていないために、山が崩れちゃったというところがあるんです。

要は、水の処理がきちんとできていない部分があるんです。路網の整備と併せ

て、適正な管理をするということもきちんと位置付けていただきたいなという

こと。

それから、路網を増やしていく一つの作戦として、これも具体的な話なんで

すが、ここに表すものじゃないかもしれないですが。県が治山ダムを造ってく

れたのですが、そのために作業道がどうしても要るんです。造ったんだけど、

それは林道に格上げしてくれるのか、どうするのかと聞いたら、それは埋め戻

して元の山に戻しますと。せっかくできたものがそういう状況になっているの

で、その辺をうまいこと県のほうと相談をしていただけると、かなり低コスト

でやれる部分ができてくるのではないかと思いました。

［事務局］

目標を達成する間伐を進める仕組みの件について、間伐に特化した事業体を

市で検討するとの御意見ですが、個別施策18で林業経営体の正規の総就業者数

５人増という数字も上げ、それに向けて取り組んでいくと整理されているとこ

ろです。

路網の維持管理について、個別施策５取組Ｂ、「既設林道等の整備を促進し

ます」と記載してありますが、既設林道ですので、維持管理のほうが適切だと

愛知県の林務課長からも御指摘をいただいております。維持管理と変更させて

いただきたいと思っております。

［会長］

それでは、これまでのところにつきましては、基本的に文言の修正を取り入

れながら取りまとめさせていただければと思います。

（休 憩 15：18～15：28）
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資料２ 個別施策７～12と取組

［Ｂ副会長］

特に７番のところを担当していましたので、これまで提案していると思いま

すが、木造化をどのぐらい進めるのかという目標が全然示されていません。10

年後にまたこの会議を行った時に、また同じ議論をするような気がします。い

きなり進むとは思っていません。簡単な世界じゃないことはよく理解していま

すが、どこに向かって何を、着実に一歩一歩進めているということを見える化

しないことには、モチベーションを維持できないと思います。それに対して、

今現在何％目標を達成している。例えば、岡崎市内と近隣エリア、愛知県、東

海域までの範囲で、木造化に対して岡崎の森林資源はこれぐらいあるから、ど

れぐらい貢献できるというようなことを記載するべきだと思います。それが難

しいようなら、分科会でも提案したように、数年以内にその目標を立てますと

いうことをここに明記しないといけないと思います。今回書かれている取組を

見ただけでは、全くそれが出てきていないと思います。今すぐ目標が立てられ

ないことは仕方がないので、少なくとも10年後の次の会議のときにこんなこと

を言わなくて済むように、数年以内に目標を検討するということをまずやらな

くてはいけない。そうすると、何をするのかということが明確になってくる。

10年間こんなことをずっとやっていたのでは、あっという間に置いていかれて

しまうと思います。

それから、同じ個別施策７で、地元材活用講習会とはどんな内容でしょうか。

それをたった１回やるということは、一体何に効果があるのか全く見えず、何

のための講習会なのかも分からない。何をするのかは今決められないというこ

とだったら、１年か２年以内にプランニングを早急に立てて、たった１回地元

材の講習会をやって、地元材を利用してくれる機運が生まれたりとか、技術が

手に入るんだったらとっくの昔に行っていることで、月１回程度連続講習会で、

学校を造ろうみたいな様々な取組を他方ではやっていらっしゃるわけで、それ

を岡崎市としてはどうするのかということをここは問われている。こんな中途

半端な書き方はよろしくないのでないかと思います。講習会をやらないんだっ

たら、県にそういうことを要望したほうがよっぽどいいかもしれないと思える

話です。今私は反論で言ったんですが、講習会の実施回数１というのは余りに

もひどいのではないかなと思います。ここの点に関して御検討いただければと

思います。

［事務局］

地元材活用講習会の目的や内容について、記載していないことは申し訳ござ

いません。分科会の中でＢ副会長にもいろいろと御指摘いただいた中、目標が

なかなか立てられないことで、実際の議論として、例えば建築業界に補助金を

出すというような補助金行政もありますが、補助制度が無くなれば進まなくな

り、ならば、例えば建築主事や設計士などの人材に向けて講習会をやっていく
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のが有意義であろうという御意見もいただきました。森林行政側から働きかけ

