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第８４回千葉県森林審議会 議事録 

 

千葉県農林水産部森林課  

 

１ 開催日時 平成２６年１２月１２日（金） 

       午前１０時から午後０時５分まで 

 

２ 開催場所 プラザ菜の花 ３階会議室「菜の花」（千葉市中央区長洲） 

 

３ 出席委員の氏名 

小髙茂委員、小林達明委員、佐山裕子委員、志賀和人委員、高濱美樹委員、 

手島芳枝委員、難波佐代子委員、福永健司委員、山田利博委員、渡邊初枝委員 

 

４ 欠席委員の氏名 

       伊村則子委員、本吉久雄委員、鈴木亜夕帆委員 

 

５ 会議の経過 

（１）開会 

司  会 

ただいまから「第８４回千葉県森林審議会」を開催いたします。 

 それでは、議事に先立ちまして、農林水産部次長の石野よりあいさつを申し上げます。 

 

（２）農林水産部次長あいさつ 

農林水産部次長の石野でございます。 

本来ですと知事が冒頭に御挨拶させていただくところでございますが、他の公務がござい 

まして参れないものですから、私より開催にあたりまして一言、御挨拶させていただきます。 

委員の皆様方におかれましては、大変お忙しいところ、本日は御出席をいただき誠にありが 

とうございます。 

また、日頃から本県の森林・林業行政につきまして、多大な御理解、御協力をいただいて 

おりますことをこの場をお借りして厚くお礼申し上げます。 

さて、県では、昨年１２月末に千葉県総合計画を実現するための具体的な取り組みを示し 

た「千葉県農林水産業振興計画」を策定いたしました。 

策定にあたりましては、委員の皆様方にも御意見をいただいたところでございます。御協 

力誠にありがとうございました。 

この振興計画では、森林組合などの担い手の育成・強化や、本県に多い小規模民有林を 

集約化した森林経営計画の策定推進、路網整備の推進と高性能林業機械の導入による低コス 

ト作業システムの確立、主伐も含めた森林再生、県産木材の需要拡大に取組むとしています。 

また、津波被害を軽減する効果も確認された海岸県有林保安林の再生整備、福島第一原子 

力発電所の事故による、しいたけ、たけのこの出荷制限及び自粛の解除と生産振興も喫緊の 

課題となっております。県としましては、関係機関と連携いたしまして、引き続き本県の森 

林・林業の発展に向けて努力して参りたいと考えておりますので、委員の皆様方の一層の御 

指導と御協力のほどお願い申し上げます。 

さて、本日の議題でございますが、ひとつは千葉南部地域森林計画（案）につきまして、 

諮問いたすものでございます。 
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千葉南部地域森林計画は、房総半島南部に位置する１２の市町の地域を対象として、１０ 

年間の森林整備の目標などを定める法定計画でございます。 

本日お示しする計画案につきましては、所定の縦覧期間を経て、県民の意見や国や市町村 

の関係機関との調整を行ったものでございます。どうぞ、よろしく御審議のほどお願いいた 

します。 

このほか、林地開発許可案件に関する審査状況などについての報告事項がございます。 

委員の皆様には、どうか活発な御議論をいただきますようお願い申し上げまして、私から 

のあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

司  会 

次に配布資料の確認をさせていただきます。 

《資料の確認》 

 

（３） 委員紹介 

司  会 

次に、本日御出席をいただいております委員の方々を御紹介いたします。 
《委員の紹介》 

 

（４） 会議成立の報告 

 司  会 

本日の審議会には委員数１３名のところ、半数以上の１０名の委員の方に御出席いただいてお 

りますので、千葉県行政組織条例の規定により当審議会は成立しておりますことを御報告申し上 

げます。 
    なお、本審議会ですが千葉県情報公開条例の規定により公開にて行うこととされております。 
    また、議事録につきましても、以前より会議終了後に議事要旨を県のホームページに掲載し、 
   公表しているところですが、今回からは発言内容を委員のお名前とともに公開させていただく予 

