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開議 午後 １時００分 
      ◎町有林の森林経営計画について 
 
○森委員長 改めましてこんにちは。 
 農家の方でございますけれども、今日も顔を見合すたびにですね、雨がほしいなという

ような話でございます。今日の夕方からですね、待望の雨ということで期待をしていると

ころでもございます。 
 また非常に朝晩が寒いということでですね、今年はエルニーニョ現象と言うんですか、

長期の予想を聞きましても、あまり思わしくないのかなというふうにも思っておりますけ

れども、浦幌町の第一次産業、林業にしても、漁業にしても、農業にしてもですね、本当

にいい年で、いいことでありますことを願っているところでもございます。 
 また本日は、早朝より大変ありがとうございました。湧洞団地、また上厚内の林道を視

察したということでですね、町長はじめまた説明をしていただきました産業課の皆さん、

ありがとうございます。 
 本日、これから委員会ということでございますので、ひとつよろしくお願いいたします。 
 ただいまの出席人数は６名です。定足数に達しておりますので、ただいまより所管事務

調査の会議を開きます。議題でございますけれども、町有林の森林経営計画についてを議

題といたします。先ほどもお話しましたように、本日は、現地視察ということでですね、

豊頃町にあります町有林の湧洞団地で説明をいただきました。その後、上厚内団地におけ

ます林道の整備をした後ということで視察をいただいたところでございます。 
 資料の方もございますので、初めに町長からごあいさつをいただきまして、説明をいた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
○水澤町長 改めて皆さん大変今日はご苦労様でございます。今日は、町有林の視察、林

道の視察ということで、現地まで赴いていただき本当にありがとうございました。 
 それぞれ今日は、森林経営計画ということで、それについての説明をさせていただくと

いうことになりました。新たな森林づくりということで、森林経営計画に基づいてすべて

のことがなされていくということになっているわけでありまして、先日の森林組合の総会

が行われました。それぞれ森林組合さんの森林計画に基づいて事業を行うということで、

事業計画の中で 780 万円の経常利益を出したという、大変経営の中も改善が進んでいるの

かなというふうに思って、総会を見ておりました。 
 いずれにしましても、森林については、地球環境を守るということは最大限の森林の役

割ということもありますけれども、最近で言えば、森林浴等々の観光も含めての役割を果

たしているということ、大きな役割がだんだんこれからますます重要になってくるのかな

というふうに思っています。 
 そういう面では、森林の整備をするということは、町行政にも大変大きな重要な役割を

果たすわけでありますので、この森林経営計画に基づいてこれからも進めてまいりたいと
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いうふうに思っているところであります。 
 今日は、その説明をさせていただくということでありますので、どうぞよろしくお願い

をしたいと思います。 
○森委員長 ありがとうございました。 
 次に、資料の説明をいただきたいと思います。 
 産業課長。 
○大山産業課長 お手元に町有林の森林経営計画についてと資料ということでお渡しして

いるかと思います。こちらの経営計画に基づきまして、説明させていただきます。 
 １ページをごらんいただきたいのですが、最初に大変申しわけありません。字句の訂正

をさせていただきます。１ページの中ほどにですね、平成 23 年４月森林法の改正の下に、

平成 24 年４月改正法の施工の工が間違ってございますので、大変申しわけありません。 
 それとですね、３ページでございます。表がございまして、下の表になりますが、人工

林樹種別資源構成という表がございます。そのカラマツの部分で 53％になってございます

が、ここを 52％に訂正をいただきたいと思います。大変申しわけありません。 
 では説明に入らせていただきます。説明資料の１ページをごらん願います。 
 最初に１としまして、森林経営計画制度の目的と概要について説明させていただきます。

人工林資源の利用期を迎えつつある中、林業の採算性を高め適切な森林整備を進めていく

ために、施業の集約化や計画的な路網整備等により効率的な施業を推進していく必要があ

ります。森林経営計画制度は、その取り組みを制度化したものでございます。森林の持続

的かつ健全な発展と森林の有する多様な機能を十分発揮するよう目的としてございます。 
 従来の森林施業計画では、計画の対象とする範囲が明確に定められておらず、施業を行

うたびに計画対象森林の範囲を変えることが可能であったため、対象森林がバラバラな計

画が多くありました。 
 このため、山や谷などの地形界でくくられた面的なまとまりのある森林（林班又は隣接

する複数の林班）を対象に計画の作成を進め、継続的な取り組みを可能とする森林経営計

画制度が創設されました。 
 森林経営計画は、森林所有者又は森林経営の委託を受けた方が一体的なまとまりのある

森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する５年間の計画となってございま

す。 
 森林経営計画につきましては、２種類ございます。（ア）としまして、林班または隣接す

る複数林班の面積の２分の１以上の面積規模を要件とする林班計画、（イ）としまして、市

町村が定める一定区域内における、30 ヘクタール以上であることを要件とする区域計画、

これにつきましては、平成 26 年４月からの適用でございます。 
 平成 23 年４月に森林法が改正され、平成 24 年４月に森林法が施行されておりますが、

平成 24 年度につきましては、計画の移行期間として旧森林施業計画に基づき事業を行っ

ております。平成 25 年４月から平成 30 年３月 31 日の５カ年間の森林経営計画となって
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ございます。 
 また森林経営計画に移行してからの主な変更点でございますが、従来は森林所有者や 30
ヘクタール以上のまとまりであれば、誰でもが計画書の作成が可能でありましたが、山や

谷などの地形界でくくられた面的なまとまりのある森林を対象とする計画を作成すること

となりまして、一般森林所有者がこの要件をクリアすることができない場面が多数あるこ

とから、各地区に面的又は集約化できるまとまりのある町有林、大森林所有者の森林と構

成し、経営計画を作成することとなっております。 
 町有林として単独の計画書とならないような状況でもあります。もう一つの変更点とい

たしましては、森林経営計画を作成することにより計画的な事業の実施でないと森林環境

保全直接支援事業の補助対象とならないということがございます。その他については、変

更はございません。 
 浦幌町全体では、８つの森林経営計画書を作成してございます。ここで町の方の、別冊

の資料を見ていただきたいのですが、これにつきましては、森林経営計画を抜粋したもの

でございます。 
 先ほど申し上げましたように、浦幌町全体では、８つの計画にわかれてございますが、

浦幌町の町有林に関係する部分につきましては、６つの計画にわかれてございます。この

表にありますように認定番号の24－03から認定番号24－01ということでわかれてござい

ます。この関係についてですね、若干説明をさせていただきますが、森林計画が元々先ほ

ど申しましたように、森林所有者または森林の経営の委託を受けた方で構成するというこ

とでございますので、委託を受けた方と申しますのは、主に森林組合ということになりま

す。 
 この表に基づき、若干内容を説明させていただきます。認定番号 24－03 につきまして

は、浦幌町ほか６名の計画作成者により構成されております。そのうち、浦幌町森林組合

へ委託されている方が 43 名となってございます。面積は、町有林で 405.14 ヘクタール、

その他で 1,648.39 ヘクタール、合計で 2,053.53 ヘクタールの計画となってございます。 
 次に、認定番号 24－04 につきましては、浦幌町ほか６名の計画作成者により構成され