る必要があるのではないか。有名な建築の先生の講習会を年１回、５年間開催

することを目標としてはどうかという御意見もありましたので、記載させてい

ただいています。内容としては、建築主事向け、設計士にも公開しながら地元

材活用の講習会を年１回開催するのであれば、目的に向かい、効果の検証もで

きると考えて、取組としています。

年１回講習会を開催するだけでは、木材利用は進まないじゃないかと思いま

すので、何か勉強会を、Ａ事業者でも新しい事業を起こされて、岡崎市産材の

住宅を造っていくということを製材、森林組合なども含めて勉強会を行ってい

るというお話も分科会でお伺いしました。そういうものを広げた形で勉強会を

定期的に開催するというのも一つの取組としてあるという御意見もいただいて

います。そのような勉強会を御協力の下、広げて回数も増やしていくことは、

裾野を広げるというところでは必要なのかなと思っております。

［Ｂ副会長］

目標を定めるということを明記してほしい。そうしないと、また10年後に見

た人がまた誤魔化されてしまう。何も取り組んでいなかったことに関して、

「そうなんですか。」から「目標を立てましょう。」とスタートしていかない

といけなくなるので、少なくとも目標を立て、その目標に対して進める計画を

立てたということを10年後には行うために、「目標を立てる」ということを明

記してほしい。

講習会に関しては、書き方を検討していただけるということだったので、世

の中の人の目に触れるもので、公開されるもので、要は、市としても姿勢を見

せるものだと思いますので、ここが実施回数１となっているのは、やっぱりち

ょっとよろしくないから、実際、講習会をやるのか、勉強会をやるのか、何を

やるのかというのは、よくよく詰めたほうがよいと思いますが、今時点での意

気込みというんですか、こんなに控え目にならずに、もっと一生懸命やるんだ

みたいな感じがここに表れるようにしてほしい。「山にお金を返す」ことを姿

勢として、見える化してほしいと思います。

［Ａ委員］

Ｂ副会長の御意見について、全く賛成です。木造化の質的・量的目標がどの

辺にあるのか、それに対してどれだけ供給していけばいいのかという目標は必

要だと思います。実質的に成り立つか成り立たないかという問題はあると思い

ますが、目標がない限り林業者の事業目標の中にも書き込めないわけです。

それから、森林認証のことですが、この制度を取得する事業体に対して市が支

援を実施すると理解しますが、個別事業体で森林認証を取得していくのは容易

ではないと思います。地域ぐるみ、地域的な展開、広がりの中で対応していか

なければならないと思いますので、市も一体的に、提唱者の代表的な一人とし

て、この運動を進めていっていただきたい。単に声掛けと若干の補助金を出す
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というようなことではなくて、岡崎の森林資源の付加価値を大きくしていくた

