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第８５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２７年１２月１７日（木） 

       午前１０時５分から午後０時１０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 

青山 定敬 委員、伊村 則子 委員、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、本吉 久雄 委員、渡邊 初枝 委員 

 

４ 欠席委員の氏名 

       石橋 整司 委員 

 

５ 会議の経過 

（１）開会 

司  会 

それでは、これより「第８５回千葉県森林審議会」を開催いたします。 

本日は、委員の方々総勢１３名のうち、１２名の方々に御出席いただいております。 

    よって、過半数を満たしておりますので、当審議会は成立している旨を報告いたします。 

   なお、森林審議会は、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、今回も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。 

 
続きまして、配布資料の確認をさせていただきます。 

    本日お配りしております資料は、まず、座席表、委員名簿、千葉県森林審議会運営規程及び会 

議次第と右上に番号が振られております、資料１「森林保全部会の開催状況について」から、資 

料６「県営林の管理運営について」の６件です。このうち資料２につきましては、２－１から３ 

までの３種類でございます。 

このほか、参考資料として「平成２６年度森林・林業統計書」と「ちばの森林・林業」のパン

フレットをお配りしております。以上、お手元にお揃いでしょうか。 

なお、会議終了時刻は１２時の予定で進めてまいりたいと思います。御協力のほどよろしくお 

願いいたします。 

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挨拶を申し上げます。 
 

（２）農林水産部次長挨拶 

 石野農林水産部次長 

農林水産部次長の石野でございます。 

開催にあたりまして、本来ですと知事より御挨拶させていただくところでございますが、他の 

   公務の関係で、私より御挨拶を申し上げます。 
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委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、千葉県森林審議会に御出席をいただき、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心よりお礼申し上げます。 

さて、農林水産部では、県の総合計画である「新 輝け！ちば元気プラン」を実現するため策 

   定した「千葉県農林水産業振興計画」の２年目となり、この振興計画を具体化するための様々な 

取り組みを展開しております。 

森林・林業につきましては、森林整備の推進と県産木材の利用促進、津波対策としての海岸県 

   有保安林の再生・整備について、重点的に取り組んでおります。 

このうち、森林整備につきましては、森林吸収源対策として計画的かつ効率的な間伐を推進す 

   るとともに、スギのミゾグサレ病被害林の伐採・整備を進めています。 

また、県産木材の利用促進につきましては、住宅や公共建築物等への県産木材の利用を促進す 

   るとともに、住宅の液状化対策として間伐材を利用するなど、新たな県産木材の用途開発にも取 

り組んでいます。 

さらに、東日本大震災の津波により甚大な被害が発生した九十九里地区については、海岸県 

有保安林において計画した約１４キロメートルの砂丘造成が今年度をもって完了する予定とな 

っており、来年度からは森林整備を積極的に進めていくこととしています。 

この震災関連では、原子力発電所の事故により、県内の一部地域で行われているしいたけ、た 

けのこの出荷制限の解除のための取組も着実に進めています。 

振興計画の実施状況の詳細につきましては、後ほど担当より説明をいたしますが、これまでの 

   取り組みに加え、森林整備等を一層進めるため、森林・林業の担い手の確保・育成を集中的に実 

   施するための方策の検討を現在行っているところであり、振興計画の実現に向けて、森林の有す 

る多面的機能の維持・増進と災害に強い森林づくりを進めてまいります。 

県としましては、引き続き、関係機関と連携し、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、御協力をお願い申し上げます。 

本日は、審議会にお諮りする案件はないことから、県の森林施策の取組状況についての報告 

   をいたします。 

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、私からの挨 

   拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（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させていただきます。お手元の委 
員名簿に従い御紹介いたします。 
最初に、青山 定敬委員でございます。青山委員には、今回の改選で新たに委員に御就任いただ 
きました。 
なお、これより御紹介の皆様は、前回より引き続き委員をお引き受けいただきました。次に 

伊村則子委員でございます。つぎに小髙 茂委員でございます。 
次に、小林 達明委員でございます。なお、小林委員におかれましては所用により、１１時 

３０分頃、御退室される予定となっております。 
次に、佐山 裕子委員でございます。次に、志賀 和人委員でございます。 
次に、高濱 美樹委員でございます。次に、手島 芳枝委員でございます。 

次に、難波 佐代子委員でございます。次に、福永 健司委員でございます。 

次に、本吉 久雄委員でございます。次に、渡邊 初枝委員でございます。 
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なお、石橋委員におかれましては、本日所用のため欠席でございます 

 

（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、挨拶をいた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）会長挨拶 

 小髙会長 

委員の皆様方におかれましては、年末のお忙しい中「第８５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、今年は、ＴＰＰ協定について１０月に大筋合意がされましたが、この合意事項において 

   林産物については、ＴＰＰ参加国から輸入される合板や集成材等の関税の引き下げや将来的な撤 

廃が盛り込まれているとのことです。 

輸入量が一定量に達した場合のセーフガードなどの措置もとられているようであり、すぐに大 

   きな影響が出ると言うことでもないようですが、国が言う「攻めの農林水産業への転換」を進め 

て行くためにも、木材生産から流通・加工など、川上から川下まで、一層の効率化が求められる 

ようになるのではないかと思います。 

一方、１１月３０日からパリで行われたＣＯＰ２１では、京都議定書に参加しなかった国々も 

   参加し、２０２０年以降の地球温暖化対策について議論されましたが、我が国もこの期間におい 

て２６％の温暖化ガスの削減目標を掲げており、このうち２％は森林による吸収分とされていま 

す。 

我が国ではこれまでも、森林吸収源対策として年間５２万ｈａを目標に間伐などの森林整備が 

行われてきましたが、引き続き地球温暖化防止など森林の有する多面的機能を発揮させるため、 

森林整備を推進していく必要があります。 

県内の話題としては、今年、市原市の木質バイオマス発電施設が再生エネルギー固定買取り制 

度の認定を受けて、間伐材等由来の木質バイオマスなどが扱えるようになったと聞いております。 

今後は、これまであまり価値がなかったＣ、Ｄ材の需要が伸びてくることが予想されますので、 

従来からのＡ、Ｂ材も含め、必要とされている木材を安定的に供給できる体制の整備について、 

林業事業体や木材業界など関係者と連携して、検討を進めて行くことが必要だと思います。 

長い間増加の一途をたどってきた我が国の人口は、２００８年をピークに減少に転じ、本格的 

   な人口減少社会に突入したと言われておりますが、今後、所有者不明の森林の増加や、木材需要 

全体の縮小が危惧されています。 

一方、戦後植栽された人工林の多くが利用期を迎えている中、これまでの間伐を中心とした森 

   林整備から主伐・再造林へと、全国的に大きく舵が切られようとしています。 

はじめにお話したＴＰＰなども含め、森林・林業を取り巻く状況は、新たな局面を迎えており、 

これらを踏まえながら、新たな発想を持って５０年先・１００年先の森林を考えていかなければ 

   ならない時代になったと思います。 

本日の森林審議会では、知事より諮問された事案はなく、森林課からの森林・林業行政の最近 

   の状況についての報告でございますが、委員の皆様から活発なご意見をいただきますようお願い 

申し上げ、簡単ですが挨拶といたします。 
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（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、難波委員と手島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 

続いて、本日の会議について、傍聴希望者はいらっしゃいますか。事務局から報告願います。 

 

事務局 

傍聴希望者はおりません。 

 

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。 

    報告事項として、最初に「森林保全部会の開催状況」について、福永部会長に説明をお願いい 

たします。 

 

（10）議事 

 報告事項（説明） 

 福永部会長 

森林保全部会では、「森林法」と「千葉県林地開発行為等の適正化に関する条例」の趣旨に則 

しまして、林地開発行為における適正な施行を確保するため、審議を行ってまいりました。 

それでは、知事から諮問され、森林審議会会長から当部会へ附議されました案件の審議結果に 

つきまして、御報告申し上げます。 

部会の開催回数につきましては、昨年の１２月から今年１０月までの間、ほぼ２か月ごとに計 

６回開催いたしました。 

審議した議案は、「林地開発許可案件」が８０件でした。資料の１をご覧ください。審議総括 

表をご覧ください。８０件の林地開発許可案件については、慎重に審議しました結果、全て、許 

可が妥当であると認められ、その旨報告いたしました。 

なお、内訳については、新規が４８件、変更が３２件となっています。 

次に２ページの審議案件(新規及び変更)種類別集計表をご覧ください。 
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林地開発案件を種類・件数別に見ますと、工場・事業場の設置が４７件で全体の半分以上を占 

