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第８６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２８年１２月１６日（金） 

       午前１０時から午後０時まで 

 

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、石橋 整司委員、小髙 茂 委員、菅野 泰治 委員、佐山 裕子 委員、 

志賀 和人 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 

       伊村 則子 委員、小林 達明 委員 

 

５ 会議の経過 

（１）開会 

司  会 

お待たせいたしました。本日はお忙しいなかお集まりいただき、ありがとうございます。 

ただいまから「第８６回千葉県森林審議会」を開催いたします。私は、森林課 森林政策室の 

髙𣘺と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日の会議終了時刻は１２時の予定で進めてまいりたいと存じます。ご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、農林水産部次長の長谷川より挨拶を申し上げます。 
 

（２）農林水産部次長挨拶 

 長谷川農林水産部次長 

農林水産部次長の長谷川でございます。 

開催にあたりまして、本来ですと知事よりご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、私よりご挨拶を申し上げます。 

委員の皆様方におかれましては、大変お忙しいなか、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」を実現するために 

   策定した、「千葉県農林水産業振興計画」の３年目の折り返しとなり、この計画に盛り込まれた 

各種目標を達成するための様々な取組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」や「担い手確保・育成対策」及び「津波対策 

としての海岸県有保安林の再生・整備」などに重点的に取り組んでおります。 

 特に、担い手対策については、県の「森林整備担い手基金」を取り崩し、本年度から５カ年で 

集中的に推進することとしており、認定林業事業体を対象とした、高性能林業機械のレンタル費 

補助、森林経営計画策定を担う森林施業プランナーの育成研修費などの支援を新たに開始いたし 
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ました。 

また、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、スギの溝腐病被害林の伐採・整備を進めています。 

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、九十九里地区の海岸県有保安林に 

おいては、計画した約１４キロメートルの砂丘造成が完了し、今年度は森林の整備、造成を積極 

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シイタケ・タ 

ケノコの出荷制限の解除のための取組も着実に進めており、タケノコについては県内全域で出荷 

制限が解除されています。県としては、国の制度や全国的な動きを見据えつつ、引き続き本県の 

森林・林業の発展と、県産木材の利用拡大を推進する施策を実施して参ります。 

   本日の議題でございますが、千葉北部及び南部地域森林計画の変更計画（案）につきまして 

諮問いたすものでございます。 

   これは、５月に変更された国の「全国森林計画」に則して、変更するもので、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、県民の意見や国及び市町村の関係機関との調整 

を行ったものです。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

 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。次に石橋 整司委員でございます。 
次に、小髙 茂委員でございます。次に、菅野 泰治委員でございます。 
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、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。 
なお、伊村委員、小林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 

 

（４）会議成立の報告 

 司  会 

    続きまして、本日の出席委員数を報告いたします。本日の審議会には委員数１３名のところ、 

半数以上の１１名の皆様にご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ご報告申し上げます。 

 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、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 
ご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、挨拶をいたしました長谷川農林水産部 

次長です。次に、武井森林課長です。 
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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８６回千葉県森林審議会」に御出席 

いただき、誠にありがとうございます。 

さて、今年の５月には、新たな「森林・林業基本計画」が閣議決定され、多くの人工林が主伐 

期を迎えているなか、それらを木材資源としてしっかり有効利用し、林業及び木材産業の「成長 

産業化」により地方創生を図るという新たな段階に入っていくとされています。 

日本の木材自給率は、平成１７年度に２０％台を回復し、その後上昇しており、昨年度は３３．

３％で、前年の３１．２％を上回りました。そして、国の今後の目標は、１０年後の平成３７年

度には自給率を５０％まで引き上げるものとされています。 

県内でも木質バイオマス発電施設への供給が始まっていると聞いておりますが、今回の「森 

林・林業基本計画」の木材利用の目標では、燃料材としての利用が新たに追加されています。 

 いずれにしましても、木材需用の拡大として新たに加わった木質バイオマスという利用を含め、 

千葉の県産材の供給量を増やしていくためには、森林整備の担い手の確保や施業の集約化、そし 

て、生産された木材の供給体制などについて、川上から川下までの関係者と連携して取り組む 

必要があると思います。 

本日は、知事より諮問のありました「千葉北部及び南部地域森林計画の変更計画（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ご意見をいただきますようお願い申し上 

げまして簡単ですがあいさつといたします。 

 

（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、佐山委員と難波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、傍聴希望者の状況はどのようになっていますか。事務局から報 
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告願います。 

 

事務局 

傍聴希望者が１名いらっしゃいます。 

 

議  長 

   皆様に異存がないようでしたら、傍聴希望者の入室を許可したいと思いますが、いかがでしょ 

うか。 

 

各 委 員 

異議なし。 

 

議  長 

では、傍聴を許可しますので、希望者を入室させてください。 

 

（10）議事 

 審議事項（説明） 

議  長 

それでは、知事の諮問を受けた「千葉北部及び南部地域森林計画の変更（案）」についてご審 

議いただき、答申を行うことにしたいと思います。変更計画（案）について説明をお願いします。 

 

 栗山主幹 

   森林課 森林政策室の栗山でございます。よろしくお願いいたします。 

   まず、議案の説明に入る前に、議案の前提となります「森林計画制度の体系」と、今年５月に 

一部改正された「森林法」の概要について、簡単に触れさせていただきます。 

お手元の資料 第１－１号の「森林計画制度の体系」を御覧下さい。 

一番上に位置している「森林・林業基本計画」ですが、森林・林業基本法に基づき、森林の有 

   する多面的機能の発揮と林業の持続的かつ健全な発展を図るため、政府が策定する計画であり、 

施策の基本的な方針、森林の有する多面的機能の発揮、並びに林産物の供給及び利用に関する目 

標、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策などが示されております。 

小高会長のごあいさつにもございましたとおり、５月に見直しが行われ、「林業及び木材産業 

の成長産業化」がより明確に示されたところです。 

次に、「全国森林計画」ですが、森林法により、国・県・市町村において、森林・林業基本計 

画に即した、各森林計画の策定が義務付けられています。 

まず、森林・林業基本計画に即して、農林水産大臣が、５年ごとに全国森林計画を定め、１５ 

年間の全国の森林に関する整備の目標と計画量、森林整備の指針などが示されます。 

その下に「地域森林計画」が位置付けられています。 

地域森林計画は、都道府県知事が各森林計画区の別に、５年ごとに樹立する１０年間の計画で、 

全国森林計画に即して、民有林の森林整備の目標、林道や保安林、保安施設等の目標などを定め 

るとともに、下に位置する市町村森林整備計画の指針を示すもので、この樹立及び変更にあたっ 

ては、本審議会に諮問するよう森林法で定められております。 

なお、国有林につきましては、各森林管理局長が、「国有林の地域別森林計画」を策定いたし 

ております。 

次の「市町村森林整備計画」ですが、市町村長は「地域森林計画」に適合し、地域の実情に即 
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した、森林整備を推進するためのマスタープランとして、具体的な森林施業等を明らかにする市 