ております。そのうち、浦幌町森林組合へ委託している方が 51 名となってございます。

面積といたしましては、町有林で 917.26 ヘクタール、その他で 5,564.07 ヘクタール、合

計で 6,481.33 ヘクタールの計画書となってございます。 
 次に、認定番号 24－05 でございますが、浦幌町ほか３名の計画作成者により構成され

ております。そのうち、浦幌町森林組合へ委託されている方が 59 名、その他へ委託され

ている方が４名となってございます。面積は、町有林で 533.32 ヘクタール、その他で

1,485.41 ヘクタール、合計で 2,018.73 ヘクタールの計画書となってございます。 
 次に、認定番号 24－06 でございます。これにつきましては、浦幌町ほか３名の計画作

成者により構成されてございます。そのうち、浦幌町森林組合へ委託されている方が 45
名、その他へ委託されている方が２名となってございます。面積は、町有林で 171.10 ヘ
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クタール、その他で 3,271.54 ヘクタール、合計で 3,442.64 ヘクタールの計画となってご

ざいます。 
 次に、認定番号 24－07 につきましては、浦幌町ほか１名の計画作成者により構成され

ております。そのうち浦幌町森林組合へ委託している方が 25 名ございます。面積は、町

有林 1,177.02 ヘクタール、その他で 2,110.61 ヘクタール、合計で 3,287.63 ヘクタールの

計画となってございます。 
 最後に、豊頃町の今日視察をしていただきました湧洞の関係でございますが、認定番号

が 24－01 でございます。ここにつきましては、浦幌町から３名の計画作成者により構成

されております。そのうち、十勝広域森林組合へ委託されている方が 274 名、その他へ委

託されている方が 14 名、面積は、町有林で 671 ヘクタール、その他で 12,901.05 ヘクタ

ール、合計で 13,572.05 ヘクタールの計画となってございます。 
 今、説明させていただいたのが、浦幌町の町有林にかかわります森林計画に関する部分

でございます。説明資料に戻っていただきたいというふうに思います。 
 次に、森林経営計画を作成することによるメリットでございますが、税制、金融、補助

等の支援が受けられるということになってございます。内容については、記載のとおりで

ございます。 
 次に、２ページをごらん願います。２ページにつきましては、北海道が作成したもので

ございまして、森林経営計画の作成時に森林所有者等に説明する際の資料として活用して

いるものでございます。内容については、後ほどごらんおき願いたいと思います。 
 次に、３ページをごらん願います。２の浦幌町有林の概要について説明いたします。（１）

位置及び面積でございますが、町有林の位置につきましては、14 ページに浦幌町有林森林

計画書がございます。こちらに記載のとおりでございますので、後ほどごらんいただきた

いと思います。現在、川上団地から豊頃町湧洞団地まで 28 団地で総面積 3,874.84 ヘクタ

ールを管理しているものでございます。これらの位置及び面積につきましては、別冊資料

の２ページから８ページに詳細について記載してございますので、後ほどごらん願いたい

と思います。 
 次に、（２）の町有林の現況でございます。浦幌町内が 3,203.84 ヘクタールで、残り 671
ヘクタールが豊頃町にあります。林相別内訳では天然生林が 1,753 ヘクタールで 45％、人

工林が 2,040.36 ヘクタールで 53％でございます。無立木地 81.48 ヘクタールで２％の割

合となってございますが、無立木地のうち 67.72 ヘクタールが伐採跡地となってございま

す。 
 また人工林の 2,040.36 ヘクタールの樹種別森林の現況は、カラマツが 1,062.68 ヘクタ

ールで 52％、トドマツが 745.66 ヘクタールで 37％、その他針葉樹で 90.67 ヘクタールで

４％、その他広葉樹 141.35 ヘクタールで７％となっており、カラマツとトドマツで約 89％
を占めてございます。 
 ３ページのですね、人工林の樹種別資源構成の詳細につきましては、別冊資料の 13 ペ
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ージから 14 ページに詳細については記載してございますので、後ほどごらんいただけれ

ばと思います。 
 次に、４ページをごらん願います。①の普通林と保安林別構成表でございますが、普通

林で 2,657.36 ヘクタールで 69％を占めてございます。保安林は 1,217.48 ヘクタールでご

ざいます。次に②の普通林樹種別構成表でございますが、普通林 2,657.36 ヘクタールのう

ち、人工林につきましては 1,352.09 ヘクタールで 51％、天然林 1,294.34 ヘクタールにつ

きましては 49％、木材生産を主とする人工林針葉樹は 1,283.64 ヘクタールでございまし

て、56％を占めてございます。 
 次に、５ページをごらん願います。保安林の樹種別構成表でございます。保安林 1，217.48
ヘクタールのうち、カラマツ 254.97 ヘクタールで 21％、トドマツ 327.32 ヘクタールで

27％であり、約半数の割合を占めているところでございます。次に、④にあります保安林

機能別構成表、防風、防霧保安林は、海岸線を中心に指定され、保健保安林につきまして

は、森林公園の周辺において指定されてございます。 
 次に、６ページをごらん願います。⑤のカラマツ人工林の状況でございます。伐期を迎

える８齢級以上の林分が 412.34 ヘクタール、39％と大きな割合を占める状況となってご

ざいます。 
 次に、７ページをごらん願います。トドマツ人工林の現況でございます。８齢級以上の

林分が約 505 ヘクタールということで 68％を占め、大きな割合を占めているという状況

にございます。町有林の現況につきましての詳細につきましては、別冊の９ページから 12
ページにも記載してございますので、後ほどごらん願いたいと思います。 
 次に、８ページをごらん願います。３の森林施業に関する長期の方針でございます。（１）