めており、そのうち太陽光発電施設の設置が４６件で、全体件数の約６割を占めております。 

続いて土石採掘が１９件、残土埋立てが９件となっています。 

    また、開発行為に係る森林面積につきましては、８０件全体で約８６５ｈａとなっております。 

   これを種類別に見ますと、今度は太陽光ではなくて土石採掘が最も多く、約３９７ｈａで全体の 

４６％を占めています。 

さらに、３ページをご覧ください。審議案件(新規及び変更)市町村別集計表をご覧ください。 

   これらの開発行為に係る森林面積を市町村別に分けてみますと、最も多いのが君津市になります。 

面積は約４６８ｈａで全体の４割、かなり高い割合を示しております。続いて市原市が約１７７ 

ｈａで約１３％の順番となっております。この２市の合計で全体の約半分を占めています。 

君津市では、特に砂利採取地の拡大の案件が多いことが特徴となっています。君津市の審議案 

件は、７件ありましたが、うち６件が砂利採取を目的としています。 

市原市では、砂利採取、残土埋立ての他に太陽光発電施設の設置が急増しています。市原市の 

審議案件は１３件ありましたが、内訳は砂利が２件、残土が３件、太陽光が８件となっています。 

また、林地開発許可申請の全体の傾向としては、前年同時期の審議案件数と面積を比較します 

と、件数で約２３％の増加、面積では６％の減ではありますが、概ね増加傾向が続いています。 

これは、太陽光の発電事業、いわゆるメガソーラーの案件が増加しているということが主な要 

因となっています。 

さらにその資料２枚目の裏、４ページになりますが太陽光発電施設設置に関する林地開発許可 

申請等の状況をご覧ください。 

    これは、太陽光のパネル設置の案件だけを抜き取ったものですが、今年の１０月末現在の許可 

申請案件等について、事務局で集計したものです。平成２４年７月から、再生可能エネルギーに 

より発電された電気の固定価格買取り制度が開始されたことにより､太陽光発電に関する林地開 

発許可案件が増加してきております。 

平成２５年度、平成２４年１２月から平成２５年１０月となりますが、１８件、翌２６年度には 

３１件に増加しています。それから平成２７年度、昨年の１２月から今年の１０月末までとなり 

ますが、これが４６件、これまで３年間で合計９５件が審議されています。全体の審議に占める 

割合も昨年度の４８％から５８％に増加しています。 

また、林地開発条例に基づく小規模林地開発の届出も平成２６年度末までに５２件提出されて 

おります。以上が全体の概要となります 

そのあとの、５ページから７ページは平成２６年１２月から今年の１０月までの森林保全部会 

   別の林地開発許可申請一覧表を添付しています。 

   以上、概略ではございますが、森林保全部会の審議結果につきまして御報告申し上げました。 

 

 議  長 

   福永部会長、ありがとうございました。この件について、何か御質問などはございますか。 

ないようですので、引き続き、イの「森林・林業の現況」について説明をお願いします。 

 

事務局（森林課） 

お手元のＡ３の資料２－１から３を使いまして、千葉県の森林・林業の全体の現況と、併せま 
して千葉県農林水産業振興計画について説明いたします。 
まず、資料２－１でございますが、左上をご覧ください。森林の面積と蓄積のグラフでござい 

ます。２つのグラフが重なっており多少見にくいのですが、折れ線グラフのほうが森林面積の動 
向です。 
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平成２６年度の森林面積は１５７，７９８ｈａということで、県土面積に対する森林率は３０． 
６％と大変低く、全国第４５位でございます。森林面積の動向ですが、ご覧いただいて判ります 
ように減少傾向が続いておりまして、過去５年間で、約３，０００ヘクタールが減少していると 
ころです。先ほどの御報告でもありましたように、平成２４年度以降は太陽光発電施設を目的と 
した林地開発が増加しているところです。 
次に、森林の蓄積ですが、棒グラフのほうでございます。平成２６年度の蓄積量は２８，２７ 

８千㎥ということで、このうち人工林の蓄積量は、２１，０９３千㎥ということになっておりま 
す。面積は減少していますが、蓄積量につきましては過去５年間で１，２０５㎥増加していると 
ころです。 
続きまして、２の森林の面積割合です。内側が林種構成で、外側が所有形態別の構成です。 

まず、総面積約１５万８千ｈａということなのですが、人工林につきましては、全体の約３９％ 
６万１千ｈａとなっております。天然林が約４７％の７万４千ｈａ、そのほか竹林が４％の約６ 
千ｈａとなっております。人工林率は全国第３５位です。 
所有形態別の方ですが、千葉県の特徴として、私有林が大変多くて、１４万１千ｈａ、約８９％ 

を占めており、私有林率は全国第２位で、所有者数が非常に多いというのが特徴でございます。 
また、地域森林計画対象民有林の中で、人工林は約５万５千ｈａございますが、このなかでス 

   ギが占める割合が大変多くて、約８２％という構成です。 
続きまして、３の人工林の齢級別の配置でございます。これは地域森林計画対象民有林を対象 

とした齢級構成となっております。面積は約５５千ｈａ、青い線が全国の平均、赤い線が千葉県 
の平均です。齢級というのは５年単位で、１から１９以上ということになっております。１は１ 
～５年生、２は６～１０年。ご覧いただいて分かりますように千葉県では全国でも早く高齢化が 
進んでいます。ピークをご覧いただくと１２齢級という内容となっております。うち１１齢級５ 
５年生以上が全体の６７％を占めておりまして、ここには書いておりませんが、全体の８２％を 
占めるスギにつきましては標準伐期齢、これが４５年生ですが、これを超える１０齢級以上の林 
分が、全体の８０％を超える状況となっております。このまま推移していきますと当然ですが、 
齢級配置が高齢化に向かっていき、偏在化が進むことが想定されます。 
続きまして、４の森林整備面積の推移でございます。平成２６年の森林整備面積は９５８ｈａ 

   となっておりまして、左側の平成２年の森林整備面積と比べて約１／３まで減少しています。 
森林整備面積が減少している理由は複数ございますが、木材価格低迷の長期化であるとか、担い 
手の高齢化等によって森林所有者の方々の管理の意欲を失っているということが挙げられると 
思います。 
また、先ほどの齢級配置で説明したように、高齢化が進み主伐が進まない、更新が遅れている 

ということで、若齢級、若い森林が少なくなっております。そういったことで、下刈りや枝打ち 
の対象となる森林が少ないということも、全体の森林整備面積が減少していることの一因である 
るところでございます。 
ちなみに、スギの９齢級以下、枝打ちや間伐が必要な森林については、現在８千ｈａと少ない 

数字になっております。 
続きまして、間伐等の推移でございますが、森林整備と同様に減少傾向がみられますが、最近 

も間伐が急激に減少している理由として、国の補助事業を使った間伐が多いのですが、従来は切 
捨間伐、間伐した木をそのまま森林内に放置してあったのですが、平成２３年度から搬出間伐と 
いうことで、間伐した木を外に出して利用しましょうという事業に変わったものですから、コス 
ト面等から、搬出間伐が進みにくいということで、一時的に少し間伐面積が減少しているという 
ことです。これにつきましては、集約化、低コスト化を進めまして搬出間伐ができるような形に 
森林組合等と連携しながら進めているところでございます。 
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 続きまして、６番の県産木材の需要量と県内の木造住宅着工数の推移でございます。まず、木 
造住宅の着工数ですが、折れ線グラフのほうです。だいたい３万戸前後で推移しているところで 
ございます。平成２１年度当時、これはリーマンショックで金融危機を迎えたときなのですが、 
急激に減っております。そこからなかなか回復しないで横ばいが続いておりましたが、平成２５ 
年度に一時回復しました。これは消費税の引き上げの駆け込み需要で一時的に３万戸まで回復し 
たところですが、またそのあおりで、平成２６年度は少し減少しているという状況です。 
木造住宅の着工数全体としては減少傾向にあったのですが、これと並行して県産木材の利用量 

につきましても減少しておりまして、２０年前の約６割まで減少しているところで、いま約６４ 
千㎥という横ばい状態で推移しているところです。 
７番の木材価格の推移でございます。これは昭和５５年度の価格をピークにして減少していま 

す。昭和６２年から平成２年頃にかけて住宅市場が好調だったときあり、ここで若干持ち直して 
いるのですが、その後やはり低下傾向にあり、現在、長期的な低下が続いております。ちなみに 
平成２６年の素材平均価格でございますが、スギ中丸太で７，８７５円、ヒノキは１１，５４１ 
円と非常に低い価格で推移しているところでございます。 
 続きまして、資料２－２をご覧ください。千葉県農林水産業振興計画の概要でございます。 
左側にその構成等を簡単にですが説明させていただいておりますが、県の最上位計画である総合 
計画を実行するプランとして、農林水産部において千葉県農林水産業振興計画を立てたところで 
す。 
総合計画のほうは、平成２５年から４カ年の計画で立てられておりまして、振興計画のほうは 

１年遅れで、平成２６年から２９年までの４カ年の計画で立てられているところでございます。 
振興計画の構成ですが、一番左下に書いてあります、５つの主要な生産分野ということで、こ 

   の中で「森林・林業」という分野を出しております。右の方に森林・林業の基本方針ということ 
   で、全部で７項目ほど挙げております。この具体的な施策の内容につきましては、資料２－３の 