定ですので御了承のほどお願いいたします。 
 

（５）県幹部職員の紹介 

司  会 

続いて県の職員を紹介させていただきます。先ほど、あいさつをしました石野農林水産部次長 

です。次に、白石森林課長です。 

次に、大変恐縮ではございますが、小髙会長から御挨拶をいただきたいと思います。よろしく 

お願いいたします。 

 

（６）会長あいさつ 

委員の皆様方におかれましては、年末のお忙しいところ、第８４回千葉県森林審議会に御出席 

いただきまして、誠にありがとうございます。 

さて、今週末には衆議院選挙を控えるなど、相変わらず混沌とした社会情勢となっております 

が、森林・林業を取り巻く環境については、今年の６月に政府戦略のひとつである「農林水産業・ 

地域の活力創造プラン」が改訂され、「林業の成長産業化」に向けた方向性が示されました。 

このプランのなかでは、「新たな木材需要の創出」や「国産材の安定的・効率的な供給体制の 

構築」を推進する施策が掲げられております。 

人工林が本格的な利用期を迎え、木材自給率も平成２５年度には約２９％となり、この１０年 
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   で１０ポイント上昇しました。また、林業従事者に占める３５歳未満の若者の比率は、平成２年 

の６％から平成２２年には１８％まで増加し、さらに今年は、林業やその従事者を題材とした映 

画が公開されるなど、林業に対する注目度も増してきているように感じます。 

また、先日ユネスコにおいて「日本の和紙」が無形文化遺産に登録されるという嬉しいニュー 

スがありました。これにより、日本の木の文化への関心がより一層深まることと思います。本県 

においても森林や木の文化への理解が進み、次の世代へ健全で豊かな森林として引き継がれてい 

くことを願っております。 

本日は知事より諮問のありました「千葉南部地域森林計画（案）」につきまして、御審議いた 

だきますが、委員の皆様から活発な御意見をいただきますようお願い申し上げます。 

誠に簡単ではございますがあいさつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

（７）議長選出 

司  会 

小髙会長ありがとうございました。続きまして、会議の議長ですが、会長が行うこととなって 
おりますので、小髙会長に議長をお願いいたします。 
 

議  長 

それでは、しばらくの間議長を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

（８）議事録署名人選出 

議  長 

議事に入る前に、議事録署名人を選出したいと思いますが議長に一任いただけますでしょうか。 

 

各委員 

異議なし。 

 

議  長 

それでは、佐山委員と渡邊委員にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（９）傍聴希望者について 

議  長 

本日の会議につきまして、傍聴希望者の状況はどのようになっていますか。事務局から報告願 

います。 

 

司  会 

傍聴希望はありません。 

 

（10）議事 

 ①審議事項 

議  長 

傍聴希望者がいないようですのでこれより議事に入ります。それでは、知事の諮問を受けた、 

「千葉南部地域森林計画（案）」について御審議いただき答申を行うこととしたいと思います。 

計画（案）について、説明をお願いします。 
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森林課長 

     《資料により説明》 

       

議  長 

   ただいま、千葉南部地域森林計画（案）について御説明いただきましたが、何か御意見や御 

質問がありましたらお願いします。 

  

小林委員 

   これからなさろうとしている計画は柔軟な考え方を取りいれるということで理解できますが、 
やはり、前の計画の達成率が低かったという点をこの計画で改善していくために、担い手がきち 
んと維持できているのかどうかや、加工や流通の面も含めて、千葉県の林業全体が今後ここに書 
いてあること以外にもどのような体質改善を図っていくのか、検討されていましたら教えていた 
だきたいと思います。 

 
森林課長 

 先ほど説明したとおり、国の間伐制度が搬出間伐に変わったことに伴い、非常に経費が掛かる 
ようになりました。それから、施業地がかなり奥地化していて集約化や機械化が遅れている状況 
にあります。これらを解消するために県では森林経営計画の策定を推進しているところであり、 
来年度以降も重点的に取り組むこととしています。 
これにより、効率的な施業が行われ、間伐などが進むということを目指していきたいと考えて 

   います。搬出した間伐材の利用については、少しずつではありますが木材加工業者や工務店など 
   との供給協定の締結や、バイオマスのニーズについても話が出てきています。そのような需要に 