町村森林整備計画をたてることとなっています。 

最後に、「森林経営計画」ですが、施業対象森林を面的に集約化して施業を実施していくため、 

路網整備などを含めた効率的な森林施業を計画するもので、市町村長等の認定を受けることとさ 

れています。 

このため、森林経営の長期方針や伐採、造林をなどの項目に加え、森林の保護、路網の整備な 

どが計画事項とされており、森林所有者のほか、森林所有者から委託を受けて長期・継続的に森 

林経営を行う、森林組合などの林業事業体が計画を策定することができます。 

以上が「森林計画制度の体系」です。次のページを御覧下さい。 

「地域森林計画の変更手続きの流れ」ですが、今年の１０月２８日から１１月２５日までの期間、 

変更計画案の公告・縦覧を実施後、市町村及び森林管理局長等への意見照会を行い、本日の審議 

会は、フロー図中央やや下目の「森林審議会への諮問」となりまして、今後、農林水産大臣への 

協議を経て、年内の計画変更を予定しております。 

続きまして、資料第１-２号を御覧下さい。 

今年、５月に森林法等の一部が改正されました。具体的には、適切な森林施業を通じた林業の 

   成長産業化を目的とし、森林法、分収林特別措置法、森林組合法、木材の安定供給の確保に関す 

   る特別措置法、国立研究開発法人森林総合研究所法の５法の一部改正が同時に行われております。 

森林法の改正内容としては、林地の境界情報等の整備を目的として、市町村が平成３０年度末 

までに、森林所有者の台帳である林地台帳を整備・公表することとされたほか、伐採後の確実な 

更新を図るため、伐採届出に係る植栽後の報告の義務化、森林の鳥獣被害対策として、地域森林 

計画及び市町村森林整備計画への関連事項の記載が定められており、また、違法な林地開発を抑 

制するための罰則の強化が図られております。 

続きまして、本論の地域森林計画の変更の説明に移らせていただきます。 

資料第１-３号を御覧下さい。 

今回の地域森林計画の変更における一番大きな変更点は、「鳥獣害の防止に関する事項」の追加 

です。 

ただいま御説明させていただきましたとおり、森林法の改正により、森林の保全に関する事項 

の中に、鳥獣害の防止に関する事項が新設されました。これは、鳥獣による森林被害、メインは 

ニホンジカによる被害となりますが、これにより植栽した苗木が食害等を受け、成林できなくな 

ることを防ぐため、被害の予想されるエリアを区域指定し、被害防止対策を講じていくものです。 

地域森林計画では、エリア設定の基準、鳥獣害の防止の方法に関する方針などを定め、市町村 

森林整備計画において、具体的なエリアの設定、及び被害防止対策の内容が定められます。 

なお、市町村森林整備計画で定められたエリア内において林業事業体等が森林経営計画を策定 

する場合には、市町村森林整備計画に沿った被害対策を計画することが求められます。 

次のページを御覧下さい。 

これは、ニホンジカに関する鳥獣害防止森林の設定想定区域の図面です。区域設定は鳥獣の種 

別ごとに林班を単位として行います。 

本県自然保護課、及び生物多様性センターが作成したニホンジカの生息密度図をベースとして、 

推定生息密度が１km

２

当たり７頭以上の林班を濃い灰色で示してありますが、このエリアでは、 

植栽をした場合、ニホンジカの被害が想定されますので、鳥獣害防止森林区域の設定が妥当と考 

えておりまして、区域を設定する市町村に対して説明を行っているところです。 

なお、推定生息密度 １km

２

当たり７頭の基準は、「千葉県第二種特定鳥獣管理計画（ニホンジ 

カ）」における目標密度を勘案のうえ設定しております。実際の区域設定につきましては、各市 

町村が、本図を参考として、地域の実情を踏まえて設定することになります。 
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次に、地域森林計画の変更内容の全般に説明を移らせていただきます。 

順番が前後いたしますが、先に千葉南部地域森林計画の変更内容から説明させていただきます。 

資料第１-４号の「地域森林計画目次」及びひとつ飛びますが、資料第１-６号の「千葉南部地 

   域森林計画新・旧対照表」を御覧下さい。 

資料第１-４号の「地域森林計画目次」については、変更内容を赤書き、変更の根拠となるも 

のについて、森林法はオレンジ、森林・林業基本計画は青、全国森林計画は緑で示してあります。 

また、資料 第１－６号の対照表につきましては、変更部分を下線、赤書きで示してあります。 

対照表の最初の変更部分につきましては、表示方法の変更ですが、これは、資料第１-７号及 

び資料第１-８号の各地域森林計画の変更計画書（案）の本文を御覧頂きますとお分かりいただ 

けると思いますが、地域森林計画の変更においては、国からの通知により、計画書のうち、変更 

に係る事項をとりまとめた変更計画書を作成して行うこととされており、変更計画書は、項目を 

除き、変更の無い部分は「前計画書のとおり」としております。この関係で、当初のページ表示 

だと分かりづらい面もあるため、表示の仕方を変更しているものです。 

次の「林地台帳」に関する記載につきましては、森林法の改正により、市町村が林地台帳を整 

備することになったことを受け、県の地域森林管理システムとの連携について記載したものです。 

「伐採跡地の適確な更新」については、森林・林業基本計画及び全国森林計画における再造林 

対策の強化等の方針に沿って記載を「森林管理の促進」の項目に追加しております。 

「森林資源の総合的な循環利用の促進」の項目における「間伐材等」の「等」の追加につきま 

しては、後ほど報告事項の中で御説明させていただきますが、サンブスギにおけるスギ非赤枯れ 

性溝腐れ病の被害が広がっており、伐採して植えかえる事業を進めているところであり、この被 

害材の有効活用などを踏まえて追加しております。 

対照表の２ページをお開きください。目次の方も２ページとなります。 

「森林整備及び保全の基本方針」における「立地条件」の「自然条件」への表記の変更につい 

てですが、全国森林計画では、立地条件の内容を、より具体化させるために、自然条件または社 

会条件に修正がなされており、これに沿って修正を行うもので、このあと、数か所に渡って同様 

の修正を行っております。 

「水源地の人工林における針広混交の育成複層林化など」の記載につきましては、やはり、国 

の全国森林計画に即して、木材生産を目的としない人工林の複層林化について追加したものです。 

対照表３ページの下の方の「将来にわたり育成単層林として維持する森林では、主伐後の植栽 

等や確実な更新を行う」の追加については、森林・林業基本計画における森林資源の循環利用促 

進の方針に沿って、適確な更新による伐採後の早期回復、及び確実な更新により、森林資源の循 

環利用を図っていくものです。 

対照表の４ページを御覧下さい。 

第３の１の「森林の立木竹の伐採に関する事項」への「（間伐に関する事項を除く。）」の追加 

   ですが、間伐については、このあとの、３の「間伐及び保育に関する事項」に記載しております。 

目次の方は３ページとなります。本項目は、元々主伐について記載していたもので、それを明確 

にするため、付け加えたものです。 

その下の「地質、土壌等森林の自然条件、～車道等や集落からの距離などの社会的条件」につ 

いては、先程、御説明させていただきましたとおり、立地条件の内容を、より具体化させるため 

の、自然条件または社会条件への修正です。 

２の「造林に関する事項」における「野生生物の生息状況」の追加については、今回、鳥獣害 

対策を強化しているところですが、これと合わせて、植栽時に野生鳥獣の生息状況を勘案するこ 

ととしたものです。 

（１）の「人工造林に関する指針」における追加事項については、当然植栽が必要となる植栽 
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   によらなければ適確な更新が困難な森林のほか、将来に渡り育成単層林として維持していく森林 