左側に千葉県の現状と課題を説明しており、中ほどにそれぞれの課題に対する振興計画上の施策、 
森林整備から木材利用、それから防災対策等、具体的な言葉と写真等で説明させていただいてい 
るところです。一番右側が今年度の当初予算の内訳となっております。 
 資料２－２にお戻りいただきたいと思います。この振興計画で平成２９年の目標を設定してお 
ります。右側のくくりでございますが、平成２４年度当時に対して目標設定をしているところで 
すが、振興計画上の目標を２つ挙げられております。上の２つですが、まず森林整備面積、県産 
木材の利用量ですが、森林整備につきましては２９年度の目標が１，９００ｈａということで、 
これは当時の森林整備率を平成３２年までに倍にしていこうということで、平成２９年の目標を 
設定したところです。平成２６年度の実績は９５８ｈａということで、若干少ない数字になって 
おります。 
県産木材の利用量につきましては、国の方で２０２０年に国産材の自給率を５０％に引き上げ 

るということをうたっておりまして、それに併せて国産木材の利用量の見込みに対して、うち県 
産材８割を取り込もうということで、それに対する平成２９年の目標数として７３千㎥という数 
字を掲げております。２６年の実績としては１０％ということになります。 
以下は達成指標ということで、全部で８つ項目を挙げさせていただいております。 
１つ目は森林経営計画ということですが、目標数値が１８，４００ｈａに対して実績が１５， 

６１８ｈａということになっております。 
２つ目は、森林・林業を支える多様な担い手の確保・育成ということでございます。低コスト 

作業システム等、これから効率化を進めていくうえで必要な作業員数を平成２９年までに１５０ 
人にしていこうということで、平成２６年実績として１４５人まで増えております。 
次に防災対策でございますが、九十九里地区の砂丘の造成と海岸県有保安林の整備ということ 
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になっております。砂丘造成につきましては、平成２７年度の目標として１２．６キロを掲げて 
おります。２６年度の実績としては９．６キロとなっておりますが、目標の１２．６キロは今年 
度達成見込みです。砂丘造成延長ですが、振興計画では１２．６キロと掲げておりますが、その 
後変更がございまして、現在、平成２７年度の目標数値は１４キロとなっております。 
 海岸県有保安林の整備ですが、平成２９年の２００ｈａに対し４８ｈａということで、これは、 
砂丘造成が済み次第こちらの保安林のほうの整備に重点的に移行していくということで、２９年 
度までに２００ｈａを達成していくという見込みとなっております。 
 続きまして、企業や団体等による森林整備、県民参加による森林整備ということで、２９年度 
までに２５０ｈａを達成するということでございますが、２６年度実績として２４７ｈａという 
ことで順調に推移しているところです。 
 次に間伐ですが、１，３００ｈａに対して５５７ｈａですが、先ほど御説明したとおり若干遅 
れているところでございますが、目標達成に向けて引続き努力して参ります。 
 被害森林の再生面積ということですが、これは千葉県のサンブスギの被害林等の再生をしてい 
くということで、目標１，３００ｈａに対し実績１，０２１ｈａということです。 
最後の目標ですが、これは数値として出しているものではありませんが、放射性物質対策とい 

   うことで、しいたけ、たけのこが非常に制限を受けていますので、これに対する出荷制限解除を 
目指すというところで取り組んでいるところでございます。 
資料２－３でございますが、先ほど御説明したとおり農林業振興計画に基づく森林・林業の主 

   な取組みということで御説明させていただいている資料でございます。 
以上、簡単ですが説明を終わります。 
 

 議  長 

ただいまの説明に対しまして、何か御質問したいことはありますが。御意見でも。 
 
 高濱委員 

御説明ありがとうございました。全体的としても県でいろいろ取り組んでいらっしゃるな、と 
いう印象を持っております。結構、実績も積まれていますので順調に進んでいる、というように 
感じております。 
ただ、１点ですね、もう既に取り組まれているのですが、県産木材の利用量を２６年度現在で 

   ６４千㎥、２９年度までに７３千㎥を達成していくということで、約９千㎥増やしていくという 
ことですが、そのために担い手の対策を一生懸命にやられているので大変いいことだと思うので 
すが、先ほどから話のあるとおり低コスト化という面で、大変御苦労されていると思います。 
低コスト作業のシステムを実証・普及していくという中で、この２番の（２）の「②低コスト 

作業システムの実証普及」というのがありますけれども、これに関して質問をしたい。 
まず実証の実施状況についてお聞きしたいということと、もう１点は千葉の林業、千葉の山と 

いうのは３、４００メートル程度の高い山ではないのですが、浸食の進んでいる山が多くて、尾 
根が痩せているとか、谷筋が落ち込んでいるとかで林道とか作業道を入れにくい形に山がなって 
いると思います。 
そういう所はなかなか機械化というのが難しいのですけれども、そういう中で今後、木材を出 

していく、生産していくということがありますので、千葉の林業の形態や地形にあった低コスト 
システムの導入が必要と思われますけれども、そういうことに対して今後どのような林業機械の 
導入を考えていらっしゃるのか、ということをお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたし 
ます。 
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 事務局（森林課） 

ただいまの２点の御質問に対し、最初の低コストシステムの実証・普及の実施状況について説 
明いたします。 
これについては、県が千葉県森林組合に委託して実施している県林業サービスセンター事業の 

メニューの１つとして、低コスト作業システム研修といったものを昨年度より始めたところです。 

 昨年度は、作業道の開設に使いますグラップル付きのバックホウと伐採して造材した丸太を運 

ぶフォワーダの使い方を中心にしまして、オペレーターの初心者を対象にした講習を森林組合の 

作業員を主体として実施したところです。 

今年度につきましては、県外の先進林業事業体から講師を招きまして、より効率の良い作業シ 

ステムとして行えるよう、実地研修を現在、今日も行っているところでございます。それが今の 

実施状況でございます。 

それからもう１つの、どのような高性能林業機械の導入を考えているかという御質問ですが、 

今、委員からもお話がありましたように、本県の山は大きく分けますと北総の地域はどちらかと 

いうと平坦な地形、南総地域は低山ですが急傾斜であるということが多いという特徴があります。 

それと森林整備事業の主な対象がまだ間伐が中心であるということを踏まえますと、知事が認 

   定する認定事業体が県内には８つございますが、そういった事業体につきましては、次のような 

高性能林業機械の導入を考えていると聞いておりますし、また県も同様の考えでございます。 

    具体的に言いますと、北総の地域につきましては平坦な地形ですけれども、実は山までの間に 

非常に谷津田があると。そこに行くための農道があるといったことや、あるいは、道が出来てし 

まうと産業廃棄物の不法投棄を助長してしまう懸念があるといったことで、幅の広い作業道の開 

設を望まない森林所有者の意向がございますので、どちらかというと小型の高性能林業機械を用 

いることを基本と考えているところです。 

それで、森林施業の流れから御説明すると、いわゆる木を伐る伐採、これは従来どおり作業員 

がチェーンソーを用いる。それから、作業道開設につきましては、グラップル付きバックホウ、 

あるいは通常のバックホウを用いる。それから材を集める集材につきましては、グラップル付き 

バックホウについている附属のウィンチや若干急な所であったらスィングヤーダといった機械。 

それから運搬につきましてはフォワーダ、あるいは道がよければトラックを基本と考えている 

   ところです。 

もう１つの、南総地域につきましては急な傾斜ということで、やはり作業道につきましては、 

道を広くすると山の斜面を切ってしまうといったことから、やはり幅員を狭くせざるを得ないと 

いうことで、北総と同様に小型の高性能林業機械が基本と考えています。 

森林施業の流れからいいますと、伐採は同様にチェーンソー、作業道の開設もグラップル付き 

   のバックホウ、集材につきましても同じくグラップル付きバックホウについたウィンチ、あるい 

   はスィングヤーダを使う、運搬はフォワーダということが基本と考えておりますし、また認定事 

業体もそのように考えていると聞いております。 

なお、県内にあるサンブスギの溝腐病激害地に関しては皆伐の施業といったものを行っており 

ますので、そこにつきましては当然として、ハーベスタやプロセッサといった伐採から造材まで 

一連の作業を行えるような機械を使うといったことを考えています。以上です。 

 

議  長 

他に何か伺いたいことがございますか。 

 

青山委員 

   先ほど挨拶のところで、私は千葉県の九十九里の海岸林関係を衛星のシミュレーターを使って 
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モニタリング、調査しているという研究を長年行っているのですが、その点で１点確認したいの 

ですが、２の（３）のところで、事前に石野次長様からも整備延長が１４Ｋｍになったという御 

説明があったのですが、目標に対して増えているのは非常にいいと、背後地の住宅にとっても非 

常にいいことだと思うのですが、それに伴ってその下の県有保安林の目標が２００ｈａという数 

値ですが、整備延長は目標よりも１．４Ｋｍ距離が長くなったのですがそれに伴って保安林の整 

備面積の目標を増やすということはなかったのでしょうか。 

 