森林施業の基本方針でございます。社会的経済条件の変化に伴う森林・林業をめぐる諸情

勢の推移に対応して森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮することを目的とし、

森林資源の保続培養と木材生産力の増進を図り公益的側面を十分に配慮しなければならず、

町有林の現況・自然的社会的諸条件を勘案し５年間の計画を樹立するものでございます。 
 アとしまして、更新樹種選定の理由でございます。人工造林をすべき樹種は、カラマツ

及びトドマツを主体とし、特に土壌条件を考慮したうえ、敵地には積極的にカラマツを植

栽することとしております。また、霜外の危険性のある林地では、アカエゾマツの植栽も

考慮しているところでございます。天然林につきましては、カンバ類・ミズナラ・シナノ

キが多いことから、天然更新を前提とする場合につきましては、ナラ類を主として更新す

るものでございます。 
 次にイでございます。伐期齢決定の理由でございます。保安林につきましては、地域森

林計画において定められた標準伐期齢を採用しましたが、人工林カラマツでは木材生産力

が高い林分を 40 年とし、外来種のストローブ、バンクス等につきましては、すべて標準

伐期齢を超えていることから、重点的に伐採を進め、カラマツへの林種転換を進めること

としております。天然林につきましては、優良木の生産を目標とし、針葉樹・広葉樹とも
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に 80 年以上としております。 
 次にウの造林・保育計画量決定の理由でございます。伐期に達するカラマツ等の更新を

行うものとして造林及び保育を計画しております。造林につきましては、160.66 ヘクター

ル、下刈につきましては、543.7 ヘクタール、除伐は 176.61 ヘクタールを計画量としてご

ざいます。 
 エの伐採量決定の理由でございます。伐採量につきましては、森林資源の齢級構成の平

準化を考慮し、カラマツを主として年間約 30 ヘクタール、40 年伐期で実施し、40 年サイ

クルの資源の循環を計画しており、人工林において伐期齢に達するカラマツ等、面積

148.10 ヘクタール、材積 45,246 立法メートルの皆伐、人工林及び天然林、面積 693.22
ヘクタール、材積 28,029 立法メートルの間伐を伐採の計画量としてございます。 
 ９ページをごらんいただきたいと思います。（２）の施業森林の現況の面積及び蓄積を記

載しているものでございます。（３）につきましては、５カ年の主伐及び間伐の伐採計画量

を記載してございます。25 年度につきましては、実行として実績の数値を記載してござい

ます。（４）の造林計画量は、５カ年の植栽計画と（３）と同様に 25 年度の実績数値を記

載してございます。（５）の保育計画量につきましては、除伐及び下刈の５カ年の計画量と

25 年の実績数値を記載してございます。 
 次に、10 ページをごらん願いたいと思います。６－１でございますが、伐採立木材積及

び造林面積につきましては、森林の公益的機能別として５区分に集計し、記載したもので

ございます。括弧６の２につきましては、５つの公益的機能の内容を該当する主な町有林

の地域別に記載した内容となってございます。 
 次に、11 ページでございます。平成 25 年度町有林造林事業の実績として、場所、面積、

工事費、補助金等の内容について記載したものでございます。上の表から順に説明をいた

します。植栽事業として留真、川流布、稲穂において、29.57 ヘクタール、カラマツ１号

苗 67,000 本の植栽を行ってございます。工事費として資材費を含み 885 万 8,745 円、補

助金といたしまして、602 万 3,944 円の実績となってございます。 
 次に、次の表の下刈事業でございます。留真、稲穂、幾千世、幾栄、川流布について、

カラマツの１年から４年生、117.89 ヘクタールの下刈を行ってございます。事業費といた

しまして、926 万 1,000 円、補助金といたしまして、629 万 7,478 円の実績となってござ

います。 
 次の表になります。準備地拵事業でございます。留真にて平成 26 年度植栽予定地 28.76
ヘクタールの準備地拵を行いました。事業費として 837 万 4,800 円、補助金としまして 546
万 8,239 円の実績となっております。なお、表に記載しております面積については、27.74
ヘクタールとなってございます。このことにつきましては、補助事業対象面積を記載して

ございます。残りの 1.02 ヘクタールにつきましては、スーパーＦ１という樹種 1,000 本の

植栽を予定していたことから、補助対象となる１ヘクタール当たりの下限植栽面積下回っ

たことから、補助の対象となっておりません。 
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 次に、下の表の除伐事業でございます。稲穂、常豊、上浦幌にて、カラマツの 11 年生、

36.41 ヘクタールの除伐を行ってございます。事業費として 567 万円、補助金 385 万 5,599
円の実績となってございます。 
 次に、12 ページをごらん願います。間伐事業でございます。厚内、オコッペ、上厚内、

湧洞、東山において、全体で 142.54 ヘクタールの間伐を行ってございます。工事費とい

たしましては、3,151 万 500 円、補助金でございますが 2,187 万 1,244 円の実績となって

ございます。この間伐により、3,560 立法の間伐材の生産を行ってございます。 
 次に 13ページでございます。立木及び間伐素材の売り払い実績を記載してございます。

立木売り払いとしまして、留真５物件、東山１物件の売り払いを行い、3,259 万 2,000 円

の実績となってございます。 
 次に、厚内、湧洞、上厚内、東山において、142.54 ヘクタールの間伐を行い、その間伐

により 3,562 立法の間伐材を生産しております。間伐材の売り払い収入といたしまして、

1,828 万 500 円の実績となってございます。 
 次の 14 ページにつきましては、先ほど説明いたしましたが、浦幌町の町有林の森林計

画書となってございます。着色してある部分が町有林でございます。以上で説明を終わら

せていただきますので、よろしくお願いいたします。 
○森委員長 説明が終わりました。 
 質疑はありませんか。髙橋委員。 
○髙橋委員 ただいま課長の方から説明ありましたとおり、私４年前にですね、実は浦幌

町有林の現状と今後の施業方針について一般質問させてもらいました。その際にですね、

第２団地と言いますと、稲穂になるんでしょうかね、稲穂の第２団地に 14.6 ヘクタールの

無立木地があり、今年度から４年計画により植栽し、無立木地の解消を図ってまいります

というお答えがあったのですけれども、この稲穂の 14.6 ヘクタールの無立木地もちゃんと

植えつけできているのかな。その辺ちょっと教えていただきたいと思います。 
○森委員長 林務係長。 
○吉田林務係長 今のご質問なのですが、稲穂地区において約 14 町の無立木地というこ