めの一つの手段として、森林認証制度を真正面から受け止めていただきたいと

思います。

それから、先ほど地元材活用講習会の話がありましたが、ユーザーの側から

見てどうなのかということも必要かと思います。完成した住宅、あるいは木質

内装化を図った住宅の見学会をして、「よかったね」と、「これはとってもい

い結果をもたらした」と「木造化はいいね」というようなユーザー目線の見学

会、意見交換会も行っていただけたらありがたいと思います。

それから、森林の類型みたいな話がさっきありましたが、人工林も針広混交

林も天然林も、CO₂ 吸収源としての大きな機能を持っています。森林組合でも

それで1,000万円ぐらい稼いでおります。そういうことも森づくりの機能類型

の中にちょっと強調していただくと山を管理している人の共通の利益になって

いくのではないかと思います。

［Ｅ委員］

先ほど御指摘もありました、森林認証について推進することはとても大事な

ことだというのは重々承知で、支援もしていただきたいのですが、その一方で、

多くの方が御存じだと思いますが、FSC認証を取得することは難しいことだと

思います。費用面もありますし、森林情報の整備をかなり進めていくことも必

要ですので、岡崎の認証制度みたいなものをつくるというような、FSCよりも

緩和した、岡崎産材がこういうルートでできているという、オカザえもんマー

クと一緒に森林のマークが付いたような仕組みを一緒につくるというようなの

を検討に入れていただくということはいかがでしょうか。

［事務局］

森林認証制度を取るのが困難であることは、承知しております。Ｅ委員から

分科会でいただいた内容だと思いますが、森林認証の枠組みがいいのかどうな

のかという議論もありますが、例えば「SDGsの観点からの表彰制度を検討」と

いう取組が後段にあります。森林認証の簡易的な仕組みで、一つの取組として

はあるのではないかと思います。内容としては、メリットについて山側にもメ

リットが出てくるといったことも探求しながら、何がいいのかを考えていけれ

ばと思っております。

［Ｂ委員］

個別施策７の木材製品の関係です。Ｂ事業者がリードしていますリタウッド

を取り上げてほしいと思います。先ほどの話に出てきました山主に還元をされ

るということが大きなテーマになっているということ、それから、地域の宝を

活かすということ、地元の山主さんが協力してつくっているというような意味

合いから、参考となる事例だと思います。さらに、工務店等いろんな事業体も

協力関係であるので、その仕組みについて紹介できるといいと思います。

個別施策の８、安全に関する取組②の森林整備事業の推進のＢで、「道路沿
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いの森林については」を入れていただいているのは大変ありがたいです。実は

先日、Ａ副会長からナラ枯れの資料をいただき勉強をしています。改めて山を

見直してみると、道路沿いの大きな広葉樹がたくさんあり、それらの一部枯れ

かかって、額田センターからくらがり渓谷まで行く間でも、風が吹けば数年後

には落ちてきそうなところがたくさんあります。「あいち森と緑づくり事業に

より、倒木災害未然防止を推進します」とありますが、待っていると事故が起

きてしまうと思います。今この場で言えるのかどうか分からないですが、市は

何かやってくれないのかなみたいなことを思いました。少なくともどういうと

ころに危険があるのかを、山の管理ということになると我々の会も関わってく

ると思うんですが、具体的にやらなくてはいけないことの洗い出し、どこが危

ないのか辺りをきちんと調べて、ある程度市で対応するというところを含めて

おかないと、事故が起きちゃうなということを切実に思います。ちょっと勘違

いかもしれませんが、以上です。

［事務局］

道路沿いに関する御意見につきましては、県の林務課にも御意見をいただき

ながら、「道路管理者と連携しながら、あいち森と緑づくり事業の推進もしな

がら進めていきます」という書き方をさせていただこうかと思っています。

今年度から市でも、パトロールもしながら未然に防ぐ活動も実際にはやって

いますので、未然に防いでいくことの重要性は承知しております。リタウッド

の件につきましては、取組③のＡ、民間事業体等が進めるプロジェクトの支援

に該当します。リタウッドという良い取組が動いており、先日、イオンにもリ

タウッドを公共用としても使わせていただいたりといったように、活用してい

きたいと思っております。

［Ｄ委員］

個別施策９ですが、適切な森林整備をすれば緑のダム機能を向上させること

ができるというのは、ある程度一定のコンセンサスが得られているとは思いま

す。このような試験データはこれまでにも全国的にも結構あると思いますので、

まずそういったデータを収集していただくのと、記載があるのように地元岡崎

で見える化するようなモデル林を造ることもいいと思います。試験データが過

去にも全国的にも数々あると思うので、そういったデータも収集しながらPRし

ていただきたいです。それから、この文章では「緑のダム機能を向上させるた

めに、モデル林を選定して科学的知見を収集し、効果的な森林整備を検討しま

す」とありますが、もう検討する段階ではなく、もちろんモデル林で得られた

データは活用するべきですが、森林整備は検討の段階ではなくて、「より効果

的な森林整備を推進します」というレベルじゃないと思いますので、修正して

いただきたいと思いました。

［Ｅ委員］

個別施策11は、他の個別施策と兼ね合わせていくべきかとも思っています。
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野生動植物の保護に関して、凍結的保全型の生息地を守ることで守られるタ

