
- 1 -

第６回岡崎市森づくり協議会 会議録

１ 開催日時 令和３年３月９日（火）午後２時～午後３時30分

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

今泉 三恵子、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

鈴木伸彦 愛知県西三河農林水産事務所 林務課長

(3) 事務局

経済振興部長 植山 論、森林課長 畔栁 久司、森林課副課長 水越 鉄也

森林課主任主査 板坂 英幸、森林課主任主査 今泉 英敏

４ 傍聴者 ２名

５ 議題

ビジョン改訂（案）の最終確認について

６ 議事要旨

［事務局］

第１章、第２章を説明

［Ａ副会長］

３点あります。まず、追加で配付された修正後の資料12ページ、冊子では 13ページの

矢作川流域の森林の歴史の修正の件です。この修正は必要ですが、修正後の 12ページの

説明文の５行のうち、４行目の「1965年（昭和40年）以降は」という部分について、私

の認識では、1965年（昭和40年）が何かターニングポイントとなって面積が増加したと

いう事実はないと思います。この昭和40年というのはちょうど拡大造林期に当たってい

て、拡大造林というのは広葉樹林を伐採して針葉樹林を植林することであって、森林面

積が増加したわけではないので、「 1965年（昭和 40年）以降は」を削除したほうがよい

のではないかと思います。

続いて、 39ページに「病害虫被害」という項目があります。私がこれまでいろいろ見

聞きしてきたところでは、「病害虫被害」ではなく「病虫害被害」が一般的で、「病害

虫」という言葉を余り聞いたことがありません。「病害虫」という言葉は使わず、「病
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虫害」が一般的だと思います。細かいことですが、御検討いただきたいと思います。

最後に、追加で配付された資料の 49ページ、冊子では50ページの考え方の修正につい

てです。「岡崎らしい森林」を目指す姿と書き換えるという御提案ですが、そうだとす

ると、第３章の例えば51、 52、 53ページにおいても「岡崎の森林」という言葉を「岡崎

らしい森林 」に直さな ければいけな いのではないかと考えます。つまり、「岡崎の 森

林」と「岡崎の森」という言葉が、 51ページから 53ページに残っているので、これを全

部変えないと整合性がとれないのではないかと思います。御検討いただければと思いま

す。以上、３点です。

［事務局］

全て御提案のとおり、直させていただきたいと思います。

まず、１点目、矢作川流域の森林の歴史について、「昭和40年以降は、流域全体の山

林面積が増 加しました 。」という事 実自体が確認できないので、修正するとしたら 、

「その後、スギやアカマツ等の針葉樹が植栽されました。」で結ぶのが正しい記載でし

ょうか。

［Ａ副会長］

明治、大正から昭和の初期にかけて増加したとことがおそらく歴史的に正しいと思い

ます。詳細に記載しなくても、「植栽され、増加しました。」でも良いと思ったので、

単に「1965年（昭和40年）以降は、」を削除さえすれば間違いではないのではないかと

思いました。

この下の図では、森林面積が増加したというのは、黄色い部分がなくなったという意

味で理解できると思いますが、実は、黄色い部分がなくなっただけではなくて、都市化

が進んで大分森林面積が減った部分も一方ではあります。黄色い部分がなくなったとい

うことは事実として言えると思います。一方で、都市化によって一部の森林が住宅開発

されて森林ではなくなったということも歴史的にはあると思います。

［事務局］

「植栽され、流域全体の山林面積が増加しました。」という形に修正させていただき

たいと思います。

２つ目の「病害虫」について、前回のビジョンの項目でも「病虫害」とした記載があ

りますので、修正させていただきます。

最後の御指摘ですが、第３章以降、御指摘のとおり、「岡崎の森」になっているとこ

ろを、ピラミッドの上の「岡崎らしい森林」に合わせて、全て変更していきたいと思っ

ています。本日までに、資料の修正が間に合わなかったので、口頭で説明をさせていた

だきましたが、全部修正したいと思います。

［Ａ委員］

ただ今、御説明がありました追加配付資料の12ページの図について、現行の森林整備

ビジョンでは、この図に岡崎市の位置が黒い線で囲まれていて、この図の示す縮尺や黄

色い部分がどのあたりなのかというのが分かるのですが、改訂案では、岡崎市の位置を

示す枠線がなくなっているので、言葉だけだと矢作川流域がどこにあるのかが分かりに
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くいので、岡崎市の位置を示す枠線を記載するのが良いと思います。