とでございました。平成 25 年の実績の中で、稲穂地区で 2.93 ヘクタールということで昨

年度植栽をしております。それでその地区においての無立木地というのは、すべて解消し

たという状況になりました。以上です。 
○森委員長 髙橋委員。 
○髙橋委員 あと現在ですね、先ほど言ったように、稲穂の無立木地関係含めてですね、

こういった無立木地という形が町有林でまだまだあると思うんですけれどもね、そういう

中身わかる範囲でちょっと教えてほしいんですけれども。ここの下 13 ページに載ってい

ますね。これがそうですね。13 ページの下の方に無立木地、伐採跡地、未立木地、施業外

地ですね、これがそうなんですね。場所的にはどの辺になるかということも含めて。 
○森委員長 林務係長。 
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○吉田林務係長 13 ページに記載してある 81.48 という面積がありますが、実際に植栽の

可能な場所としては、先ほど言った 14 町が植栽が可能であって、植えて解消したという

状況です。残りの数字につきましては、道路ですとか、崖と言いますか、あと湿地であっ

たりだとかということで、植栽が困難な場所ということなので、現時点では植栽をしなけ

ればならないというような状況の場所ではございませんので、今のところはそのような中

身になっております。 
○森委員長 産業課長補佐。 
○廣富産業課長補佐 13 ページに載っております 81.48、ただいま係長から説明したとお

りでございますが、どこの場所にあるかというお話もありましたけれども、植栽をしまし

て、現地調査をした結果、先ほど言いました植えられないとか、水が湧いているとか、そ

ういったとこにつきましては、植栽しましても枯れる可能性がございますので、そういっ

たところ積み上げて造林のたびに出てくる分を積み上げた数字が 81.48 ということでござ

いますので、場所はここという分につきましては、基本的にご心配されている部分の無立

木地という部分についてはないという判断をしてございます。 
○森委員長 ほかにございませんか。 
 二瓶委員。 
○二瓶委員 先ほど、課長の中でスーパーＦ１、これは新しいものかなと思うんですけれ

ども、今後の取り組み方というか、町内でも若手が何とか取り入れようとしている中で、

町としてもどのような取り組みというのかな、そういった方向づけなのか、ちょっと参考

のために聞いておきたいなと。 
○森委員長 林務係長。 
○吉田林務係長 スーパーＦ１のお話なのですが、現在、道の方で苗木の需給調整と言い

ますか、生産をする苗木の本数を調整している機関があるのですが、そこでの配分によっ

て本数が割り当てという形できています。なので、実際に植えたいよというような要望が

あってもですね、全量が配分されるということがなかなかスムーズにいっていないような

状況がありまして、昨年度ですね、4,000 本の要望をしたところ、1,000 本の配分という

ことがありまして、それを町有林の中で試験地としてですね、植栽ということで今後そう

いった試験地と言いますか、生育状況を見ながら今後、一般の所有者に情報発信しながら

普及なりということを考えていきたいなという状況でございます。 
○森委員長 産業課長。 
○大山産業課長 今の係長の方から説明いたしましたけれども、スーパーＦ１につきまし

ては、通常カラマツであれば 40 年以上の期間を要するということでありますが、今の試

験のデータの中では、30 年ぐらいで伐期を迎えるのではないかということを言われてござ

います。 
 その中で、昨年来から町内にある林業の若手が林産振興会の青年部ということで立ち上

げまして、今後浦幌町において林業をどういうふうにしていくんだという中で、新しい樹
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種に取り組んでみようかということでございましたが、今係長が申しましたように、なか

なか民間の中では手が出せないというか、配分もないということの中で、町であれば、そ

の辺のある程度割り当てをしてくれるということで、そういう青年部、団体と町と一体と

なりながら、その辺の樹種の研究等を進めていくということで、今年度予算をつけながら、

今年から何カ年かかけて試験をやっていきたいというふうに考えてございますので、よろ

しくお願いいたします。 
○森委員長 ほかにありませんか。 
 杉江委員。 
○杉江委員 先ほど説明の中でですね、６ページになりますが、カラマツ人工林の状況と

いうことで、説明でもありました表にもあるとおり、集中して８齢級以上出てくるという、

あるいはこの５齢級、７齢級の極端に低い状況にある、これにも記載されていますけど、

年間 30 ヘクタールの伐採ということの中では、こういうものは８齢級以上の重なってい

る部分を後送りするというのか、そういう伐採計画の中で 40 年越したもの 50 年まで持っ

ていくような、そういう調整するような計画についても手をつけられているのか、今回、

この所管事務調査として取り上げたのも 25 年以降の施工計画というか、それが経営計画

に変わったという中で、なかなか新たな計画が出てこないなという中での調査に手をつけ

たということですから、ぜひその辺のね、対応も今後あるのかどうかについて伺いたいな

と思います。 
○森委員長 林務係長。 
○吉田林務係長 今のお話なのですが、齢級構成としては８齢級以上が非常に多いという

状況です。これをですね、杉江委員の方から言われたとおり、40 年以上と言いますか、繰

り延べしながら伐期を１齢級あたり約 150ヘクタールというイメージで転換していきたい

と、４ページにですね、普通林樹種別面積構成という表があるのですが、その中で木材生

産を主とする人工林針葉樹として、ちょっと表の中の中段ほどに 1,283.64 ヘクタールとい

う数字があります。これをですね、40 年で案分と言いますか、割りまして、約 30 ヘクタ

ールで 40 年、おおよそ 1,200 ヘクタールというようなサイクルで回していければ齢級構

成の平準化を図り、なおかつ資源的にも安定的な供給が可能なのかなというふうに考えて

おります。 
○森委員長 杉江委員。 
○杉江委員 今説明ありましたように、私も同じようにそういう対応が必要だろうと思い

ます。町の財産の処分、あるいは町有林の管理の面からだけでなく、やっぱり町内業者へ

の原料供給というかね、そういう面でも安定的にやっていかなければならないという見方

もあると思うんですよね。そういう面からもぜひやっぱりその辺の対応もきっちり計画と

してやっていただきたいなというふうに思います。 
○森委員長 産業課長。 
○大山産業課長 今、杉江委員から言われたように、あとうちの担当の係長から説明した
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ように、やっぱり平準化を図りながらですね、町の有効な財産でありますので、その辺に

