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第４回岡崎市森づくり協議会 会議録

１ 開催日時 令和２年９月３日（木）午後３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会議環境に対応する場所

３ 出席者の氏名（五十音順・敬称略）

(1) 委員

今泉 三恵子、唐澤 萌、北川 勝弘、蔵治 光一郎、小串 重治、

鶴田 和男、平木 教男、眞木 宏哉、山崎 真理子

(2) 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 小原 淳

５ 傍聴人

３人

６ 議題

(1)「本市の森づくりの方向性についての考え方」について

(2) 施策のあり方と展開について

７ 議事要旨

⑴ 説明  

［事務局］

資料１ 「本市の森づくりの方向性についての考え方」について

 ⑵ 意見・質疑応答 

［Ａ委員］

基本的に異論はありません。特に最後のところで「地域の環」・「人の環」

の形成というのは非常にいいのではないかと思いますが、冒頭のところで少し

意見を申し上げたい。

「かつてはげ山や草地であったが地域経済発展のために植林を行うなどの歴

史的経緯を経て、現在」とあります。歴史的に山づくりに挑んできたという経

緯、目的の中には、地域経済発展ももちろんあったのですが、それはあくまで
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も手段であって、今で言う地域再生というか、村おこしというものがまずあっ

たのではないかと思います。

この地域の森づくりの原点になっている、宮崎村村有林事業計画書というの

があるのですが、その最後の総まとめで書かれているところに、村民一致して

道徳と知能の啓発に努め、これらによって自治の発展を求めていく、というよ

うなことが書いてあります。そのあたりの思いが山をつくってきた、というと

ころを大事にしたらいいのでは、と思います。

以上です。

［会長］

例えば、明治の中頃に宮崎村で山本源吉翁という若い村長が活躍されたこと

が、Ｂ委員からも前回までに資料を提出していただいて、本会議での議論の参

考になったと思います。今、Ａ委員からは、地域経済発展だけじゃなく、村お

こしといった、もっと広い意味合いでの植林活動が行われたことについての記

載への変更を提起されたという御意見だったと思います。

Ａ委員が問題提起されたことは、この意義付けを加味する形でもう少しニュ

アンスを変えた表現にしたほうがいいのではないかという御意見と承ってよろ

しいですか。

［Ａ委員］

最後の段の「地域の環」・「人の環」の中に、これを目指して一生懸命、当

面の経済的な解決を求めることにとどまらない形で、超長期の取込を始めた、

と思うのです。

［会長］

早めにＡ委員から、文章化された御提案をいただけますか。

［Ａ委員］

はい。

［会長］

では、そのほかに何か御意見、御質問等ございませんでしたら、次に移りた

いと思いますが、よろしいでしょうか。

資料１についての取りまとめ方ですが、ここに提案された文章は、非常によ

く練られていると思いますので、これを基にして、若干事務局でＡ委員からの

御提案を踏まえて、より練られた文章にしていくということで御了承いただけ

ますでしょうか。

Ａ副会長から何か御意見はありますか。
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［Ａ副会長］

既に文書で意見を出されている委員の方々が複数いるというふうに聞いてお

ります。

［事務局］

もしよろしければ、この場で改めて御意見を賜って進めていければと思いま

す。

［会長］

それでは、御意見を挙げてくださった方々に、順次ここで御発言をお願いし

たいと思います。

［事務局］

Ｂ委員から御意見をいただいておりますので、改めてこの場で御披露してい

ただいて進めていくということでよろしいでしょうか。

［Ｂ委員］

まず第１文の部分ですが、岡崎の森林のこれからの森づくりの方向性という

大きなところだと思います。文章の冒頭、いわゆる宮崎地区に関することで、

「市域の60％が森林であり、かつてははげ山や草地であったが」となっている。

表現として、一般の方が見た場合に、森林というのは元々全部そういうものと

いうイメージになってしまうのではないかと思います。かつての森林のうち、

草地や荒れ地といった部分は、全体のどのぐらいに当たるのかについて、私も

しっかり把握しているわけではないですが、感覚的に３分の１ぐらいではなか

ったかなと思います。そういうものがあったという歴史的な背景がまず１つ、

それはいいと思います。

それともう１つ、森づくりで一番考えなきゃいけないと思うことは、拡大造

林でしっかりたくさん植えられたものが、今、手つかずになり放置されている。

その問題をきちんと文中で述べるべきではと思います。そこの問題を解消する

ために、方向性を考えていきます、というようなものが要るのではないでしょ

うか。

［事務局］

続きまして、Ｃ委員からも御意見をいただいておりますので、改めてお願い

いたします。

［Ｃ委員］
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ここの部分に該当することかどうかということがありましたが、森づくりの