   における確実な更新を図るため追加しています。 

その下の、イの（ア）の「育成単層林（人工林）における植栽本数に関する事項」については、 

記載内容の変更はなく、表現の修正を行ったものです。 

対照表の６ページを御覧下さい。 

中段の（４）のアの「野生鳥獣の被害対策」に関する変更については、このあとのⅢの第４の３ 

の「鳥獣害の防止に関する事項」を追加したことに伴う修正です。 

対照表７ページの項目の表記の変更については、国の地域森林計画作成に関する通知文の改正 

により、表記を修正しています。 

同７ページ下の方の４の（２）のイの「施業の方法に関する指針」における「植栽による確実 

   な更新」の追加については、先に御説明させていただきましたとおり、森林・林業基本計画にお 

   ける森林資源の循環利用促進の方針に沿って適確な更新を図っていくためのものです。 

対照表の８ページを御覧下さい。 

中段の「林道の開設及び拡張に関する計画」は、不足の表記を追加したものです。 

その下の、「自然条件や社会条件が良く、将来に渡り育成単層林として維持する森林を主体に 

   整備を進める」については、森林・林業基本計画に即して、利用期を迎えている人工林における 

   路網の先行的な整備を図るため追加しています。 

対照表の９ページを御覧下さい。 

「（既存路網の改良を含む。）」の追加については、全国森林計画に即して修正をしています。 

一番下の、６の（２）のアの「林業事業体の体質強化」における「林業機械の導入や森林施業 

   プランナーの育成の支援」及び１０ページ下の方の、イの「林業従事者の養成・確保」における 

「林業機械のほか各種資格の研修」の追加については、長谷川次長のあいさつにありました、県 

の農林業振興計画に基づき、現在の県の取組みを踏まえて追加したものであり、この取り組み内 

容につきましても、あとの報告事項の中で御説明させていただきます。 

対照表の１１ページを御覧下さい。 

７の「林産物の利用の促進及びそのための施設の整備に関する事項」における「新規用途開発 

   された木質部材や木材製品等による新たな県産木材の需要拡大」の追加については、県内の人工 

   林の大部分を占めるスギを用いた構造材を作ることができるＬＶＬ（単板積層材）と呼ばれる木 

質部材の、耐火性のある製品の開発や、県南部に多く生育する、マテバシイの内装材への活用の 

取り組みへの支援などにより開発された製品の普及などを通じて、県産木材の需要拡大を図って 

いくものです。 

第４の２の（３）の「治山事業の実施に関する方針」における「事前防災・減災の考え方」の 

追加については、全国森林計画に即し、近年増加している集中豪雨等を踏まえて追加したもので、 

 また、「土砂災害防備等の機能の十分な発揮を図る観点から、保安林の配備による伐採等の規 

制措置と治山事業実施の一体的な運用」についても同様に、全国森林計画に即して追加したもの 

で、治山事業と保安林による伐採 規制との連携により林地の保全を図っていくものです。 

対照表の１２ページを御覧下さい。 

先に概要を説明いたしました「鳥獣害の防止に関する事項」ですが、これは、市町村が市町村森 

整備計画において設定する、「鳥獣害防止森林区域の設定の基準」及び「鳥獣害の防止の方法に

関する方針」を定めるものです。 

区域設定につきましては、国の関係通知及び全国共通の鳥獣被害のデータと、県が保有する鳥 

獣の生息に関するデータを基に、林班単位で区域を設定します。 

なお、先に御説明させていただきました千葉県のニホンジカに関する区域設定想定図につきま 

しては、全国共通データによる該当箇所を、県の推定生息密度による箇所が包括する形となった 
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ため、市町村への提供データとしては、県の推定生息密度による図を示しているところです。 

また、現在、本県において相当の森林被害が見込まれる鳥獣は、ニホンジカと考えているため、 

区域設定はニホンジカのみを想定しております。 

被害防止の方法に関する方針としては、防護柵の設置や忌避剤の散布、食害防止チューブの設 

置等の保護措置と合わせて、千葉県野生鳥獣対策本部や関係行政機関等との連携のうえ、捕獲に 

ついても考慮することとしています。 

また、その他として、鳥獣被害の情報共有を図ることとしております。 

４の「森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項」につきましては、上記の「鳥 

獣害の防止に関する事項」の追加に伴い、修正を加えております。 

１３ページを御覧下さい。 

下の方の、第６の４の「林道の開設及び拡張に関する計画」における「鴨川市の林道奥谷線」 

   につきましては、林道改良の対象路線となっておりましたが、前半５カ年での着工が可能となっ 

   たため、修正をするものです。 

以上で、千葉南部地域森林計画の変更内容の説明を終わり、続きまして、千葉北部地域森林計 

画の変更内容の説明に移らせていただきます。 

資料第１-５号の「千葉北部地域森林計画 新・旧対照表」を御覧下さい。 

基本的な変更内容は、ただいま御説明させていただきました千葉南部地域森林計画の変更と同 

   様となっておりますが、千葉北部地域森林計画は千葉南部地域森林計画より２年前に樹立してお 

   りますので、千葉北部地域森林計画樹立後の、千葉南部地域森林計画樹立時に改正した事項につ 

   いて、千葉北部地域森林計画に反映させるための修正を併せて行います。 

つきましては、千葉南部地域森林計画の変更内容と重複しない変更部分について、御説明させ 

ていただきます。 

１ページ目の市町村数の修正につきましては、千葉北部地域森林計画の樹立直後の平成２５年 

１月１日をもって町から市に移行いたしました大網白里市に係る数値を修正するものです。 

２ページの（４）の「東日本大震災の復旧に向けた取組」における「出荷制限・自粛の解除に 

向けた～しいたけ原木の供給等」の追加につきましては、「しいたけ」については、一部の市町 

村において出荷制限が続いており、出荷制限等の解除に向けた取り組み等を継続中であることか 

ら、記載を追加しました。 

また、５ページの「なお、伐採した～検査を行う必要があります。」についても同様の理由に 

より追加をしています。 

なお、「たけのこ」については、今年の９月に県内全域の出荷制限を解除したところです。 

続きまして、５ページの下の方の２の（１）のイの（ア）の「人工林の植栽本数」の変更につ 

いては、現在の低密度植栽を踏まえ、ヒノキの植栽本数を、疎仕立てで１ｈａ当たり３，０００ 

本としているところ、機械化による低コスト作業を計画する場合では、確実な更新に配慮のうえ、 

１ｈａあたり２，５００本に下げるものです。 

なお、スギにつきましては、疎仕立てで１ｈａ当たり２，０００本としているため、ヒノキの 

みの記載としております。 

また、その下の、コナラ・クヌギにつきましては、萌芽枝による更新もあることから、「萌芽 

枝を含めて １ｈａ当たり３，０００本となるように植栽する」と修正をしており、７ページ中 

ほどの修正も同様のものです。 

また、７ページ下の方の３の（１）のウの「間伐率」の変更につましては、国の森林整備の補 

助事業の制度に合わせ、手遅れ気味の林分における強度間伐などが採用できるよう、間伐率の上 

限を３５％とするものです。 

１２ページを御覧下さい。 
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下の方の７の（３）の「木質バイオマスの利用拡大」における「未利用森林資源（間伐材、低質 