ついて、アンテナを高くして効率的に木材が利用されるよう、時期を失しないような施策を展開 
していきたいと考えています。 

 
 議  長 

    ほかにありますか。 
 
手島委員 

 先ほど若い世代、担い手の話がありましたが、私も高齢だが実際に自分で山仕事をしている者 
であり、担い手の問題は非常に危惧しています。県としては緑の雇用などで担い手を育成しよう 
としているのでしょうか。それから間伐を増やすという話がありましたが、これは南部だけでな 
く県全体に広がる問題なのでしょうか。 

 
森林課長  

担い手については、緑の雇用を使った助成を千葉県森林組合連合会が行っております。それに 
   加え、県の対策も行っており、県内にはあまり大きなところはありませんが林業事業体の経営を 

強化するような支援をしていきたいと考えています。 
それから、間伐の実施については、南部地域だけでなく県全域で取り組んでいきたいと考えて 

   いるところです。 
 
手島委員 

わかりました。 
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議  長  

ほかにありますでしょうか。 
 
志賀委員  

４８ページの計画量に関わることですが、計画量自体は妥当な数字だと考えていますが、全国 
的にみた場合、非常に木材の需給構造が変化してきているように思います。 
そうすると、今の段階では千葉県の場合にはこういう計画でいいと思いますが、あと５年先、 

１０年先に、全国的な動向が千葉にどのような影響を及ぼすかということで、今までの施業の在 
り方をかなり抜本的に考え直す必要があるのかと考えています。そこで２点意見があります。 
第１点目は人工林の施業体系で、植栽本数はスギだと３，０００本くらいの従来型で計画され 

   ていますが、現在、非常に木材の需要構造が変わってきており、コスト削減ということで、地域 
   にもよりますが、２，０００本まで下げるとか、あるいは県の単独事業の補助要件として逆にコ 

スト削減のため本数をそのくらいにした場所にだけ補助するという県もでてきています。 
一方で千葉県の山武林業のような伝統的な場所もあり、それを生かさないといけない部分もあ 

りますが、今後の人工林施業の千葉らしいあり方というのをどう考えるのか、ということを検討 
していく必要があると思います。 
それから、長伐期化と言っても長伐期化が可能なところと、病害虫とか地質条件によって気象 

害等を起こしやすいところといった区分が重要と思います。その場合に所有者がそれを判断する 
のは難しいので、そこを県の行政と林業事業体、所有者が協力してやっていくような仕組みが必 
要ではないか、というのが１点です。 
第２点目は広葉樹に関わることで、先日、栃木県のバイオマス工場を見てきました。５万立方 

メートルを発電と温熱供給に使うということで、決して大きな工場ではないのですが、この計画 
量の全部を燃やしてしまうということにもなります。今後の稼働状況によっては、広葉樹につい 
ても循環利用するところと、自然環境の面で保全していくところが出てくるかもしれません。 
そこの工場長は、地元の森林組合を定年後に来た方で、針葉樹の廃材だけでは賄えない部分を、 

広葉樹で１ヘクタールあたり１０万円くらい払えば所有者は切らせてくれるという話をされて 
いました。そうすると、今までのように広葉樹が放置されているという状況が変わってくると思 
います。 
そうなったとき千葉県は保安林が少ないので、場合によっては切り放題という可能性もあり、 

今後の課題として研究しておく必要がありますので、検討していただければと思います。 
 
森林課長  

ありがとうございます。人工林の植栽本数については、御意見のとおり効率を考え、植栽本数 
を減らすことも検討しています。今回はヒノキが疎林仕立てで３，０００本という計画量になっ 
ておりますが、機械化によりコスト削減を実現することによって２，５００本くらいまで減らせ 
るという記載を今回付け加えたところです。 
それから、バイオマスですがいろいろ話が来ています。ただ、千葉県の木材生産量は６万立法 