方向性を考える上で、もう１つ前に大きな基本として、岡崎市がSDGsに関わる

宣言等をしたところでもあるので、当然、持続可能な地域づくりを市として全

域でやっていく中で、森づくりはこういうふうなあるべき姿というような、大

きなくくりの話があってもいいのではないかといった提案をさせていただきま

した。大きく社会が動いている持続可能な地域づくりをキーワードにしたよう

なものをどこかに盛り込んだほうがいいのではないかという提案をさせていた

だきました。

［事務局］

Ｂ委員から、表現が元々明治以前の岡崎市の山がはげ山であった、木で覆わ

れていない山ばっかりであったというように読み取れるのではないかという御

意見をいただきました。

今回の改訂の提案にあります、愛知県のはげ山の分布図を掲示させていただ

きました。一番右側がはげ山の分布図で、色がついているところが愛知県の森

林保全課が公表している明治22年当時の愛知県のはげ山分布図を基に作成して

おります。こちらは、今回そのデータからGISで概算したはげ山の位置、面積

です。概算ではございますが、6,847haになります。岡崎市の現況の森林の面

積が２万3,033haで、現在と明治22年を比べ、概算ですが、はげ山の比率は約2

9.7％、約３割がその当時はげ山であったということがわかります。

ただ、確認できる情報としては、愛知県が公表しております明治22年時点の

情報だけであり、それ以前については誰も確かな情報を持っていません。当然

明治１桁の年代や、その途中はどうだったのかといったことは確認できないと

いうのが現状です。つまり、江戸時代だとか、ほとんど全てがはげ山、草地、

荒れ地であった可能性もあり、また、そうではなかった可能性もあると思って

おります。

その上で、明治22年当時は現在の岡崎市の森林の約30％は、はげ山、草地、

荒れ地であったということが、今回データを基に確認できる事実であると思い

ます。

歴史的な要因というところで、Ｂ委員から御意見をいただいた、明治期の額

田、特に宮崎村で行われた育成林業、そして、戦後、全国で進められた拡大造

林という手法が２つあります。特に歴史的というのは、１行目から２行目にか

けて赤字になっているところに案として挙げさせていただいておりますが、

「拡大造林」という言葉は専門用語でございます。事務局案の「地域経済発展

のために植林を行うなどの歴史的経緯を経て」ですと、御意見のとおり大きく

２つ施策があったということから、大ざっぱな表現であるかなという印象であ

るため、歴史認識を市民の方に正しく伝える観点から、代替案として「明治中

期には、はげ山や草地もあったが、明治期の植林や村有林の形成、戦後の広葉
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樹林からスギ・ヒノキ人工林への転換などの歴史的経緯を経て、現在～」と続

