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第８７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２９年１２月１３日（水） 

       午前１０時から正午まで 

 

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、菅野 泰治 委員、佐山 裕子 委員、志賀 和人 委員、 

清宮 敏子 委員、高橋 輝昌 委員、田渕 和正 委員、手島 芳枝 委員、 

福永 健司 委員、本吉 久雄 委員 

 

４ 欠席委員の氏名 

       石橋 整司 委員、伊村 則子 委員、渡邊 初枝 委員 

 

５ 会議の経過 

（１）開会 

司  会 

それでは、これより「第８７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、１０名の方々に御出席を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、以前から会議終了後に県のホームページに掲載し、公表している

ところでございます。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。 

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ので、御協力のほどよろし

くお願いします。 

それでは、議事に先立ちまして、農林水産部次長の長谷川から御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。 

本来ですと森田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、本日所用で参れま

せんので、代わりに開催にあたりまして、一言御挨拶させていただきます。 

本日は、委員の皆様方におかれましては、年末の大変お忙しい中、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、御指導

をいただいておりますことをこの場をお借りして重ねて厚くお礼申し上げます。 

さて、県では本年 10 月に新たな県の総合計画である「次世代への飛躍 輝け！ちば元気プラ

ン」を策定いたしまして、農林水産部ではこの計画の実現のため現在「千葉県農林水産業振興計

画」を策定中でございます。 

 詳細につきましては後ほど御報告申し上げますが、新しい振興計画における森林・林業施策で

は、森林資源の循環利用による森林機能の維持増進と災害に強い森林づくりの推進を目指しまし
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て、「森林整備の推進」や「木材資源の利用促進」などに重点的に取り組んでいくこととしてお

ります。このうち県産木材の利用促進につきましては、原木供給体制構築の一環として今年度中

に県営林約５千 ha の森林認証の取得を計画しているところでございます。またこの県営林材に

ついては、先の東京オリンピック・パラリンピックの選手村ビレッジプラザの建築資材として利

用されることが決まっておりまして、県産木材の需要拡大に大きく寄与するものと考えておりま

す。 

 県としましては、関係機関と連携し、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、御協力をお願い申し上げます。 

さて、本日の議題でございますが、千葉北部地域森林計画（案）につきまして、諮問いたすも

のでございます。この計画は千葉県北部の４２の市町村を対象として、１０年間の森林整備の目

標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。よろしく御審議い

ただきますようお願いいたします。 

本日はこのほか、第４次里山基本計画（案）等について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と御指導をたまわり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申し上げます。 

 

（３） 委員紹介 

司  会 

続きまして、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。 
（出席委員紹介） 
なお、石橋委員、伊村委員、渡辺委員におかれましては、本日所用のため御欠席です。 

 
（４）県幹部職員の紹介 

司  会 

続いて、県の職員を紹介いたします。先ほど、挨拶をいたしました長谷川農林水産部次長でご

ざいます。次に、森林課長の橋本でございます。次に、大変恐縮ではございますが、志賀会長か

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。 

 

（５）会長挨拶 

 志賀会長 

 一言御挨拶させていただきます。まず皆様方におかれましては、お忙しい中御出席いただき、

誠にありがとうございます。また、今回委員の改選にあたり、新たにお二人の委員に御就任いた

だいております。どうぞよろしくお願いいたします。 

年末になりますと国の予算や税制について例年話題になるところですが、今年は特に国の森林

環境税ということで、林業の成長産業化や森林資源の適切な管理の両立を図るため、新たな施策

が国段階で打ち出されているところは皆さんお聞きに及んでいることと思います。この中では、

市町村の役割の強化、あるいは森林所有者による管理が困難な森林において、市町村が所有者か

らの委託を受けて間伐を行う等の新しい仕組みが全国レベルで検討されておりますけれども、今

後千葉県の実態に合わせてそういった財源をどのように使って千葉らしい森づくりを進めていく

のかということが非常に重要になっていくかと考えております。 

県においても、長谷川次長からお話がありましたように、今年度の新総合計画やあるいは振興

計画において、様々な施策を打ち出しているところであると思います。 

本日は、知事から諮問のありました「千葉北部地域森林計画（案）」について、御審議いただく
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わけですけれども、こういった国の森林計画や県の新しい総合計画・農林業振興計画を踏まえて

策定されたものであるというふうに伺っています。 

皆様のご活発なご意見をいただきまして、今日の審議が実りあるものになることを期待してお

ります。非常に簡単ですが御挨拶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。 

 

（６）森林保全部会委員の指名 

司  会 

志賀会長ありがとうございました。続きまして、つぎに、委員の改選がありましたので、新た

に森林保全部会に所属する委員の指名及び部会長の選出を行います。 
森林保全部会は、林地開発許可や保安林の指定及び解除、松くい虫の防除等の案件を審議して

いただく部会であり、部会委員５名以内で構成され、部会委員は会長が指名することとなってお

ります。また、部会長の選出につきましては、会長の指名によるものとされております。 
それでは、志賀会長に保全部会委員の指名をお願いいたします。 

 志賀会長 
ただいま説明がありましたように、森林保全部会委員の指名は会長が行うとのことですので、

指名させていただきます。 
それでは、石橋委員、菅野委員、佐山委員、清宮委員、福永委員の５名に前回から引き続きお

願いしたいと思います。 
部会長の選出につきましては、事務局の説明のとおり会長の指名によることとなっております

けれども、まず部会委員の皆様方の御意見を伺ったらと思います。いかがでしょうか。 
 佐山委員 

 保全部会員に指名された佐山と申します。 
部会長は、治山・緑化工学が御専門で、森林の防災機能に深い見識をお持ちの福永委員が適任

だと思いますので、推薦したいのですがいかがでしょうか。 
各 委 員 

異議なし。 

 志賀会長 

それでは、福永委員大変な役と思いますけれども、部会長をお願いすることといたします。よ

ろしくお願いします。 
 

（７）議長選出 

司  会 

 続きまして、議長の選出ですが、会議の議長は会長が行うことになっておりますので、志賀会

長に議長をお願いいたします。 

議  長 

それでは、議長として議事を進めたいと思いますので、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、青山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。 
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（９）傍聴希望者について 

議  長 

続きまして、本日の会議について、傍聴希望者はいらっしゃいますでしょうか。事務局から報

告をお願います。 

事 務 局 

本日、傍聴希望者はおりません。 

議  長 

   希望なしということですので、これより議事に入りたいと思います。 

 

（10）議事（審議事項） 

 議  長 

お手元に、次第があると思いますが、審議事項は「千葉北部地域森林計画（案）」についてと

いう１件です。報告事項として３件ということですので、まずは審議事項で知事の諮問を受けた

「千葉北部地域森林計画（案）」について審議、答申を行うことにしたいと思います。計画（案）

について事務局より説明をよろしくお願いします。 

 橋本課長 

   森林課長の橋本でございます。よろしくお願いいたします。 

議案の説明に入る前に、国の森林・林業政策と森林計画制度の内容について簡単に触れさせて

いただきます。 

お手元の 資料１－１の「森林計画の体系図」により具体的に説明させていただきます。 

一番上に、基本法である「森林・林業基本法」が位置していますが、これに基づき、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、国が講ずべき施策等が「森林・