ついてはお話がありましたように、有効的に活用してまいりたいと考えております。当然、

その年によってはですね、いろいろ樹齢伐期がきているものが違いますけれども、それを

平準化しながらですね、長く、また町内業者ということ、お話ありましたけれども、当然、

町内業者の方でとっていただければなというふうに思ってございますので、よろしくお願

いします。 
○森委員長 ほかにございませんでしょうか。 
 安藤委員。 
○安藤委員 森林経営計画の冊子は、もうつくられているのかどうか。この 25 年から 30
年のもの、いつごろ説明がされるのか。 
○森委員長 課長補佐。 
○廣富産業課長補佐 平成 20 年度から森林施業計画ということで町有林のみの施業計画

を策定いたしまして、その時に冊子をつくりまして皆様方にもご説明をしながら施業して

きておりますけれども、冒頭でご説明いたしました経営計画ということで法の施業計画を

組む森林所有者の組みかえが変わったものですから、まったく様式的にですね、林班と詳

細がありまして、他の所有者の方と組んでいるものですから、そういった形で表に出てく

るような冊子の形にはならなくなったものですから、そういった形で冊子については今現

在、つくっておりません。 
 それから説明につきましては、先ほども申し上げた他の森林所有者の個人の山の情報等

があるものですから、そういった形で説明につきましては、今後協議しながらですね、説

明しないと言いますか、協議をさせていただいて検討していきたいと思っております。 
○森委員長 安藤委員。 
○安藤委員 その辺何か今森林経営計画というのが個人の所有の方と一緒につくったとい

うこと、それはわかるのですけれどもね、ただ今町有林の関係をやはりまとめるというか、

そういうことは考えていないのか。 
○森委員長 産業課長。 
○大山産業課長 今お話ありましたように、法が改正になって森林経営計画になってから

浦幌町全体で８つの計画になりました。今までは、個人ごとの計画でございました。その

中で、今回、資料としてこういう形では抜粋はさせてもらっております。 
 先ほど説明させてもらいましたように、それぞれごとに所有者、計画、当然ここの認定

番号の 24 の３でございましたら、浦幌町から６名計画を組んでございますが、ただし、

この中に森林組合に委託された方 43 名がいます。その人方の計画が一体となっているも

のでございますから、計画書としての形は出すのは難しいのかなと。 
 ただし、今回については、こういう形で抜粋して形はとらせていただいたのですが、計

画書そのまま皆様に提示というのは、難しいということ、個人ごとの６人のほかに森林組

合に委託された、一番最初の部分で言うと 43 名の方の計画が氏名、それぞれ出てきます
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ので、こういう資料的な形であれば、別であれば出せると思いますけど、あくまで抜粋し

たものでございますけれども、経営計画書そのものというのは難しいということでご理解

いただければと思います。 
○森委員長 安藤委員。 
○安藤委員 町有林としての計画書というか、そういうのはつくらないということなんで

すね。一応これで終わりだよということでいいのですか。 
○森委員長 産業課長。 
○大山産業課長 はい、町有林だけという計画はございません。あくまで今言いましたよ

うに、森林経営計画という部分で認定を受けてございますので、計画書はあります。ただ、

その中にほかの人の部分も入っているということでございます。 
 ですから、抜粋した形の町の部分だけはつくってございません。ただ、うちの方として

は管理する部分では管理できるような形にはなってございますが、計画書という部分に関

しましては、今言いましたように、うちで言うと６つの計画にわかれているということで

ございます。 
○森委員長 その辺なんですけれどもね、本当に町の大事な財産ということで 3,800 町か

らある中、本当に大きな財産だというふうに思うんですよね。そういう面では、今までの

施業計画というのは、５年ごとに説明を受けたりしてきた経緯もございます。 
 今後につきましては、経営計画というふうに変わったのですけれども、やはり町有林と

してですね、今後の計画というのは、いくら民間の山が入って、非常に表立てできないと

いうこともありますけれども、その辺のこともですね、考えていってもいいのかなという

ふうには思うのですけれども、この辺につきましては、どのような考えなのでしょうか。 
 産業課長。 
○大山産業課長 計画書自体につきましては、なかなか予算も全部ほかの方も入ってござ

いますので、それをコピーするなりという形にはならないと思いますけれども、資料とい

う形で今回抜粋させていただきましたけれども、これについては、システムの中からこの

部分を抜き出したということになってございます。 
 この範囲であれば、皆様方に提示することはできると思いますけれども、あくまでも経

営計画書という形の厚くなったようなものではないということで、これに若干つけ加える

ということは可能かというふうに思います。 
 市町村の森林整備計画については、今回、６月の中で説明させていただくということに

なってございますので、今言いましたように市町村森林整備計画は 10 年が一つの区切り

で、その中の５年見直すということでございますので、この形で皆様に説明するか、市町

村整備計画の時に合わせてですね、議員協議会の中で提示して説明させていただくか、こ

れについてはちょっと検討させていただきたいというふうに思いますけれども、この資料

でよろしいということであれば、資料として出せますけど、経営計画書という中のあくま

でも抜粋ということでございますので、それについてはご理解願えればと思いますけれど
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も。 
 今、補佐の方からですね、先ほど言いました市町村森林整備計画と今言いました町有林

の森林経営計画の違いについて、若干説明させていただきますので。 
○森委員長 課長補佐。 
○廣富産業課長補佐 それでは、森林法という法律がございまして、国が定める林業の基