メートル程度であり、ちょっとしたバイオマス工場で使うとその程度になってしまい、今のまま 
では難しいと思います。ただ、今後可能性として県内でバイオマスを使っている発電所も実際に 
あり、間伐材等を利用した工場も近い将来作られるという可能性もありますので、情報を収集し、 
引続き検討していかなければと考えています。 
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山田委員  
今までの御意見でかなり問題点が出たと思うのですが、林道開設で災害復旧を優先するという 

ことについて伺います。これも前計画の実行率が低かったのですが、最近災害が頻発しています。 
今年も２月の雪害に始まって５、６月や１０月も続いています。林道開設も間伐の遅れに影響が 
あり、バイオマス利用を含めた間伐の促進がこれから必要だと思いますので、実績が低下してい 
るということで、これを上向きにしていく方策をぜひ立てて頂きたいと思います。 
それに加えて、林道などのインフラの整備は災害に強いものを作っていくとともに、間伐など 

   の施業も含めてやっていく必要があると思いますが、これに対しては何か対策をお考えでしょう 
か。 

 
森林課長 

 林道については市町村道が多く、県道自体を開設する計画量は少なくなっています。 
ただ、そこから先の作業道については作らないと今後の効率的な施業ができないので進めてい 

   きたいと考えています。 
千葉県は地質があまり良くないので、今後はより強い作業道の整備の方法等について、様々な 

方面から、実績と実際の作設の方法などが示されていますので参考に進めていきたいと考えてい 
ます。具体的には、林業事業体などへの作業道作設の研修会などを何回か行っていきたいと考え 
ています。 

 
議  長 

 ほかに何か御質問はありますか。 
 
高濱委員  

千葉森林管理事務所の高濱です。２点あり、１点は研修などで作業道の低コスト化に取り組む 
ということですが、国有林についても民国連携で一緒に進めたいと考えていますので、よろしく 
お願いします。 
もう１点は、今回付け加えたという、４２ページにある林産物利用の促進で、会長からも木材 

の安定供給や木材の需要を増していくことが必要だという話がありましたが、まずは公共建築物 
の木材利用の利用促進が大事だと考えています。ここにも、市町村における公共建築物の木造利 
用を進めていくとありますが、現在千葉県では３割程度の市町村が推進方針を作っていますが、 
今後具体的にどのように進めていかれるのかお聞きしたいと思います。 

 
森林課長  

県産木材の利用については、いろいろな情報の提供を受け、木造施設の設置について働きかけ 
を行っているところです。市町村については、公共建築物等の木材利用推進方針の策定を常に働 
きかけています。国の事業で木造建築への各種の補助事業がありますが、その利用にあたっては 
推進方針を作る必要があるという話もしています。 
また、県の施策でも木材利用を推進するため、木材を使った住宅を建築する場合に補助を出し 

ていますが、これについても木材利用推進方針の策定をお願いしています。 
千葉県は北総、東葛、千葉地域は森林が非常に少ないので、市町が木材利用推進方針を作ると 

ころまで理解が得られず、森林が多い県と比べると、策定率が少ないところがあるのでは、と考 
えています。今後も木材利用を考えている市町に対し働きかけを行い、策定率を上げていきたい 
いと考えております。 
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 議  長 

    ほかに御質問はありますか。 

 

福永委員  
林業関係の話はかなり出たと思いますが、やはり資源の有効利用や循環を考えると、まず県庁 

内の横の連携をうまくやっていく必要があると思います。木材を利用するには、建設や環境の分 
野から働きかけを行うことにより、うまく地域の人たちとやっていけるのではないかと思います。 
ひとつ質問ですが、資料１－３の中段、計画対象民有林の内訳の中で「その他１３％」とあり 

ますが、この内容は、林地開発で林地として登録されているのに森林になっていない、こういう 
ところが含まれているのでしょうか。 

 
森林課長  

それも含まれています。竹林、伐採跡地や未立木地、未立木地の中には開発中のものも含みま 
す。それが１３％ということになります。 

 
福永委員   

多分その中の開発関係は少ないのかもしれませんが、どこも植栽はするのだがよく育っていな 
いとか、航空写真をみると木が生えていないという事例がよくあり、千葉県ではそういう場所が 
多いと思います。そこをしっかり指導して、今回の計画にあるように伐採したところはどんな林 
を目指して緑化をやっていくのか、もう少し浸透させていただきたいと思います。 