林業基本計画」として策定されてございます。平成２８年５月に閣議決定された今回の基本計画

では、その方針において、資源の循環利用による林業の成長産業化、原木の安定供給体制の構築、

木材産業の競争力強化と新たな木材需要の創出、林業及び木材産業の成長産業化等による地方創

生、地球温暖化対策、生物多様性保全への対応など我が国の森林・林業の目指すべき施策的な対

応方向を明らかにしています。また、１，０００万 haの人工林のうち木材等生産機能が高い森林

６６０万 ha を確実に維持するとともに、その他は公益的機能を重視した育成複層林に誘導し、平

成３７年の木材自給率を約５０％にするという大まかな目標を設定してございます。 

次の段からが森林法の体系となりますが、この「森林・林業基本計画」に即して、農林水産大

臣が、「全国森林計画」を定めます。「全国森林計画」も平成２８年５月に閣議決定され、１５年

間の全国の森林に関する整備の目標と計画量、森林整備の指針等が示されてございます。 

さらにその下に、「地域森林計画」が位置づけられています。地域森林計画は、都道府県知事が

森林計画区別に、５年ごとに樹立する１０年間の計画となっており、「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、下段にござ

います「市町村森林整備計画」の指針を示すもので、この樹立に当たっては本審議会に諮問する

よう森林法第６条第３項で規定されています。 

なお、右側の「国有林の地域別森林計画」につきましては、各地域の森林管理局長が、国有林

の整備目標について、地域森林計画と同様にたてるものでございます。 

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

した森林整備を推進するための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、一番下の「森林経営計画」についてですが、これは、森林所有者や森林所有者から委
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託を受けて長期・継続的に森林経営を行う森林組合等の林業事業体などが、森林施業の方針や森

林保護等の実行管理プランを策定して、市町村長が認定する制度となっています。 

この森林経営計画は、一体的なまとまりをもった森林において、計画に基づいた効率的な森林

の施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多様な機能を十分発揮させることを目的として

ございます。以上が「森林計画の体系」でございます。 

それでは、本論の説明に移らせていただきます。資料１「千葉北部地域森林計画書（案）」と、

資料１－２の「千葉北部地域森林計画（案）の概要」に沿って御説明いたします。 

まず始めに、当計画区の森林の概要をＡ３の資料１－２「千葉北部森林計画案の概要」で御説

明いたします。左側の１の千葉北部森林計画の概況を御覧ください。 

当計画区の森林面積は、６万３，８３１haで、これは県全体の森林の４２％に当たります。ま

た、蓄積は約１,０４４万 m3 で、県全体の３９％に当たります。そのうち、本計画の対象とする

民有林は、６万１，０４８haでありその内、人工林は２万４，１９５ha で、４０％となり、人工

林率は県平均の３８％を若干上回ります。天然林は２万６，５５３ha、その他が１万３００ha と

なってございます。人工林の樹種につきましては、スギが８１％と大部分を占め、ヒノキ、マツ、

クヌギの順になってございます。中段に人工林の齢級別面積のグラフが載せてございますが、１

０齢級以上の森林が、全体の約８割を占め、人工林の多くが本格的な利用期を迎えている状況で

ございます。 

これらの森林は適切な伐採・収穫を行い更新するか、あるいは長伐期化し複層林へ誘導するか

の森林づくりの分岐点を迎えつつあります。利用期に達した森林については、積極的な木材利用

により森林資源の循環利用を推進することとしてございますが、採算性などによって伐採できな

い森林については、長伐期化せざるを得ない状況でございまして、このような森林については、

公益的機能を確保するため引続き適切な間伐を実施していくことが重要となります。 

それでは次に、資料１「千葉北部地域森林計画書（案）」について御説明いたします。 

表紙にありますとおり、今回の千葉北部地域森林計画の計画期間は、来年の平成３０年４月１

日から平成４０年３月３１日までの１０年計画となってございます。表紙裏面を御覧ください。

森林計画の位置図があります。本計画の対象区域は、市原市と一宮町を結んだ線の北側に位置す

る２８市１３町１村の計４２市町村の森林を対象としてございます。「計画書(案)」の１ページ、

に「地域森林計画の位置づけ」を示してございます。本計画は平成２５年に樹立された全国森林

計画に加え、本年１０月に策定した県総合計画（次世代への飛躍 輝け！ちば元気プラン）、本年

１２月策定予定の千葉県農林水産業振興計画や今後策定する第４次千葉県里山基本計画など、県

の森林関連施策を踏まえ策定してございます。 

４ページに本県の森づくりにおける基本方向を「ちばの森林づくり」としてまとめてございま

すが、その理念は、「森林を『緑の社会資本』としてとらえ、県民みんなで支える『ちばの森林づ

くり』を目指し、ちばの風土に合った森林を持続的に管理していく」こととしています。このた

めに森林を、４ページの「ア 自然環境からみた目指すべき森林」、５ページの「イ 森林機能か

らみた目指すべき森林」、６ページの「ウ 地域性から見た森林像」の３つの視点からあるべき森

林の姿をとらえ、「ちばの郷土にあった多様な森林」としていくために環境、社会、経済的な持続

性をもった森林管理が必要であるとしているところでございます。 

それでは、次に計画区の森林・林業の概況について説明いたします。１２ページをお開きくだ

さい。本計画区では、地域により森林の特徴が異なり、概ね３つにまとめられます。１つ目のエ

リアは、（１）として北西地域、調査区でいえば千葉調査区となりますが、千葉市以西、東葛飾、

印旛地域を含めた都市化の進展した地域で、森林は都市に残された貴重な緑となっているところ

でございます。２つ目のエリアは、（２）北総地域、調査区でいえば九十九里調査区となりますが、

本県の伝統的林業地である山武地域を含む、香取、匝瑳地域でございまして、農業を主体とした
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里山的利用、海岸のクロマツ林等と、生活に密着した森林利用となっております。３つ目のエリ