本計画がございます。その計画に基づきまして、北海道が定めた基本計画に即しました計

画ということで、北海道の地域森林整備計画ということで、各地域、十勝ということで、

その十勝の計画をつくりまして、それに即した計画を各市町村が市町村森林整備計画とい

うものを定める計画でございます。 
 この内容につきましては、例えば、山の目指す方針と言いますか、例えば守る木、それ

を切って材として出す山、あとは保健等のレクリエーションを兼ねた森林と、ゾーニング

ということでわけるような内容と、それから主な樹種の標準伐期を定めたりですね、また

更新する木につきましては、カラマツがいいだろうという計画がございまして、そういっ

た大枠の一般民有林の目指す基本となる指針ということから、市町村森林整備計画になっ

てございます。 
 今回ご説明いたしました、町有林の経営計画は、先ほど言いました所有者ごとで組みま

して、各林班小班ごとに、いつ、何をやるかという具体的な計画が、これが経営計画とい

うことでございますので、一つ一つ細かい部分を５カ年計画で、この林小班をいつ間伐し

たり、植えたり切ったりする、といったものを決める計画が経営計画ということでござい

ます。 
○森委員長 皆さんの方から何かありませんか。 
 髙橋委員。 
○髙橋委員 今、町有林経営計画ですか、これに基づいて浦幌町の町有林については売り

払いを進めるような方法をしていると、そういう中でですね、浦幌の業者の関係言ったら

あれですけれども、４社ですね。４社が浦幌町の町有林関係のそういったものをかえると

いう、そういう状況の内容でよろしいですね。 
 そういう中でですね、私も結構あちこちのそういう業者にお邪魔するんだけど、仕事が

山からの町の方の対応がなければ、仕事が止まることも内容によってはあると、計画的な

形で出してもらえば非常に助かるんだよという話も含めてすることもあるわけでございま

すけれども、そのほかにその形を対応されて、例えば、浦幌も木炭だとか、二次、三次、

加工するような業者というものを山のつながりであるわけですね。 
 ですけども、業者さんあたりでスムーズに薪関係の入ってきてるのという中身を聞きま

すと、非常に高くて入ってくるのも容易にこれないと、だから今の段階ではすべて町外の

業者さんからいただいて、それで対応しているんだという話も聞いたりもするものですか

ら、そういう中身が一つになっていないなと。浦幌で生産されるものについては、浦幌の

木材を対応した中で、そういういい意味での伝統的なつながりを持っていけば素晴らしい
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ことになるんだろうなというあれではいるんですけれどもね、そこまで山関係を対応され

ている中身では、産業課の方ではその辺まで確認しないと思いますけれどもね、いい意味

で浦幌町の産業別の経営、そういうのにもつながっていきますのでね、できればそういっ

たものも目配りをしながら対応されてはいかがかなと思うんだけれども、非常に難しいこ

とでございますけれども、一応そういった中でですね、例えば、管内でもそれほど炭を焼

いている場所はね、逆に道の駅に来た方々が要するに浦幌木炭に見に行くと、煙が上がっ

ているのでね、そういう中身も非常にめずらしい光景にあると、こんな身近なところに炭

を焼いている場所があるということでですね、そんな中でいい意味での浦幌をアピールす

る一つの、そういう場所にもあたりますのでね、だから炭を焼く人には、常々私は言って

いるのは、環境に注意してくださいよと。 
 いつも汚れて、汚い形では、せっかく観光客が浦幌の道の駅来て、そして木炭も見ると

いう中身をね、そういったものと連動するような対応をしていただければ、本当に嬉しい

よという話もするわけですけれども、一体的にそういうものまでね、目配り気配りをして

いただけると非常に友好的な形になるのではないかなと思うんですよね。 
 ですから、あわせて他の業者についても非常にほかにないようなものを製造している、

カラマツですね、ひのりあるいはそり関係のないような状況で製品として販売していると

いう状況の中身含めてですね、その辺のいい意味でのアドバイザー的なものになってやれ

るということは、そこまで関心を持つ中身に入ってくると思いますので、その辺も対応で

きればすばらしいかなと思いますので、そういうものも含めてですね、今後の対応につい

ていかがかなと思うんですけれども、どんなものでしょうかね。難しい問題ですけどね。 
○森委員長 産業課長補佐。 
○廣富産業課長補佐 まず炭なのですが、やはりナラ材から炭ということで、町有林の中

にナラの原木がですね、なかなか現在のところ人工林が多い所ということと天然林の方に

ついては、施業的に入っていないものですから、なかなか搬出しやすいところにナラがな

かなかないというのが現状でございます。 
 当然ないということになりますと、山の中にどうやって材を出してくるかという部分で、

出せたとしましても事業費がかかりましてですね、原木に換算されますので、そうなって

きますと、やはり値段的には高くなってしまう部分がございます。 
 今現在、炭を焼いている方の原木の調達方法としましては、皆伐のあった山の所の際に

ありますナラ材とかをですね、同時に搬出しまして、そういったものがある部分につきま

しては、伐採、皆伐等で買われた業者さんとの間でですね、なんとか今やりくりをやって

いただきたいという部分でのお願いになってしまいます。 
 また現在、一般の方が一般の所有者の方に直接山を買ってですね、材の方も出したりし

ていますけれども、町内の業者さんではないのですけれども、そちらの伐採業者さんの方

から一応提供等、ナラの木が集まりそうだというお話も先週聞いたばかりでございますの

で、内容によってはですね、確かに品薄といったところがよく耳に聞こえてくるんですけ
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れども、なんとか今現在はやられている判断をしているところでございます。 
 また他の業者さんにつきましては、カラマツ材でご存じのとおり加工といったところに

なりますが、現在、町内の林業会社さんの方から材を入れさせていただくといった部分で、

町内の町有林を買った部分からも搬出されて、そちらの方で活用されている部分というふ

うには判断しているところなものですから、そういったところ町有林の伐採等につきまし

てもですね、地元のそういった工場の原木の品薄感はもちろん気にしながらですね、伐採

等進めてまいりたいという考え方を持ちながらいきたいと思っております。 
○森委員長 ほかにございませんか。 
 杉江委員。 
○杉江委員 先ほど、スーパーＦ１のお話ありました。これは報道なんかでも苗木の育成

が間に合わないというお話でありました。先ほどもね、そのような報告ありましたけれど

も、これら見通しはどうなのですか。 
 今後、浦幌の場合 1,000 ヘクタール今予定しているよと言うけれども、来年度、再来年

度、５年後にこの計画がどうなるか、あるいは早く生育するからと言って、必ずしも材料

としていいのか、その辺の実績もありますから、一方的に早く生育するものがいいのかど

うかということ、私らわかりませんけども、その辺苗の供給の見通しというのは、何か情

報あるんでしょうか。 
○森委員長 林務係長。 
○吉田林務係長 スーパーＦ１の見通しとしましてはですね、スーパーＦ１自体は、挿し

木による生産になるんです。その技術ということもありまして、生産がなかなか大量生産

という所まで行きついていないというのが実態です。 
 今後、町有林としましても、要望としては本年度同等程度の数字としては継続的に実施

していきたいなとは思いますが、いかんせん苗木の生産状況ということもありますので、

思いとしてはそういうふうに進めています。 
 このスーパーＦ１なのですが、なかなか普及しないというところの原因の一つとしまし

ては、カラマツがですね、苗木１本あたり約 70 円程度。スーパーＦ１でいきますと、１

本約 160 円というような金額になります。倍以上の金額ということもありまして、なかな

か普及しない原因も一つあるのかなというふうに思っております。 
 そういった面で町有林として成長が早いだとか、伐期を早められるというようなことも

試験なりという検討をして、少しずつ普及できればなというふうに考えております。 
 先ほどの説明でちょっと足りなかったのですが、今年１ヘクタール 1,000 本という形で