事務局（森林課） 

この目標年度が２９年度ということで、この上の方の砂丘の造成延長ということでは、先ほど 

石野のほうから話があったとおり、今年度でほぼ完了の目途になっております。 

最終的に出来上がるのは１４Ｋｍということで、今年度に補正予算をかけまして１４Ｋｍの整 

備が完了するところです。ですので、１２．６キロというのが１４キロに変わったという御説明 

になります。 

ただ、その下にあります森林の復旧面積ですが、もともと全体としては九十九里で２８０ｈａ 

ほどの森林整備を行わなければいけないといったことで、この４年間の計画とは別に数量を持っ 

ています。 

ただ、まず津波対策ということで前面の砂丘を嵩上げすることを進めておりましたので、森林 

整備のほうがなかなか進まないという状況になっています。現実的にはなかなか進まない森林整 

備ですが、さらに最終的には２８０ｈａほどあるということで、目標設定はこのまま２００ｈａ 

とさせていただいております。 

 

青山委員 

分かりました。ありがとうございます。 

 

議 長 

ほかに何かございますか。 

 

志賀委員 

２点ほど伺いたいと思うのですが、１つは県産材の需要の件ですが６４千㎥ということで御説 

明いただきまして、それで木材住宅着工との関係のグラフを説明いただいたのですが、今後の千 

葉県の木材需要というのがどのように展開していくのかということで、今、全国的に増えている 

バイオマス発電ですとか、大きい合板工場がぽんとできるとそれくらいはすぐに変わってしまう 

という、そういう不確実性があるのかなと思うのですが。 

なおかつ、神奈川であるとか千葉県に新たにバイオマス発電の計画があるということも聞いて 

いたりして、資料２－２の目標は、これはこれとして結構だと思うのですが、そういう木材需要 

の先行きに対する県の意見、もちろん市場のメカニズムで動くのでしょうが、そのなかでも、行 

政として想定しながら手を打っていくということもあるかと思いますので、その辺をどうお考え 

か、というのが１点です。  

それから、もう１点は、経営計画のことなのですが、千葉県はなかなか零細・中小私有林が多 

いということで計画は難しいということがあるのだとは思うのですが、ただ、そういうなかにお 

いても間伐なり公共の補助を有効に活用して森林整備を進めていくうえでは経営計画は避けて 

通れないと思います。実績の、この１５，６１８ｈａというのが、だいたい現状としてどういう 

所有者とか森林経営体によって立てられていて、今後伸ばしていくときにどのへんをターゲット 

としてどういう戦略で考えられているのか、ということを御説明いただければと思います。 
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事務局（森林課） 

  ２つ目の質問に対して先にお答えさせていただきます。 

森林経営計画の平成２６年度実績１５，６１８ｈａの内訳でございますけれど、まず千葉県森 

   林組合のほうの認定面積が４，５１５ｈａ、千葉県の県有林５，６２３ｈａ、それと東大演習林 

がございまして、ここで４，４０５ｈａ、それから、森林組合以外の林業事業体等による認定面 

積が２９ｈａ、その他ＮＰＯですとか森林所有者による認定面積が１，０４６ｈａとなっており 

ます。 

今後、２９年度までに１８，４００ｈａということで進めていく考えなのですが、年間約３千 

   ｈａくらいのペースで認定をしていこうと考えているのですが、やはり一番大きな柱は森林組合 

   と連携した計画規模の拡大、それと、先ほどの森林組合以外の林業事業体２９ｈａとお話ししま 

したが、これからも森林組合以外の新規の林業事業体も育てていきながら、それらの経営計画の 

策定を進めて、森林組合も含めた林業事業体を柱とした経営計画を伸ばしていきたいと考えてお 

ります 

 

事務局（森林課） 

１点目の木材需要の今後の見通しについて、どのように考えているのかという御質問ですが、 
大きく分かれて３つです。１つは住宅関係ですが、最初に会長さんからのお話にもありましたと 
おり、今後、人口減の中で新築の住宅着工戸数というのが当然減っていくというのがございます 
が、ただ、調べてみますと千葉県での住宅着工戸数と言うのが全国でも第５位、約３万戸という 
非常に大きい需要があるといったなかで、ここになるべく県産材を使っていただくという働きか 
けを行っていくことが必要、というのが第１点。 
それから第２点としましては、先ほど委員からもお話がありましたようにバイオマス。先ほど 

の説明で、森林整備の目標数値を挙げましたが、溝腐病材があるということで、このＣ材をどう 
活用していくかということで、少しでも高く売るためには必要なわけですが、市原市にあるバイ 
オマス発電、ここがこの秋から今までは建設廃材を中心に使ってきたのですが、未利用材、いわ 
ゆる間伐材を扱うようになりました。これも１つの大きな需要先と捉えております。現実に林業 
事業体の中でもここに納めているという動きがみられております。 
第３点に、公共建築物になるべく使っていただこうといった動きをさらに進めていくほか、新 

しい用途開発ということで液状化等の対策工法としての丸太打設工法、こういったものを今後も

多く進めていければと期待するところです。それ以外にも加速化事業の中の新製品開発というこ 
とで、県内に工場がありますＬＶＬという単板積層材という製品があるのですが、よりいろいろ 
な形で活用できるように、といった製品開発、あるいはスギ等のオフィス家具における製品開発、 
いろいろな動きがございますので県として支援していく、といったことを進めているところです。 
以上です。 

 
議  長 

よろしゅうございますか。 
 
手島委員 

   これから高齢化により主伐が主になるといったお話ですが、森林組合のほかに事業体が８者あ 
るとおっしゃいましたが、例えばそういうときに山主さんから負担といいますか、自分も少し森 
林を整備しているものですから、山主側からすると森林整備をお願いしたときに持ち出しといい 
ますか、それでなくとも材木が売れない時代にそれを伐って、また自分の年金から投資する、と 
いったらどういったことになるのだろうと。 
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森林所有者の持ち出しがなくてそういったことができればければ、という思いがしたものです 
から。そこらの収支がどうなっているかをお尋ねしたいのですが。 

 
事務局（森林課） 

収支といいますか、森林所有者の負担に対する疑問とお聞きしたところですが、今、本吉委員 
がいらっしゃいますので、千葉県森林組合の取組みを簡単にですが、説明させていただきます。 
千葉県森林組合としては聞いているところによりますと、地域の所有者さんにお話を投げかけ 

て、先ほどもお話のありました森林経営計画を作るわけですが、その際にどうしても最初の山の 
整備にあたるとなると特に手入れのされていない森林ですと、例えば進入路もなく、それから山 
の手前も竹藪だらけで、まだ森林整備をやる以前の状況で非常に準備的なものにお金がかかる。 
本来ですと単年度的には、あるいは場所的には負担をいただかないと本当はやっていけないわ 

けですが、地域全体をやらせていただくという中で、基本的には森林所有者さんからは最初の段 
階では負担をいただきません、いわゆるゼロでやります、と。 
そのかわり、先ほどの説明のとおり、出した材につきましては組合のほうでいろいろな用途に 

販売させていただき、その収益を充てるといったかたちでやらせていただく、と聞いております。 
それで第１回目の間伐をやり、さらにその５年後１０年後、あるいは適当な段階になったとき 

に、もう１回さらに間伐を行う、ということをするわけですが、その段階では当然今度は収益が 
上がりますので、その際にはなるべく所有者さんに還元させていただきたいと、そういう形で事 
業を進めていく、と聞いております。 
この他、認定林業事業者がいらっしゃるのですが、今まで千葉県森林組合が森林経営計画を立 

ててきたのですが、新しい事業体につきましても各地域で経営計画を立てるという話を進めてい 
ると聞いております。 
それぞれの事業者の状況については聞いていないので分からないのですが、代表的な千葉県森 

林組合の状況をお話させていただきました。 
 
本吉委員 

わたくしどもも、まだ始めてから１つの事業、２００ｈａを決めるのに５年かかっています。 
    やはり地区の皆様にいろいろ説明会を開きながら、「こういう良いものがあるのですが、どう 

ですか」と、説明に行くのですが、なかなか２００ｈａってまとまりにくいんですよね。ですか 
ら小規模といっても、なかにはいろいろな方、考えがあるのでそれをまとめるのは大変だなと思 
います。 
地区の皆さまが積極的にやっていただければ早くまとまるのですが、そのへんは私どもの努力 

が足らないのかもしれませんが、当組合の各支所にも、「森林所有者の皆さんのほうにどんどん 
行って良い仕事があるので進めてください」、と話しております。 
今のところ、やっと今年２００ｈａが大多喜の方で決まりまして、認可になったので仕事に入 

   ります。そんな状況でございますので、手島委員が言われたように各地区で森林所有者の皆さん 
   がどんどん申し込んでいただければ森林整備がどんどん進むのではないかと思っております。 