くように、改めて提案させていただければなと思っております。いかがでしょ

うか。

Ｃ委員の御意見のように、SDGsが昨今目標として叫ばれているところです。

持続可能な社会の基盤づくりになる、という内容を加味してはという御意見に

ついて、SDGsの方向性やその理念はもっともであると充分認識いたしておりま

す。岡崎市では、現在策定中であります「岡崎市第７次総合計画」を現在検討

している中で、持続可能な循環型の都市づくりを示しております。上位計画に

おいても示していることに加えて、「岡崎市森林整備ビジョン」自体も100年

後の望ましい森林の姿を目指し、将来の世代に受け継いでいくための指針とし

て、各種施策を進めていくものとなっておりますので、10年間の結果を踏まえ

て、改訂に向けて委員の皆様に御協力をいただいているところです。ビジョン

そのものが100年の計ですので、赤字部分で提案させていただいております文

中の最後の行に３つの方針で整理させていただいておりますところで、「岡崎

らしい」森林の創造を目指しますと結んでいるところに、御意見をいただいた

持続可能な社会の基盤づくりになるという意味も包括して表現させていただい

ていると御理解いただければと思っております。

［会長］

「60％が」で始まる文章が私自身にとって違和感を覚えるので、「市域の約

60％を占める森林は」と始めて、「明治中期」といったものを文章に入れてい

くことがいいのではないか思います。もうちょっと検討する範囲を広げていた

だけるといいのでは思います。

［事務局］

改定案について、ホワイトボードに記入させていただきました。

［会長］

ホワイトボードに書かれた改定案で取りまとめてはという御提案ですが、い

かがでしょうか。

［Ａ副会長］

市域の60％が森林、という「現在の情報」が冒頭にあって、その後、過去の

ことが書いてあって、その後、また現在という言葉が出てきます。少し日本語

として、読みづらくなっていると思います。ですので、現在についての文章を

集約したほうがすっきりするように思います。もし、「明治中期には」と冒頭

に始めても問題がなければ、それに続けて「現在、市域の60％を占める森林

は」としても別にいいわけです。「現在、森林は市域の60％を占めており、私
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たちは」のほうがいいかもしれない。最初は古いことから始めるのに抵抗があ

れば、逆にしてもいいと思います。現在から書き始めてもいいですけど、現在、

過去、現在というのは、ちょっと行ったり来たりという感じがします。

［事務局］

今、御意見をいただいたところについて、事務局としても、「現在」という

のは確かにまとめたほうがすっきりすると思います。このような「地域の約60

％が森林であり」から文章が始まっている理由としては、現行ビジョンの43ペ

ージにありますとおり「前節まで示したとおり、市域の約60％が森林であり」

から始まっています。ここをそのまま採用しましたので、会長からの違和感が

あるといった御意見も、多分そういうところからではないかを思います。

「明治中期は」と始まって、その後、「現在、森林は市域の約60％」と入れ

ていただいたほうが文章的にはすっきりするのではないかと、事務局でも思っ

ております。

「明治中期は」から始まって、「現在、」と赤字で書いたような形で、議題

１「本市の森づくりの方向性についての考え方」をまとめさせていただければ

なと思います。皆様から御意見がなければ、会長から賛否を取っていただけれ

ばと思います。

［会長］

事務局から、この議論の最終段階として御提案いただきましたが、これで取

りまとめさせていただいてよろしいでしょうか。

〔出席委員〕〔異議なし〕

［会長］

異議はありませんでしたので、承認とします。

⑶ 説明 

［事務局］

資料２ 施策のあり方と展開について

⑷ 意見・質疑応答 

［事務局］

御意見をいただいている方々に、改めて御発言をお願いいたします。

［Ｄ委員］

こういったピラミッド構造にしてそれぞれの関連がうまく分かるような図は
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非常にいいと思います。その中で、３段目に「木材生産に関わる施策」と「保