植えさせてもらっています。それについてはですね、成長も早いということから、苗木の

価格が高くてもですね、植栽本数を減らすことによってコストダウンということも図れる

んじゃないかということも踏まえて、こういった本数の試験地ということで設置をさせて

いただいています。 
 今後については、スーパーＦ１、グイマツとカラマツの掛け合わせの樹種なんです。交
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雑種なものですから、そのいいとこ取りと言いますか、グイマツというのは、材質強度が

高い、なおかつ通直性するという、カラマツについては、成長が早いという特性がありま

して、それの掛け合わせでいけば、成長を早くまっすぐな木ができるんじゃないかという

ことで、伐期を短縮できるのではないかという見込みを立てております。 
 現在、美唄のですね、林業試験場に 30 年半ばぐらいの林分があります。そこの共同試

験等も実施している結果ですと、先ほど申したように、強度であったり通直性という面で

も十分カラマツ以上の評価を得ているというふうに聞いております。 
○森委員長 杉江委員。 
○杉江委員 ５ヘクタール 1,000 本というと、通常の３分の１近い植栽ですから、苗木代

としてはそこそこに抑えられるということですが、ただ、あとの管理面で困らないのです

か。粗い植栽でいろいろな萌芽がたくさんでるとか、そういうことでのかえって経費かか

るとか、そういうことないんでしょうかね。細かな技術的なことで申しわけありませんけ

れども。 
○森委員長 林務係長。 
○吉田林務係長 侵入木と言いますか、ヘクタールあたりの本数を減らすことによって広

い感覚で植えるということになりますので、草だとか、萌芽だというのは、多く生えてく

るだろうという見込みはしています。それと同時に感覚が広いことによって、枝ばりが通

常の木より広くなるだろうということで、そういった作業を新たに見込んだ経費も出てく

るだろうというふうに見込んでおります。 
 ただし、それによって間伐回数というのが従来ですと 3,000 本、2,000 本というヘクタ

ール本数植えていたのですけれども、それが 1,000 本ですから、間伐回数が大きく減らす

ことが可能なのかなというふうに考えておりますので、その辺の費用的なバランスという

のは、これからもう少し検討が必要なのかなというふうに考えております。 
○森委員長 よろしいですか。 
 ほかにございませんか。 
 今、木材の価格の状況と言うんですか、その辺と今後、価格的にはどのようになってい

くのか、その辺のところを一つお聞きしたいと思うのですけれども。 
 林務係長。 
○吉田林務係長 これからの市況と言いますか、見込みとしては、非常に難しいところが

あるのですが、先般の森林組合さんの総会でもお話ありましたが、道内に道北、オホーツ

ク紋別とですね、恵庭にですね、木質バイオマスによる発電工場というのができまして、

その材料というのが木材、この辺で言う木材の一般的なパルプ材というものが主に使われ

るということになります。 
 その辺のまだバイオマスの利用の価格帯というのが正直まだはっきり出ていない状況な

ので、その辺の価格によって大きく今後変わるのかなと、パルプ材とバイオマス材との競

争と言いますか、その辺が現時点では見込みとしてはついていないので、どういう方向に



- 17 - 
 

なるかちょっと把握しきれていない状況ですね。 
 木材市況としてはですね、年間 12 月から１月に向けて価格帯が上がります。３月から

４月については、逆に下がってくるというような状況が１年通して波があるものですから、

なかなか市況をどうつかむかというのは非常に難しいところではあります。 
○森委員長 私もね、この木材の価格につきましては、価格面ではこれから期待したいの

かなというふうにも思っているところでございます。今までですね、平成 16 年までは非

常に木の情勢もよくて、基金を積んだ年もございました。19 年ぐらいからですね、一般会

計からの繰入金が 370 万、そして基金から 1,000 万から多い時には 1,800 万ぐらいは基金

を崩して入れているというような状態が続いているのですけれども、今のようにですね、

木の価格が上昇していただければというふうには思うんですけれども、この辺につきまし

て一般会計からの繰り入れ、また基金からの繰り入れということについて、今後の考えと

してどのように進んでいくのか、その辺をお聞きしたいと思います。 
 町長。 
○水澤町長 木材価格等々については、最近、林業白書を見てましても木材の需給という

のは逼迫しているということで、不足感がかなり強くなってきているというのが最近の流

れでありまして、そういう面ではそれが価格に対応してくるのかなというふうに、これは

一部期待をしています。これはこの二、三年そういう流れが続いているということであっ

て、国内木材はね、50％にしようというのが国の政策的な部分がありまして、その流れも

あるのかなと思いますけど、今現在は、国産木材が 27％ぐらいで終わっているという状況

でありますから、これを 50％に上げるというのは、なかなか至難の業だなというふうに思

っているけれども、いずれにしても、今木材産業自体がそういう原木・製材ともに不足感

が否めないという状況でありますから、多分値段的には、価格的には上がってくるのかな

というふうに、今徐々に上がってきていますけれども、これから上がってくるのかなとい

う期待はしています。 
 それが町有林会計にすぐに反映するというと、なかなか難しいと思いますけれども、こ

れは町有林会計だけじゃなくて、山を扱う人たち、いろいろな面で逆に素材が上がるとい

うことは大変な部分があるかもしれませんけれども、山に対する環境というのは、今良く

なってきているのかなというふうに思っていまして、そういう面での町有林会計とか、森

林関係の景気回復につながってくればいいのかなというふうに、今思っています。 
 ただ、それが一般会計からの繰り出しが即どのぐらいになるか、金額的には申し上げれ

ませんけれども、いずれにしても、私はこのつい最近、二、三年の傾向としては、非常に

いい傾向に、本当に底を打ってたのが、そこから回復しつつあるんだろうなというふうに

思っております。 
○森委員長 価格面ではですね、今後、回復を期待しているところでもございます。また

この町有林の管理につきましてもですね、造林、間伐、下草などの保育事業の適期実施も

必要であろうというふうにも思っております。 
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 そういう面では、本当に町の大きな財産ですから、管理面ではですね、万全を期してい

