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第３回岡崎市森づくり協議会 会議録

１ 開催日時 令和２年６月29日（月）午後２時～午後４時

２ 開催場所 岡崎市役所西庁舎南棟３階301号室

Web会議に対応する場所

３ 出席者の氏名（五十音順・敬称略）

⑴ 委員

今泉 三恵子、小原 淳、唐澤 萌、北川 勝弘、蔵治 光一郎、

小串 重治、鶴田 和男、眞木 宏哉、山崎 真理子

⑵ 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 欠席者の氏名（敬称略）

委員 平木 教男

５ 傍聴人

４人

６ 議題

⑴ ６つのプロジェクト、20の個別施策に対する評価について

７ 議事要旨

⑴  説明  

［事務局］

６つのプロジェクトと20の個別施策に対する評価について

⑵  意見・質疑応答 

［眞木委員］

まず、個別施策③高性能林業機械の導入促進についてです。2010年で４台、

2020年で６台、2040年で12台とありますが、重機は10年ぐらいで廃棄処分にな

ります。廃棄処分をしますとこのように伸びていかない。愛知県は更新の場合

には補助を認めておらず、廃棄したことによる更新の場合に補助がないため、

市で更新時における補助を考慮すると、示された目標の実現に近づくんじゃな

いかと思いました。

個別施策⑤林内路網整備の促進で、路網整備、林道整備の進捗が遅く非常に



- 2 -

路網の密度が低い結果になっています。木材の価格が非常に低迷しており販売

代金で経費を賄うことは難しいため補助率を９割ぐらいにする。また、市独自

の作業道補助を実施していただきたいと思います。

個別施策⑩間伐の推進による緑のダム機能の向上ですが、保育間伐から搬出

間伐へ施策が移行してきたという経緯があり、保育間伐が非常に減ってきてお

ります。市独自の保育間伐の補助を実施することで、もっと実績が上がるんじ

ゃないかなと考えます。

個別施策⑫野生動物の保護で、実績及び予定の欄で市民ボランティアによる

保護区等の保全活動の実施があります。里山保全イコールボランティアという

イメージがありますが、里山全体はボランティアに依存していくのはなかなか

難しく、行政がまずは前面に立っていただくことも必要ではないかと思います。

ボランティアでは、継続的な活動に限界があると思います。

個別施策⑭鳥獣被害対策の推進ですが、何をやってもなかなか効果的な結果

が出てこないという悩みの種であろうかと思います。では、獣の楽園みたいな

ものをどこかに設置してはどうでしょうか。ある程度のエリアを獣に開放し、

餌になるようなものを植栽して、動物を誘導する。ただしそこから出さないと

いうように人と獣の領域を分離していく。北設楽郡ではヒルとダニが非常に蔓

延しており、それが徐々に南下してきています。田口にあります奥三河総合セ

ンターという拠点施設ではその周辺まで被害が及んでいますが、地元のシルバ

ーたちが対応を行わなくなったため根羽村の人たちで行っていました。しかし、

ヒルの存在が露見したため今では誰も対処せず、徐々に動物と人間の距離が必

要以上に短くなっているということでありますので、距離を取るための対応を

する必要があるのではと思います。

個別施策⑳林業の担い手の育成・確保について、森林施業プランナー育成数

の10年間の実績が２人とありますが、昨年度末で４人、現在３人です。森につ

いての様々な知見や技術を持っている面で資格を持った人が多いというのは悪

くないですが、メリットがあるのかということが現場の実感としてあります。

資格取得を推奨していくのであれば公共事業の契約条件に織り込むなど、取得

のための物心両面の支援を講じていただくことが必要ではないでしょうか。非

常にいい制度だと思うので、運用の仕方など問題提起したいと思います。

以上、詳細に及びましたけれども、従来のビジョンに欠けていたのはマンパ

ワーに関したことで、言及がありますが弱かった気がします。森林整備のため

のマンパワーの育成。また、広い意味でのマンパワーとして、山主の意識・悩

み・諦めといった問題をどうするのかという視点です。一昨年に岐阜県立森林

文化アカデミーの丹羽氏が実施した森林組合へのアンケートの結果にも如実に

表れていて、彼からの提案で、山見会（仮）を開催し、山主に山を一回見ても

らって、問題の深さを理解してもらったらどうか。あるいは、ワンストップサ

ービスで山の相談窓口を役所か森林組合に設けることも意味があるんじゃない
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かというようなことがありました。視点を変えて、これらの切り口から対応を