全林に関わる施策」とありますが、森林の持っている機能は多方面にわたって

います。その機能を大きく分類して対比させると「木材生産機能」と「森林の

持つ公益的機能」になると思うので、ピラミッドの３段目は、「木材生産に関

わる施策」と「森林の持つ公益的機能に関わる施策」に対比して整理したほう

が分かりやすいのではないかと思います。ここで「保全林に関わる施策」とい

うと、保全林そのものの意味が分かりにくいことや、また、保全林であっても

当然木材生産の機能はありますので、区分を明確に対比させたほうがいいので

はないかという意見を提出させていただきました。

［事務局］

事務局から、説明させていただきます。

今回、委員の皆様に資料を送らせていただき、先ほど「木材生産に関わる施

策」と「保全林に関わる施策」ということで説明をさせていただきました。

「木材生産に関わる施策」と「公益的機能に関わる施策」での対が望ましいと

考えていましたが、改めて確認しますと、林野庁の平成25年度の森林・林業白

書の森林及び林業の動向では、定義として「森林の有する多面的機能には、公

益的機能と木材等生産機能が含まれる」という記載がございました。多面的機

能と公益的機能が混乱していたのが正直なところです。「森林の有する多面的

機能」という言葉があり、その中に「公益的機能と木材等生産機能が含まれ

る」ということになりますので、公益的機能と木材等生産機能が並列になりま

す。森林・林業白書には、「公益的機能のうち代表的なものは、国土の保全等

に関する機能」とあり、土砂災害防止や水源涵養が含まれています。

「木材生産に関わる施策」と「保全林に関わる施策」という記載について、

先ほど説明の中では水源涵養や土砂災害防止ということを、保全林という言葉

で置き換えていますが、Ｄ委員からの御意見のとおり「公益的機能」の文言が

相応しいと考えるので、定義を明確にするために、森林・林業白書から引用し、

「木材生産等に関わる施策」と「公益的機能に関わる施策」として提案させて

いただきたいと思っております。

［Ａ委員］

現在、動き始めている森林経営管理法の運用から、市で関与する生産機能を

持った森林とそれに合わない森林に二分するというように過度に分類された感

じを受けます。「木材生産に関わる施策」と「保全林に関わる施策」はもう少

しファジーに重なり合っている部分があるように思います。

例えば、森林の空間的機能と森林の魅力を見たときには、両方が重なってい

ます。健康増進に寄与している場合には、両方に関わります。施策を分類して

いくためには、このような分類があるかもしれませんが、「岡崎らしい森林」
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というものを目指していく場合には、少し違和感を覚えます。

［会長］

一番大本である、「岡崎らしい森林」という出発点で何をイメージしたらい

いのかということが曖昧になっています。森林は、多面的な機能を持っている

ということを前提にして考えようということですが、施策として検討する時に、

よく議論して進めていきたいと思います。Ｄ委員の御意見は、本質的に大事な

ことだと思います。

［Ａ副会長］

ここで、土台となる施策までは一体化していて、その上で２つに分かれてい

ます。つまり、現行ビジョンで示しているピンク、青、緑という色分けを引き

ずっているということではないかと思います。今、Ａ委員から新しい森林経営

計画管理制度を引きずっているといった内容の御意見がありましたが、多分そ

うではなくて、現行ビジョンがピンク、青、緑に色分けされていたという事実

があって、それを引きずっていると思います。御意見のおり、オーバーラップ

したり、重なっている部分もあります。私の理解では、この２つを構造的に示

すなら、公益的機能が下にあって、その上に木材生産が乗るというのが本来で

はないかと思います。公益的機能を損なってまで木材生産をやるという情勢に

あるのかと考えたときに、おそらくそういう情勢ではないでしょうから、公益

的機能が全体をカバーする、その上に木材生産が乗っているというほうが理解

しやすいと思います。

［会長］

どの機能がより上位になるのかというのは、地域ごとに異なってくると思い

ます。だからこそ、岡崎らしい森林というのをどう考えるか、受けとめるか、

そういうところに直結する問題になると思います。

私も、岡崎市は、木材生産の取組や機能がより充実されるように、ずっとこ

れまでも取り組まれてきたのではないかとは感じています。

［Ａ副会長］

やはり、施策の区分けと土地の区分けとは、同列では議論できないのではな

いでしょうか。

土地の区分けについては、御指摘のとおりどちらが優先順位を置く場所かと

いうのは議論としてあり得ると思います。そうしないとうまく進まない部分が

あるのかなと思います。

施策の中にはいろいろ混ざっていますけど、その混乱を防ぐために、土台と

なる施策、基礎となる施策という両方に関わる共通事項を下にまとめていると
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思います。例えば、公益的機能に関する施策というのは、針広混交林化のよう