［事務局］

技術的にも対応可能ですので、修正させていただきたいと思います。

［Ｂ委員］

３ページの位置付け、総合計画との関係性のところで、とても分かりやすいのですが、

もう１つ、森づくり基本条例が岡崎に要るのではないかなと思っております。これは、

岡崎市における 100年後に向けて、いろいろなビジョンでうたっている様な、持続的な

森づくり、整備、管理、承継というようないろんな要素があるんですが、これを市と市

民の約束事としてうたうようなものが要るんじゃないか。岡崎市は、岡崎と日本と地球

の持続可能性を実現するために、自らを縛っていくという憲法の様な、規範としての条

例が必要ではないかな、と思います。市民の立場から森づくりを自分のこととして考え

て、岡崎市内の森づくりに何らかの格好、いろいろな形があると思いますが、参画・参

加していくという、一つの道筋と言いますか、スローガンを標榜する基本条例が要るの

ではないかと思います。これはビジョンを真に実現していく、効果を表しめる一つの道

具立てかなと思います。

条例というのは、憲法あるいは地方自治法で法律に抵触しない限り作って良いとされ

ています。地域の個性だとか特色をそこに投影することが許されるんです。岡崎という

のは、大都市の中に森があって、それが岡崎にとって将来なくてはならない要素になっ

ている。ここでうたい上げる価値のあることだろうと思います。

高知県梼原町の森づくり基本条例は、ものすごくいいんです。コピーを用意したので、

事務局は、配っていただいていいですか。

梼原町は、四万十川の流域で小さな町のようです。私は行ったことはありませんが、

この町が目指す森づくりの理念と基本方向を条例によって明らかにして、将来にわたっ

て豊かな森林の維持と住みやすいまちづくりを進めるんだということを標榜しています。

森本来が持っている機能の高度な発揮、林業の持続的な発展を車の両輪で訴えている。

そして、そのために町当局の責務、事業者の努力、町民の役割を網羅しております。単

に生産林、経済林としての林業だけではなくて、森林生態系の保全まで視野に入れた、

良い条例だと思っています。具体的なことは余り書いてありません。ここでは森づくり

会議を作ることをうたっていますので、そういうところでどんどん詰めていってもらう

という陣立てになっているのではないかと思います。

今からではうたえないかもしれませんが、これからの課題として、森づくり会議も続

いていくようですから、そじょうに載せていただけるとありがたいなと思っております。

本来ならば、ここでそういうことを考えるんだとうたい込んでほしいのですが、今さら

なかなか御事情がいろいろあるでしょうから無理だとは思うのですが、是非、今後御検

討をいただきたいなと思います。

［会長］

前回の協議会でも、Ｂ委員から同様の趣旨で御意見が出されました。私も 40年程前に、

ドイツのある地域で市民が自分たちのまちの森づくりを本当に誇りに思っている姿に触
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れて、岡崎としても岡崎らしい森林づくりを始めようというときには、同じ様な姿勢、