していくことも検討が必要ではないかと思います。

それから、事故防止と安全についてです。いまだに木を切るのは、道具はチ

ェンソー等がありますが、縄文時代と変わっていません。ここを対応していか

ないと、マンパワー不足は解消しないと思います。事故防止と安全教育は従来

の目線から研修だけでは限界があり、現場のスタッフの発想、積み上げという

ようなことが求められるのではないかと思います。

［北川会長］

非常に貴重な御指摘、それこそ現場からの貴重な問題提起だと思います。

［事務局］

今回、議題とするボリュームが多く、私たちが提起したところ以外で、ご意

見もあろうかと思いますが、提案させていただきましたとおり、大きく５つの

段階を経て議論をいただけると、きれいにスムーズにいくようになるのかな思

っております。そんな形はいかがでしょうか。

［北川会長］

限られた時間の中で今日のディスカッションを有効に進めたいと思います。

焦点を絞っての議論を進めたらどうかという御提案をいただきました。私もそ

うかなと思います。皆さん方から、最初に、眞木委員が提起されたように、強

調して捉えたほうがいいんじゃないか、今後の岡崎市のあるべき森林をより良

くしていく上で、この10年間を踏まえて感じられるようなことがありましたら、

最初にそれぞれ出し合っていただくといいかと思います。その上で、焦点を絞

った議論に振り向けたいと思います。いかがでしょうか。

［鶴田委員］

項目中では間伐の推進ということに関わってくるとは思いますが、主伐の関

係について発言させていただきます。今回個別のテーマの分析と課題の中には

主伐のことが入っていません。ビジョンの概要版に、最初のスタートは人工林

が約１万3,365ha、大体58％となっています。それが2110年には40％になる、

面積にすれば9,150haぐらい、差が4,200haぐらいとそれだけ人工林が減ってい

くようになっています。10年間で400haぐらいずつ人工林が天然林化していく

とことだと思います。今現況がどうなっているかという分析が今回出ていなか

ったのと同時に、これからは間伐よりも主伐のほうが主になってくると思うの

ですが、主伐がどのようになっていくかという分析をしていかないと、これか

ら業界がうまくできないと思うので、主伐の現状と、それから、今この状況だ

と先ほど獣害の話も出ましたけれど、主伐してもまた再造林しようとしてもう
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まくいかなかった場合もあっては、結果として天然林になってしまうというこ

とです。意識して天然林にしていこうといったような目的をビジョンを示すた

めにも、まず現状を把握していただきたいというのが気がついた点です。

［北川会長］

その他にいかがですか。特になければ、焦点を絞っての議論に移りたいと思

います。小原委員から特にないでしょうか。

［小原委員］

焦点を絞った中で議論を進めたいと思います。

［北川会長］

それでは、先ほど事務局から説明があった順番で議論をしたいと思います。

最初に、個別施策⑱森づくりに関する情報の整備と発信、それから、個別施策

⑳林業の担い手の育成・確保について、眞木委員からもマンパワーの問題提起、

それと関連する問題がありました。他にお気づきの点、こういう見方ができる

とか、こういうふうにしていったら改善できるんじゃないかというような、諸

々を提起していただけたらいいかと思います。いかがでしょうか。

［唐澤委員］

先ほど眞木委員の発言と重複するところもありますが、林業の担い手がなか

なか増えていません。本当にそうで、理由はすごく単純で、危険だし、きつい

し、その割にお金がついてこない。私の会社でも働いてくれている人がいます

けど、正直、支払いしている給料は、とても多いとは言えない状況で、暮らし

てはいけますけど、世間一般から見たら、とても低いです。多分、そこを底上

げしない限り、働き手はどうしてもついてこないと思うので、そこをどんな方

法をとったらいいのかわからないですが、とにかく材価が上がればそれはもち

ろん一番いいんでしょうけど、底上げするにはどうしたらいのか。リタウッド

の活動のようにそれに向けていろいろと山主と林業従事者にお金が入るように

動いてはいるんですけれども、今のところ流れが悪いと感じています。

この指標になる森林施業プランナーの数は、単純に林業従事者の数ではどう

だったかと思いました。この目標は、特別な知識がある林業従事者ということ

ですか。

［事務局］

森林施業プランナーは、団地化をする時に計画を立てる人です。中には作業

をするだけの人、計画を立てない人もいますので、全ての人が資格を取れば一

番いいかもしれませんが、その資格を取るために何日間も仕事を離れなければ
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いけないとか、資格の取得者がたくさん必要なのかというところが、「職人以