～バイオマス発電等への利活用」の修正につきましては、昨年１０月から県内市原市の発電所に 

おいて、木質バイオマスの受け入れが始まっており、記載を追加しています。 

１３ページを御覧下さい。 

御存知のとおり、県内においては林地開発に係る案件が多いため、一時転用個所についての早期 

緑化、機能回復の記載を第４の「森林の保全に関する事項」の１の（４）の「その他必要な事項」 

に追加しています。 

繰り返しになりますが、その他の変更内容につきましては、先に御説明させていただきました 

千葉南部地域森林計画の変更内容と同様となっております。 

以上が「千葉北部地域森林計画」及び「千葉南部地域森林計画」の変更計画書(案)の内容です。 

なお、本変更計画書（案）につきましては、変更手続きの流れの説明の中で触れさせていただき 

ましたが、県報に登載し公告縦覧を行いまして、その結果、意見の申し立て等はなく、また、縦 

覧後、関係市町村等に意見を照会いたしましたが、特段の意見等はなかったことを御報告させて 

いただきます。 

以上で、第１号議案の説明を終わります。御審議の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

 議  長 

   ありがとうございました。 

ただいま説明いただきました「千葉北部及び南部地域森林計画の変更（案）」について、御意見 

や御質問がありましたらお願いいたします。 

 

 志賀委員 

今回の地域森林計画の変更が、森林法や全国森林計画や基本計画の改正に基づくものという 

ことなので、それについては国の制度の枠組みがあるので、ほぼ妥当ということになるかと思 

いますが、それを市町村や地域におろした場合に、千葉特有の問題があると思います。 

資料１－２は、林野庁が示した全国方針だと思うのですが、適正な森林施業を通じた林業の 

   成長産業化というのがターゲットで、そのための改正としてこういうことをやりました、とい 

   うことが林野庁の方針としてあります。 

ただ、それを千葉県の実情に下ろしたときに、特に北部地域、私は東葛に住んでいるのです 

が、東葛地域の市町村に「適切な森林施業を通して林業の成長産業化を図るために～」と言っ 

ても、市町村段階では、それにうまくのってこられないだろうと思います。 

今回の改正で、林地台帳を各市町村が地図と一緒に作らなければならない、ということで、 

   千葉県は林野庁の検討会にも参加し、御苦労されているので、実情はよく御存じだと思います 

が、国の制度としてやらなければならないのですが、それを地域や市町村の段階でどのように 

活かしていくのかが、結構重要だと思っております。 

林地台帳はいわゆる５条森林という地域森林計画対象森林に対して作るということになって 

おりますが、千葉県では統計書をみると３，０００ｈａ弱の５条森林でない森林があります。

特に、東葛地域にそういったところが多いと思うのですが、そういったところの取扱いであ 

るとか、同じ南部と北部ということで地域森林計画の目次構成や、そこに記載すべきことなど 

は国の指針でどこの県も同じようになるのは仕方がないことだと思うのですが、具体的にこの 

計画に則して施策を展開していくときは、そのへんの地域性への配慮が重要であるのではと思 

います。 

これについては、審議事項そのものではないのですが、それに基づく県の施策展開に関して 

も御配慮いただければよいのではと思いました。 
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 議  長 

    この件について、県のほうで何か。 

 

武井課長 

林地台帳の件ですが、東葛地方に確かに森林が少ないということですが、法定事項ということ 
で、市町村の方とは３０年に公開できるよう事務を進めております。 
委員がおっしゃられるように、この計画自体が木材の生産がメインで、そういいますと東葛の 

方とはちょっとカラーがちがうのはごもっともなことだと思っております。 
そのなかで、県としましては、林地台帳を作りますと森林の所有者が分かりますし、例えば、 

東葛地域でボランティア団体による森林整備というのも千葉県の中では森林整備の１つの形だ 
と思っておりますので、そういうところでも役立てていきたいと思っています。 
また、都市部の森林は非常に貴重なものだと思います。そういうときに所有者の情報が判れば 

保全にもつながると考えております。 
それぞれ市町村に事情がございますが、そのような中で今回の林地台帳の話は生かしていきた 

いと考えております。 
    あと、５条森林が３，０００ｈａ少ない？とのお話ですが…。 

 
志賀委員 

５条森林の対象に入っていなくて、都市計画区域も含めた現況森林を県の政策の中で連携して 
いくことは依然として重要だと思うので、そこは国の制度との関係で難しいところがあるかとは 
思うのですが、千葉県や大阪府、香川県などでは、そういう所が一番問題となるところかと思い 
ました。 

 
武井課長 

５条森林につきましては、計画区を５つに分けておりまして、５年に一度見直しを行っており 
ます。 
その中で、２条森林の扱いをどうするのかを含めましてその計画変更図に対応させていただけ 

れば、と思っております。 
 
 議  長 

他に何か。 
  
手島委員 

林地台帳についてですが、実際問題として我が家は少し山林経営をしているのですが、公図を 
見ると道に沿って持ち山が横にあるのですが、実際自分が管理しているのは縦。境がまるで逆と 
いうか、管理をしている場所が違うというのは往々にしてあります。 
林地台帳は森林を持っている人は境界をきっちりとしてほしいな、という想いが実情としてあ 

ります。 
 
 武井課長 

林地台帳の作成にあたりましては市町村が持っている課税台帳、登記情報は法務局になります 
ので、いろいろ課税に関するデータで土地の特定をしているところです。それを基に作成してい 
くことを考えております。 
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 ただ、公図とかの法務局ベースの土地の境界ではないので、どこまで境界が明示できるかとい 
うのは、ちょっと不明な部分でございます。ある程度、場合によっては境界線がなかなか入れら 
れないというような部分もあると思います。 
ですが、おおまかにここの部分はどなたのものか、そこのへんくらいまでは可能だと思ってい 

るのですが、市町村の方でどこまで公開できるのかは、各市町村の対応が必要となってきますの 
で、そこの辺は御了承していただければと思います。 

 

 手島委員 

世代も変わりますし。 

 

武井課長 

本当に大事なことですので。私もそうですが、山を知っている両親がいなくなりますと境界が 

分からないというのが現実です。よい機会なのでこういうときに分かればと思っております。 

  

議  長 

他に何か御質問、御意見はありますか。 

 

石橋委員 

   今、話題になっていた林地台帳は整備するのに市町村も大変な思いをしていると思います。 

日本の土地の現状を考えると大変だと思う。だが、その割に今回の変更のところで、北部も南部 

も「市町村が整備する林地台帳との連携も踏まえた…」と、さらっと記載されている。 

具体的にどう使うのかとか、どう活かそうとかが、どこにも出てこないのが非常にさびしく思 

います。決められたらやらなければならないですよね。せっかくなら、どうせやるならこういう 

ところに活かそうよ、とか。 

具体的なものはまだこれからですから難しいとは思うのですが、やはり、千葉県の方針として 

   森林の管理、計画のこういうところに活かしていくんだ、という文言がもうちょっと中にあって 

   もよいのでは、と思いました。 

あと、南部も北部もそうですが、資料１－６の７ページの下の方に、「森林施業の方法に関す 

る指針」が「施業の方法に関する指針」に変わったところがありますが、直したところに「適切 

な造林～及び間伐を推進する」という文言が書いてあると思うのですが。南部だと７ページ、北 

部も同じような記載があります。 

「適切な造林、保育及び間伐を推進することを基本とします」、当たり前ですが、この「適切 

な」という言葉はもともと、「造林、保育及び間伐」全部にかかっていると思います。 

ところが、新のところは「適切な造林…」が「植栽による確実な更新」に変わっていますよね。 

そうすると、保育や間伐に「適切な」が抜けてしまう、くだらないところなのですが。 

「確実な更新」、「確実な保育」、「確実な間伐」とはあまり言いませんよね。おそらく変更前は 

「適切な造林、保育及び間伐をします」、と全部にかかっていたと思うんですよね、「適切な」と 

いう言葉が。 

それを「適切な造林」というところで変えざるを得なかったので、「植栽による確実な更新」 

と具体的に書いてある。これはすごくよいと思うのですが、そうしたら「植栽による確実な」と 

いうのは「保育や間伐」にはかからないので「適切な」という言葉が抜けてしまった、という結 

果になっている。 

本当にくだらないことで申し訳ないのですが、やはり、保育、間伐も「適切」でないと。 

というのも、計画でいうと基本的なところだと思うので、できれば「植栽による適切な更新」や 
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「適切な間伐及び保育」というようなことにつながっているとよりいいかなと思いました。 