アは、（３）南総地ということで市原長生調査区でございますが、本計画区の中では、比較的山が

深く複雑に入り組んだ地形に成立する人工林を含めた森林がございまして、生物多様性や森林景

観のすぐれた地域でございます。 

続きまして１５ページをお開きください。「３ 前期計画の実行結果の概要及びその評価」につ

いて御説明いたします。伐採につきましては、主伐の実行率が１８９％となってございますが、

これは開発行為に伴う伐採も含まれるため、計画を大きく上回ったものでございます。間伐につ

いては、森林吸収源対策事業等を実施しているところでございますけれども、本計画の途中から

補助事業に原則としてそれまでの切り捨て間伐から搬出間伐に変わったということ等から、実行

率が２３％と計画量を大きく下回っているところでございます。造林につきましては、人工造林

は溝腐病対策跡地への植栽等により８９％の実績となっており、天然更新を含めた全体としては

１１０％と計画量を上回っているところでございます。林道開設につきましては、用地や事業費

の確保等が難しく、開設、拡張とも実績がございませんでした。また、保安林の指定面積は、１

４％、保安施設事業につきましては、８３％の実績となっているところでございます。これらの

結果も踏まえ、次期計画への課題として、施業の集約化を図る森林経営計画による森林整備の推

進や、森林・林業を支える担い手の確保・育成、森林病害虫被害を受けた森林の再生、及び保安

林等の整備を中心に、さらに県産木材の需要拡大による森林資源の循環利用の促進を実施してい

くことが必要となります。 

続きまして、１６ページをお開きください。「第４ 計画に当たっての基本的な考え方」の１計

画の基本方針について御説明いたします。まず、森林づくりの展開方向の内「ア 総合的森林施

策の推進」の中の「地域森林管理システムの構築」では、平成３０年度までに市町村が整備する

林地台帳との連携を踏まえたトータルで使いやすい地域森林管理システムの構築を目指すことと

し、今後クラウド等の情報通信技術の導入を積極的に進めていきたいと考えているところでござ

います。また、次の「地球温暖化防止や生物多様性の保全・公益的機能の発揮等を確保する森林

管理の促進」として、新たに導入が検討されている国の森林環境税等を活用し、森林の現場や所

有者に最も近い市町村と連携した新たな取り組みを推進することとしているところでございます。

さらに、森林資源の循環利用の促進・森林認証制度の導入では、住宅・公共建築物に加え、民間

非住宅建築物の木造・木質化や発電施設へのバイオマス利用など、県産木材の利用拡大の取り組

みを進めるとともに、持続可能な森林経営や環境への配慮など適正な管理を推進するため、民有

林の先駆けとして県営林での森林認証制度を導入し、私有林における認証取得の促進を図ること

としているところでございます。 

次に１８ページから１９ページを御覧ください。「２ 森林の整備及び保全の目標設定の考え

方」では、大きく３つの区分により、求められる機能に応じた整備を進めるものとしました。そ

の１つ目は、一定のまとまりをすべて、伐採し、人為的に次世代の森林を単一の樹冠層を構成す

る森林として育成していくもので、育成単層林と呼びます。２つ目は、森林を部分的に伐採し、

更新することにより、針葉樹や広葉樹、あるいは林齢の異なった森林など、複数の樹冠層からな

る森林で、育成複層林と呼びます。３つ目は、人為を加えず、自然の力を利用して保全・管理を

行う天然生林と呼びます。 

次に、２０ページをお開きください。この３つの区分に応じた誘導の考え方が示されてござい

ますが、①育成単層林のところの２段落目に記載してあるように、育成単層林の内、急傾斜であ

るなど木材生産力が低いことにより林業経営に適さない森林や③天然生林の１段目に記載してご

ざいますように天然生林の内、公益的機能のための維持管理が必要な森林は、育成複層林に誘導

することとしてございます。 

続きまして、２１ページをご覧ください。「３ 森林の機能と森林整備の推進方向」について御
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説明します。森林整備の推進方向といたしましては、人口減少社会に入り木材の需要や用途など

木材利用を巡る著しい情勢変化が予想されていることから、そのような情勢の変化に柔軟に対応

できるよう、地域の森林資源構成及び自然的条件並びに社会的要請等を勘案の上、将来にわたっ

ての危険分散として、できるかぎり多様な森づくりを進めることといたしました。 

次に２２ページを御覧ください。「第１ 計画の対象とする森林の区域」でございますが、現況

調査の結果、６万１，０４８ha となっています。この森林は、森林法による「林地開発の許可」

や「伐採及び伐採後の造林の届出」、さらに「森林の土地の所有者となった旨の届出」等の対象と

なる区域でございます。到達すべき森林資源の状況として、計画期末の育成単層林・育成複層林・

天然生林の面積が記載されてございますが、育成単層林と天然生林の一部を育成複層林に誘導す

ることにより、育成複層林の面積を１０年間でほぼ倍増させることといたしました。 

次に、２７ページを御覧ください。ここからは、「第３ 森林の整備に関する個別の基本的事項」

を記載しており、これは今後策定予定の各市町村の森林整備計画樹立の際の指針となるべきもの

でございます。「１ 森林の立木竹の伐採に関する事項」では、皆伐、択伐の定義、本県での標準

伐期齢を定めてございます。その中で２８ページの標準伐期の設定において、その他の広葉樹の

標準伐期齢を今まで保安林などの制限林に限り２０年としていたところですが、県の森林研究所

で調査を行い、その他の広葉樹の標準伐期をすべて２０年と今回いたしました。２８ページ中段

からの「２ 造林に関する事項」では、植栽や天然更新による指針を定めてございます。その中で、

２９ページ（ア）人工林の植栽本数において、ヒノキの植栽本数を造林コスト低減等の観点から、

スギと同様に２，０００本/ha～４，０００本/ha と改めることといたしました。 

中段以下の「３ 間伐、保育に関する事項」では、標準的な間伐や保育の指針を定めると共に、

長伐期化に向け、今後急増する高齢級森林の間伐の指針として、スギ、ヒノキの間伐実施時期の

指針を示してございます。特に高齢級の間伐の留意事項として、間伐の遅れによって間伐実施後

の成長回復が望めない場合には、間伐ではなく主伐を実施すべきとしてございます。 

次に３３ページを御覧ください。（３）その他必要な事項の中に枝打ちについて、実施の目安や

打ち上げ高を明記しました。 

次に３４ページを御覧ください。「４ 公益的機能別施業森林の整備に関する事項」では、それ

ぞれの機能を選定する際の設定基準及び具体的な施業方法に関する指針を定めてございます。 

次に３７ページを御覧ください。「５ 林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項」では、

次の３８ページの表にございますように、傾斜区分に応じた路網密度・作業システムの考え方を

定め、効率的な森林施業を推進していくこととしてございます。 

同じ３８ページの下段を御覧ください。「６ 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森

林の施業の共同化等の合理化に関する事項」でございますが、森林経営計画を進めていくために、

経営規模の拡大、施業の共同化により、効率的な森林経営を図っていくこととしています。この

ための森林経営の受委託の促進、林業事業体や林業従事者の育成強化、高性能林業機械を利用し

た効率的作業システムの導入方針を記載してございます。 

次に４３ページを御覧ください。「第４ 森林の保全に関する事項」につきましては、林地開発

の適正化、保安施設の整備、森林病害虫への早期対応等により、森林の保全を図っていくことと

してございます。またこの中で、次の４４ページに、鳥獣害防止に関する事項として、新たに（２）

イノシシなどによる農作物等被害対策の方針を記載し、農地等の緩衝帯になる林縁部の森林整備

や放置竹林対策を適切に実施することといたしました。 

次に４８ページの「第６ 計画量等」を御覧ください。計画量は、全国森林計画の千葉県に示さ

れた計画量を踏まえ、前回計画の実績、森林資源や整備の現状と森林整備の考え方とに基づき、

シミュレーションした数量です。 

１の間伐立木材積その他の伐採立木材積では、齢級構成の高齢級化を踏まえ、適切な収穫・更
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新あるいは長伐期・複層林への誘導のための間伐促進が必要なことから、主伐・間伐ともに、前