上の人」ということに違和感があります。このプランナー以外にも、例えばフ

ォレスターとか林業士とか、指標はこういうものでいいのか、違うものがいい

のか等の検討が必要ですが、森林施業プランナーがいればいいのか、違うとこ

ろを底上げするんだったら違うものが必要だろうし、そうでなければまた違う、

担い手が来るにはどうすればいいのかということ等を本当は指標にしなければ

ならないのではないか等の問題点も、今後の第４回、第５回で検討できればと

思っております。今の現状で、そういう疑問だったり、これ以外のものでとい

った話をいただけると、事務局としてはありがたいと思っております。

［唐澤委員］

確かに働いている現場からしても、専門的な知識とか、10年先、20年先を見

通した施業ができる人材というのは、ただのマンパワーよりはるかに大事なこ

となので、とてもいい制度だと思います。毎日厳しい現場、これから夏の時期

は特に命の危険に一歩踏み入れるぐらい危険な暑さとの闘いになるんですが、

実際に施業して感じることは、この施業が先々どういう風景とか未来につなが

っているのかというのが常に頭の中にあると、施業の厳しさも意味があります

し、１本１本の施業に意味合いが出てくるので、個人的には施業のモデル、例

えば里山の環境保全のモデルとか、例えば切り捨て間伐したその先がどうなる

かとか、広葉樹混交林になっていくとはどういうことかなど、そういったモデ

ル林が、個人の活動でそれを実現されている方もいるんですけれども、個人に

頼らない森林やモデル林があり、計画的に管理したら現場で働いている人間か

らしても目標とか未来図といったものを共有できて励みになると感じました。

［北川会長］

続きまして、個別施策⑯市民への森林環境教育の推進を取上げられていまし

たが、このあたりはどうでしょうか。

［今泉委員］

個別施策⑯のところで説明しようと思いましたが、その前に、個別施策⑱森

林づくりに関する情報の整備と発信、SNSについて述べたいと思います。「水

とみどりの森の駅」が岡崎市のホームページにありますが、「おでかけナビ」

にもつながっているんでしょうか。ここではホタルやくらがり渓谷のアクセス

数がすごく多くなっていまして、商工会では「かき氷街道」を実施しているの

ですが、３年目を迎えて本当にアクセス数が多くなりました。地域の住民だけ

ではなくて、尾張からも多くの方が来ますが、額田地区を全然知らなくて初め

て来て、すごく緑も多くていいところだという御意見を皆さんからいただきま

す。中には、名古屋から宮崎に移住した人が一軒あります。そういう人もいま
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すので、おおだの森で私もボランティア活動をしているのですが、北山湿地だ

とかそういうところにも皆さんに足を運んでいただけるような、ただ「来て」

じゃなくて、イベント等を開くなどして、もっと皆さんが来やすくなり、作業

をしているということを知ってもらうことによって、イベントに遊びに来るだ

けではなくて、作業にも参加するきっかけになるのではないかと思います。SN

Sでも、イベント等を開催する時には大々的に発信するといいのではないかと

思います。

次に、個別施策⑯についてですが、私も元々額田で育ち、中学生の時に緑の

少年団として山へスギやヒノキを植えに行きましたが、今でも小中学校で環境

教育を実施しています。その中で、18年間おおだの森で作業の手伝いをしてい

るのですが、作業だけではやはり楽しくなく、厳しいので皆さんが作業をした

後に、コミュニケーションをとるために昼食を提供しています。簡単なおにぎ

りだとか煮物とか作って、作業を終わった後に皆さんでコミュニケーションを

とるというのが楽しみで、参加者数がだんだんと増えてきています。私は今は

炊事係として活動しているので最近は登っていなかったのですが、新型コロナ

ウイルスの関係で、孫たちと４・５月と週末に登ってきました。小学生の子ど

もたちは、山を見て、木とかにすごく興味を持って、カメラで撮ったりしなが

ら喜んで登っていました。その姿に触れて、私は子どもだけじゃなくて、親子

活動みたいな感じで子どもと親も呼んで一緒に山の中を歩いて体験させる事業

というか、取組を市でやっていったらどうか、と思います。

ボランティア活動をしている中で、大きなイベントでは元旦の朝に初日の出

を見る会と４月の花見会が口コミでだんだんと参加人数が増えてきています。

８月には流しそうめんをスタッフだけで行っていましたが、これも一般の人た

ちも呼ぼうということになっています。現在月２回ボランティア作業をしてい

ますが18年間も活動をしているとボランティアが高齢になっており、60歳だっ

た人が78歳。80歳過ぎの人も一緒にやっているメンバーにいますので、そうい

うイベントを通じて作業をしていただけるメンバーを募っていきたい、という

のが今の思いです。イベントを開催する意味として、皆さんに楽しんでもらえ

るということに加えて、人を呼び寄せる、来ていただく、ということが私たち

自身にとっての喜びにもつながっている点がいいと思います。

［北川会長］

「かき氷街道」には、開催している店の近くの駐車場が満杯になるくらい、

大勢の人が来ています。車のナンバーを見ると、どこから来ているかというの

が推し量られるくらいで、額田だけではなくて、いろんなところから来ていま

す。そういう宣伝を併せての取組をうまくもっていけると世間に広まっていく。

そこにもう一つ、私たちの立場からすると、森づくりと結びつけられる何かを

うまく工夫できるといいのかなという気がいたします。他にはいかがでしょう
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か。