 
森林課長  

県庁内の横の連携という話ですが、県庁内に「県産木材利用推進庁内連絡会議」を設置し、情 
報の共有などを行っています。これらを活用して、県での公共施設の建設予定などをもとにこれ 
からも木材利用の推進を働きかけ、具体的な計画を作っていきたいと考えています。 

 
議  長  

ほかに何かありますでしょうか。 
 
手島委員  

資料を見ると竹林がよくでていますが、千葉県はこの竹林をどうしたいと考えているのでしょ 
うか。南部も北部も困っている、高密度になったらだめと書いてありますが、確かにそのとおり 
だと思います。 
多分、全国的な問題だと思いますが、耕作放棄地にはどこにでも竹が侵入してきており、土地 

所有者がそこまでやらなければならない問題なのか、と心配しているところです。 
 
森林課長  

森林にあまり手が入らなくなったということで、竹林が拡大してきているということはあると 
思います。それで実際に全国的に問題になっています。 
県では放置された竹林の対策として、平成２１年度から竹林を伐採して森林を再生するという 

補助事業を実施しています。面積的にはまだそれほど多くはありませんが、補助要件に合えば事 
業を実施することができるようになったところです。 
また、研究機関では、竹林の管理や竹林の拡大を止めるにはどうしたらよいか、ということに 

ついて普及するための冊子などを作って配っています。県では竹林の拡大防止のための普及啓発、 
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実際の竹林の伐採、森林の再生の事業を進めていきたいと考えています。ただ、非常に面積が広 
いのでなかなか手が回らないというところも現実にはあります。 

 
小林委員  

後ほど放射性物質対策に関する報告があるようですが、ひとつには竹の利用が放射性物質の問 
題があり難しくなっていることがあります。 
特に県南は夷隅川が竹材であふれて大変なことになったことがありますから、時間はかかりま 

すが、利用の促進については緊急にしっかり考えなければならないと思います。 
それから、以前調べたことがありますが、竹林拡大のひとつの原因としては、周りの森林が弱 

いところは拡大しやすい。きちんと樹高がある森林では拡大しないのですが、周りに空き地があ 
ると拡大します。房総の中でもどちらかというと、東京湾側の森林発達がやや弱いところが拡大 
している傾向があり、この対策としては長い話になりますが、森林は森林としてきちんと育成す 
ることが必要です。 
一番いいのは竹林の境界をはっきりさせ、仕切りをいれて侵入してきたものは全部抑えるとい 

うことです。マニュアルを作っていると思いますが、対策を徹底して竹材で川が埋まるようなこ 
とが起きないように御注意いただきたいと思います。 

 
議  長 

 ほかにございますか。 
 
佐山委員  

今回の保全の話の中ではあまり触れられていませんでしたが、病害虫及び動物などの害獣につ 
いて、最近シカやイノシシなどの害がよくいわれており、特に南部地域はシカの被害が増えてき 
ています。 
これらへの対策で、森林を守るといった施策をお考えでしょうか。今後被害がどう広がってい 

くのか、また、森林行政の中でその対策をお伺いしたいと思います。 
 
森林課長 

 具体的な直接の鳥獣害対策については、自然保護課あるいは農業関連部署が実施しているとこ 
ろですが、ただ、森林が生息区域となっているため、今後、シカなどの野生動物による食害を防 
止するために、防護柵の設置等の被害防止対策を計画の中で位置付けていきます。 
今後、主伐などが行われるようになると、シカなどの野生動物が苗木を食べてしまうというこ 

   とが考えられるので、状況に応じて被害防止対策を実施していくことになると思います。 
それから、千葉県鳥獣保護事業計画がありまして、これに基づく野生動物の生息数や被害数量