に、かなり木材生産を度外視したような目的を目指すというのが入っています。

施策の分類の例をもう少し細かく見ていかないといけない部分が残っている

ような気がします。人材育成についても、人材育成こそ基礎じゃないかとかい

う意見もあるかと思います。

［Ｄ委員］

そういう意味ではまた基本に戻りますが、ピラミッド構造になっている４段

目に「めぐみ」、「うるおい」、「やすらぎ」とあり、「めぐみ」というのは、

例えば木材生産機能も「めぐみ」ですし、水源涵養機能も「めぐみ」ですし、

多くが「めぐみ」に入ってくると思います。「うるおい」は、代表的なものは

保健増進機能といった森林の持っている安らぎみたいなもの。保健増進機能が

代表的で、水源涵養機能も入るのかもしれません。人によって捉え方がいろい

ろ漠然としているみたいで、議論していくとピラミッド構造が崩れてしまう気

がします。

先ほどＡ副会長が御発言されましたように、公益的機能が森林として幅広く

ある中で、その中の一部として木材生産機能があるため、段階的には公益的機

能があり、その上で木材生産機能があるということがまとまりがいいのではな

いか思います。ピラミッド構造で考えますと頂点に「岡崎らしい森林」が来る

のは最もだと思います。４段目の「めぐみ」、「うるおい」、「やすらぎ」は

抽象的な表現になっていますので、定義を明確にしたほうが混乱しないと思い

ます。

［Ａ副会長］

「めぐみ」、「うるおい」、「やすらぎ」については、現行ビジョンの45ペ

ージに定義が書いてあります。この定義を見ないで議論すると混乱するので、

45ページをまず見ていただくと、「めぐみ」というのは物質生産機能だけです。

水に関するものなどは「めぐみ」に入っていません。そういうふうに特殊な定

義をしているので、一般の人が「めぐみ」と聞いてイメージするものと違うも

のがここに書いてあります。

「めぐみ」、「うるおい」、「やすらぎ」というのは、あくまで森林の機能

を３つに分類したという形で現行ビジョンはできています。もしそれの具合が

悪いということでしたら、ここで議論して変えるということになります。その

ままだったら、その定義を受け入れた上でやらないといけないと思います。

［Ｄ委員］

今、現行のビジョンを確認して、ピラミッドの４段目は、きれいに整理され

ていることを理解しました。また、ピラミッドの３段目は、「木材生産に関わ
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る施策」と「森林の持つ公益的機能に関わる施策」の対比よりも、Ａ副会長の

言われた表現の方がよいと思います。そういう面では、先ほど言われたように

木材生産と公益的機能のところは、対比よりも階段のほうがよりいいのかなと

いう気がします。

［Ｅ委員］

このピラミッド型にしたことは、とてもいいことだと思いました。市民の方

々は、活字を見るよりも図にしたほうが分かりやすいので、この形にしていい

なと思いました。

先ほど言われた下から３段目、「木材生産に関わる施策」と「保全林に関わ

る施策」を踏まえて、次に「めぐみ」、「うるおい」、「やすらぎ」という３

つの形になっています。この３つはつながっていますが、土台を踏んで施策を

行った上で、「めぐみ」、「うるおい」、「やすらぎ」というものができてく

ると思うので、この３つをもう少し、現状でもつながってはいるのですが、全

部３つとも伝わるというような全体を丸くくくるといったように、最終的に

「岡崎らしい森林」が頂点にでき上がるという形にしたほうが、図として分か

りやすくなるのかなと思います。

［事務局］

現行ビジョンの44ページに、「めぐみ・うるおい・やすらぎが共生する 岡

崎の森」と記載があります。元々はこの様な三角形の図で、真ん中に「岡崎ら

しい森林」があるという流れの図を検討していました。それをそのままピラミ

ッドのところに落とし込むと、「めぐみ」が頂点にあって、その下に「うるお

い」、「やすらぎ」があるといった、ヒエラルキー（階層構造）があるように

感じてしまいます。現行ビジョンの図のまま採用すると上下関係を感じてしま

い、今回、同列として表すことが、上下関係を感じさせないために適切だと考

えるため、「めぐみ」、「うるおい」、「やすらぎ」を横並びとし、その上に

「岡崎らしい森林」として提案させていただいています。現行ビジョンでも

「めぐみ」、「うるおい」、「やすらぎ」がそれぞれ連携していることを表す

ために、円の図で表していましたが、Ｅ委員の御意見のとおり、それぞれの円

のみで表しますと、それぞれの順位や関係性の伝えたい意図が不明瞭となって

しまうため、広範な市民に対して、上下関係がない意図をわかりやすく伝える

ためには、一体であることを表す図式がいいのではないか、という考えを提案

させていただいています。

［Ｃ委員］

先ほどのテーマとよく似た提案で、次回以降の議論になるのかなという思い

もありますが、先ほど申し上げました岡崎市がSDGsの宣言をしたことを踏まえ、
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今後検討する施策には、SDGsの17の目標のうち、達成できる目標を合わせて提