［小串委員］

個別施策⑯市民への森林環境教育の推進についてですが、私の会社の業務と

して、愛知県自然環境課からのユースによる生物多様性の意識の向上に関する

プロジェクトを実施していますが、愛知県は、大学生がプロジェクトで使える

フィールドを求めています。これは今年・来年の総務省の事業で、私は愛知県

からお話をいただき、総務省の事業で今年と来年で、今年は少なくとも大学生

を何人かを集めて、今までは知多でプロジェクトを行っていましたが、知多だ

けでなくて、尾張と三河といった異なる場所で、と求められてきたところです。

例えば、人間環境大学の学生の卒業論文で、大学生がプロジェクト等に参加し

にくい理由の１つに「移動手段がない」というのがありましたので、そういう

プロジェクトがあったら、東岡崎駅からプロジェクトの実施場所まで市のバス

を出すというようないろんなサポートがあったり、また、地元の企業で一緒に

活動ができればいいのではないかと思います。高齢化が進む中で少数ですが若

者でプロジェクト等に参加したいという人がいるので、是非、突破口にプロジ

ェクト等との連携を考えたら面白いと思います。

［小原委員］

私も愛知県環境部の方とWeb会議に参加していましたが、その中で、やっぱ

り未来を考えることが一番大事じゃないかという話をしました。私も３年前か

ら岡崎の小学校３校で、それぞれ授業の一環として山に何があるかといった環

境学習を始めました。イベントをいろいろやることも大事ですが、子どもたち

の授業の一環として、教育活動を行うととてもいいんじゃないかということと、

もう１つ、昨年から文部科学省が環境学習を取り入れて、小中学校、再来年か

ら高校までですが、そうした一貫した教育活動もありますので、是非日常の中

で子どもたちに環境教育をすることによって、未来の森が描けるんじゃないか

なと思っています。ここにいらっしゃる方たちはみんな非常に関心がある方ば

かりですが、一般的には森に対して余り関心がありません。そういった意味で、

教育が一番大切ではないかと思っています。

［小串委員］

私が蒲郡市役所から受けている仕事で環境チャレンジというのがあります。

今年は新型コロナウイルスの影響で行っていないですが、蒲郡市内の16校小学

校のうち10校が海のまち蒲郡ということから、小学校４年生を毎年連れていく

ということです。それには市のサポートも出ています。最初はマネジメントし

たり、サポートが大変でしたけど、４・５年経った現在ではほとんどの学校が

行っていますので、４年生になったらやるんだと楽しみにしているぐらいにな
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っています。最初の立ち上がりは大変だと思うんですが、山に連れて行くよう

なプロジェクトを是非考えられないかと思います。当然教育委員会のいろんな

関係もあるので難しいのは承知ですが、手を挙げる学校があれば授業の一環と

してすごく重要だと思います。

［北川会長］

額田の小学校では、林業クラブの方々が講師になっていろいろと子どもたち

を山に連れて行く取組を行っている。それも広報と併せてやっていくとより効

果的じゃないかと思います。そういう意味で、市役所の方とも連携を取りなが

ら行っていくといいんじゃないかと感じます。

［眞木委員］

今やっている事例で林道協議会というものがあり、作業道や林道の整備を自

らやろうということで、分担金も受けたりもちろん参加して汗もかくわけです

が、子ども自然体験案内という企画を３年ぐらい行っています。学校と地域は

山の中で密着していますので、学校に入り込むというか学校の先生、子どもと

一緒に山に入ろうということでいろんな切り口から取り組んでいます。愛知県

環境部から補助金を受けていますが、全く市民サイドでもできますので、そう

いうこともエネルギーがあればできるんじゃないかと思います。

［北川会長］

未来に向けてという小原委員のキーワードで、それに関連していろいろと新

しい取組が発掘できそうな感じでした。おおだの森の今泉委員たちの取組も、

より広く、広報を含めて取り組んでいくと、もっともっと広がっていくかなと

いう感じがしました。それでは、個別施策⑧木材製品の品質向上と利用促進は

どうでしょうか。

［小原委員］

この実績の中で私が良かったなと思いますのは、当初、市産材の活用におい

て、家を建てる方たちにのみ補助金が交付されていました。私は工務店を経営

していますので工務店と設計事務所等に書類作成等手伝っておりましたが、工

務店側にもメリットがないのはどうかという側面から、途中から工務店側にも

報奨金が交付されるようになり、そういった意味ではすごく補助制度の内容が

効果的にきているのではないかなと思っています。

［北川会長］

具体的にはどんな形で社員の人たちにメリットがあるのですか。
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［事務局］