半５か年の計画量を増やしてございます。また、２の間伐面積も前半５か年の計画数量を拡大し

ているところでございます。また、３の人工林及び天然更新別の造林面積においても、造林面積

の拡大と育成複層林化の推進の観点から、前半５か年の計画を大きくしているところでございま

す。 

なお、４８ページから５２ページまでの林道、保安林、治山事業につきましては、現計画に引

き続き、規模の適正化を図ります。以上が、「計画事項」に関する主な内容でございます。 

５３ページ以降につきましては、本計画地域内で施業の制限を受けている森林の所在及びその

施業方法につきまして記載してございます。以上が「千葉北部地域森林計画(案)」の概要でござ

います。 

なお、本計画（案）につきましては、すでに、県報に登載して１０月２３日から１１月２２日

までの３０日間公告縦覧しました結果、異議の申し立てはなく、また縦覧後、関東森林管理局や

関係市町村等に意見を照会しましたが、特段の意見はなかったことを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。よろしく御審議の程、お願い申し上げます。 

 議  長 

どうもありがとうございました。 

これから、議論に入りたいと思いますけれども、時間は３０分程度と考えております。まずは

今、事務局より説明いただいた内容についての疑問点を最初に出していただいて、その次に、説

明内容のポイントは資料１－２に集約されていると思いますので、その特に中心的な論点につい

て議論し、３番目にその他せっかくの機会なので、いろいろな御意見があるかと思いますので、

それについて議論ということで進めたいと思いますがそれでよろしいでしょうか。それでは先程

の説明の中でもう少し説明して欲しい、この点はどういうことだろうかということがありました

ら、全体的に出していただきたいと思います。 

 高橋委員 

２０ページの森林の区分に応じた誘導の考え方で、育成単層林のところ、千葉県の非赤枯性溝

腐病の被害が大変多い所で、これをまたさらに育成単層林により健全な施業をするとしても、こ

の手入れの仕方によっては同じような被害が出る可能性もありますので、場合によっては他の樹

種や、針葉樹の単層林ではない形、天然性林や育成複層林、そういった形への誘導というのもお

考えになってはいかがと思います。 

 議  長 

 はい、千葉県にとっては非常に重要な事になりますが、その点についてはいかがでしょうか。 

橋本課長 

今の御意見は、溝腐病の被害跡地に、スギに変えてその他の広葉樹等を植栽するようにしたら

どうかという御意見ですが、人口減少社会に入るなど、木材需要の大幅な増加を見込むことが難

しい中で、木材価格についても輸入材や非木材の資材等の競合から国産材が以前のような価格に

上昇する可能性は低いものと考えられます。計画書の案の２１ページに記載しておりますけれど

も、これから植栽する樹種についてはこのような将来的な木材需給の見通しや、病害虫等による

被害のリスク、また特にスギ・ヒノキを植えた場合保育・除間伐にかかる手間や材の搬出の容易

性等を考えた上で、単一の樹種に偏らない様に決める必要があるという風に考えています。一方

で現在県が、スギの非赤枯性溝腐病対策として実施している事業においては、伐採後の樹種は基

本的に森林所有者の意向により決められており、近年の状況で言えばヒノキや実生スギ等の針葉

樹が全体の７割を占め、クヌギ・コナラ等の広葉樹は１割程度となっています。今後輸出等によ

って、将来スギ・ヒノキが脚光を浴びる時代が絶対に来ないとも言えないので、森林所有者にス

ギ・ヒノキを植えたいと言われると県としては受け入れざるを得ませんが、材の利用や今後掛か
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る経費やリスクをよく考えて植栽樹種を決めるよう森林所有者に指導していく必要があると考

えています。 
議  長 

 高橋委員よろしいでしょうか。 
高橋委員 

 はい。 
議  長 

他に質疑はよろしいでしょうか。 
手島委員 

３０年度からの計画になっていますが、もう今年度もいくらか始まりましたでしょうか。実は

私たち林業グループで今年度、スギの育成複層林へ誘導していると思われる、サクラとナラとス

ギの混交ではなく、層状に植えたところがあります。今年の１０月、１１月です。今まで溝腐の

ひどい山を嘆かわしく眺めていたのですが、少し希望が持てるような流れでした。今は単層林で

なくてもと、山主さんが言ってくださったから、光が見えてきた感じがいたしましたので、一言

申し上げます、ありがとうございます。 
橋本課長 

先程説明しましたように、伐採後の植栽樹種については基本的に所有者さんの御意向に沿って

やっていくという方向です。県といたしましても、選択肢としてスギ・ヒノキだけでなくていろ

いろな木がありますし、将来的にどういう風に使っていくか、そういうところも考えた上でいろ

いろな樹種を植えたほうがいいという御指導を差し上げた上で、多分そこについては森林所有者

さんが同意されてそういう形で植栽されたのではないかと考えられますけれども。今後ともその

辺については森林所有者さんに御説明していきたいと考えております。 
 議  長 

県の普及の指導の在り方や、植栽は必ず補助事業を使うと思うので、その補助事業の採択条件

等、そういうもの全体を含めて所有者さんをどういう方向に誘導するかということが、今後問題

になってくるかと思います。他にいかがでしょうか。 
青山委員 

１６ページの一番下ですが、森林資源の循環利用の促進のところの２行目、新たな技術を用い

た木質部材の開発・普及を図ると書いてありますけれども、この新たな技術は具体的に何か想定

されているものがありますでしょうか。 
 橋本課長 

現在、国の方で進められているのはいわゆる CLT です。ただ、本県には CLT の工場がないの

で、そういうものを含めた開発というところまでは難しいとは思いますけれども、普及を図って、

今後人口減少社会に入って、一般の住宅の需要は期待されない中で、民間の鉄筋コンクリートで

作ってきたところをいかに木造でやっていただけるかという部分で、CLT はある程度の高さま

で木造で作ることができますので、そういう部分で木材利用を進めていきたいということで記載

しております。 
議  長 

 他によろしいでしょうか？ 
 田渕委員 

今の１６ページの下の森林認証の件ですが、県有林が SGEC を取ったということで進んでい

ただけるという話は伺っており、東京オリンピック・パラリンピックに向けてその施設に導入し

ますということですが、民間の民有林に対して行うというのは非常に厳しい。そこのところをど

ういう風にお考えになって、どういう風に誘導していくのか。いわゆる地域・団体で取るとかい
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うような指導が必要になっていくと思いますが、その辺はどんな風にお考えになっていますか。 