意気込みはとても重要だと感じ、共鳴するところは非常に大きいと思います。

［事務局］

御意見の意図は理解できますので、条例制定については事務局で預からせていただき

たいと思います。森林整備ビジョンを策定する根拠としての条例という考え方もあり、

過去の例を鑑み、今後、内部で議論をさせていただきたいと思います。

［Ｂ委員］

岡崎市は、環境面だとか生活面、非常に果敢に先取り的にいろんな個性ある条例を今

まで作ってきておられます。是非、森の面でもチャレンジをしていただくとありがたい

なと思います。

［会長］

それでは、第１章、第２章については、ただ今の取りまとめの内容で確認としたいと

思います。

［事務局］

第３章、第４章を説明

［Ｂ委員］

言わば、百科全書的に目配りのできたビジョンになるかと思うのですが、それだけに、

このビジョンを評価づけていくようなメニューがこれから必要になるだろうなと思いま

す。それは進行管理の箇所に記載されていると思うのですが、もう１つ、社会的な評価

として森林認証を是非、積極的に導入していく必要があると思います。65ページと66ペ

ージに森林認証のことをうたっていただいています。とてもありがたいと思いますが、

ただこの記載が、「森林認証等を取得する事業体等に対して、支援を実施します」とな

っています。市は、支援という立場以上のものはないんでしょうか。この認証を取得す

るに当たって、今のシステムは良くないとは思いますが、非常に難しいことです。小さ

な事業体が市内にたくさんありますが、それら個々に取得するのは至難の技であろうと

思います。ある地域だけで取得していくというのも難しい。となるならば、岡崎市全体

として行政も地域も事業体も、皆で協働してこの取得を検討していくという協議が必要

ではないかと思います。その協議を始めるという記載にしていただくとありがたいと思

っております。

先ほど冒頭で申しましたように、このビジョンの評価というのはどこでなされていく

か。持続可能な良い森ができていくという結果を誰がどこで評価するかということです。

森の健康診断を５年に１度是非行ってほしいと思うのですが、もう１つ、生態学的な視

点を相当入れた森林認証制度も、是非協議を検討していただきたいと思います。

豊田市では、行政が参画していました。東京オリンピック会場の資材として軒材を出

荷するために、あえて認証を取得したのですが、調べてみると、もう今は外れています。

SGECに加入していたのですが、既に脱退しています。いろいろ聞いてみると、財政か行

政改革部局から働きがあって、脱退するように指示があり脱退したようです。今がチャ

ンスなんです。豊田市が脱退した。県内で岡崎がナンバーワンだというチャンスであり
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ます。