今のところはこのような状況です。 
 
議  長 

ほかに何かございますか。 
 
伊村委員 

先ほど志賀委員のほうから木造着工戸数、木造の話が出ていたので。 
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建築資材としての森林といいますか、その観点で考えますと、オリンピックの競技場がかなり 
木を使ったデザインになっている。どちらになるか分りませんけれども、場所も近いですし、森 
林を若返らせるとか、実は次のところで質問しようかと思っていたのですが、人材育成ですとか、 
新しい森林の仕組みを、商売というのでしょうか、トライしていくという意味でも、県がバック 
アップして積極的に５年後に向けて売っていく、それを機にいろいろなシステムにチャレンジし 
ていく、という考えはあるのでしょうか。かなり木材が使われると思うので。 

 
事務局（森林課） 

オリンピックに向けた木材の利用の促進について県としてチャレンジしていくべきではない 
かという御質問でよろしいでしょうか。 
新聞報道でも、今ある２案についてはメインスタジアムに木を使うという、非常喜ばしいこと 

と思います。 
ただ、御存じの方も大勢いらっしゃると思うのですが、今までの過去のオリンピックですと、 

   いわゆるＦＳＣ材、認証材を使うといったことが今までの実績として行っているところです。 
それで、メインスタジアムに非常に近い千葉県としても県内にあるＦＳＣ材を積極的に使って 

もらうように働きかければいいのでは、という考え方が当然生まれると思うのですが、県内につ 
きましては、出せる山が実は４０ｈａということで、しかも所有が三井物産と聞いております。 
千葉県の森林所有者が持っていらっしゃる山でないということで、三井物産がどのように考えて 
いるのか、そこまでは調べようがない状況です。 
そういった条件をクリアするにはＦＳＣ材を今から認証すればいいのでは、という考えがある 

のですが、当初の認証に非常に費用がかかる、それを継続していくのにも非常にかかり、それに 
対して高く売れるかというと、いわゆるＪＡＳ材と同じで直接に価格に結び付くのが難しいと聞 
いております。当然、県の林業関係の団体からそういったことをやっていこうじゃないか、とい 
う動きがあれば支援していく良い機会と考えております。以上です。 

 
議  長 

ほかに何か。ないようですけれども、ちょっと１つ確認させていただいてもよろしいでしょう 
か。 
資料２－１の７番の木材価格の推移ですが、平成２６年の価格が発表されましたが、このグラ 

フの基になっている価格は立木の価格でしょうか。それともどこかの市場に出た素材の価格なの 
でしょうか。 

 
事務局（森林課） 

こちらの数字ですけれども、これは毎年、森林・林業統計書ということで県の方でとりまとめ 
た、御手元にも資料があるのですが、１２７ページ、これは木材価格の推移ということで毎年部 
材別に出しているものです。これは、この表の下に書いてございますが、「森林課調べ」という 
ことで市場を調べた結果として毎年の価格を公表させていただいているものです。 

 
議  長 

分かりました。それでは引続き、ウの「担い手確保・育成対策」について説明をお願いします。 
 
事務局（森林課） 

資料の３をご覧ください。左側の現状につきましては先ほど説明がありましたので省略させて 
いただきます。 
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それで、左のオレンジ色の課題といったところの下のところの部分の、担い手の課題というこ 
とですが、先ほども御説明しましたが、下の囲いにも書いてあるとおり、認定林業事業体とは労 
働環境、雇用環境の改善、機械化等の事業合理化等を一体的に図るため必要な措置について改善 
計画を作成して、それを知事が認定した事業体のことで、いわゆる素材生産業者はこれ以外にも 
いろいろいらっしゃるのですが、認定事業体としてはこの８者です。これらの事業体は経営基盤 
が弱いといったことで、なかなか担い手の確保や育成が不足しているといった現状がございます。 
千葉県森林組合も高性能林業機械というのが、今のところ５台納入されたと聞いておりますが、 

千葉県下全域、千葉市以外を担当していらっしゃる割には少ないように思います。それ以外の事 
業体も機械化が進んでいないといったところです。 
それから、「緑の雇用」という新規参入者に対する国の雇用対策事業があるのですが、この作 

業員の離職理由の３割が「作業がきつい」ということで、機械化の遅れも原因と考えております。 
それから、きつい労働の割には相変わらず日給月給制で低賃金。平均年収２７０万くらいだと 

思います。３００万もいかない、といった現状といったことで、離職理由の３割が雇用条件にあ 
ると聞いております。 
そういった諸々のことから新規の雇用者がなかなかずっと勤めていただくといったことがな 

く、平均で３７％、４割くらいの方しか定着していない、６割の方はやめてしまうという現状が 
ございます。 
ただ、当然森林・林業の望ましい在り方としては右上にありますように、森林・林業のサイク 

ルを確立していかなければいけないといったことで、担い手の確保・育成については県としても 
ロードマップを作って、それに向けて取り組もうといった考えで、来年度から３２年度の５カ年 
にかけて、県で平成５年から８年にかけて国のお金を使い、森林整備担い手基金を造成しまして、 
８億円ですけれども、今のところはその８億円のいわゆる運用益、地方自治体の公債、債券を購 
入し、その運用益でこういった対策を進めていたところなのですが、やはり、より集中的に強化 
してやるべきということで、その基金を積極的に活用して取り組んでいこうといった考え方で、 
大きく分けて３つの取組みを進めていきます。まず、今御説明した、事業体の経営基盤強化の支 
援ということで、機械化や森林経営計画を立ててそれを実践していく森林施業プランナーを育成 
していこうといったこと、それから、担い手の育成については低コスト作業システムや資格取得 
の支援、それから、担い手の定着化や確保の支援ということで、国の事業やあるいは県の事業を 
活用しながら進めていこうといったことで、５カ年間集中してやっていこうといった考え方で取 
り組んでいこうというところでございます。簡単ですが、以上です。 

 
議  長 

何かお聞きしたいことはございますか。 
 
志賀委員 

２点ほど、意見といいますか。当然、主伐から再造林のサイクルを増していくということの重 
要性はあると思うのですが、その中で、先ほども手島委員がおっしゃった「所有者なり事業体に 
とってそういうことがビジネスとしてやれるのか、そういう構造をどう作っていくか」、という 
のは、かなり重要かと思います。その辺の全国的な調査をしていると、どうも北海道ですと５千 
ｈａくらい再造林があるのですが、皆伐の需要があって、しかもカラマツというのは２千本植え 
くらいでいいし、苗木代も安い。それに加えて公共の６８％に道と市町村が上乗せして６％くら 
いの補助残になっているんですね。そうするとカラマツを１ｈａ伐ると７０～１００万は所有者 
に入ってくる。再造林に関しても実質上５～１０万円くらいを組合に預けておくとできるという 
ことで３０年くらいでまわっていく、という構造のようです。 
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その点、千葉県の場合には経営計画の樹立面積も少なく、なかなか県の単独で上乗せすること 
も難しいところがあると思うので、その辺のところをどういうふうに考えていくのかというとこ 
ろと、全部植えるということは必ずしも必要なくて、メリハリをつけて適切に天然更新すべき所 
と植えていく所を、誰がどのような形で、所有者が独自に判断してということで、なかなかうま 
くそうなるとは限らないので、その辺も森林組合や県、市町村が支援していくということが必要 
ではと考えます。 
それから、植栽本数も３千本がいいのかどうか、というのは前回も議論となりましたけれど、 

   その辺をどうしていくのか、というのもあるのですが、それが１点です。 
もう１つは認定事業体間の協力関係をどう作っていくか、というのが決定的に重要かと思いま 

す。と、言いますのは、造林補助金の予算枠も今後減少してくると、単価の見直しとか、地拵え 
については造林と主伐を一体的にやればそこは下げる、ということを当然林野庁も考えてくるの 
だろうと思います。そうすると、従来の「植えるのは森林組合で伐るのは素材生産業者」という 
ことではなくて、主伐するところが地拵えも考えて再造林なり、経営計画の樹立も含めてセット 
でうまくやるような仕組みを作っているところが多分強いのでは、と思います。 
幸い千葉県の場合はここに書いてある８つの事業体ということで、今のところは外から入って 

くることはないと思うので、従来、森林組合と民間業者は競争的な部分があったと思うのですが、 
そこをうまく役割分担をしながら協調していく、という構造をどう作っていくか、というところ 
も御検討いただけたらいいのかなと思います。 

 
事務局（森林課） 

ありがとうございます。先ほど手島委員からお話のあったとおり、主伐をして再造林をして、 
それを循環していくのが理想ではありますが、実は先ほど間伐のほうのお話をしましたが主伐に 
ついてはまだそれほど実績があるわけではございません。これから主伐を進めていくにあたって 
は、志賀委員のお話にあったようなシステムをどうするか、ということも考えております。 
今、千葉県が主伐に対して補助しているのは、実はミゾグサレ対策についてはそういった形で 

事業を推進しております。ミゾグサレ材を伐採して材を搬出して造林する際にも支援している状 
況でございます。 
今後、木材利用が進む中で皆伐、再造林という事業を進めるにあたっては、やはり、千葉県の 