橋本課長 

森林認証の取得には色々経費も掛かり、大変な部分があると思います。今回のオリンピックを

契機として認証材を使っていこうという風潮ができていくと思いますが、とりあえず県営林で認

証材を生産することによって、認証材の認知を高めていって私有林の方にも認証材の取得を広め

ていきたい。まずは認証材の認知を広めることが大事なのかなと考えております。 

田渕委員 

今、亀山に三井物産さんが持っているような企業が持っている山というのを先に指導していた

だいて、先行していただければもっとよいと思います。民間の個人でというとお金がかかってし

まう。金額やいろいろなことがあると難しいという気がするのですが、ぜひその辺をもっと企業

の方にも勧めていただけたらと思います。 

議  長 

森林認証の普及については各県いろいろな取り組みがされていて、まず県営林で取って、そこ

に地区の拡大という形で手を挙げた森林組合や私有林を入れる等です。埼玉は補助事業を作って

やっています。まずは県有林でやってみて、それから千葉はどういう風に進むのかというところ

を研究することになるかと思います。 

それでは、概要の中で、今回ポイントがあるかと思いますので、それについて引き続き議論し

たいと思うのですが、それについていかがでしょうか。 

私の方から２点ほど、１点は主伐を増やすということですけれども、これは開発で主伐になっ

てしまったというものと、経常的な循環的な施業の中で主伐というのと、それから溝腐病や災害

復旧等で主伐というのと内容があると思いますが、この主伐面積の２１６ha は、大体どんな色

分けになっているか教えていただきたい。それからもう 1点は育成複層林を増やすというのが今

回の目玉だと思いますが、これは国の方針で、ある程度それを増やすというのは全国森林計画か

らの流れでしかたがないところがあるかと思います。こちらの写真に出ている、県有林での絵に

描いた様な二段林的な複層林が一時複層林を推進すると想定されていたのですが、現在はこうい

う絵に描いたような二段林ではなくて、もう少し水平的な複層林というかモザイク的なものも含

めた育成複層林のようなイメージに林野庁も幅を広げてきている感じがします。千葉県の方でイ

メージされている育成複層林について少し御説明いただくと分かりやすいと思いますが、いかが

でしょうか。 

橋本課長 

 まず、主伐についてどの辺を増やしていくのかという御質問ですが、先程からスギの非赤枯性

溝腐病の話が出ていますけれども、少し古い調査ですが、サンブスギの内被害を受けている森林

の面積が大体４，０００ha くらいあると言われています。被害対策については２０年やって来

た結果、４，０００の内１，０００ha について行った形ですけれども、まだ３，０００ha 残っ

ています。これをまずは加速させていかなければならないということで、主伐についても、この

被害林の伐採がメインになってくると考えています。これに加えて、木材の利用を拡大していく

という中で、主伐も増やしていきたいと考えています。 

 それと二つ目のどのような育成複層林にするのかという御質問です。ポイントは志賀委員の方

からお話がありましたけれども、上下の複層林ではなくて、上層木と下層木が重ならない、帯状

複層林等を進めていきたいと考えています。千葉県の場合、１筆の面積が約平均２，０００ｍ2

と小さいため、極端な話、隣接する筆ごとに伐採・植栽時期をずらせば横の複層林となっていく

ということで、主伐した育成単層林は、例えば帯状・筆ごとに主伐を行って時期をずらして植栽

することによって複層林化できていくのではないかと考えています。 

議  長 
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どうもありがとうございました。何か関連してあるいは別の論点でも結構ですけれどもいかが

でしょうか。 

菅野委員 

県の方で溝腐の被害林対策ということで、精力的に皆伐して植え替える事業に取り組まれてい

るということは、昨年の森林審議会でも説明いただき、理解しているところです。国の森林計画

でも、国産材の安定供給体制を構築すると、ひいては林業の成長産業化に繋がるということで進

めているところですが、こういった溝腐病を皆伐、又は一部間伐して植え替えするということを

やっていくに当たって、バイオマス利用と材を利用していくことを並行してやられていると思う

のですけれども、全てを溝腐病で使えないとしてチップ化してバイオマス発電に持っていってし

まわずに、採材の取り方を工夫して、可能な限りラミナ材やＢⅭ材等に使っていくような方向で

お願いできればと考えています。  

議  長 

材の利用を検討いただきたいということで、何か事務局の方でございましたらお願いします。 

栗山室長 

 サンブスギの被害材につきましては、委員御指摘のとおり木質バイオマスの利用が増えてい

るわけですけれども、これにつきましては選別をしっかりして、使える分は使っていくという

方向で取り組んでいければと考えております。 

西野副課長 

補足させていただきます。サンブスギの被害材について、これから大量に出ていくという中

で、県の方としても流通のシステムを少し整備していきたいと考えております。中間土場のよ

うな拠点を県内にいくつか設けることによって、一部Ａ材、Ｂ材も混ざっていますので、そこ

は材として有効利用して、残ったものについてはバイオマス利用していくということで、効率

的な県産木材の利用に繋げていきたいという風に考えているところです。 

議  長 

その他何か関連する事項でありましたら、よろしいでしょうか。ないようですので、一応審

議につきましては一区切りと言うか、終了といたしまして、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事項は「千葉北部地域森林計画（案）」ということで、修正を求め

る特段の意見はありませんでしたので、妥当である旨の答申をしたいと思いますが、それでよ

ろしいでしょうか。 

各 委 員 

異議なし。 

議  長 

どうもありがとうございます。それでは、本件については、「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。」ということで、答申したいと思います。どうもあ

りがとうございました。 

（11）議事：報告事項 

議  長 

報告事項は、まず森林保全部会の開催状況、それから２番目に千葉県農林水産業振興計画（案）

について、３番目が第４次千葉県里山基本計画（案）についてとなっております。最初の報告事

項「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たいと思います。よろしく

お願いいたします。 

福永委員 

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」の趣旨に則り
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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、御報告します。まず資料２を御覧ください。部会の開催回数につきましては、昨年

の１２月から本年１０月までの間、ほぼ２か月ごとに計６回開催しました。審議した議案は、「林

地開発許可案件」が６２件でした。 

１ページの「審議総括表」を御覧ください。６２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、その旨報告しました。なお、内訳については、

新規が２６件、変更が３６件となっております。 

それから、２ページ「の審議案件(新規及び変更)種類別集計表」を御覧ください。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３７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２８件で全体件数の約４５％を占めております。続いて土石採掘

が１３件、それと残土埋め立てが１０件となっています。 

 また、開発行為に係る森林面積は６２件全体で約６４６ha 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３４４ha で全体の５３％を占めており、そのほとんどが、太