これは、費用対効果で考えるとなかなか厳しいところがあるかと思いますが、今後へ

の布石として、是非、岡崎を日本中に宣伝するという意味合いからも取り組んでいただ

きたいと思います。

アジア大会でスタジアムを建設すると言われています。新しい愛知県体育館はおそら

く国立競技場に倣ってかなり地域材、認証材を使うという動きが出てくると思いますの

で、是非、その辺も含めながら御配慮いただけたらありがたいと思います。

［事務局］

森林認証について、御説明をさせていただきます。これまでの協議会、分科会で皆様

に議論をしていただいた内容に基づき、66ページに記載の個別施策７の取組④のＣは、

「森林認証制度を取得する事業体等に対して、支援を実施します。」と記載しておりま

す。こちらについては、現状の森林整備ビジョンでも森林認証を推進するとの記載をし

ています。ただ、なかなか難しいシステムだということもあり、進んでいないのが現状

です。このため、65ページに記載があるようにトレーサビリティシステムの構築を進め

ていきます。その中で、サプライチェーンの構築をしていかなければなりません。取組

②のＢに記載させていただいておりますが、森林認証を取得する意味は、サプライチェ

ーンをどの様に構築するのか、トレーサビリティのシステムを導入することは、森林認

証も同様なマネジメントシステムを構築しなければならないので、その必要性を検討し

ていく中で、森林認証制度導入等もこれから必要になってくると思っております。先ほ

ど例に出ました、県も新しく建築するというニュースという内容も踏まえ、必要なのか

どうか、範囲はどこまで取り扱うのが一番経済的に良いのかということなどについて、

検討しなければいけないことを個別施策７のこれまでの議論の中で、協議していただい

たと思います。システムや運用をどう扱っていくのが良いか検討する中で、森林認証制

度も、 FSCが良いのか、違う森林認証が良いのかという議論あると思います。そして、

実際の運用としては、サプライチェーンの事業主体が認証を受けることになりますので、

「支援」を実施するという記載としています。これから取組がスタートしますので、こ

れらを総合的に勉強していきたいと思っております。

［Ｂ委員］

言われたことは分かります。分かりますけども、表現として「支援を実施します」と

いうのは不満ですから、直してほしい。

市も加わって共に地域や事業体と考えていく。これは何か上から目線で、動けば手を

差し伸べてやるぞというふうに受け取れます。市もその主体の一人だということで考え

ていただきたい。浜松市、掛川市、富士市では、正にそれでスタートしている。協議会

を市が引っ張っている。引っ張るという言葉はなかなか難しいでしょうけど、考える仲

間として自分も加わるんだという姿勢を鮮明にしていただきたいと思います。

［会長］

姿勢を改善していくということでしょうか。

［Ｂ委員］



- 6 -

もう少し、何と言うんですか、支援を実施するというより、もうちょっと主体性を持

った姿勢が出ないかなと。まあ、いいです。また進行過程の中でいろいろ議論になるで

しょうから。

［事務局］

当然、そういうところには踏み込んでいかなければいけないと認識をしていることは

間違いないと思います。何かいい表現があれば考えたいと思います。もう一歩というと

ころで、何かいい表現があればお伺いしたいところですが、どうでしょうか。

［Ｂ委員］

この間、案を申し上げたはずですけどね。まあ、いいです。

［会長］

この場でなかなか暗礁に乗り上げると大変で難しいことになろうかと思いますので、

できるだけ前向きな方向で、市の側と民間とが力を寄せ合って努力を傾けていこうとい

う方向で、いろいろ知恵を出し合おうという御提案と受け止めて、まとめさせていただ

きたいと思います。

第３章と第４章の個別施策と取組については、この内容で確認したいと思います。

［事務局］

第５章、参考資料を説明

［Ａ副会長］

参考資料の図ですが、参考－５に放置人工林を含む地番という図面があります。正直、

この図は極めて分かりにくいと思います。この図を見て、放置人工林を含む地番という

のは一体どこかというのが、全然イメージできない図になっていると思います。参考－

３の相対幹距分布図も同じです。

改善提案として、参考－３の図は、スギ・ヒノキの森林だけに対する図なので、スギ

・ヒノキの森林でない部分を全部白にしては、と思います。スギ・ヒノキの森林でない

場所に色がついていることよって、肝心の一番大事な情報が不明瞭になってしまってい

るように感じます。

参考－２の樹種区分図もですが、樹種区分図というのは森林に対してだけの図であっ

て、都市部は関係ないわけだから、本来、都市部に色がついているはずがないんですが、

都市部にも色がついているのでよく分からなくなっている。全ての図で、無関係のとこ

ろに、他の色をつけないでほしいと思います。

［Ｃ委員］

第４章の取組に当たるものが、こちらでいうと取組内容という理解でいいですね。そ

れで、窓口に当たるものが主な担当課ということだと思いますが、一般の人が見るもの

なので、窓口というとその政策をリードするところというイメージとちょっと違うもの

なので、ちょっと弱いかなと思ったんです。分かるには分かるんですが。結局、今の担

当課は全部森林課なので、森林課がリードしてやるということで、前の窓口という言い

方と主な担当課という言い方がちょっとごちゃごちゃしていると思いました。要は、取

組というものは、いわゆる公約に当たるものなので、それを実行することに対して、見
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る人が思うのは、いつごろやるんだろう、いつまでにやるんだろうといところが一番気