イプの生き物と、記載のある例えばギフチョウとかササユリは、ある程度明る

い林のような管理することで守られるタイプの動植物もいると思います。それ

が実際いろんな管理、「森林の適切な管理・保全」と記載されているので、全

く触るなという感じではないニュアンスは伝わるのですが、ここの項目か、あ

るいは15の森づくりの項目か16の情報の整備のところで、森に入った市民が、

指標生物調査という簡単な、いい環境を指標する生き物を市民に探してもらう

取組を、森の整備に関する効果検証的なモニタリングも市として推進しますと

いう形で入れていただきたいと思います。ハードウエア的にフィールドを管理

するのであれば、この個別施策ではないかもしれませんが、「生き物に関する

モニタリング調査を市民参画型で取り組む」ということを検討いただくことは

可能でしょうか。

［事務局］

野生動植物の保護については、目標の指標が岡崎市版レッドデータリストの

改訂を環境政策課で進めていくことになっております。改訂自体は、これから

議論を進めていていく中で御意見を検討していければと思います。今年度は、

新型コロナウイルスの関係で改訂が１年延びるとのことです。

［事務局］

個別施策７に戻らせていただきます。もう一回まとめさせていただきたいと

思うのは講習会の部分についてです。Ｂ副会長の御意見を受けて、修正してい

ければと思っています。中長期的に、どんな目標の立て方が良いかというのは、

現状としてなかなか難しいところではありますが、森林施業・森林経営計画に

関わる施策の個別施策では、2040年、2110年と数値目標として定めております

ので、どういう形が目標として適切なのかを含め、中長期的に、2025年までに

地域商社が活動していく中で流通が作られるのかなど、先ほどの岡崎市版森林

簿がある程度安定し、全体として追加項目などを精査してくるというところも

踏まえると、例えば2025年を目途に、何らかの目標を設定するというのを上げ

させていただくというように考えさせていただこうかと思います。

［会長］

ただいまの回答も含めて、個別施策７～12については取りまとめを御承認い

ただけるものと考えます。

資料２ 個別施策13～18と取組

［Ａ委員］

個別施策18について、１つ、かなりポイントになると思うんですが、定年退

職者、現役で森林地域以外のところで働いていた、定年になって職を離れて、

あるいは居住地も離れて中山間地域に戻ってきたという人に今さら山に入って

汗をかいてくれというのはなかなか難しいかと思います。このため、オーナー
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意識、経営の意識を持ってもらう、または持たせるというか、帰郷者、ふるさ

とに帰ってきた定年退職者、彼らが今、手に余るから山を手放すとか、山の管

理に全く思いが向いていない。この方々の啓発、あるいはお互いのミーティン

グのようなもの、あるいは定年退職者向けの林業クラブといった団体が必要で

はないでしょうか。これは、かなりエアポケットになっていると思います。私

の周辺でも、山を持て余して売り払った人が結構います。彼らは村にいれば相

当なパワーになった人たちですが、彼らの選択が地域にとって、緑を守ること

については非常に残念な形になっております。

それから、フォレストワーカー、森林組合だとか森林事業体にいて林業の作

業に従事している人たちは、必ずしも森林の所有者ではない。彼らの思いとパ

ワーを森林所有という形に結実させたい気もいたしております。森林組合の仕

事かもしれませんけれども、終わればまた地域を離れるのではなくて、森林の

責任あるオーナーとして定着をしてもらえるといいということを思っておりま

す。

［Ｃ委員］

３つあります。小さいものが２つと大きいのが１つです。

１つ目、小さいのが、個別施策14の冒頭の２行です。「森林に関心のある、

または、関係のある人々に対して」というところが、印象が弱いと思います。

市民全員に関係があることなので、「関係のある人々」ではなく、人々はみん

な関係があるというところ、文言を変えていただきたい。

学校教育の施策で、取組Ａに期待するものが入っていると思いますが、岡崎

市は人口はとても多いので、全員に満遍なく理解していただくというのは難し

いし時間がかかると思います。これから大人になる子どもたちに環境教育、山

のことを学んでほしいと思いますので、是非学校教育に組み込んでほしいとい

う思いがあります。

もう１つ、小さいことかもしれないですが、個別施策15の取組Ｂは、分かり

やすい文章に変えたほうがいいと思いました。

最後は、個別施策18です。これまでの意見は取組の中に入れていただいてい

ると思うのですが、新規に就労してくれる方をいろいろ「商工会議所・ハロー

ワーク等と連携して」とか、「兼業・副業、プロボノ・パラレルキャリアな

ど」となっていますが、本当に現場でその人たちが働けるとなるまでには、結

構大きいハードルがあると思います。安全面でも技術面でも、道具をそろえる

資金の面でも、事業体に負担がかかるところです。このハードルを越えるとき

が一番大変なので、何かしら支援はしてほしくて、ここにも「支援します」と

書いてくださっているんですが、本当に支援してほしいと思っているので、強

く言っておこうと思いました。

特に今、半農半林でどっちも余り軌道に乗っていない、林業もまだ一人前の

技術は身につけられていない、どっちもアルバイト程度いう人材がいて、彼は
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ここに書いてあるモデルになるようなケースだと思います。実際は、道具はチ