陽光発電施設の設置です。 

次に３ページ目の｢審議案件(新規及び変更)市町村別集計表｣を御覧ください。これらの開発行

為に係る森林面積を市町村別に見ますと、最も多いのは君津市の約１６２ha で全体の約２５％、

続きまして市原市が約９９haでおよそ１５％、木更津市が７５ha の１２％の順となっており、こ

の３市で全体の約半分を占めております。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４件ありましたが、うち２件が砂利採取を目的として

おります。市原市では、残土埋め立て、太陽光発電施設設置が急増しています。市原市の審議案

件は、１３件ありましたが、内訳は砂利採取が１件、残土埋め立てが５件、工場・事業場が７件、

うち太陽光発電施設が６件となっています。３番目の木更津市では大規模太陽光発電施設の施工

途中での計画変更がほとんどです。木更津市の審議案件は４件ありましたが、全て工場・事業場

を目的とした開発であり、うち３件が太陽光発電施設です。 

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３％の増加ですけれども、面積では１３％減少しています。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過ぎたものと思われます。 

４ページの「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」を御覧ください。平成

２９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います。平成２５年度これは平成２４年１２月

～平成２５年１０月ですが、平成２５年度は１７件、２６年度は３１件、２７年度は４７件、２

８年度が３４件、２９年度が２８件となっています。合計１５７件が審議されており、全体の審

議に占める割合の約５０％であり、昨年度の５７％とほぼ横ばいの状況です。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年度末までに１３０件が提出されております。昨年

１年間での届出数は２８件と、平成２７年度の届出件数５０件のほぼ半数に減少しております。

このことからも、太陽光発電事業のピークが過ぎたものと考えられます。 

現在、各林業事務所へ太陽光発電施設を目的とする林地開発許可に係る相談件数は１９件、う

ちゴルフ場等を含む大規模開発の行為地からの変更等打合せを含む案件が９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思われますが、林地開発許可件数

全体では減少傾向にあるものと思われます。 

次に５ページ及び６ページに「森林保全部会別の林地開発行為許可申請一覧表」を添付してお

ります。以上、概略ですが、森林保全部会の審議結果につきまして御報告しました。 
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議  長 

どうも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、何か御質問あるい

は御意見がありましたらよろしくお願いいたします。特にございませんでしょうか。ピークはち

ょっと過ぎたということですね。 

福永委員 

ちなみに本日の午後も保全部会がありますけれども、太陽光発電の案件が半分以上あります。 

 議  長 

それでは、特段御質問ないようですので引き続き報告事項の２番目「千葉県農林水産業振興計

画（案）」について御説明よろしくお願いします。 

堀口主幹 

お手元の資料３の「千葉県農林水産業振興計画（原案）」と書いてある資料により具体的に説

明します。１ページをお開きください。この計画の性格ですけれども、今年の９月に千葉県総合

計画が策定されまして、これを実現するための具体的な取組を定めるという位置づけになってお

ります。計画期間については、２ページにありますとおり、総合計画が平成２９～３２年という

ことで、その１年遅れで、平成３０年度から平成３３年度の４年間ということになっています。 

次に、計画の目標ですが、総合計画に掲げる目標を振興計画の目標としておりまして、大きく

言いますと３つです。一つ目については、現在全国４位の農業産出額といなっているのを全国２

位４，５００億円に引き上げること。二つ目としては、これも現在全国第４位の海面陸揚金額を

全国第３位５６０億円に引き上げること。三つ目として、直売所や観光農園の販売金額を現在の

７２２億円から８３０億円に増やすということ。この３つを大きな目標としておりまして、この

３つの目標の下に、４部門１８分野の具体的な取組目標を定めて、農林漁業者の所得向上を図る

ということでこの計画を定めております。 

この４部門１８分野の構成については、１ページの下に計画の体系図ということで図が示して

あります。この中に１８個ありますが、前回の計画と違っているところは、大きな計画の中に「

産業振興」に加えて「地域振興」の視点を入れながら整理を行ったというところです。まず従来

からあります「産業振興」については、県産農林産物の需要拡大に向けた「１．販売力の強化」

とその需要に応じることのできる「２．力強い産地づくり」、そしてこれらを支える担い手育成

や産地基盤の強化充実等を「３．農林水産業の成長力の強化」として３部門で構成しているとこ

ろです。付け加わった「地域振興」については、農山漁村の豊かな自然環境や農林水産物など「

地域の特性を生かした農山漁村の振興・活性化」の部門としています。当課の森林・林業につき

ましては、産業振興の中の「２．力強い産地づくり」の中に位置づけられているところです。 

次に３ページから８ページまで、この中に本県農林水産業の現状と課題ということでまとめて

います。農林水産業をとりまく課題はいろいろありますが、環境が大きく変化している中、農地

の減少や新たな耕作放棄地の発生、鳥獣害の増加、森林の整備の遅れや放置竹林の拡大、水産資

源の減少や魚価の低迷など、様々な解決しなければならない重要な課題が山積しているという現

状です。その中で、林業につきましては、８ページの力強い産地づくりの中で、「森林の適正な

管理の推進、森林資源の循環利用による森林の多面的機能の発揮を図る。」ということでまとめ

ています。 

具体的な計画の基本方向性については、１０ページ以降に各部門の具体的な方向性の記載がご

ざいます。１番大きな目標としては、「産地の戦略的な競争力強化と高収益型農林水産業への転

換の促進による『農林水産王国・千葉の復活』と緑豊かで活力ある農山漁村づくりの推進による

『農山漁村の活性化』の実現」ということです。 

森林・林業の項目としては次の１１ページに記載しています。森林・林業の基本的な施策の考

え方としては、「森林資源の循環利用による森林機能の維持増進と災害に強い森林づくり」の推
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進ということを挙げています。具体的な方向性については１４ページ以降に、個々の部門として