以上です。 

 

武井課長 

どうもありがとうございます。 

 

議  長 

ほかにありますか。 

ないようですので、審議を終了いたしまして、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。 

知事から諮問のありました「千葉北部及び南部地域森林計画の変更計画（案）」については、 

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、本件について、「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」と答申いたします。 

 

（10）議事 

 報告事項 

議  長 

次に、報告事項に入ります。 

 それでは、最初に「ア 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します。 

 

福永委員 

森林保全部会の部会長の福永でございます。 

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、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。 

資料２をご覧ください。 

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６０件でした。 

１ページの「１ 審議総括表」をご覧ください。 

６０件の林地開発許可案件については、慎重に審議した結果、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２４件、変更が３６件となっています。 

２ページ目の「２ 審議案件(新規及び変更)種類別集計表」をご覧ください。 

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３６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３４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１６件、残土埋め立てが７件となっています。 



13 

    また、開発行為に係る森林面積につきましては６０件、全体で約７４１ｈａとなっており、こ 

れを種類別に見ますと、工場・事業場が最も多く、約４２０ｈａで全体の５７％を占めており、 

そのほとんどが、太陽光発電施設の設置であります。 

３ページ目の｢３ 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見てみますと、最も多いのが君津市で約２６７ 

ｈａで全体の約３６％、続いて市原市が約１００ｈａで約１３．５％の順となっており、この２ 

市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、１１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、残土埋め立ての他に太陽光発電施設設置が急増しています。市原市の 

審議案件も、１１件ありましたが、内訳は砂利が１件、残土が１件、工場・事業場が９件、うち 

太陽光発電施設が７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２５％、面積で１４％減しています。これは、太陽光発電事業、いわゆるメガソー 

ラーの案件がピークをすぎたものと思われますが、次のページでも説明しますが、小規模な太陽 

光発電施設の設置は増加傾向にあります。 

４ページの「４ 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。 

平成２８年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い取り制度が開始 

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おり、平成２５年度は１８ 

件、翌年の平成２６年度は３１件、平成２７年度は４６件、平成２８年度は３４件、合計１２９ 

件が審議されていて、全体の審議に占める割合は５７％であり、昨年度の５８％とほぼ横ばいで 

あります。 

また、林地開発条例に基づく小規模林地開発の届出は平成２８年３月までに１０２件が提出さ 

れております。昨年１年間での届出数は５０件と、平成２４年度から平成２６年度末までの件数 

とほぼ同じ件数の届出がなされています。 

現在、各林業事務所への林地開発許可に係る相談件数は４２件、うちゴルフ場等の大規模開発 

の行為地からの変更打合せを含む案件が５件となっており、次年度も太陽光発電施設を目的とし 

た林地開発行為が続くものと考えられます。 

同じ資料の５ページから６ページは「５として森林保全部会別の林地開発行為許可申請一覧 

表」を添付してあります。 

    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。 

ただいま報告のありましたことについて、何かお聞きしたいことはありますか。 

 

福永委員 

補足といいますか、保全部会を開催した際は、我々はいわゆる林地といわれているところの 

開発案件を審議していますが、その他に農地、畑地ですとか、住宅地ですとか、県内では様々 

な土地区分でソーラーパネルが貼られておりますけれども、その全体は一体どうなっているの 

か、というのをいつも県にお聞きしておりまして。 

その辺を調べていただいたので、県で補足していただけないでしょうか。 
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 森林課長 

全体の計画ということでよろしいでしょうか。 

今日の報告事項のところにその全体計画の話はさせていただこうかと。千葉県の環境基本計 

画というのがございまして、そこで目標年度の平成３０年度の太陽光発電による再生可能エネ 

ルギーの導入量等の計画がありますのでその中で併せて、農地の転用の状況などもそれも含め 

まして、そこで併せて御報告させていただくということでよろしいでしょうか。 

 

福永委員 

はい、わかりました。 

委員からはいつも千葉県は山を削って、砂利をとって、谷を残土で埋めて、平らになったら 

パネルを貼って。それでいいのか、ということをお聞きしておりまして。 

 

森林課長 

はい。毎回厳しい御意見をいただいております。 

それに対して、なかなか規制がかけられないということで、そういう中で審査をしていただ 

   きまして、緑化する、残地森林で残すところは残す。造成森林で造成したところはきちんと造 

   成させるということで、私どもの方で指導していきたいと思っております。 

毎回、毎回意見をいただいておりまして全然進んでいないのでは、という話かもしれません 

けれども、なかなか法の規制を変えていく、条例を変えるのはハードルが非常に高い話でござ 

いまして、現場の指導の中で森林を確実に残していく、造成していく、ということで対応して 

いければと思っております。 

 

議  長 

何かほかにございますか。 

ないようですので、続きまして「イ 担い手確保・育成対策」について説明願います。 

なお、このあと、報告事項「オ 太陽光発電の許可状況」についてまで、事務局より一括で 

説明をお願いします。その後まとめての質疑とさせていただきますのでご了承願います。 

 
西野室長 

   林業振興室の西野と申します。私からは、担い手の確保・育成対策について御報告させていた 

だきます。資料３をお開きください。 

担い手対策は、従来から県が取り組んできた重要施策ですが、本年度から、内容を拡充して集 

中的に取り組むこととしておりまして、本資料はその事業概要を取りまとめたものです。 

始めに、資料左側のイメージ図ですが、本県の森林整備や木材資源の安定供給と担い手となる 

林業事業体の当面のあり方を簡単に示したもので、「森林整備の拡大」と「担い手の確保・育成」 

は、車の両輪のように双方をバランスよく推進していくことが必要と考えています。 

このため、担い手対策は、将来の森林整備事業の拡大に考慮しつつ、担い手の中核となる認定 

   林業事業体に対する支援を計画的に行うこととしております。 

次に、担い手である林業事業体が抱える課題ですが、低い労働生産性や低賃金等の雇用条件、 

事業体としての厳しい経営環境、人材不足などが挙げられます。 

平成２７年度末における本県の認定林業事業体の数は、千葉県森林組合を含めて９事業体であ 

り、森林整備に携わる林業作業員の総数は１４７名であることから、将来の森林整備を担ってい 

く林業事業体として、十分な担い手が確保されているとは言えません。 

このため県では、これらの課題に対処して将来の森林整備に必要となる担い手の確保・育成を 
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図るため、本年度から千葉県森林整備担い手基金の一部を取り崩して、平成３２年度までの５か 