個別施策⑧の右側、実績及び予定のところの住宅事業補助実績のところを見

ていただきますと、2016年（平成28年）から報奨金が10件入っております。こ

ちらは元々補助金として施主に交付していましたが、この部分につきまして、

いろいろと仕入れ先を検討していただいたりとかもありますので、市として建

築会社に報奨金を交付する制度を設け、今に至っています。

［眞木委員］

木材製品の利用促進を図る場合の視点ですが、地元材を活用して地元の建築

はそれでカバーしようというような基本的な点は重要だと思います。さらに、

国際認証を取得して、どんどん海外にも働きかけていく必要があるのではない

でしょうか。愛知県は非常に消極的で、あいち認証制度があるから十分ではな

いかというぐらいの感じで、お話ししても余り反応が良くありません。今回も、

来年に延期されましたオリンピックのメインスタジアムの木質化材は、全国47

都道府県から国際認証を取っているものを集めています。愛知県には該当があ

りませんのでどのように対応するかと確認したところ、豊田市が市有林で国際

認証を取ることになりましたが、視野を広げることが必要じゃないかと思いま

す。あいち認証制度に満足しているだけでなく、広く国際的にも認証されるこ

とが必要じゃないかなと思っています。是非森林環境譲与税を活用して、市で

も検討することになるといいのではと思います。

［北川会長］

市としても、そういう意識でプッシュしていくのもいいのではと思います。

［眞木委員］

愛知県は全然ないです。

［北川会長］

愛知県はないのですか。

［眞木委員］

愛知県と香川県の２県ぐらいが、ありません。岡崎市は中核市ですから、愛

知県の前へ行くぐらいの気概を持っていただきたい。

［北川会長］

是非、岡崎市も頑張っていただくという方向で、それこそ未来に向けての新

しい活路が開けるということですね。引き続いて、山崎副会長、木材利用に関

わってのご意見をお願いいたします。
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［山崎副会長］

これまでのところは、良しという訳にはいかなくてもいいですけど、やっぱ

り一覧表を見ると、やはり数値目標が全く立てられていません。木材利用は、

数値目標が非常に立てやすい分野だと思います。山の問題の中では、どちらか

といえば立てやすいと思いますが、それに関して全然数値目標が立てられてい

ないというのは、やはり非常に大きな問題かと思います。岡崎市でも山間地で

はなくて都市部に使っていくというところに需要があるので、それを考えた場

合、どこからシェアをとってくるのかということを戦略的に考える必要があり

ます。今後の10年間ということに対しては、例えばRC造とかＳ造といったよう

なものに対して、木造化をどこまで進めることができるかということも含めて

数値目標を明確に立てていく必要があるだろうと思います。

［北川会長］

数値目標を今後に向けて、例えば、20年後の第７次総合計画の中で、岡崎市

の森林について数値目標をどのように取り上げてどのように取り組んでいくの

か、といった点については、どうでしょうか。

［事務局］

何らかの数値目標は必要ではないか、と思います。例えば、木材をどれだけ

使えば山の整備で水源涵養などに足りるのか、岡崎市で年間どれくらい森林整

備を実施すればいいかというのは、数字として出して、そのためにはどれだけ

使うのかが、本来の流れの目標設定だと思います。材積だとか、どういう種類

の材が出てくるか、という数値を出すことはなかなか難しいのではないかと思

いますが、何らかの仮説のような形で、これぐらいの材積があるのではないか、

というところは出てくると思いますので、適切なところで何らかの目標数値が

出てくるといいのではないか、と思っています。特に、一番初めにお話しさせ

てもらった木材製品などに具体的な施策がなかったのですが、10年間を振り返

ってみますと、市産材住宅の推進であるとか公共建築物等への市産材利用の推

進、あるいは木の駅プロジェクトの発足など、いろいろな動きがありました。

こういったこれまでの動きを参考にしながら、今後の岡崎市の林業・木材産業

に関して、何らかの将来的な需要の在り方というものを打ち出せるといい、と

思っています。

［北川会長］

先ほど、鶴田委員が発言されましたように、岡崎市内には伐期に達した切れ

る木がたくさんある状態です。だから、今後は間伐だけではなく、主伐も問題

になってきます。私はここで、10年間に取りまとめられた「森林整備ビジョ
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ン」の中で、「岡崎の森」の整備方針として、従来の単層林施業と並んで、