ェンソーは貸していて、そのバーを誤って破損などした時は、バーの5,000円、

8,000円という代金を彼の１万数千円の日当から天引きされてしまう。まして

怪我をしたら、数週間、１か月と仕事ができなくなる。理想的な新しい働き方

のモデルだと思いますが、実際のところは厳しい。独り暮らしなら何とかなる

けど、家族がいたら厳しいのが現実なので、資金面の支援も必要だと思います。

森林アカデミーなどで初歩的な技術を学ばせて、ある程度安全面での技術を確

保した段階で現場に入ることができるというのがとても大事になると思います。

今の仕組みのままでは、支援にも限りがあると思い、新しい何か分からないけ

ど、法制度や林業学校などできたら本当に素晴らしいと思います。何か一つ大

きく変えなきゃいけないところなんだろうなと思います。

あともう１つ、取組の目標数値で５増というのは、私からすると少ないんじ

ゃないかなと思います。10年かけて５人増えて、そのうちの５人が40代だった

りしたら厳しいと思うので、もうちょっと強気でいいんじゃないかなと思いま

す。

［Ｂ委員］

簡単に言います。３つお願いします。

個別施策13、①鳥獣被害対策のＡに「目標個体数の維持」とありますが、目

標個体数が示されていません。捕獲の個体数じゃなくて、岡崎市内にどれだけ

棲むのが適切かというのが目標個体数だと思うのですが、それをどこかに示し

てもらうと、そこに向かっているなというのが分かると思います。大体この20

年で愛知県は10倍ぐらいに増えているという話を聞いていますので、下の目標

を見ると、2022年にイノシシが5,000頭。捕獲できればいいが、毎年目標は大

体2,500頭ぐらいじゃないかなと思います。自分は狩猟免許を持っているので

そういう情報は入ってきて、イノシシは大体1,500頭ぐらいしか捕獲されてい

ない。だから、5,000頭捕獲するというのは全然無理な話かなと思います。こ

の辺、もうちょっと考えたほうがいい。

資料１の施策体系の本市の森林・林業の現状の上から３つ目、「イノシシや

ニホンジカによる食害等が発生している」と書いてありますが、シカが苗を食

っちゃうのは分かるが、イノシシが林業に被害をどう及ぼしているのかという

のは、よく理解していないです。農林業ということになると、イノシシがとて

も大きな被害を及ぼしています。シカは苗を食べちゃいます。それから、苗を

食べちゃうというのはウサギが大きいかなと思うので、森林被害対策というこ

とについてイノシシがあるのは、よく理解できないということです。

２つ目、個別施策14、個別施策10に教育林という言葉が出てきます。ここの

整備計画がここに出てくるのかと思ったけど、それについての記述がないので

すが、どこかに入れたほうがいいのかなと思います。２つ方向があると思うん

です。例えば間伐体験をするような取組、それから、天使の森みたいに、こう
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するといいよみたいな教育的なところとか、いろいろあると思うんです。いず