などのモニタリング調査が行われていますので、これらと連携を図りまして森林整備を進めてい 
きたいと考えています。 

 
議  長  

ほかに御質問はありますか。 
 
難波委員  

担い手のお話を伺いたいと思います。私は建築士ですが、森林の保全や育成については実際の 
ところ、ぴんときませんが、これからの森林の担い手を育てるということで、千葉県建築士会女 
性委員会では年に１回「建築と子供たち」という活動をしており、今年は３月２８日に君津地区 
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でツリーハウスを作成しました。 
今までも間伐材を利用したベンチ作りや、地元の中学生に書いてもらった設計図に沿って、５ 

つから６つのツリーハウスを作成し、関心を持ってもらい、森を整備しようという活動を行って 
います。なかなか森林の保全や育成という話にまでは持っていけませんが、身近なことを通じて 
森林の大切さなども教えていきたいと考えています。 
学校教育の中でも森のめぐみを教育の場において教えていただきたい、そのように希望します。 

 
森林課長  

木材の普及という面では、「木育」という言葉で呼んでいますが、これを行っています。 
木材に親しみ、木材利用に理解が深まるように中学校での木工教室の開催、木工コンクール等 

を行っております。今後、教育関係とも連携し引続き取り組んでいきたいと考えています。 
 
難波委員  

よろしくお願いいたします。 
 
小林委員 

 この話と関連したことですが参考までに。今の話は子どもが対象ですが、大山千枚田で大人を 
対象とした建築講座をやっています。我々は、家というのは一生に一度のすごい買い物であるに 
も関わらず、全くの知識無しに買ってしまいます。それを、実際に家を木材で作るということを 
体験しながらやってもらう。家を建てるというのはどういうことかを勉強してもらうということ 
をやっています。今後、家を買う方々にどのように木を使うのか、どのように家ができるのか、 
その供給元がどのようになっているのか、ということを知ってもらうという広報活動を森林課も 
建築士会などと連携しながらどしどしやっていただければ、需要がたくさん生まれると思います。 
 

森林課長  

御意見ありがとうございます。 
 
髙濱委員  

今の関連ですが、そういう体験や木材の利用について、一般の方に知っていただくのは非常に 
大切だと思っています。 
それから、７ページ目の「ちばらしい地域組織の結成」という項目ですが、そこに「地域森林 

づくり委員会等合意形成の場の設置」とあるのですが、これはどのような構想であるのかお聞き 
したいと思います。 
 

森林課長  
これにつきましては、地域の森林については、地域の方々が連携して、その地域の森林の整備 

をどう進めていくかということを地域で決定していくということを目標としまして、こういった 
組織ができればということで考えています。ただ、今のところ、まだ中心になるような市町村は 
なかなか見つけられていないという状況です。 
今後、ますます森林への関心が高まるなかで、そういった協議会等を立ち上げて地域の森林を 

どうやって整備していくかということを協議する場ができればと考えています。 
 
高濱委員  

このなかに一般の方も入れて頂けると良いと思います。 
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森林課長  
地域の方々というのは一般の市民を想定しています。 

 
議  長 

 ほかに何かありますか。 
 
手島委員  

教育の森制度について、これをもっとＰＲして欲しいと思います。うちの山も教育の森になっ 
ていて近くの小学校の低学年と高学年の子どもたちが毎年来てくれますが、とても喜んでいます。 
２、３日前にも小学５年生を相手に半日行いました。小学生は、大きな木が育っている様子を 

見て、枝打ちや間伐を体験するものですから、大変楽しいらしいです。 
そこで最後に小学５年生から、枝打ち機などで大変な作業をやっているのをみて、「儲かりま 

すか」という質問が出たそうです。「儲かります」とは言えませんから、「儲からなくてもいいか 
ら続けています」と伝えています。子どもたちが「ボランティアなのか」と思わないように教育 
の現場で教えていただきたいと思います。 
学校の先生は「地球環境が…」などと言うが、地球環境は大事ですがそれだけではこれから先 

   何年続くか。教育の森制度は良い制度だと思うので、もっと皆さんに知ってもらい、山に大人た 
   ちだけでなく子どもたちも入ってもらい、木を育てるだけでない、ということを知っていただく 
   ために、ぜひＰＲのほどお願いします。 
 