「複層林施業」や「長伐期施業」が、特に図の中にも取り入れられている点に

注目したいと思います。これから林業家の方も一般に高齢化が次第に進んでい

く中で、単純に単層林を施業することの繰り返しだけではなくて、より適切な

施業法として複層林施業や長伐期施業が有効な選択肢として注目されていくの

ではないかと個人的には感じています。そこで、施業法の面でも多様性をうま

く編み込んだ計画が、10年前に始まった「100年後」に向けての「森林整備ビ

ジョン」の改訂として、取りまとめられるといい、と思います。

［蔵治副会長］

木材生産ということに限りますと、やはり需要が先にあって、その需要があ

るから供給するというように考えるべきかと思います。何かしらの資源があっ

て、その資源からこれだけ供給できるということが先にあるのではなく、おそ

らく需要があるからそれを経済的にペイするかを検討して、ペイするんだった

ら供給するということだと思います。まず、どういう寸法のどういう素材にど

のぐらいの需要があるのかとか、もちろん最終的な需要というのは建物だった

り、あるいは域外に販売する量だったりするかもしれませんけれども、それか

ら逆算していって、岡崎市産材としてどれだけの素材の需要が今後10年間、自

然発生する分と、公共的な仕事で強制的に発生させる分、それぞれどれだけあ

るのか。そういう積算をした上で供給ができるかどうかというのを山サイドで

考えて、それを間伐で出すのか皆伐で出すのかということだと思います。

先ほど、主伐という言葉で皆伐の話をされましたが、非常に重要な論点だと

思います。人工林というのはそもそも間伐を永久に続けて木材生産するという

モデルではなくて、ある時点で主伐して再造林するというモデルとして開発さ

れた技術ですので、経済的にも間伐よりも主伐のほうがはるかに効率よく利益

を上げられるというのは事実だと思います。今、多分皆伐が進まないのは、切

った後再造林するにはすごいお金がかかるので、そのコストを誰も出せないか

ら皆伐はできないという話だと思います。やはり木材生産というもの、岡崎市

産材を生産して使っていくことを真剣に考えるのであれば、需要の量を先に考

えた上で、そのためには皆伐もある程度実施し、再造林に関しても責任をもっ

て実施していくという方法にしていったほうがいいんじゃないかと個人的には

思っています。

今のビジョンは皆伐についてほとんど一言も触れられないので「皆伐イコー

ル悪」という非常に単純な図式で議論されたのかもしれないですけど、やはり

木材生産が議論の中に入ってくる以上、皆伐を避けてかつ木材生産というのは、

私はこれから先、間伐しかやらずに材価が上がっていく状況が全然想像できな

いので、議論の俎上に上げていくべきではと思っています。
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［山崎副会長］

蔵治副会長の御意見に全く賛成ですけど、確かに地域産材の利用をという議

論が流れの中で出てきている部分の横に森林整備のためにというような意味合

いが入ってきていると思います。しかし、将来的にはやはり産業であるべきも

ので、そうじゃないと日本中、国産材だらけで、皆さん売り先を探している状

態なので、とてもじゃないけど真面目に産業として考えて生産計画を立ててい

るところと比較したときに、太刀打ちができない状態にこれからはどんどんな

っていくと思います。それが木材生産が大きく今変化してきているところだと

思うので、今まではともかくとしても、これからというのを考えたときに、生

産林としてやっていくのであれば、やはり産業としてどういう需要を喚起でき

るかということを考えて、その目標に対して山の人工林面積をどこまで維持す

るべきなのかということも考えていってもらう。そこの擦り合わせは両方のモ

ードからやるべきだと思うんですけれども、そういうふうに考えたほうが話は

しやすいかなと、先に進めやすいかなという気がします。10年間でいきなりど

んな目標が立てられるかということまではわかりませんけれども、少なくとも

今後の10年では何かしらのことについて検討を始めなければ、明らかに置いて

けぼりになるのではないかというのが私の危機感です。

［鶴田委員］

私の先ほどの発言は、「主伐＝皆伐」と認識していたうえでのものですが、

岡崎市の実態として、そういった主伐、皆伐はどれぐらい行われているかとい

うこともわからないままの発言です。当然主伐、皆伐が行われているものとい

う前提で発言しましたが、今の先生の発言を聞くと、木材需要が無いからほと

んど主伐、皆伐はされていないのが岡崎市の現状だと思いますので、発言を訂

正させていただきます。そうなると今度は、2110年で目標としている人工林率

40％というのは果たしていいのかどうか、一番根本の問題があると思います。

当然木材は経済状況も見ながら伐採するでしょうから、そういった面であまり

需要が無ければ、長伐期施業にして現状に合わせるとかといった長期ビジョン

も考えていただきたいと思います。

［北川会長］

わが国の人工林問題を考えるうえで、その大前提として、明治以降、とりわ

け第二次世界大戦後、山に植林木を植え過ぎたということがあげられると思い

ます。生態系に関する問題として、今、鹿が人里近くに来てどんどん植林木の

皮を食べてしまう等の食害問題が、林業関係者の間では大問題となっています。

戦後、全国的に行われた植林運動を通じて、山やスギやヒノキなどの針葉樹が

大々的に植えられた結果、動物たちの餌だった広葉樹の実などが少なくなり、

動物たちが人里近くまで餌を求めて下りてくるようになったと言われます。植
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林木に対する動物の食害を防ぐには、生態系を考えた山の手入れの仕方を考え