れにしても何らかの整備計画みたいなのがちらっと、教育林という言葉を出す

のであれば要るのかなと思いました。

それから、個別施策16、これはどうでもいいことかなと思うんですが、いろ

んな情報を整備、発信するわけですが、森林所有者、担い手向けの情報です。

森林所有者も担い手も高齢者が多いので、これからデジタル化を推進していか

なきゃいけないのは分かります。インターネットをもっと使っていくべきだと

思うんですが、現状まだ無理なので、もうちょっとアナログの部分も使ったほ

うがいいのではないか。例えば、死亡手続の案内一覧に掲載するのはいいんで

すが、もっと広く、町内会などの組織も使って、回覧板とかチラシとかいうも

ののほうが効果的かなと思います。そういうものをもっともっと活用してはと

思いました。

以上、３点です。

［Ｅ委員］

個別施策15で企業の空間利用の件ですが、他府県でもされている、例えばネ

ーミングライツ。ここは○○企業の森といって、地元の方と一緒に活動をする

企業が現れた場合に、道路で言えばアダプトプログラムというのがある区域は

清掃をやりますという企業の看板が出ているというようなのが、もし検討の余

地があれば是非、企業にとってもプラスの面があると思うので、御検討いただ

きたい。

あと、先ほどＣ委員からも御意見があった個別施策18は、すごく重要だと思

っていて、財政のこととかよく分かっていないので恐縮ですが、昔和歌山県で

緑の雇用制度をやったような、森林管理とか山村地域に関わってもらう人の雇

用制度を何か導入、森林課の枠を超えるかもしれないですけど、御検討いただ

くのはどうかなと思います。

今、グリーンインフラという言葉を、国土交通省などが好んでいるようなの

で、森に入って整備していただける方は、上流側の緑のインフラを整備してく

れているエンジニアですので、グリーンインフラエンジニア雇用といったよう

な大きな枠で、額田地区で雇用される人を思い切り増やすような施策を市で打

っていただけないか。これは提案ですが、そんな視野で是非検討していただき

たいと思います。

［事務局］

まず、Ａ委員からいただいた高齢者だとか定年退職者について、分科会で御

意見を伺っておりましたので、個別施策18取組①のＣで、若者も、中高年の就

労、元気なまだまだ動ける方が移住、就労するということも受けて取り組んで

いきたいと考えております。

Ｃ委員から、個別施策14の冒頭の書き方について御意見いただきました。当

初、「森林に関心のある市民」という書き方とさせていただいておりました。
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岡崎の森林に心を寄せる人は市の人とは限らず、安城とか高浜といった他の市

からも森林ボランティアとして来ていただいていることから、市民に限らず関

係のある人々という書き方をさせていただいた経緯がありました。ただ、今こ

れを読むと、市民全員が関わることが薄れている部分もあるのではと思います

ので、書き方については、再度検討したいと思います。

個別施策15の取組Ｂにつきましては、サウンディング型というのは何、とい

うことはあると思います。ここに限らず、専門用語などが出てきています。こ

ういう用語については、前回の10年前にも難しい言葉についての解説の資料集

で説明しておりますので、書き方と合わせて対応していきます。

個別施策18のフルタイム雇用が対象の緑の雇用については、いろんな補助制

度もありますが、フルタイムで働かない人では、何もフォローアップがないと

いう御意見もいただいておりますで、取組①のＢ「小規模林業モデルの検討」

や「半林半Ｘといった他の仕事と組み合わせた働き方の支援を行います」の中

で、国・県の施策として漏れているところを、何らか支援していくことを明文

化した経緯があります。

最後にもう１つ、５増では少ないのではないか、ということでしたが、ここ

に５増と上げさせていただいているのは、正規雇用、フルタイムで正職員とし

て上がっている部分を、経営体で５増とさせていただこうと考えています。例

えば、パートタイマーや期間従業員の方などを対象とする場合には、取組に半

林半Ｘと書かせていただき、取り組んでいきますが、指標として把握できると

ころを求めたときに、正規職員でないと集計が難しいと考え、正規職員のみと

しています。当然、５増にプラスとして、パートタイマーや東北の秋田、岩手

から出稼ぎで来ている方が、この１～２年で一気に状況が変わって、全然働き

手がいないという話も聞いており、喫緊の課題として対応が必要だと認識して

おります。岡崎市も中山間政策課の設立を予定しているので、移住施策と併せ

て組み立てることを考え、Ｂ・Ｃ・Ｄの取組に示していることを御承知おきい

ただければと思っております。

Ｂ委員の御指摘にありました鳥獣の目標値、個体数ですが、農務課が管轄し

ております鳥獣害の計画でそれぞれの数値を示しています。数値の読み方で、

単年度で5,000頭ではなく、計画と合わせて累計の数値を記載させていただい

ております。イノシシ2,500頭、2,500頭、ニホンジカは1,000頭、1,000頭で、

2022年では累計で上げさせていただいております。

市有林・教育林については、個別施策14でのフィールドであるとか、個別施

策10で作成していく計画で方向性を決めていくことで、整理し、計画を作成し

ていきます。

あと、回覧板などによるインターネットが不得手な部分についてのフォロー

については、現状でもそれぞれ森林経営管理制度の運用でも個別に紙面で対応

していることを踏まえ、内容として検討していこうと思います。
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Ｅ委員からいただいた個別施策15のネーミングにつきましては、海上の森に