人工林の全てを行うのは困難な状況でありますし、担い手の問題、あるいは事業のパッケージ、 
それから獣害対策にも数多くの課題が想定されますので、他県の北海道や大分県の例もいろいろ 
聞いておりますが、主伐、更新も他県の例も参考にしながら進めていかなければ、と考えており 
ます。 
それから、全てがそういったかたちで生産できないといった中で、間伐を続けて長伐期化を進 

めていくという指針というのもあると考えております。これは手入れがされていないと難しい話 
ではありますが、皆伐ではなくて、長伐期化。それから、山主については木材生産を目指すので 
はなくて、木材生産を目的としない森林への誘導というのも考えていかなればと考えております。 
いずれにしましても、千葉県の森林の整備をどう進めていくかにつきまして、今後いろいろ課 

題を解決しながら進めていきたいと考えております。 
 
手島委員 

主伐は分かりました。造林のところで、例えば自分たちもそう若くないので、造林するのであ 
   れば、今まではスギ、ヒノキが林業だと思っていたのですが、森林として捉えたときに照葉樹な 

どいろいろあるので、そういうのを植林したらどうなのか、という思いがあります。 
森として、ＣＯ2の削減や水源涵養の役割はしているわけではないですか、そういう意味での 
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捉え方をしたとき、そういう森の作り方もあるのかな、と。いろいろな混交林ではないですが、 
そのようにした場合、県の方は、面積を測って森として認めてくれるのでしょうか。 
 森林所有者としてどうしたらよいのか、今迷っているところなのですが。 

 
事務局（森林課） 

もちろん、人手をかけて植えて育てるのであれば森林ということになりますので、森林として 
認めないという話にはならないと思います。植えたらやはり少しの間は管理しなければならない 
ということもありますので、その辺の管理もしていっていただければ、というふうに考えます。 

 
手島委員 

下刈りとかをすればよいのでしょうか。 
 
事務局（森林課） 

人手をかけて育てる森林ですので、そういった補助の対象にもなる。 
 
手島委員 

わかりました。ありがとうございます。 
 
福永委員 

今の件についてですね、実は今現在、全国的にみても森林のうちの４割が人工林。それのほと 
んどが針葉樹です。人工の針葉樹林というのも天然更新でできたのではなくて、苗木をどこかで 
育てて山に持って行って育てるという方式です。多分、おそらく日本人が初めての経験じゃない 
かと思うんですね。苗木を植栽するというのは江戸時代にはほとんどやられていなくて、急速に 
戦後、拡大造林で広まっただけなんですよ。多分これから経験のないことをしなければならない 
という時代なのだと思います。 
その４割という人工林率が適正なのか、という話も誰も議論しないです。だから、かなり根本 

のところから日本人は考え直さなければいけないのでは、というように私は思っています。 
あと、知人で古民家の木材を調べる方がいまして、江戸時代の古民家というのは結構保存され 

ていまして、それを調べると意外と針葉樹は使われていない。クリとか広葉樹材が多いんですね。 
なんでもかんでも木材といえばスギ、ヒノキというのも凝り固まった考え方で、それが今、木材 
の加工技術ですとか、防腐技術とかもかなりアップしましたので、広葉樹でも十分使える時代に 
なってきていますから、今までのことをちょっとずつ変えながらやっていくのではなく、抜本的 
に考え直そうという時代になっているように感じます。  

 
 議  長 

    ほかに何かございますか。それではないようですので、続きまして、エの「森林整備と県産材 
の利用促進」についてお願いいたします。 
なお、このあと、カの「県営林の管理」についてまで事務局で一括で御説明いただき、その後、 

まとめての質疑とさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 
   
事務局（森林課） 

森林整備及び県産木材の利用促進ということで、森林整備の関係をお話させていただきたいと 
思います。資料は４をお開けください。 
森林は皆様御承知のとおり、木材生産機能だけではなくて、様々な公益的機能、地球温暖化防 
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止とか水源の涵養、山地災害防止などの機能を持っているところですが、そういった機能を発揮 
させ、地域のニーズや自然条件等を考慮しながら適正な施業をしていく必要があると考えており 
ます。 
今後、森林整備につきましては、先ほど申し上げたとおり森林経営計画制度を活用して計画的 

に、しかも路網整備なり高性能林業機械などを活用してより効率的に一体的にやっていく、とい 
うことを目標として考えております。 
そういった中で資料４をご覧いただければと思うのですが、左上になりますが、本県の現状と 

しましては、全国的なこともあろうかと思いますが、高い私有林率、小規模分散化した森林であ 
り、低い生産性ということが１つの課題となっております。 
あるいは、林業の担い手の高齢化という問題もあるという中で、今申し上げたとおり森林整備 

の方向性ということがございますが、特に以下の４点については重点的に推進して参りたいと考 
えております。１つは森林施業の集約化、森林経営計画の策定、支援ということで、計画的に一 
体的にやっていこうということでございます。 
それから、低コストで効率的な作業システムの構築を考えております。それから、県内は国有 

林もございますので民国連携、それから小面積な篤林家の方々等への支援、あるいは里山活動団 
   体への活動支援ということを考えております。そのなかで森林整備を推進する多面的な支援とい 
   うことで、右の方に様々な補助事業あるいは交付金制度を活用しながら支援して参りたい、と考 

えております。森林整備は以上でございます。 
 
事務局（森林課） 

続きまして、木材利用の関係ですが、先ほどより説明をしておりますので簡単に説明いたしま 
す。資料の写真にもありますが、左側のほうで、直材といわれるＡ材、下の曲がっているＢ材、 
それから、どちらかというとチップ材になるいわゆる溝腐病材のＣ材、さらにＤ材、そういった 
ものをいかに活用していくかということで、Ａ材につきましては公共建築物、資料の下にありま 
すが、富津の明澄幼稚園、ここはツーバイフォーということで、千葉県産材が全部ではないです 
が、そういったものを使って作った幼稚園です。こういった取組みへの支援を今後も進めていこ 
うと考えています。 
また、今年度は松尾の公民館でＬＶＬ材、そこに少し写真がありますが、いわゆる合板のよう 

なものですけれども、同じ方向で貼り合わせるものですが、そういったものを使ってできたと聞 
いております。 
あるいは丸太打設工法、これは千葉市の美浜区ですね、１．７ｈａの分譲住宅で 県産材を半 

分の７千本使った、そういったことも行われています。ＮＨＫでも放映されました。 
それから住宅利用といったことで、わずかばかりですが「ちばの木で住まいづくり支援事業」 

   というのを平成２０年度よりやってきているところです。 
それと、森林組合も実は独自の動きということで、県内の工務店さんと協定を結びまして、製 

材工場とも連携しながら、そういった工務店さんに県産材を供給していくといった取組みが行わ 
れているところです。さらに、パルシステムちばさん、生協ですが、そこと連携してやはり県産 
材の住宅を進めていこうと、そういった動きを取り組んでいるというふうに聞いております。 
それと、わずかばかりですが木育の推進ということで、木工コンクールとか木工の出前教室と 

いうことで、中学校の生徒さんを対象に工作の指導なんかも行っているところです。 
それと、Ｃ材につきましては、バイオマス発電、あるいは写真の上にありますが、これは南房 

   総市の園芸農家ですがそこで、薪ストーブ、夜１０時過ぎに使うということで、とくに南房総市 
   が普及を図っています。それから千葉大学と、山武・長生地域の方々が連携しまして同じような 
   取組みを行っていると聞いております。 



18 

それから、県の南にある照葉樹、マテバシイがございまして、これがしいたけ原木に使われる 
ということで、そういった取組みなども行っているところです。 
それから、それ以外にも畜産農家の敷材などにも森林組合のほうで納めている、といったよう 

な動きも聞いております。こういったかたちで様々な分野で木材が利用されればというところで、 
県としても支援しているところです。以上です。 

 
続きまして資料５をご覧ください。放射性物質対策と津波対策ということで、最初に放射施物 

質対策について説明していきます。 
左側、いわゆる平成２３年の福島第一原発の事故以来、県内のしいたけ、たけのこについては 

出荷制限、これは、国の原子力対策本部の方からの指示によるものですが、それから、県知事に 
よる出荷自粛、現在もすべて解除されてはおりませんで、下の非常に小さくて見えづらくて申し 
訳ないのですが、しいたけにつきましては、まだ全域で出荷制限というところが１０地域ありま 
す。 
そのうちの４地域、君津、佐倉、山武市、富津市につきましては、一部の方について軽減対策 

といったことで、写真が上の方に小さくて申し訳ありませんが、ホダ木の下に遮蔽材を置く、あ 
るいはシートを敷くといったような形で、下からの影響がないように対策を施して、あとは安全 
な原木を使って、しいたけが出る前のホダ木でも検査をやって、最終的にしいたけが出るときに 
も検査をやって、いわゆる指導基準値以下であることを確認するといったことで、安全性を確認 
し、さらに、市もこういった方々に対して証明書といった形で発行して、大丈夫な生産者が分か 
るような形の出荷管理制度、そういったものが通っている方々に対して一部解除ということで安 
全なロットに対して、生産者ではなくて安全な部分に対して解除というかたちの取組みを行って 
いるところです。 
たけのこにつきましては、今残っているのが我孫子市と栄町で、それ以外については２５年度、 