示するという考えはどうでしょうか。私がイメージする中では、「岡崎らしい

森林」という事業を推進していくと、SDGsが重要だと思います。かなりの部分

において「岡崎らしい森林」づくりとコラボ、親和性があると思います。森づ

くりがそこにつながっていくと考えますので、今日の議論ではなく、次回以降

の議論になるとは思いますが、是非事務局と一緒に考えられればと思っていま

す。

［Ｆ委員］

資料をいただいたときに、ピラミッドの形を見て、すぐに具体的な案のほう

に頭が吸い取られてしまって、具体的なことについて現場ではどうかというこ

とを考えていました。

具体的な内容は先ほどの説明で理解しました。現行ビジョンの横への流れの

中で細分化していく形と比べると、ピラミッドの形のほうが体系的に分かりや

すいなと思います。

取組案の一例を見たとき、少し理解しにくいと思うのは土台となる施策の部

分です。３段目（木材生産に関わる施策）と１段目（森林を管理する基盤に関

わる施策）は腑に落ち、理解しやすいと思います。２段目（森林施業・森林経

営計画に関わる施策）、取組案の「あいち森と緑づくり事業との棲み分けとそ

れに関連するインセンティブ（報奨）を検討」、「路網、土場について、経営

計画とセットで検討」という記載について、説明をお願いします。

［事務局］

基礎となる基本情報に基づく森林管理というのは、先ほどの議論の中、また

昨年度の10年間の振り返りでも、情報が正確に出せていない、という反省点が

ありました。森づくりにおいて、基本情報に基づく森林管理が一番大事であろ

うというところから、基本情報を正確に整理するというのが基礎となる施策と

なるところだと考えています。土台となる施策については、森林施業であった

り、ゾーニングも含めて、森林経営計画。また、Ａ委員から御意見もありまし

たように森林経営管理法もスタートしております。そういった面での施策をし

っかりとした上で、木材等生産機能に関わる施策と公益的機能に関わる施策と

いった、それぞれ個別の施策を積み上げていくという組立てです。

個別施策の取組案が、確かに具体的な例として適切ではないことも修正を加

えて検討していくとともに、路網や土場についても含めどういうところでどう

いう計画でどうしていこうかといったところを、土台となる施策を充分に議論

していきたいと思っています。

［事務局］
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今、議論をまとめて図にしたものをホワイトボードに記載しました。「岡崎

らしい森林」があって、「めぐみ」、「うるおい」、「やすらぎ」が一体とい

う形でくくってみたほうがイメージとして分かりやすいのではないかと、Ｅ委

員から御意見をいただきました。

組立てとして、まず文言のところで、「木材生産に関わる施策」と対になる

文言を「保全林に関わる施策」から、先ほどＤ委員からの御意見のありました、

「公益的機能に関わる施策」に修正することを提案いたします。

公益的機能が素地にあって木材生産がその上にあるという考え方が、Ａ副会

長から御意見として出されましたので、事務局で、それらを斜めの線に図式化

しました。

［Ｄ委員］

この分け方もいいと思いますが、森林には、明らかに木材生産に適さないも

のもあり、また、木材生産の機能が大きくても公益的機能も十分に発揮してい

る森林もあると思います。この関係を仮に図で表したら、図のように公益的機

能が木材生産機能を包括しているイメージではないかと私は思いました。もし

この図を使うとしたら、それぞれの森林が有する公益的機能と木材生産機能の

比率をどのように決めていくかというところが、「岡崎らしい森林」に導く場

合の重要なポイントになると思います。

［Ｂ委員］

「岡崎らしい森林」についてですが、これから目指すものを言っているので

しょうか。岡崎の森林の特徴として、１つは山と町がコンパクトに一つの岡崎

市という区切りの中に存在するということと、２つ目は、明治期からしっかり

森林を整備してきたという歴史的背景があげられます。そういう「岡崎らしい

森林」の良さを生かしていこうということでしょうか。あるいは、いろんな施

策を実施することを通して、「岡崎らしい森林」というものを作っていこうと

いうことでしょういか。いずれにしても、「岡崎らしい森林」というものを、

はっきりしていくべくではないかと思います。

［Ａ副会長］

その定義について、今日前半議論していたと私は理解しています。この文章

に書いてあることが「岡崎らしい森林」です。そこには歴史的な経緯も書いて

あり、何を目指すかということも書いてあります。この資料１から離れて「岡

崎らしい森林」の議論をしますと、議論は堂々巡りになってしまい、永久に終

わらなくなります。ここには、現状認識とその課題と将来像がかなりちゃんと

書いてあるように思われます。もちろん総花的であって、「多様な森林」とい

うことなってしまう側面もありますが、書くべきところはきちんと書いてあり
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ます。