年の間に、集中的に担い手対策を展開し、経営的に自立した林業事業体を育成することとしたと 

ころです。 

 資料の右上には、担い手対策において目標とする「経営的に自立した事業体像」を掲げており 

ます。 

①は、林業事業体職員である森林施業プランナーが森林経営計画を策定しており、計画的かつ 

安定的に事業量が確保されていることで、資料には記載していませんが、本県の森林施業プラン 

ナーの認定者数は昨年度末で５名でしたが、これを平成３２年度に３０名まで増やすことを考え 

ております。 

②は、現場に応じた高性能林業機械等が整備されており、低コスト作業システムが機能してこ 

れまでの低い生産性が改善され、高い労働生産性が確保されていることです。 

③は、賃金の増加や労働条件等の改善が図られており、持続的な森林経営に必要となる人材が 

確保・育成されていることです。 

 資料には記載していませんが、平成３２年度までに認定林業事業体数を１４事業体とし、林業 

作業員数は２３９名まで増加させることを考えております。 

 このような自立した林業事業体像を実現していくため、右下のロードマップのとおり施策を展 

開する計画で、この５か年間で、総額１億６千万円の事業費を投じて、担い手対策を実施するこ 

ととしております。 

この担い手対策は、大きく３つの事業構成となっており、その中で事業拡充により新たに導入 

した事業を御紹介いたします。 

１つ目の事業は、認定林業事業体の経営基盤強化への支援で、林業機械導入への支援として、 

レンタル費用の助成を行うもので、本年度計画の支援台数１８台に対して、現時点ではグラップ 

ル、ハーベスタなどの１５台が各地に導入されている状況でございます。 

また、林業事業体自立への支援として、森林施業プランナー育成研修の助成が多くなっており 

ます。本年度に実施した研修の終了者の９名全員が１次試験に合格しており、来年１月の２次試 

験に臨む予定です。 

２つ目の事業は、担い手育成への対策で、高性能林業機械等を活用し、現場に応じた低コスト 

作業システムの導入による生産性の向上を図るために必要な知識や技能、資格の取得に係る研修 

を支援するものでございます。 

本年度は、秋に第１次研修を山梨県の藤原林業の社長を講師に招聘し実施しており、３１名が 

受講し、２次が今月１５日から始まっておりまして、作業路網の作設や効率的な集材搬出システ 

ムなどについて、研修を始めたところです。 

なお、ロードマップの一番下に記載してある「連携事業」ですが、担い手対策は、国の事業と 

   連携しておりまして、県でも新規就業者の確保・育成・キャリアアップを支援する「緑の雇用・ 

現場技能者育成推進事業」による研修への支援が実施されているところです。 

この「緑の雇用」の実績は、資料の左下に示しているとおり、これまでに延べ１４７名の新規 

   就業者が研修の支援を受けています。 

また、認定林業事業体においては、平成２５年度から２７年度までの３カ年で、２４名の新規 

   雇用、うち１５名は緑の雇用で支援しておりますが、そのうち、１８名が定着しています。 

このように、森林整備の推進及び県産木材の利用促進との連携を図りつつ、林業事業体の持つ 

   課題、意向などを踏まえながら、今後５か年間、担い手の確保・育成対策に取り組んでまいりま 

す。以上で、担い手対策についての御報告を終わります。 

 

議  長 
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ありがとうございます。それでは、引き続きまして「イ サンブスギ溝腐病対策」について説 
明をお願いいたします。 

 
新津班長 

森林整備班の新津と申します。よろしくお願いいたします。私からは、サンブスギ溝腐病対策 

   について報告いたします。 

資料４をお開けください。 

被害状況ですが、こちらの資料にありますとおり、本県に広く植栽されているサンブスギがス 

ギ非赤枯性溝腐病にかかりやすいということで被害が蔓延している状況です。 

資料を１枚めくっていただきまして、カラー刷りの資料をご覧ください。 

そこにサンブスギとはどういったものかが書かれております。山武地方で古くから育てられて 

いる、地元ではカンノウスギと呼ばれている挿し木のスギで、下にあるとおり幹が垂直で、非常 

に完満、太さが一定で、非常にいい材がとれるということで積極的な導入がされたところです。 

ところがスギ非赤枯性溝腐病にかかりやすいということで、被害が蔓延している。 

資料の裏面をご覧ください。 

こちらにスギ非赤枯性溝腐病についての説明を書いております。 

原因は、きのこの一種のチャアナタケモドキで、こちらから出る胞子が飛び散り、感染の基に 

なる。結果、材が腐朽して表面上では溝状になってしまう。材質も非常に悪くなってもろくなり、 

風で倒れてしまいます。 

この右側にある写真がチャアナタケモドキの子実体、こちらから胞子が飛び散るという状況で 

す。 

現状といたしましては１枚目の資料に戻りまして、県内の森林面積１５７，５５０ｈａのうち、 

スギ林面積が４４，９９１ｈａ、その中でサンブスギ林も面積が７，７３５ｈａ。うち、被害林 

の面積が４，１８１ｈａと推定されております。 

このなかで被害対策ということで、２番として書いておりますが被害木の伐採、それから被害 

材の運搬、伐採跡地の植栽という形で再生事業を県では進めております。 

実績としては、伐採それから運搬に関して、表にまとめてございます。 

先ほど申し上げた子実体がでて、きのこがでている材についての状況というところから始まり、 

その後、間伐、間伐しても実際目に見えなくても罹病している木があり、現在は皆伐して、材に 

ついては運搬搬出して、その跡地に植栽をしています。 

事業の内容によって実績について若干のプラスマイナスがありますが、このような状況です。 

今後もこの事業をさらに進めていく、高性能林業機械を導入して効率的な作業、それから被害 

材のバイオマス利用ということも視野にいれて、市町村、森林所有者と連携しながら、これらの 

事業を進めて参りたいと考えております。以上です。 

 

議  長 

 ありがとうございます。続きまして「エ 保安林指定状況の見直し」について説明願います。 
 
大澤班長 

治山・保安林班の大澤です。よろしくお願いいたします。私からは、民有保安林の指定状況の 
   見直しについて報告いたします。 

まず、資料５ですが、保安林は水源の涵養や山地災害の防止をはじめとする森林の持つ公益的 
機能を特に発揮させる必要がある森林を森林法に基づき、大臣や知事が指定するものです。 
このうち、指定の見直しにつきましては、対象を県内に１８７００ｈａある保安林のうち、住 



17 

   宅や農地等を保護するための防風等を目的として指定された５０５ｈａの私有林を対象にして 
います。 
見直しの背景としましては、松くい虫や溝腐病等の被害で疎林化、又は裸地化することにより、 

保安林の機能が低下している、次に過去に転用よる解除が進んだことにより、保安林が残されて、 
小規模で周囲から孤立するような状況になって機能が著しく低下している、３つめとして長期に 
渡り転用状態にあり機能を発揮していない状況があるということで、保安林の機能を復旧すると 
いう県からの指導や、また、保安林解除の要望への対応に支障をきたすというような状況があり 
ます。 
これに対する対応としまして、保安林の機能を強化し管理の適正化を図る、ということで、県 

と市町村が連携して対応を図るという取組みを行っています。 
市町村につきましては、市町村森林整備計画の策定主体として、県が保安林の法的な管理者、 

これは保安林の指定や解除、作業許可というものの権限者として、相方が連携いたしまして保安 
林の指定状況を見直し保全していくという措置をとります。これにより、市町村森林整備計画と 
整合する保安林の適正配置と適正管理による機能向上が図られるということになります。 
この際、保安林の指定状況の見直しによって、保安林に指定しておくことが適当でないという 