の考え方を記載しています。大きな目標の下に５本の柱を定めまして、整理をしています。 

１５ページを御覧ください。主な取組の１つ目としては、「森林機能の循環利用による森林機

能の維持増進」を挙げています。具体的な取組としては、主に森林クラウド等の情報通信技術の

活用や、環境税等を活用した市町村と連携した新たな森林整備の仕組みの構築、県有林を皮切り

とした森林認証制度の取得促進などとしています。 

次に１６ページを御覧ください。２つ目の取組として、「森林・林業を支える多様な担い手の

確保・育成」を挙げております。具体的な取組としては、高性能林業機械などの生産性の高い作

業システムの導入、生産管理のできる人材育成に対する支援などを行いながら、担い手の確保・

育成に努めていくとこととしています。 

続きまして１７ページを御覧ください。３番目の取組として、「災害に強い森林づくりの推進」

を挙げています。具体的な取組としては、山地治山事業や地すべり防止事業等の実施による山腹

崩壊防止、防災林造成事業による海岸県有保安林の再生・整備等を行うとともに、県が管理する

治山施設や林道施設は年数がかなり経っているということもあり、長寿命化計画を策定して、今

後計画的に補修、改修等を行う対策工事に取り組むものとしています。 

次に１８ページを御覧ください。４つ目の取組として、「多様な人々の参画による森林整備活

動の促進と森林の利用」を挙げております。具体的な取組としては、里山活動団体等による森林

整備活動の支援や森林・林業教育活動（教育の森・木育等）への支援等に取り組むこととしてい

ます。後ほど、第４次里山基本計画の中でも説明いたします。 

最後に１９ページを御覧ください。主な取組の５つ目として、「環境に配慮した健全な森林の

保全」を挙げております。具体的な取組としては、森林吸収源対策としての間伐の促進、非赤枯

性溝病を始めとする被害森林の再生などに積極的に取り組むとしています。 

以上５つの柱の取り組みで、８つの具体的な指標、森林整備面積、県産木材の利用率、森林経

営計画の認定面積、森林整備の作業効率、海岸県有保安林の整備面積、企業や団体が協定に基づ

き整備保全する森林面積、間伐実施面積、被害森林の再生面積という達成指標それぞれの現況と

平成３３年度における目標の数字を設定しまして、それぞれ毎年の進捗管理を行いながら、施策

の推進を図るという所で整理しています。以上で、概要の説明を終わります。 

ちなみにこの計画については現在原案という段階です。パブリックコメントについては先日終

了し、予定としては今月下旬ぐらいに最終決定という所で進んでおります。以上です。 

議  長 

どうもありがとうございました。只今のご説明につきまして、何かご質問、ご意見ございまし

たらお願いします。 

佐山委員 

一番最後におっしゃいました、環境に配慮した健全な森林の保全という事で、私ども何年かに

渡って保全部会でいろいろ審議してきた内容にも関わっておりますので、最後になっています林

地開発の適正化という事についてより一層、緑化についてもそうですが、数値的に残置森林にな

っているのですが現実と即さない部分が非常に多くなりまして、林地に戻すためのいろいろな行

為について強化といいますか長期計画の中で県でも方針として見守っていただけるよう、計画を

より強化していただけるといいのかなと日々感じているところですので、是非推進していただけ

ればと存じます。よろしくお願いいたします。 

議  長 

御意見、御要望という事でよろしいでしょうか。何か事務局からお伝えすることがありますか。 

橋本課長 

今の御意見ですけれども、林地開発許可において一番大事なところは、一つには開発行為によ
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って災害を発生させないこと、もう一つは如何に森林を復旧させて、早期に森林の有する多面的

機能を発揮させていくかという部分と考えてございます。緑化については、保全部会の方でも県

で林地開発条例が出来た時に併せて緑化技術指針を定め、確実な緑化について指導しているとこ

ろですけれども、上手くいっているところもあれば、上手くいっていないところもあるという所

で、色々お話をいただいているところです。緑化技術指針が出来てから何年か経ちましたので、

現在その緑化技術指針の見直しを行っています。これは来年には改正の原案を保全部会の委員に

御審議いただこうと思います。また、開発の途中、植栽の基盤が出来た段階で県に届出が出てく

るような形になっています。今まではあまり現地に確認に行くという事は中々難しい状況でした

が、現地に行って基盤整備の状況等を確認出来る様、手続きのマニュアルの改正も併せて考えて

います。そういう所で、確実に緑化していただけるよう、検討しているところです。 

議  長 

どうもありがとうございました。他にいかがでしょうか。この振興計画で産業振興ともう一本

地域振興という柱のご説明があしましたが、それは非常に積極的に評価したいと思いました。他

の検討会で地域振興課の国土利用計画の部会に参加していて、千葉県の森林というのは非常に奥

地林ではないので、農振地域や都市計画地域、自然公園地域等と重なっている森林が多い。そう

いう地域性を持った一番典型的な県という気がします。一方で産業振興という軸は農林水産部と

しては当然ありますが、地域振興の中で森林課の果たせる役割というか、次回の振興計画の中で、

１本、２本柱が立つような取組になっていくと良いと思います。 

堀口主幹 

力強い産地づくりの中で、森林・林業というところで入っていますが、地域振興の柱の中にも、

森林課が入っております。森林課はいろいろなところに携わっており、主には森林・林業という

所で入っているのですが、地域振興の中にも当然入れております。 

議  長 

ですから、いずれ柱が立つのではないかと期待しております。 

堀口主幹 

どうもありがとうございます。 

議  長 

これに関しては、よろしいでしょうか。では続きまして最後の報告事項「第４次里山基本計画」

についてご説明よろしくお願いします。 

西野室長 

本計画は「千葉県里山の保全、整備及び活用の促進に関する条例」により、県に策定が義務付

けられているものです。この里山条例ですが、平成１５年度に本県で全国植樹祭が開催された際

に施行されたものでして、本年度で１５年目を迎えるものです。これまで、第１次から第３次の

里山基本計画を策定しまして、里山活動の促進に取り組んでまいりましたが、この度第４次の里

山基本計画を作成しましたので、本件は審議事項ではありませんが委員の皆様からの御意見をい

ただければ幸いです。 

それでは、お手元の資料４－１で里山基本計画（案）の概要を使って説明します。１の「里山

基本計画の趣旨」ですが、千葉県里山基本計画は、「里山条例」第９条第１項の規定によりまし

て、里山活動に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため知事が定めるとされており、県

の総合計画と農林水産業振興計画の実現に向けた里山施策の基本的な方向をまとめたものです。 

２の「第３次里山基本計画の成果と課題」です。第３次里山基本計画では、里山活動協定の認

定などによる里山活動の拡大や担い手となる里山活動団体の育成、団体の自立に取り組んできま

した。その成果として、里山活動協定認定数は１２７件となり、里山整備面積は目標として掲げ

た２５０haに対して、平成２８年度末をもって２５３haとなりました。また、平成２８年度に県
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内１５５の里山活動団体にアンケートを実施した結果を踏まえて、課題を整理したものが、その