［会長］

私は、「岡崎らしい森林」と聞いたときに、何十年も前に、当時の西ドイツ

のある都市で、「ここは私たちがずっと大事にしてきた森林」だと市民が誇り

を持って話していて、木材生産も当然そこで行っていましたが、そのようなと

ころに触れて感銘を受けたことを思い出しました。岡崎市でも木材生産が１つ

の産業として本当に中心に据えられるような取組をずっと続けてきたことを、

市民が誇りに思ってサポートしていく。それが「地域の環」、「人の環」とい

う言葉として挙げられていると思います。それを22世紀を迎えるまでの間につ

くり上げられていくといいなと、そのためにみんなで力を合わせられるといい

という思いで、私たちはこの会議に集まっているのだと思っています。目標は

未来に向けてですけど、これまでのいろんな努力を生かしていく形に議論が集

約されていくことを望みます。

［Ｃ委員］

今、当たり前のこととして皆様が認識されているとおり、山間部では過疎化

がずっと進んでいます。下から３段目の「木材生産に関わる施策」と「保全林

に関わる施策」がありますが、森林整備ビジョンの中で過疎化について議論が

できるのはここだと思います。関係人口に関する取組がありますが、人が山を

使うような施策展開というのは、どの辺に入るのか、あるいは重要ではないか

なと思います。言葉の遊びかもしれませんけれども、森林人材育成の中に、林

業系の人材だけでなくて、山間部でいろんなことをやる人材育成というのが含

まれるといったことをしないと、本当に林業をやってくれる人がどれだけ集ま

ってくれるのかなと考えました。

［会長］

次回以降の個別施策についての協議で、人材育成のところを中心に論議され

るときに、また御意見を反映させていただくといいのかなと思います。

それでは、そのほかに御意見、御質問等がございませんようでしたら、事務

局で取りまとめをお願いします。

［事務局］

議論(2)の協議内容について、確認をさせていただきます。様々な御意見を

いただきました中で、ピラミッド構造については、皆様の御了解をいただいた

と思います。１点目は、「岡崎らしい森林」と「めぐみ」、「うるおい」、

「やすらぎ」をワンセットでまとめていくこと。２点目は、「木材生産に関わ

る施策」と「保全林に関わる施策」と書いてある文言を「木材生産等に関わる
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施策」と「公益的機能に関わる施策」とにさせていただくことが２点目です。

公益的機能と木材等生産機能については、並列ではないが、公益的機能が下

にあり、木材等生産機能が上にあるという表現にする。

このような構造とし、文言は適切に整理するものとして、皆様に御承認をい

ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

［Ａ副会長］

ピラミッド構造の図は、もう少しまだ考える余地があると私は思います。あ

の斜め線の区切りについて、公益的機能が下に入り込むのでしたら、それは土

台となる施策に入れればいいと思います。しかし、右側（取組案の一例）のほ

うを見ると、例えば、「皆伐後、針広混交林化を目指す」と書いてあるので、

完全に木材生産と切り離した取扱いになることが書いてあります。

そこで、私のアイデアとしては、３段目（「木材生産等に関わる施策」「公

益的機能に関わる施策」）のところに２つの囲いがあり、その囲いの中にそれ

ぞれ言葉が入っていますが、２つの囲いに分けるのをやめてはどうでしょうか。

「木材生産等に関わる施策」と「公益的機能に関わる施策」の２つを１つの囲

いの中に書いてはいかがでしょうか。２つの囲いという線引きをしたことで分

かりにくくなっているのではないかと憂慮しています。中点で２つを並列に書

いておけば、いろんなグレーゾーンも含めて理解してもらえるのかなと思いま

す。四角が２つ、並列になっていることに違和感があるわけです。四角を１つ

にして、中に２つ言葉を書くというのが１つのアイデアかなと思います。

二重線にしなくてもいいと思います。一重線でもいいですから、四角１つで

両方書くというのはどうかと思います。

［会長］

今、Ａ副会長から取りまとめの御意見が出されましたが、いかがでしょうか。

〔出席委員〕〔異議なし〕

［会長］

異議はありませんでしたので、承認といたします。

８ その他

連絡事項 ［事務局］

字句・数字・その他整理を要するものついては、会長に一任する。

次回の開催日は、現在のところ令和２年11月の第２週頃での開催を予定して

いる。なお、正式な日程は後日、開催通知を送付する。