る必要がありますが、その最後の到達点は、生態学的な検討も踏まえての、針

葉樹林の広葉樹林化、もしくは針広混交林化でしょう。

地域の自然生態と動物の生存域を守りながら、木材生産を求める人間の生存

域をある程度確保するという、極めて微妙なせめぎ合い問題の解決が求められ

ます。大変に難しい問題ですが、皆さんの知恵を集めることにより、どこかで

折り合い点をが考え得るのではないか、と期待しています。そこをうまいゴー

ルとして、90年後の設定目標にできるといいな、と思うんです。

木材の利用問題に始まるこれまでの議論は、重要な論点の一つだったと思い

ます。いろいろなご意見を出し合ってくださり、ありがとうございました。

それでは次に、河川の流量のところで、個別施策⑩間伐の推進による緑のダ

ム機能の向上について、特に蔵治副会長から何かご発言はございますか。

［蔵治副会長］

差し替え資料では、現在まだ国土交通省からデータが来ていないということ

なので、それを待ちたいと思っています。この後説明があるかもしれませんが、

水循環推進協議会の緑のダム部会で検討したとおりですので、それを聞いてい

ただければと思います。

［北川会長］

次は、森林の間伐に関する①、②、③、④、⑤、⑬についてです。

［蔵治副会長］

まず①を見ていただければと思います。①はＡＢに分かれていて、１つは、

放置人工林を解消する。もう１つは、管理人工林を管理していくという２つに

分かれています。結局その下に書いてある実績及び予定というのは、これが混

ざっている情報でしかないわけです。これを分離することが現時点ではできて

いないということですけれども、これはどうしてこのようになっているかとい

うと、放置人工林というものをきちんと把握されていないということだと思い

ます。把握されていないにもかかわらず、それを目標に掲げて数値を出されて

いるということが一番大きな問題になっていると思います。結局目標は達成さ

れているのか達成されていないのか全然分からないということになっていると

思います。

原因というところに書いてある文章が、私はまだ全然納得がいかないですけ

れども、この文章の後半部分から先に言うと、「造林補助金の基準変更により

個人での間伐件数が減少しているため、目標に至っていない」と。この後半部

分については、2013年と2014年の間に起きたことなんですね。上の数字を見て

いただくと、2013年から2014年のところで数字が大きく減っているのがわかる
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と思いますが、この大きく減ったことについてはこの説明で合っていると思い

ます。その前半部分がその話と全然つながっていません。前半部分は、平成８

年から20年までの昔の間伐面積は造林事業によるものだけに限ったら221ha／

年が平均だと書いてあるんですが、上の表は造林事業に限った数字ではなくて、

それ以外の様々な間伐面積を全部足したものになっているので、上の面積とこ

の221と比べることはできないと思います。だから、前半部分の文章は削除し、

後半は、造林補助金の基準変更は2013年度から2014年度の間にというふうに書

いてもらえればと思います。

それから、個別施策②不明瞭な林地境界の解消・確定です。境界の確定の面

積が実績及び予定というところに並んでいるんですが、私が疑問なのは、森林

経営計画、つまり団地化した場所の認定面積というのは着々と増えている。一

方で、あいち森と緑づくり事業で間伐した面積というのも増えていて、それを

足して境界確認面積としているんですけれども、これは二重カウントになって

いるんじゃないかという気がするということです。具体的には分かりませんけ

れども、あいち森と緑づくり事業というのは森林経営計画が認定されていると

ころでも行われているんじゃないでしょうか。もしそういうことがあるんだっ

たら、これは二重カウントです。だから、そこら辺はちゃんとやってもらわな

いと、次のビジョンにこれが残るということだとまずいんじゃないのかなと思

います。

この話を離れて思ったことを申し上げますと、今回いろいろとわかったのは、

ビジョンを10年前に立てられたけれども、そのビジョンがどういうふうに達成

されていっているのか、あるいは達成されていないのかということについて、

今回10年まとめて調べていただいたんですが、やはり毎年毎年の積み上げとい

うのがないわけです。今年はこれだけやったとか、そういうことについて毎年

毎年報告みたいなことがされていないということがとてもよくわかったと思う

ので、次のビジョンでは是非毎年報告するということを必ず書いて、できれば

私が前この委員会で提案しているように、森づくり条例というのを定めて、そ

の条例の中で「森づくり施策の進捗状況については毎年報告する」という部分

が必要なんだろうと思います。それに耐え得るような目標設定をしていなかっ

たと思われるので、これから目標設定の考え方を考えるときに、基本的には毎

年報告できるような数字で報告をしたほうがいいだろうと思います。

それから、放置人工林が現状、どこで誰が所有しているかという情報がない

ということなんですけれども、それについては、最近の法律の改正で、市町村

は必ず林地台帳を整備しなければいけないということになりました。林地台帳

というのは、基本的に地番ごとの情報として、誰が所有していて、そこは森林

がどういう状態か、あるいは届け出がどうされているかということを全部集約

した台帳だと思いますけれども、そういうものを今岡崎市は作っている最中か

もしれませんが、そういうものがきちんと作られれば、それによってこの森林
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は放置人工林、これは管理人工林といったようなことも管理できるようになる