になると思いますが、それは前に戻って目標を見れば分かるという仕組みになっている

ことが、ちょっと難しいと思いました。

資料ですが、例えば、参考－14にはいろいろな言葉が記載されています。「フォワー

ダ」は、グラップルがなくてもフォワーダではないか、など言葉の説明が妥当なのか、

もう１回しっかり検討したほうが良いと思いました。

例えば、「搬出」は、「林内から玉切り等の作業を行うことができる場所まで、伐採

した木を運び出すこと。」、つまり玉切りをして搬出することは、搬出ではないという

ことですね。一般的には、玉切りしてから搬出すると思います。「ペレット」について

も、これは木質ペレットのことだと思いますが、この記載で良いのか、と思います。細

かいことでいろいるな疑問があります。「保安林」に関してですが、保安というのは防

災ということで、前のほうで保安林の説明のところでは、土砂災害云々のことがたくさ

ん詳しく書いてあるんですが、ここの保安林の説明には、防災ということが記載されて

いないのでどうなのか、など参考にしてもらえたらと思います。

［Ａ副会長］

個別施策の９番の緑のダム機能の向上がありますが、これが 87ページの図、68ページ

でもそうですが、2040年から実施というふうに書いてあります。2040年というと今から

20年後ですが、20年後から始める計画になっているというのはおかしのではないのかと

思います。間違いなのか、もっと早く始めないと全然施策にならないという気がします。

20年間待っている理由は、どういうところにあるのでしょうか。

［事務局］

まず、Ａ副会長からいただいた参考－２、参考－３の地図のことについて、パスコ様

に伺います。航空写真が入って色がついているので、先ほどのデータがないところを白

にすることは、技術的に可能ということで問題ないですか。

［パスコ］

はい。

［事務局］

白色を出すことは、改良ができますので、対応させていただこうと思います。

２つ目、Ｃ委員からいただいた内容につきまして、御指摘分は、現行のビジョンをそ

のまま採用しているところがほとんどです。適さない箇所がもしあるのであれば、御指

摘いただきながら確認して対応していこうと思います。気がついたところは、修正して

いますが、明らかに違うなど、事務局が分かりかねる部分の御指摘をお願いいたします。

新しい言葉については、今回、新規で事務局が追加させていただきましたが、既存の部

分は確認して、ほぼ変更していません。決定的に違う、あるいは、修正が必要という御

意見があれば、協議会が終わった後でも御指摘いただければ、修正していきます。事務

局も再度、確認させていただきます。

最後に、Ａ副会長にいただいた87ページの緑のダムについては、見比べていただいて

も、2020年から開始であり、2040年から開始予定ではないので、記載については調整さ
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せていただきます。

［Ｄ委員］

修正ではないのですが、私の思いを発言させていただきたいと思います。

岡崎市の森林・林業の現状と課題という項目の中で、23ページに森林の蓄積とありま

す。次に、森林の公益的機能があってそれらが記載されているのですが、木材等生産機

能がありません。森林の公益的機能の中に、物質生産機能があります、これは木材等生

産機能と違う言い方だと思います。木材等生産機能について、 32ページの林産物生産に

記載があって、そこには素材生産量として2018年で１万m3とある。また、23ページに戻

って蓄積では、森林の蓄積が、人工林と天然林を合わせれば458万 m3、人工林だけでも3

23万 m3ぐらいある。言ってみれば岡崎市の森林として320万 m3以上ある中で、毎年１万m

3しか素材生産がなされていないということが分かります。

岡崎市の森林を整備していくには、林業・木材産業の振興が非常に大切なことで、そ

うするためのビジョンになっていて、網羅的に理解されているとは思いますが、一般の

市民の人が見たときに、どう感じるでしょうか。資料に整合性が取れていて、いろいろ

な施策がたくさん網羅的になされていますが、市民にPRするときは、やはり森林・林業

の大切さ、森林・林業が発展してこそ森林が整備されるということをいろいろこれから

発信していただきたいと思います。

［Ａ副会長］

23ページに記載がある林野庁の８分類は、公益的機能ではなくて、多面的機能の８分

類だと思います。多面的機能と公益的機能の違いは、木材生産が入っているか入ってい

ないかという違いで、多面的機能の場合は、物質生産機能として木材生産が入っている

はずです。確認していただければと思います。８分類を公益的機能というのは間違いだ

と思います。多面的機能が８分類です。

［事務局］

第４回協議会、分科会でも多面的機能と公益的機能の文言が整理されていないことを

御指摘いただきました。他の箇所では今回整理させていただいたのですが、ここは、正

に御指摘のとおりですので、23ページの(６ )森林の公益的機能を、多面的機能と修正し、

また、それに付随するところも同じように整理させていただきます。

［会長］

それでは、この内容で確認をさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。

（異議なし）

７ 連絡事項

［事務局］

第６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。

今後の予定について、本日の協議会を踏まえて、修正したものを正本として作成し、

３月26日に完成、３月末に報道機関発表の予定