森林課長  

ありがとうございます。 
教育の森については制度としてはありますが、なかなかＰＲが十分ではない現状があります。 

非常に重要だと思っておりますので、引続きよろしくお願いいたします。 
 
小髙委員  

では、私から聞いてもよろしいでしょうか。 
志賀先生のお話と重複しますが、今全国的にバイオマス発電が盛んに設備投資されています。 
地域によってはバイオマス発電用の燃料チップを作る業者と単に製紙用のチップを製造する 

業者とで原木の取り合いが既に起きてきているんですね。 
一般的にＡ材、Ｂ材、Ｃ材といわれておりますが、その中で地域によってはＣ材の価格が高騰 

している。上がることはよいことかもしれないが、その影響が今度はＢ材に及んでいて、針葉樹 
が合板工場で取り合いになっている。地域によってはかなり原木の供給元で過当競争が発生する 
懸念がされていると聞いております。 
千葉県でも製紙用のチップを作っている業者は殆ど県外へ出荷していますよね。逆に、県内に 

あるバイオマス発電用の燃料チップは県外から搬入されているものが多いのでは、と思っている 
のですが、千葉県におけるＣ材、間伐材の利用というところで供給量とか需要動向を県でどのよ 
うに把握されているのでしょうか。 
また、今年７月に木更津港から中国向けに県産材の間伐材が２，５００立法メートル程輸出さ 

れました。最近は円安になってきていますから、輸出と言う面では採算が良くなってきていると 
思います。こういったものを含めると今後、県産材の輸出動向はどういうことになるのか、もし 
情報をつかんでいらっしゃれば、お聞きしたいと思います。 
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事務局  
先に輸出の話ですが、国の制度が平成２４年度から間伐材を搬出することとなり、どんどん山 

から伐り出したのですが、千葉県特有の溝腐病の問題などがあり材質がよくないということで搬 
出量に見合った需要に結びつかず、土場にだいぶ材が滞留してしまいました。 
そこで、先ほど各委員からも御意見、御提案があるようなバイオマス利用について県外から打 

診がありましたので、そちらも検討したのですが安定的な供給といった課題を突き付けられ、対 
応できない状況でした。 
そんなとき、商社を通して、近年、木材需要が高まっている中国、台湾、韓国方面への輸出の 

話があり、輸出したのですが、向こうは国内の大規模製材工場ではなく、どちらかというと手作 
業で良い部材をとってそれを利用するという形でやっていますので、ある程度は捌けましたが、 
材質の問題から継続的な輸出には結びつきませんでした。引き続き模索はしていきたいと考えて 
います。 
それから、Ｃ材の需要動向を把握しているかということですが、搬出量は判っても最終的にど 

ういうところに行きついているのかは、県として把握していません。 
ただ、今後、需要に合った供給を考えていくうえでは必要であり、川上から川下にかけての体 

制整備が全国的に求められていますので、県としても考えていきたいと考えております。 
 
議  長  

ほかに御意見、御質問ありますでしょうか。ないようでしたら審議を終了しまして、審議会と 

しての意見の取りまとめを行いたいと思います。 

知事から諮問を受けた、「千葉南部地域森林計画（案）」につきましては、修正を求める特段 

の意見がありませんでしたので、妥当である旨の答申をしてよろしいですか。 

 

 各委員 

    異議なし 

 

 議  長 

ありがとうございます。それでは、千葉南部地域森林計画（案）について、「本計画は地域の 

実情及び全国森林計画に則して計画されており妥当である」と答申いたしたいと思います。 

   続きまして、報告事項に入らせていただきます。なお、このあと、報告事項のアからウまで 

御説明いただき、その後にまとめての質疑とさせていただきますので、お願いいたします。 

 それでは、最初に「森林保全部会の開催状況」についてお願いいたします。 

 

 ②報告事項 

 山田部会長 

《資料により説明》 

  

議 長 

   山田部会長、ありがとうございました。引き続き、イの「林産物に係る放射性物質対策」に 

  ついて説明をお願いします。 

 