下の①から③となります。まず、今後も森林所有者の高齢化それから人口減少は進むことから、

森林所有者による管理が見込めない森林がさらに拡大していくと予想しております。二つ目です

が、アンケートでは、２７％の里山活動団体が活動中に事故を経験しており、中には入院に至る

事故もあり、安全の確保に向けた徹底した取組が必要と考えております。３つ目ですが、約半数

の里山活動団体が「後継者がいない」課題に直面しており、後継者の確保と育成が課題となって

おります。 

３の「第４次里山基本計画（案）の施策概要」です。（１）から（６）まで、取組の方針別に、

具体的な施策例を挙げております。（１）の「多様な人々の参画の促進」です。これは従来と同

様の方針で、主な施策として、３つの内容を挙げております。一つ目として「里山情報バンク」

これは、森林整備を自らできない森林所有者と、里山活動の場を求める里山活動団体との間を仲

介して、里山活動のフィールドを県と「ちば里山センター」が取り持つ仕組みです。二つ目の「

里山総合窓口」は、里山活動に関する諸々の相談や情報提供などを行うワンストップ窓口を設け

るものでして、現在県の業務委託によりNPO法人ちば里山センターが業務を行っているという状

況です。それから三つ目、これは補助事業によって、新規参入する里山活動団体の支援を行って

いるものです。具体的には、現在国・市町村と連携した森林・山村多面的機能発揮対策という事

業による里山活動の助成を行っている所です。（２）「地域の課題に取り組む里山活動の支援」と

いうことで、具体的には、イノシシ等による獣害被害が広がっておりますけれども、一方で放置

竹林の拡大など地域の課題に対処し、地域の生活環境の改善につながる様な取組みを支援してい

こうという考えです。（３）「里山活動の裾野を広げる地域連携の促進」ですが、後継者不足、そ

れから高齢化に悩む団体が多いことから、若い人にもっと里山へ入っていただくことができない

かと考えております。この為SNS等を用いた若い方々への情報発信をすることを検討しています。

また、地域規模による里山活動団体同士の横の連携、ネットワーク化を推進し、情報交換や相互

に連携して地域課題に取り組む活動をこれから応援していきたいと考えております。（４）の「

自立した里山活動団体の育成・支援」です。これは、技術面それから経済的にも自立した里山活

動団体組織への育成を進めると共に、先程事故が多いという話をしましたけれども、現場での安

全を確保するために、事故防止のための技術講習会等に取り組むと考えております。（５）の「

里山資源の有効活用による地域の活性化」です。県北部については里山活動非常に盛んですが、

県南部山村地域においては、高齢化や人口減少が特に千葉県でも進んでいる地域です。北部地域

に比べると里山活動は非常に少ないという状況です。このため、都市部から担い手を南部地域に

送り込んで里山活動をしていただく取組を促進し、今後とも里山を通じた都市と農村の交流を進

めたいと考えております。また、間伐材や竹材等里山活動から発生する資材を木質バイオマスと

して活用する取組を促進していきたいと考えております。（６）「調査及び研究の推進」です。県

の森林研究所における里山の保全・整備及び活用の研究を継続していきたいと考えております。 

次に、４の「期間」ですが、策定予定の千葉県農林水産業振興計画の時期が４カ年ということ

になっており、これに合わせて、基本計画も平成３３年度までの４カ年としております。次に５

の「目標」です。多様な人々によって整備される里山の面積ですけれども、平成３３年度末まで

に、３４０haに増やすと基本計画の達成指標として掲げています。最後に、これらの「施策を進

めるために必要な事項」です。里山活動が今まで以上に地域に根差した取組みとなるよう、市町

村との連携を重視すると共に、関連する施策と連携することによって、地域の課題に効果的に対

処していきたいと考えております。 

なお、この基本計画の策定スケジュールですけれども、年明けにパブリックコメントによる意

見募集を行い、年度内に計画を策定する予定としております。第４次千葉県里山基本計画（案）

についての報告は以上です。 
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議  長 

はい、どうもありがとうございました。何かご質問、ご意見等ありましたらお願いします。 

福永委員 

初心者的な質問ですけれども、千葉県がおっしゃっている里山基本計画でいう里山というのは

条件があるのでしょうか。実は先程佐山委員から林地開発許可の緑化のお話があったのですけれ

ども、残置森林の方にも大きな問題があって、非常に荒れているところばかりです。ですから、

開発許可の時も残置森林の整備をきちんとやってもらうという話を毎回のようにしていますが、

そういう開発案件の中の残置森林もこういう活動が入れば里山ということになってしまうのでし

ょうか。 
西野室長 

里山の定義ですけれども、これは色々な広い意味での里山という定義もあると思うのですが、

里山条例の第２条の中に、里山の定義があります。「人々が日常生活を営んでいる地域に隣接し、

又は近接する土地のうち、人による維持若しくは管理がなされており、若しくはかつてなされて

いた一団の樹林地又はこれと草地、湿地、水辺地その他これらに類する状況にある土地とが一体

となっている土地」という事で、５条森林でなければいけないとか、開発地以外のものでなけれ

ばいけないということではなく、広い意味で里山を定義して、樹林地以外でも一体的なものとし

て里山として定義しているところですので、ご質問にあったような開発の手が入った様な所につ

いての保全整備についても発展性はあると理解しております。 

議  長 

よろしいでしょうか。 

私も、全国で里山は何haあるかというデータを調べてみたのですが、私の探した範囲では無く

て、要するに定量的な定義がない。例えば人工林なら何ヘクタールある、国立公園地域の森林は

何ヘクタールというのはありますが、里山はさっき言った様な定義で、里山と思えば里山だとい

う様な感じがしています。 

他にいかがでしょうか。６番の関連施策との調整と連携とは何か具体的なイメージはあります

か。 

西野室長 

例えば、３の（２）で地域課題という所。千葉県はイノシシの農作物被害が非常に多く、市

町村単位でイノシシ被害の対策をやっています。こういった取組の中で、森林整備によるイノ

シシ被害を軽減するための取組がありまして、そういう意味では地域の課題に対応した、関連

施策と連携した取組という事での里山活動の位置づけをこれから強調していきたいと考えてい

るところです。それから、耕作放棄地対策です。一部既にやっている里山活動団体がおります

けれども、これも、千葉県の中では割と多いかなと思います。 

議  長 

国の森林環境税が今検討されているという事ですけれども、あれは色々条件不利地とかいう

しばりがあるということですが、里山対策的なところに財源として使えるとかいう可能性はど

うでしょうか。 

西野室長 

国の森林環境税については明日税制改正大綱が発表されるという事で、まだ決まった話では

ないのですけれども、新聞報道ではこんな形というイメージが伝えられております。これは市

町村が主体となって森林整備、条件不利地等で森林経営が難しいような人工林について市町村

が森林整備を行っていくという内容になっておりまして、そういう意味では里山の中で、森林

所有者の方が場合によっては自ら管理ができない様な特に人工林については市町村の考えの中

で整備が進んでいくと考えております。 
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橋本課長 

森林環境税については原則として、今西野からお話ししたように私有林の人工林が一応対象

になると考えられているようですけれども、これまで国の検討会でも、例えば広葉樹林への適

用の話もあると聞いています。そのあたりについてはまだ国で検討中というところです。 

議  長 

他にいかがでしょうか。それでは特にないようでしたら、長時間に渡り御審議いただきあり

がとうございました。以上で議長の座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 

志賀会長ありがとうございました。最後に次長より御礼の挨拶をさせていただきます。 

長谷川次長 

委員の皆様におかれましては、長時間、御審議をいただき、有難うございました。本日、

いただきました御意見を参考にさせていただきまして、千葉県の森林づくりを進めてまいり

ます。引き続き御指導の程、よろしくお願いいたします。本日は、どうも有難うございまし

た。 

司 会  

それでは以上を持ちまして、第８７回千葉県森林審議会を閉会いたします。 

委員の皆様におかれましては、貴重な御意見をいただきまして、誠にありがとうございまし

た。 