２６年度で解除が進んでいるところです。残念ながら我孫子市につきましては、１００ベクレル 
を超えてしまったので来期の出荷制限解除は不可能となり、栄町につきましては、林野庁を介し 
て解除の協議を進めているところです。以上です。 

 
 事務局（森林課） 

津波対策について説明いたします。 
津波対策につきましては九十九里海岸で現在進めておりまして、設計津波高さ、これは千葉県 

千葉東沿岸海岸保全基本計画で定められました、指標とされましたおおむね T.P.＋６．０ｍにつ 
いて整備しております。津波対策については海岸事業が中心なのですが、保安林につきましては 
砂丘が海岸保全施設等と認められることから、砂丘の嵩上げの計画があるところにつきましては 
津波対策として砂丘の嵩上げを行っております。 
それで、現在の津波対策延長としましては全体で４１ｋｍとしておりまして、そのうち海岸保 

全区域、つまり海岸部局のほうで実施する対策が２７ｋｍ、保安林で砂丘の嵩上げをするところ 
が、先ほど御説明しましたが１４ｋｍとなっております。 
資料の②のところですけれども、海岸県有保安林につきましては、最前線の砂丘を造成しまし 

て、その後ろにクロマツ林、内陸に行くにしたがって広葉樹を導入するように整備するという方 
針で進めております。 
整備計画につきましては１４ｋｍの砂丘整備延長に対しまして、今年度２７年度の計画で完成 

する見込みとなっておりまして、森林整備につきましては、これもさきに御説明いたしましたけ 
れども、対象が約２８０ｈａという面積を再生の対象としておりまして整備を進めておりますが、 
２６年度事業までで４０ｈａ程度が完了しているというところです。以上です。 
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 事務局（森林課） 

県有林班では、県営林、県民の森等の森林と施設管理を行っております。県営林は、明治３９ 
年の日露戦争の戦勝を記念いたしまして国有林の鬼泪山と県南の嶺岡に分収林を設定したのを 
始めとして、現在、その面積は７，００３ｈａとなっています。 

    その目的は、森林の公益的機能の維持増進や民有林の模範を示し、地域林業の振興を図ること 
を目的として管理を行っております。位置につきましては、参考図のとおりということで、県南 
部が中心となっております。県営林の内訳につきましては、県が土地を所有しているもの、２つ 
目としては、個人の所有者様と契約をいたしまして県が造林した森林、３番目としては国の関東 
森林管理局と契約し県が造林した森林となっております。 
経営の方針としましては、１番目としては県土の保全その他県営林の有する公益的機能の維持 

増進、２番目として素材を中心とした林産物の持続的かつ計画的な供給、３つめとして県営林の 
有効的活用による県民福祉の向上への寄与となっております。 
主な事業としては、①として、森林資源の造成のための造林や下刈り間伐などの保育作業、②と 
して、木材などの林産物の生産、販売、並びに県有林地の財産管理、③として、県民の森区域に 
位置します県営林の整備、④として、企業・団体等が社会貢献活動として行う県有林を活用した 
森林活動整備（法人の森事業）の推進となっています。 
実績及び計画につきましては（２）の表でございますが、毎年約１４０ｈａくらいの森林を整 

備しております。 
また、海岸部を含めた県有林で企業団体等の法人様等が社会貢献活動として森林整備を行う 

法人の森制度を実施しておりまして、平成２７年１１月現在で、延べ面積で５６．０５ｈａ、そ 
れから、参加企業一覧のとおり、富士ゼロックス千葉株式会社など２３法人、２７カ所というこ 
とで取組みをいただいているところでございます。以上、説明を終わります。 

 
議  長 

ありがとうございました。以上で事務局より全ての報告事項が終わりましたが、何かお聞きし 
たいことはありますか。 

 
高濱委員 

   資料の４番で森林整備の方向性というところで上の段のピンク色のところですが、民国連携の 
推進ということで書いていただいておりますけれど、昨年度からですね、千葉森林管理事務所と 
千葉県様とで、この民国連携、公益的機能の維持増進、森林・林業の再生ということで進めてお 
ります。 
今、民有林の森林の状況とか、森林計画の状況、それから、所有者様の意向とかを把握してい 

きたいと思っておりますので、森林情報の整備ということでＧＩＳ等を使った情報整備を進めて 
おりますので、今後ともご協力をお願いしたいと思っております。 
あと、今回の説明の中には入っていないのですが、先ほどお話にもありました、今後、主伐等 

に取組んでいくという状況も出てくるかもしれませんが、その場合につきましては、獣害が心配 
となってきます。ニホンジカの生息地については千葉県でも急増しているという状況もあります 
ので、そういう個体数調整等の獣害対策が必要になってくると思いますけれども、そういう面に 
つきましても関係者間で対策を協議していくことが大切だと思いますので、よろしくお願いいた 
します。以上です。 

 
 議  長 

ほかに何か。 
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志賀委員 

１つ御質問と意見ですが、県営林に関する説明の中で、千葉県は公社造林をやっていないので 
良かったのだろうと思うのですが、この分収林というか、県行造林というのが全国的にいろいろ 
問題があり、返還したり、債務の関係とか、その辺のところは千葉県の場合は心配ないのかどう 
か、というところをご説明いただけたら、というのが第１点。 
第２点は先ほどオリンピック、パラリンピックの木材利用の関係ですが、今、ＳＧＥＣとＰＥ 

ＦＣの相互承認を進めておりまして、ＳＧＥＣの理事でお手伝いしている関係で、様々な動きが 
耳に入っていきます。ＦＳＣでは、山梨県有林や天竜林業を抱える浜松市がかなり積極的に動い 
ているので、今から取るというのはちょっと遅いのだろうと思います。 
今後、ＰＥＦＣとＳＧＥＣの相互承認ができると、国有林での認証取得も林野庁の経営企画課 

では検討しているようなので、その辺がどのように動くのかということを見ながら、多分、北海 
道とか熊本を見ても国有林と県有林と森林組合が一体的に取り組んで、なるべくコストをかけな 
いようにやる必要があると考えます。 
ＦＳＣの場合にも、岐阜県有林と東白川村森林組合が共同でやっているシステムがあるので、 

千葉県で、もしそういうことを考えるのでしたらＦＳＣとＳＧＥＣの２つあってどちらにするの 
かということと、やり方を地域的な取組みで考えられるのがよいのではないのか、ということを 
付け加えさせていただきます。 

 
事務局（森林課） 

まず、分収林関係ということで県行造林地の契約更新というご質問に対してお答えいたします。 
千葉県は公社造林をやっておりませんが、分収林造林契約につきましては、他県では立木処分 

後の土地所有者さんの造林経費の負担が大きな問題となっております。千葉県では分収林契約の 
期間満了前に土地所有者さんに意向調査を行いまして、契約更新を希望される場合につきまして 
は３０年を限度として契約延長。それから、土地所有者さんが終了を希望する場合については、 
立木評価ののち、分収協議を行います。これまでの事例では、売却益が見込めないという事情に 
よりまして、立木による県持ち分を譲渡させていただく、ということで対応しました。 
そのようなことで、千葉県の場合は満了で終了ということで、立木の状態でお渡しするという 

ことで、特にはトラブルということにはなっていない状況となっております。以上、分収林関係 
につきまして説明を終わらせていただきます。 
 

 議  長 

ほかに何か。 
 
伊村委員 

資料５の津波対策の①の地図のところですが、この紫色で塗っているところはなんでしょうか。 
凡例がないので教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。  

 
事務局（森林課） 

実際には津波による浸水区域が示されております。この凡例にある、対策区間の下に隠れてし 
まっているところもあるのですが、紫色のところは浸水区域で、特に木戸川とかのあたりは河川 
の方から津波が内陸に浸水したので内陸のほうまで浸水区域が伸びているところです。 
 

 伊村委員 

それは、被害想定のシミュレーションの浸水区域なのか、この間の東日本の浸水区域なのか、 
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どちらですか。 
 

 事務局（森林課） 

こちらにつきましては、震災時の浸水区域の図面を基に作っております。 
 
 議  長 

ほかに何か。 
 
 本吉委員 

県産材、木材の利用促進ということなのですが、私の聞いた話では県立安房高が今度、学校の 
木を利用した木材を使って校舎を建てるようなことをお聞きしました。詳細についてはよく分か 
らないのですが、そういう動きがあるようです。これからも県の方でもいろいろな施設を作ると 
思います。制約も多いとは思いますが、県事業については積極的に木材を使っていただければ、 
もっともっと皆さんに見直してもらえる。 
それとまた、一般の方々はどうしても「木材は高い、高い」ということばかり言うんですね。 