と思います。

さらに言うと、森林環境譲与税とか森林環境税、あるいは森林経営管理法と

いう新しい仕組みができて、今日別の資料にありますけれども、そういった新

しい法律、あるいは制度、あるいは税制等で、国は市町村に何をしてほしいと

言っているかというと、それはまず最初にそのお金を使って所有者の意向を確

認してくださいと言っているわけです。今日も御意見が出ていましたけれども、

森林を所有されている山主さんが今どういう意識を持っていらっしゃるかとい

うことが非常に重要で、所有者が承諾しなければ木は１本も切れないわけです。

だから、所有者さんの意向調査をやろうと国が言っているわけですから、森林

環境譲与税を使って是非それをやればいいと思いますが、それにはおそらく15

年、20年とかかるわけです。林地台帳というものが今後できてきて、さらに林

地台帳に載っている所有者の名義が登記簿の名義ではなくて、きちんと固定資

産税台帳からの納税者の名義になっているという状態になれば、その人に連絡

を取って意向調査はできるはずです。だから、一番地道な取組として、意向調

査というのにとりあえず着手していくというところが非常に重要なことだろう

と思います。

最後に申し上げると、今皆さんの意見を伺っていて思うのは、例えば環境教

育とか非常に重要なんですけども、環境教育というのは基本的には森林を公的

に管理していこうという発想だと思います。その一方で、実際には賃金をもら

って働いている方々が作業してこその森づくりなので、その間のギャップが大

きいということです。実際に森林で働いている方々がいかに厳しい労働条件、

賃金の条件に置かれているかということと、環境教育あるいは観光で森に足を

運ぶ人たちの間に、信じがたいほどのギャップがありまして、そのギャップを

埋めるのは、私はほとんど不可能ではないかと思うぐらいなわけです。なので、

これは一緒の問題というよりも別の問題として考えて、岡崎市として国の制度

に頼るのではなく、森林で働く人たちの安全の確保とか、スキルアップとか賃

金とか、そういうものをどうやって解決していくかということを真面目に考え

なきゃいけないと思います。そこは次元の違う話として、深刻な問題として、

公務員がやるという形にすればそれでもいいと思いますし、何か考えないとこ

れから先改善は見込めない部分かなと強く思ったということです。

 ⑶ 説明 

［事務局］

資料３ 森林・林業を取り巻く環境の変化について説明

水環境創造プランの説明

［事務局］

水循環推進協議会の委員でもあります、蔵治副会長より補足がございました
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ら、よろしくお願いいたします。

［蔵治副会長］

少し前になってしまいましたけれども、平成29年なので2017年にまとめたも

のです。この時は、専門家だけでまとめたのではなくて水循環推進協議会の中

に部会を設置し、部会のメンバーには専門家の方、眞木組合長を含めた現地の

状況に詳しい方が半分で、残りの半分の方は公募委員の方に入っていただきま

した。公募委員の方々は、このことについてほとんどご存じない状態からのス

タートで２年間議論に参加していただきましたが、公募委員の方々も説明を聞

いて現場を見て、納得していただくまで話し合いをしてまとめたものです。先

ほどいろいろ申し上げましたが、10年前にビジョンを作る時も、放置人工林に

焦点を当てて作られているので、その時からこれは問題だということはよく認

識されていたと思いますが、せっかくビジョンを立てても、この10年間放置人

工林がどれだけなくなったのかということについて、残念ながら今日この会議

ではこれだけだという数字は示されませんでした。ということで、10年前も問

題だったものがどこまで解決したのかということもわからないということから、

まず反省をした上で、改めてこれが問題であるということは今の説明のとおり

なので、それをどうやって目標をきちんと立てて進行管理できるのかというこ

とと、そのためにどういうゾーニングをして、どういう指標をもとにという議

論が次回以降の一番大きな課題になるのかなと個人的には思っています。それ

がまちなかに住んでいる岡崎市民の皆さんの、例えば、水資源だとか水道水だ

とか、あるいは水害防災上の危険の軽減だとかそういうまちの生活に直接関わ

っているということです。もちろん森林は木材を生産するので、その木材が岡

崎市産材として岡崎市に使われるという形で、森林とまちの人はつながってい

るんですけれども、実際には木材だけではなくて、水資源とか防災の観点でも

つながっているということになりますので、是非それを両立させるような議論

がここでできればと思います。

 ⑵ 意見・質疑応答 

［小串委員］

アウトプットとして木を適切に多くの人に利用していただくということが重

要なことだと思いますが、今例えば岡崎市産材を使ったら、または、企業がま

とめて買ったら、何か市から褒めていただけるような表彰制度とか、あるいは

（具体的事項）に「こういう貢献をした企業だ」、と言ってもらえるとか、

「使ってね」という時に、公共のところで使うこともすごく重要だと思います

が、民間の人にいっぱい使ってもらったら、民間側も、申し訳ないけど、ちょ

っと高いなというのを買うけど、先ほどの蔵治副会長のお話ではないですけれ

ど、これは岡崎市のすごくいろんなことに貢献しているんだよと理解した上で
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使って、「あなたの会社はすごいよね」と言ってもらえると、企業の人間とし

ても、そうだなと思ったりできる。そういうようなことは、可能でしょうか。

［事務局］

今の現状では、正直言って何もないところです。そういうところは、企業と

かにSDGｓとしてニーズがあるのではと思うので、そういうことも今後検討し

ていければと思っているところです。

［眞木委員］

10年前の「森林整備ビジョン」の計画を見てみますと、やっぱり、時代的な

変遷を感じます。当時は、マンパワーの問題だとか、森林整備者の意識、悩み

だとか、安全確保について、一応、書いてはありますが、それほど深刻に世の

中全体が受けとめていなかったんです。関係者の中ではある程度の関心はあっ

たんですが、今、本当に大きな、まともな森林をつくっていくための頼りにな

る指針づくりということで、やはり新しい問題提起を今されているんだなと思

いますので、今後の新しいビジョンづくりの中では、今日的な問題意識に対応

した諸課題について、大いに検討していくべきだと思います。