箇所については保安林の解除を行うということになります。 
次に、資料の右側に移りまして、具体的な事務処理の流れですが、まず初めに市町村から県に 

   調査計画を協議することになります。 
この調査計画の協議する内容についてはその右側にありますとおり、地域の土地利用の考え方 

とか、指定状況の見直しの方針、調査計画、内容やスケジュール、だいたい１年で調査を終える 
という計画で進んでおりますが、保全すべき保安林については保全措置の実施計画、また、所有 
者等の利害関係者の意向の確認方法について計画を立て、県に協議することとしています。これ 
に基づきまして、調査と指定状況の見直しを行います。 
その下にありますように保安林の調査につきましては、登記情報の調査を行います。 
現在の指定地番の特定や登記情報の確認、課税状況の確認、次に状況調査として、転用箇所の 

把握や森林の状況の確認を行います。ここで保安林として継続して機能を発揮すべきという保安 
林につきましては右の矢印にいきまして、保安林を保全するために所有者や現況等の情報の更新 
整備ということで、まず、保安林を保全するためには保安林区域や制度を周知することが重要で 
すので、そこで地番の地目変更手続きをします。これは、県から法務局に依頼しまして、地目を 
保安林に変更します。と、いいますのは、保安林であっても地目が保安林になっていないものが 
多く存在するということが、保安林の適正な管理の支障になっているということがございますの 
で、地目の変更手続き、また、必要に応じて現地に保安林である旨の標識を設置します。 
３番目として、所有者に保安林である旨と保安林制度について通知を行います。 
さらに、現況把握ということで、市町村と保安林区域の状況を共有し市町村の課税部局との連 

携を図ります。 
これは、保安林は市町村が課税する固定資産税が免除されますので、課税部局と連携します。 
また、開発関係部局との連携については、保安林については転用に制限がありますので、住宅 

の建築がされないようにとか、他法令に制限があることを認識してもらうということが必要にな 
ります。 
また、保全すべき保安林については、適切な施業確保と機能回復を図るということで、機能維 

持に必要とされる施業を検討するとともに、市町村森林整備計画に反映し、森林整備による機能 
回復を検討していきます。 
これにつきましては、市町村森林整備計画をこれに沿うよう直して市町村に対応していただく 

ことになります。 
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資料の左に戻りまして、保安林の調査の後には対象地域に応じた見直し基準を検討し、見直し 
を現地で検討しまして、利害関係者の意向を確認したうえで、保全しない、保安林として管理す 
るには適切でないと思うものは解除ということで、市町村から県に解除協議をしていただきまし 
て、解除を行います。 
また、その後の保全措置としては現況を把握するために巡視による違反の早期発見に努め、管 

理を適正化していく、というように考えております。 
民有保安林の指定状況の見直しについては以上でございます。 

 

議  長 

 ありがとうございます。続きまして「オ 太陽光発電の許可状況」について説明願います。 
 
菊池班長  

森林課、林地対策班の菊池です。 

それでは、林地開発許可案件につきまして、先ほど福永部会長から報告がありましたが、それに 

併せて、林地開発許可行為の案件の半分を占める太陽光発電施設に係る千葉県の方向性と現状につ 

いてご説明いたします。 

資料の６をご覧ください。 

「千葉県環境基本計画改訂版」をご覧ください。千葉県では、再生可能な自然エネルギーの活用 

については、国も同じですが、県もエネルギー施策として進めていく方向です。それでは、県のエ 

ネルギー施策について、抜粋により説明します。 

県では、昨年３月に、「千葉県環境基本計画」を策定し、その中で再生可能エネルギーの導入に 
ついて、全庁横断的に支援するとしております。 
資料１ページの中段にあります太陽光発電による再生可能エネルギー導入量ですが、この指標で 

は、太陽光発電による再生可能エネルギー導入量の目標が平成３０年度までに２，７２７ＭＷを目 
指すとされております。これは、ほぼ千葉県の総世帯数２５９万世帯の消費電力の概ね５割に相当 
します。そこで、現状はどうかと申しますと、次の２ページをご覧ください。 
「７ 固定価格買い取り制度による「再生可能エネルギー発電設備の導入状況（平成２８年５月 

末時点）」ですが、そのなかの中段の太陽光発電の設備認定、それと、運転開始の状況の設備認定 
をご覧ください。 
現在、千葉県の太陽光発電の出力は、目標導入量の２，７２７ＭＷを超える３，６７４．４ＭＷ 

の設備認定がされております。次に運転開始をご覧ください。 
設備認定されたうち、１，６３３．４ＭＷの運転が開始されており、目標導入量の約６割でござ 

います。したがって、今後も太陽光発電施設に係る林地開発が増えてくるものと思われます。 
次に、林地開発行為及び農地転用での実績についてご報告をさせていただきます。 
先ほどの保全部会の資料２の４ページをご覧ください。 
４ページの４の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ですが、平成２８年１０ 

月現在の許可数、申請数が記載されております。それを見てみますと、まず、①の林地開発許可申 
請が１２９件の６９７．９ｈａと、②の小規模林地開発行為の届出の１０２件の８４．４ｈａ。 
 これを合計しますと７８２．３ｈａ、２３１件になっております。 
その他に資料が前後して申し訳ありませんが、お手元の資料６にお戻り頂きまして、５、６ペー 

ジの太陽光発電施設のための農地の転用についてという表があります。そちらの方と先ほどの林地 
開発の表をご覧いただきたいと思います。 
まず、資料６の５ページですが恒久転用、その次のページが一時転用の面積と件数になっていま 

す。平成２８年９月末で、４０４．６ｈａ、件数でいいますと、２，２０１件です。 
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これまでに、太陽光発電施設のために開発された面積は、林地開発許可と農地転用の合計面積は、 
先ほどの資料２の４ページのトータルと今回の農地転用を含めますと１，１８６．９ｈａ、件数で 
すと２，４３２件が農地又は林地から転用されているという状況となります。 
それ以外の土地については調査不足で申し訳ありませんが確定しておりませんので、本日は林地 

  について御説明しております。 
このようななか、再生可能エネルギー固定価格買い取り制度の見直しに係る「再生可能エネルギー 

特別措置法」の改正が今年５月の通常国会で可決されております。 
法律改正の趣旨は、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を図るため、発 

電事業者が提出する事業計画を認定する制度の創設や、買い取り価格の決定方法の見直し、再生可 
能エネルギー電気の買い取り義務者の見直し、小売電気事業者等から一般送配電事業者等への措置 
を講ずるものでございます。 

   主な改正の概要は、①事業者の実施可能性を確認した上での新しい認定制度の導入、２つめとし

まして、入札により買い取り価格を決定する仕組みの導入。さらに３番目としまして数年先の買い

取り価格をあらかじめ決定できることを可能としました。 
このなかで、新たな認定制度について少々説明させていただきます。 
太陽光発電の未稼働案件に対する対応のため、ＦＩＴ、買い取り制度でございますが、認定制度 

の見直しを行ったところでございまして、現行のＦＩＴ認定制度は、事業実施の確度が低い初期段 
階での認定となっており、平成２４から２５年の認定案件のうち、平成２７年８月現在、３４万件 
が未だに稼働されていない状況でございます。 
このため、認定制度を見直すことにしており、現在は認定取引後、電力会社と系統接続の契約を 

締結しますが、太陽光発電の事業実施の確実性を図るため、見直し後の電力会社と系統接続の契約 
締結後に新たに認定がされることになります。 
これにより、平成２９年４月１日において系統接続の契約締結に至らない案件については、原則、 