事務局 

《資料により説明》 
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 議  長 

    ありがとうございました。それでは引続いて、ウの「海岸県有保安林の整備」についてお願い 
   いたします。 
   
事務局 

《資料により説明》 
 

議  長 

報告事項は以上でございますが、何か質問はありますか。 
 
小林委員  

最後の海岸県有保安林の盛土用の土砂ですが、盛土造林の現場は見させていただきました。 
全体にうまくいっていると思うのですが、成績の悪いところもあり、そこは基本的には土質の 

問題があって、水が滞水するようなやや粘土質の場合はどうしても悪くなっています。リサイク 
ルなので、たとえば河川整備事業で出てくるような非常に湿った土を使うのは全然だめ、という 
ところがありますので、御注意いただきたいと思います。 
それから、これは現場を見ていないのですが、館山の平砂浦地区は非常に松枯れがひどい状態 

   だが、そのあとの再造林がうまくいっていないという話を聞いております。そういうことがある 
   のか、あるのであればその原因をお聞きしたい。 

 
森林課長  

平砂浦ですが、秋植えの施工地は成績が悪いところがありました。原因については調査中であ 
り、正確なところはわからない状況です。植えたマツの苗が小さく、生育が良くなかったのが原 
因のひとつではと考えているところです。 
 

小林委員  
原因究明をよろしくお願いします。それからもう１点なのですが、資料３でしいたけ原木の話 

がありましたが、原木は５０ベクレル/キログラム、菌床栽培の場合は２００ベクレル／キログ 
ラムだと思うのですが、それに対応したフローは付けないのでしょうか。 

 
事務局  

菌床栽培については出荷の制限や自粛がありませんし、委員がおっしゃられたことを生産者に 
   は守ってやっていただいていますので、今のところ千葉県産の菌床栽培しいたけについては大丈 
   夫であるという理解でおります。 
 
 議  長 

    ほかに何かございますか。 
 
福永委員  

 先ほどの平砂浦の話で、枯れたということですが、私も見ていないのですが常緑樹は一般的に 
秋植えをしないのでは。葉がついておりますので、冬の季節風などで乾燥害などが起きることも 
ありますので、その辺も考慮していただければと思います。 
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手島委員  
やはり植えるのはクロマツなのですか。 

 
森林課長  

海岸県有保安林の整備指針を作りまして、これで広葉樹を植栽するということにしています。 
これはマツクイムシの被害で枯れてしまったということもあり、そのリスクを少なくするため、 
いろいろな樹種を植えていくというのが目的です。 
ただ、海岸の前線部の潮風を直接受けるようなところにつきましては広葉樹には厳しい環境で 

すので、潮風の直接の影響を受ける範囲についてはクロマツを中心に植えていきたいと考えてお 
ります。それよりも後ろの部分につきましては広葉樹を植えていくこととしています。 
具体的な樹種とどのような配置で植えるかということについては、いろいろな機関で調査をし 

ているところです。今のところは前線の植栽を行っておりますので、クロマツを中心とした植栽 
になっております。 
 

手島委員  
うちでも抵抗性クロマツを植えたが１０年くらいでダメになってしまいました。植えた場所は 

海岸ではなく、いろいろ条件はあると思いますが枯れてしまい、現在何本残っているかという状 
況です。 

 
森林課長  

抵抗性クロマツは通常のクロマツよりはマツクイムシに抵抗がありますが、全く枯れないとい 
うわけではないので、なかには枯れてしまうものもあります。 

 
手島委員  

ムシが入ってしまっているのですよね。 
 

森林課長  
現在千葉県産の抵抗性クロマツの選抜を行っているところで、早くそれの植栽、導入ができれ 

ばと考えているという状況です。 
 

議  長 

このほか、御意見、御質問ございませんか。ないようですので、事務局から何かございますか。 

 

事務局 

特にございません。 

 

議  長 

それでは、予定の時間も超過しているようですので、たいへん長時間にわたり御審議いただき 

ありがとうございました。以上で、本日の予定の議案が全て終了しましたので、議長の席をおろ 

させていただきます。御協力ありがとうございました。 

 

（11）閉会 

司 会 

それでは、以上をもちまして第８４回千葉県森林審議会を閉会とさせていただきます。 