私どもも、市原市のほうで、「ふるさと木の家普及建設協議会」というのを作っているのですが、 
そこに来ると皆さん必ずいろいろなことを言うんですよね。自分の家を建ててから相談に来るん 
ですよね、そうすると「材木は高い」と。では、「坪単価はどのぐらいですか」、と聞くと「８０ 
万ぐらいだ」と。「うちのほうでは６０万で出来ますよ」というのですが、やっぱり高いという 
イメージが強いです。そこのへんの木材のＰＲも大変必要じゃないかなと思います。 
ぜひとも、木材をどんどん使っていただいて、あまり高くありませんので、ＰＲをしていただ 

ければと思っております。よろしくどうぞお願いします。 
 

難波委員 
今の話の、森林組合さんと工務店さんとの提携をなさっているということですが、ぜひ建築士 

事務所協会とか、建築士会に来ていただいて、設計の段階から木材を使う。まず、私が心掛けて 
いることは「腰板だけでも木材を使ってください」、とお願いするんですね、施主さんに。 
それはなぜかというと、必ず手すりが、高齢になってきますと手すりが必ず必要になってくるん 
ですね、どこでも。ですから、やっぱり木材は高いというイメージがあるのですが、今決して高 
くないですね。腰板は端材で出来ますので。ですので、千葉県の建築士会や事務所協会のトップ 
の方に言っていただいて、設計するところから、まず腰板から使ってください。 
それと、旭に避難施設の見学に行きましたら、災害仮設住宅ですね、すごい結露がひどかった。 

他の福島とかそっちの方で、試しに木材全部で、壁、天井、床やりました、結露がほとんどなく 
て、冬場でしたので暖かいし、それがすごく木材の効用というか、すばらしいところを証明でき 
たんですね。そういうこともこれから建築業界全体で、私も建築士ですのでやっていきたいと思 
います。千葉県もそういう木材のストックとかそういうことも考えてしていただきたいな、と思 
います。いざ災害のとき、そういう県産材のストック、その場所も大変でしょうけれども、こう 
いう考え方もこれから木材の利用ということで必要になってくるのではないかな、と思いました。 
以上です。 

 
事務局（森林課） 

ただいま、御意見のありましたことに簡単ですが御説明させていだだきます。 
資料４をご覧いただきますと、左の下のほうに公共建築物の利用促進ということで、実は平成 

２３年から、木造建築設計者の拡大ということで講習会を開催しているところですが、この中で 
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今、委員がおっしゃられた、設計の団体がございまして、県から講習会をお願いしてやっていた 
だいているところです。それで、今のところ２３年から講習会ということで、設計者に対する講 
習ということで木造建築の良さやいろいろなことを知っていただいているという動きをやって 
います。 
今年度は、このほかに、県内市町村の職員、土木関係の部署などにもいますので、そういった 

方に対する講習会というのも今年度は開催しようと取組んでいるところで、そういった意味では 
御協力いただいているところです。今後もぜひお願いしたいと思っております。 

 
議  長 

よろしいでしょうか。ではほかに。 
 

手島委員 
千葉県には今現在ですけれど、私、勉強不足で分からないのですが、外国の方の森林所有者と 

いうのはいらっしゃいますでしょうか。 
 

事務局（森林課） 

外国国籍の個人なり法人が山を取得するということで、数年前に話題になりましたが、それ以 
降、森林法が改正になりまして、森林の売買等によって所有者が代わった場合には届け出すると 
いうことになっております。 
あとは国土法の関係も含めて所有者移転の情報については県のほうでも随時掴むようにして 

いるところです。これは、林野庁のほうでも全国の都道府県から情報を集めて毎年外国国籍の森 
林所有について公表もしているところです。千葉県ではそういう実態は今のところはない、とい 
うことで報告しております。 
ただ、実際には外国に居住する個人や、法人が売買するということではなく、国内に既に居住 

されている外人の方が森林を所有して事業を行うという事例はございます。 
あくまで、外国に居住地を置くような方が売買をするという事例については今のところ把握は 

していないという実態です。 
 

手島委員 

ありがとうございます。 
 

事務局（森林課） 

 先ほどの御質問に対し、２点ほどお答えし忘れたのですが、腰板に使うという話ですが、東金 
にある木材市場協同組合というところに情報館があり、そこに今年度、千葉県木材振興協会が「腰 
板はこういうのができますよ」というのを展示してありますので、委員の皆様も何かの機会にご 
覧いただければと、この場を借りてＰＲさせていただきます。 
 それから、仮設住宅につきましては、その関係団体が各県と協定を結ぶという動きを進めてお 
りまして、来年度中には全国半分程度の都府県がその団体とで協定を結ぶといったことで、何か 
あったときは、水害もそうですが、災害仮設住宅が必要になるという事態も想定されますので、 
そういった動きを進めております。先日、この関係団体の総会に出た時も、そういう動きに対し 
て我々も県産材を供給するということも考えているので、ぜひ検討の１つにいれてほしい、とい 
うお願いをさせていただいたところです。以上です。 
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 議  長 

ほかに何か御質問、御意見ございますか。ないようですけれど、私からよろしいですか。 
県としての森林資源の整備、伐採、搬出等の合理化や今後の取組みの方向、よく分かったので 

   すが、実際に、Ｃ、Ｄ材に関してはバイオマス発電の燃料としてどんどん需要が増えてきている、 
   Ｂ材は価格次第で合板等の需要がかなり出てくるだろうと。問題なのは一番価値のあるＡ材だろ 

うと思うんですね。 
官公庁を始め、いわゆる県産材の需要拡大ということで、非常に力をいれてくれているのです 

が、実際の発注の段階になると、まず県産材であること、それから乾燥材であること、ＪＡＳ製 
品であることというのが、たいてい条件がついてくるし、今後ますますそういったことが強くな 
ってくるだろうと思うのですが、ところがＡ材を需要につなげるにはどうしても製材工場で製材 
しなければ需要にはつながらないですね。今、千葉県の場合、非常にこの製材工場が弱小である 
と。後継者の問題とか、過小資本であるとか。 
なかなか千葉県そのものには、さきほど、どなたかがおっしゃったように住宅需要というのは 

かなりあるのですが、現実、住宅に対する木材の価格、製品として結びつかないというのは、や 
はり製材工場が弱小である、それから、乾燥設備、加工設備があることはあるけれども無いに等 
しいくらい弱小である、そういうところで、素材の供給を合理化してコストを下げて作っても今 
のままだとＡ材は供給過剰になってしまって、なかなか値段は下がっても需要に結びつかないと 
いうのが大きな問題となってでてくるだろうと思うのですけれども。 
できれば県としても製材工場とか乾燥設備、加工設備等の育成強化ということをしていかない 

と県産材の需要拡大にはなかなか結びつかないのではないかと思うのですが、その辺については 
どのようにお考えでしょうか。 

 
事務局（森林課） 

今お話のあったとおり千葉県には大きな製材工場もなく、かつ、ＪＡＳ工場もないという状況 
でございます。公共建築物に木材を使用する場合、もちろん構造材などに使用する場合にはＪＡ 
Ｓ材というのが必要とされるのが事実でございます。県産木材の利用を拡大していくためにはそ 
の辺の体制整備が必要だと思っております。 
ただ、先ほど申し上げましたとおり、木材生産自体が安定供給するような体制ができていない 

と、製材工場があってもそこに供給する体制がないということもありますので、なかなか製材工 
場も伸びていかないというところもあると思っております。 
今後、木材のそういった安定供給体制の整備、木材需要、木材利用の拡大を同時に進めていか 

なければならないと考えております。 
そのようなことを川上の木材の業者さん、あるいは川下の市場さん、流通業者、木材加工業者 

等等と連携といいますか、強力に打合せを行いながら進めていく必要があると考えております。 
そういったことが重要だろう、と考えております。 
そして、千葉県の森林資源を循環利用していく仕組みが作れていければよいと考えています。 
今後とも皆さんの意見を聞きながら、そういった取組みを進めていきたいと思っておりますの 

で御理解のほう、よろしくお願いいたします。 
 
 議  長 

現状では県産材の製造はできても、乾燥して加工するというのは他県へ持って行ってやらざる 
を得ない場面というのが結構あるんですね。ですので、先ほど高い高いという話が出たが、どう 
してもコストアップになってしまう。せっかく需要があるのだからそれに対応できる、供給面は 
いいとしても加工面、製材、乾燥、加工、そのへんをもう少し強化育成していかないと、せっか 
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くある需要に県産材がつながっていかないのかな、と心配しているのですが、その辺どうぞよろ 
しくお願いしたいと思います。 
ほかに何かございますか。時間も大分過ぎておりますので、なければこの辺で審議を終わらせ 

   ていただければと思うのですが。よろしゅうございますか。事務局のほうで何かございますか。 
 

事務局 

特にございません。 

 

議  長 

それでは、大変長時間にわたりましてご協力いただきありがとうございました。 

以上を持ちまして議長の席を降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８５回千葉県森林審議会を閉会とさせていただきます。 