もそういう例があるということは承知しております。企業もSDGsで今後、活動

が活発になることも予想されますので、ニーズを把握し提供していければと思

っております。

個別施策18の緑の雇用につきましては、先ほどＣ委員の御意見のところでお

話をさせていただきましたとおり、緑の雇用以外の何らかの取組や組み立ては、

少なくとも考えていこうと思っております。現状の施策としても、森林整備人

材育成事業で、間伐体験から有償ボランティアぐらいまでの講座は、市独自の

講座としております。そこからセミプロ、プロ、半林半Ｘと段階を追ってとい

くことが、今、愛知県としては欠落していると思っておりますので、愛知県の

新城での講習に参加するか、それとも岐阜のアカデミーを受講するかといった、

何が一番いいのかという点については、検討しながら進めていければと思って

おります。移住施策も含めて、岡崎市の特徴として移住せずとも街から通える

ことが一つの売りになるという点については、分科会の中でもＡ委員の御発言

から森林組合ではそういう人も多いと伺っておりますので、今後、検討してい

ければと思っております。

［会長］

ありがとうございました。委員の皆様には、川上側と川中・川下側に分かれ

ての分科会を11月から12月にかけてそれぞれ２回ずつ、熱心に御協議していた

だき、それらの協議内容を事務局で取りまとめてくださったわけです。今日は

活発な御意見を頂戴いたしまして、ありがとうございました。修正した内容に

ついて、いろいろと御意見を出し合っていただきましたので、最終的な取りま

とめをしていただくということでよろしいでしょうか。

［Ａ副会長］

全体的なことを申し上げたいと思います。資料１に戻りますが、資料１を個

別ばらばらにしたのが資料２だと思いますので、資料１についてもう一度根本

に立ち返ったほうがいいと思うんです。今、教育とか情報発信とか、そういう

部分について議論があったわけですが、一体何を教育するのかとか、どんな情

報を誰に対して発信するのかとか、そういう部分は全然書かれていないし、議

論もされていない、意見も出てこないように思うんです。

それで、一番大事なのは、基本方針という真ん中に書いてある三角形だと思

います。ここにいらっしゃる皆さんに共有していただきたいことは、私たちが

目指しているのは岡崎らしい森林であって、それはめぐみ・うるおい・やすら

ぎを備えている森林だということですよね。現状の岡崎の森林は、めぐみもな

ければ、うるおいもなければ、やすらぎもないような森林になっていく方向に

向かっているということだと思います。それは、10年前もそうだったし、今も

それは何も変わっていないというのがこの議論の出発点なんです。そのことが、

農山村地域にいる人には分かっているし、ここにいらっしゃる意識の高い方々
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にも分かっているとは思うんですけれども、残念ながら圧倒的多数の岡崎市民

は全然ご存じないと思うんです。だから、コンセンサスが得られているという

ような発言も今日あったんですが、全くコンセンサスは得られていないんです。

全くコンセンサスが得られていないことを私たちがやらなきゃいけないという

観点で、教育とか、情報発信に取り組まなきゃいけないという状況に置かれて

いるということを、是非皆さんちょっと立ち返って考えていただきたいと思い

ます。

めぐみ・うるおい・やすらぎを取り戻すための手段は様々あって、様々な手

段を講じなきゃいけないんですけれども、その基礎となり土台となるものがこ

ういうものだというのを今回議論してきたと思いますので、その基礎と土台の

上に立って、一体何ができるのかということを幅広く考えるというのが基本だ

ろうと思います。その基本から外れたことばかりやっていると、一番大事なこ

とが達成できるのかどうか、非常に心配になるというふうに今日の話を聞いて

いて思った次第です。森林整備ビジョンが全体として総花的でばらばらなもの

が羅列されているだけというものになると、やっぱりよくないと思います。そ

こら辺を最後のまとめのときに是非真剣に御検討いただきたいというのが私か

らの希望ということになります。

以上でございます。

［会長］

ありがとうございました。Ａ副会長から重要な御指摘を頂戴しました。今度

の３月９日は、最後の具体的な検討の場になろうかと思います。そのときには

今のＡ副会長からの御指摘も踏まえて、いろいろな御意見をより深く交わし合

えるような場にできればと思います。今日の会合をより有意義なものにする意

味で、あと１か月ないですが、よくよく立ち返っての御検討をよろしくお願い

したいと思います。

それでは、事務局のほうから御提出いただいた(1)と(2)については、今日の

御意見を踏まえて事務局で取りまとめさせていただくということにしたいと思

いますが、よろしいでしょうか。

〔異議なし〕

［会長］

御異論は無いと受け止めまして、取りまとめをさせていただきたいと思いま

す。

(3) その他

矢作川流域圏懇談会について、概要等の説明
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７ 連絡事項

第５回森づくり協議会の会議録について、字句、数字、その他整理を要する

ものにつきましては、会長に一任することで対応させていただく。

次回の開催日は、令和３年３月９日（火曜日）午後の開催を予定