現在取得している旧制度のＦＩＴ認定が失効されるということになり、しかしながら、４月１日ま 
でに現に接続契約締結済みの案件については、新しいＦＩＴ認定をみなすとされておりますので、 
再生可能エネルギー特別措置法の改正により、太陽光発電施設の設置に係る規制が強化されること 
となりますが、４月１日を見据えた駆け込みによる林地開発許可申請が、現在も増えている状況で 
ございます。 
簡単ではありますが、以上で説明を終わらせていただきます。 

 
議  長 

以上で報告事項の説明が終わりましたが、何か御質問などございますか。 
 
志賀委員 

資料の３の担い手対策ですが、先ほど西野室長から御説明のあったとおり熱心に取り組んでい 
るということで敬意を表したいと思いますが、１つは定着率の問題で、これはいつも全国的にも、 
事業体への定着なのか、林業あるいは地域への定着なのか、ということで話題になるのですが、 
全国的には７～８割という定着率に比べると４割弱で低いかな、という感じもいたします。 
ただ、千葉県の場合は労働市場に非常に恵まれているので、４割だから即どう、とは言えない 

のですが、この原因はいろいろ有ると思うので、その辺をどのように考えていらっしゃるのか、 
というのが１点。 
それから、２点目は人間の問題で、ハードの問題とともに、ソフトというか、事業体の経営や 

労務対策、人材育成の問題もハードと併せてすごく重要かと思います。 
千葉県の場合に事業体として大規模になっていくということだけではない魅力といいますか、 
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   そのような視点もそこではかなり重要かと思います。 
このような時に、先ほど御説明いただいたプランナーの育成や事業確保も重要ですが、今はい 

ろいろな形で資源調査等に関しても新たな技術が生まれてきていますし、事務職員が現場にでる 
みたいな話だけではなく、入ってくる人も高学歴の人が入ってきたりということで林業認定事業 
体の事業内容も現代社会に適合したような形でうまく組み合わせていく、そういうキャリア形成 
をどうやっていくか、というところも重要だと思っております。 
実は全国的な事業で、能力評価事業というものが別途あります。これは中小企業診断士と事業 

体が協力しながら行う事業ですが、手を挙げてもらえれば採択されるのでは、と思っております。

そういった観点も考えていく必要があるのかな、という感想を持ちました。 
 
西野室長 

林業振興室の西野です。大変示唆に富んだ御意見、御質問どうもありがとうございます。 
１つ目の定着が低い原因ですが、お手元の資料３ですが、左側の担い手の課題の中でいくつか 

提示したのですが、やはり低賃金。若い方が入られたときはまだ独身でいらっしゃるので千葉県 
の森林、林業の仕事に対する誇りとか仕事のおもしろさというのを実感されているということを 
現場でお聞きするのですが、これがいざ結婚して子どもが生まれて、と考えますと、ここで年収 
３００万円以下と書きましたけれども、これでは厳しい、という話が現場で聞こえております。 
担い手育成と、目標としてはやはり生産性の向上というのが結局、経営体としての経営強化に 

つながって最終的には担い手の職員の方に対するそれは、報酬、年収を挙げていくということに 
つながっていくというものと考えていますので、できれば年収３００万円以下というのを３００ 
万円以上にしていくということも視野にいれた担い手確保、育成というように考えております。 
あと、もう１つソフトの関係でございますが、基本は森林整備に係るスキルとか、林業事業体 

の経営としてのスキルなり能力といったことだと思うのですが、今お話いただいたとおり、現場 
での作業以外に、今回、施業プランナーの育成という話もありますが、千葉県は森林面積は非常 
に多いのですが、まだまだ整備面積量としての規模としては小さく、森林の取りまとめをしたり、 
そこで、経営計画を立てたり、という業務がまだたくさん残っています。 
そういったものに特化した業務の有り方であるとか、あと、先ほど来、森林法改正によって市 

町村業務となりましたが、林地台帳を作るということになってくれば、当然そこで、それぞれの 
森林所有者の方たちの土地の境界の問題ですとか、森林経営計画の策定という話につながってく 
るので、そういったところでの新しい業務の有り方というのも、他県にもいろいろ事情を聞いて 
おりますが、森林整備に直接的にではなく間接的に支援するというのもまだまだあるのかな、と 
いうようにも考えております。 
これらはまた、林業事業体の方々と意見交換をしながらそういったものも検討して参りたいと 

   思っております。 
 
議  長 

何かほかに御質問はございますか。 
 
菅野委員 

今の話に関連して、資料３を見ておりまして、プランナーの支援のところで１０／１０の補助 
   ということで、全額補助と見受けられるのですが、これは国のこういったプランナー研修事業に 

対して県の方でそういった事業体に全額、研修経費をみますよと、そういった制度なのでしょう

か。 
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西野室長 

国の事業もございますが、これは県の基金を取り崩した単費での支援ということで、研修を行 
う者に対して、事実上１０／１０、１００％の補助で研修を行っているという状況でございます。 

 
菅野委員 

県の単独事業ということになりますか。 
 
西野室長 

    はい、そうです。 
 
菅野委員 

先ほど来、集約化を進めていくためには林地台帳の整備や機械化、事業体の強化とか、いろい 
ろな取組みを進めていかないと集約化はなかなか進まないと思っておりまして。特にプランナー 
の育成はそういった中でも核となるものと思います。 
そのような経費、取組みに１０／１０ということで大いに期待しております。よろしくお願い 

   いたします。 
 

福永委員 

ちょうど、ソーラーパネルの話が出たところなのですが、これまで保全部会を開いていて、現 
地の状況の写真を見ますと、手入れされた森林はほとんど見かけない。いわゆる荒れた里山、荒 
れた人工林といいますか、放置されている林ばかりが出てくる。 
だからこそソーラーパネルを貼るのかな、というのはあるのですが、こういう台帳整備とか担 

い手の育成が全部つながってくる話だと思うので期待しております。 
それと併せて、ソーラーパネルの方の話で、やはり県全体でどれくらいのソーラーパネル用の 

   土地が使われていて、その中で林地は何％なのか。 
あるいは、１件１件の開発許可と言うのは我々には、もうだめだ、と断れない段階にあるわけ 

ですよね。県のいろいろな決めごとはクリアしているわけですから、作ってはいけないと言えな 
いわけですが、部会の中でいつも意見が出るのは総量規制とか。 
結局、今も数字を見ると開発行為の許可は総数よりオーバーしているわけです。でも実際、稼 

働しているところは、まだちょっとだと。そのうち土地が転用されてしまうのではと、いつもそ 
ういったことを心配しているわけです。 
やはり、森林課だけでは難しいと思うのですが、県として全体を見張っていくということを、 

   ぜひ検討していただきたいと思っています。 
 
議  長 

他に何かありますか。 
 
手島委員 

鳥獣害の被害対策について、対策としてはニホンジカだけですが、それ以外のイノシシとか他 
の動物には今のところ動きはないのでしょうか。 
木材から見るとイノシシというのは違うのでしょうけれども、竹林や竹の管理をされている方 

は被害にあっているとは思うのですが。森林と見た場合はシカなのでしょうけれど。 
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    今回の計画につきましては、森林の被害ということでニホンジカを設定したところです。 
御指摘のとおり林産物等についてはイノシシの害も出ておりますが、今回は、森林を成立させて 
いく、というような視点で作られておりますのでニホンジカを対象としているところです。 

 
 議  長 

    そろそろ予定の時間でございますが、ほかに何かございますか。 
では、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、そろそろ予定の時刻となりますので、大変長時間にわたりましてご協力をいただき 

   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８６回千葉県森林審議会を閉会とさせていただきます。 

 

 

 

 