ただきたいなというふうに思っております。 
 皆さんの方からございませんでしょうか。二瓶委員。 
○二瓶委員 質問というほどでもないのですけれども、今、町長からお話いただいたので

すけれども、ちょっと所管からずれた部分もあったかなと思いますけれども、いずれにし

ても町の財産、このことが計画的にやられているということは十分に理解をできたのかな

と思っております。 
 それと同時に、上厚内の道路がこういう言葉というのは、極めて失礼な言い方ですけれ

ども、あの道路勿体ないなと思うほど整備されてたなという感じを受けたのですが、今後

においてもスーパーＦ１等々も含めて、個人ではちょっと取り扱いのできないものがあっ

たとするならば、行政としてどう取り扱っていけるのか、そして、民間の人方とも手を携

えてと言ったらおかしいのかな。共有できるものは共有しながらですね、苗木なんかも不

足しているものがあったとしても、行政も含めてちょっと力を入れていただければ、あり

がたいのかなと思っております。質問というよりも、意見、その辺含めてお願いをしてお

きたいと思います。 
○森委員長 産業課長補佐。 
○廣富産業課長補佐 本日見ていただきました、上厚内線の林道でございますが、整備を

した経過というものをもうちょっと説明だけさせていただきたいのですが、平成 20 年、

21 年ころですね、雨が降りまして路面を雨水が流れて、水が深くなりましてですね、とて

もジープでも走れないような状況になりまして、そういったところで現況にありました林

道というところで台帳に載っておりました区間につきましては、改良事業ということで勾

配が急なものですから、雨水の水処理の側溝整備、それから路面につきましては、水が流

れても大丈夫な部分と、それから急勾配、急カーブといったところでですね、林道の設計

基準に基づきまして、急勾配にかかわりますスタビ舗装等の施工が設計で義務づけられて

おりましてですね、そういったところで急勾配につきましては、ああいった見た感じ、舗

装道路に見えますが、そういったところでああいった整備をしなければ補助をいただきな

がら、改良整備はできないといったところでございます。 
 そういったところを踏まえて、全線、ああいった形で舗装道路に見えると思いますけれ

ども、実際のところ、大型の材を積んだ車が上がったりする場合はですね、やはり砂利で

すとあの急勾配だと上れないということもありますので、そういったところで舗装道路の

ような形で整備させていただきました。 
○森委員長 二瓶委員。 
○二瓶委員 何か基準みたいなのはあるんですか。 
○森委員長 課長補佐。 
○廣富産業課長補佐 大変申しわけないですが、頭に入っていないのですが、設計基準ご

ざいまして、何パーセント以上についてはスタビ舗装をしなさいという設計基準になって
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ございます。 
○森委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」の声あり〕 
○森委員長 議長、副議長の方から何かございませんか。 

〔「ありません」の声あり〕 
○森委員長 それでは、暫時休憩をとりたいと思います。 
 

午後 ２時１７分 休憩 
午後 ２時４０分 再開 

 
○森委員長 休憩を解き、会議を再開したいと思います。 
 本日は、大変ご苦労様でございました。今日の会議の内容をですね、まとめたいなと思

っております。 
 まず、最初に視察しました湧洞地区、豊頃にあります町有林の概要ですね、その辺のこ

とも説明もございました。また、上厚内地区の林道の方の説明もいただきましたし、また

今までの森林施業計画から森林経営計画に変わった説明もいただいたと思います。これに

つきまして、皆さんの方からいろいろな質問等いただいたわけでございますけれども、報

告書に備えてですね、また再度確認をする意味で、皆さんの方から意見をいただきたいな

というふうに思います。 
 杉江委員。 
○杉江委員 湧洞地区の現地調査については、皆さん見たとおりで適切に対応されている

ということと、髙橋委員からもお話あった未植栽地の対応についても、完了しているとい

うことの対応で、適切であるという見方と、林道についてはね、立派な林道になっている

ということでの所見でいいのではないでしょうかね。 
 先ほどもちょっと私協議の中で話したように、基本的には森林経営計画が出てきていな

い中での対応で、町がそういうふうに対応してくれていれば、今回の目的は達成している

と思っているんです。 
 そういう面では、計画そのものは具体的に出てきていなかったけれども、対応してきて

いるということで、計画についてはやっぱり年次ごとにね、計画の報告も求めることで意

見つけたらいいのではないですか。何か事業が出てくるまで、何もわからないということ

で、我々も納得いかない面ありますからね、抜粋でもなんでも町が町有林にかかわる問題

をね、計画がなしに進んでいるという話はないので、年次ごとでもいいからその辺の計画

はね、しっかりと提案されるようにということで。 
○森委員長 ただいま杉江委員の方から湧洞地区も適切に対応されていると。また髙橋委

員から出ました無立木地区も対応されているようであると。また、上厚内林道もですね、

本当に立派な林道がつくられていたというような意見をいただきました。 
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 ただ、今後の計画につきましては、やはり報告を求めていくべきであるというような意

見をいただきました。 
 ほかにございませんか。 
 関井委員。 
○関井委員 今、話されたように、経営計画は、ちゃんとやっているようになっているん

ですけれども、個人的にはもうちょっと具体的な整備計画というか、見たかったなと思っ

ているんですけれども、資料の 10 ページとかには基本方針５つの方針あるんですけど、

表とか具体的に間伐とか、いろいろ防風林とかいろいろな役目をする、今日見た湧洞とか

の間伐とか、そういうあれはよくわかったのですけど、生活環境保全林とか保健・文化機

能等維持林とかの具体的な計画とか、それから上厚内行った林道の、道路の基本的な計画

とかもちょっと具体的に整備計画とかも今後もうちょっと具体的に、この資料の中にあれ

ば良かったかなと思っているのですけど。 
○森委員長 林道の方については、毎年予算にいくらいくらって出ていましたよね。金額

的に。 
 安藤委員。 
○安藤委員 維持費だけは出るんだけど、整備計画の方、今後あるのかどうかというのは

わからないですけど。 
○森委員 整備計画ですね。 
 関井委員。 
○関井委員 町長も言ったように、レクリエーションとか観光を主体とした森林計画とか、

もし具体的にあればもうちょっとそういうのも、冊子がないということで。 
○森委員長 杉江委員。 
○杉江委員 今の関井委員の話は、この森林経営計画とは別で森林整備計画の方に盛り込

まれる事項で、今度説明あると思うんですよね。その時、それを聞いて、その後一般質問

なり予算なりで言った方がいいと思います。今のは、あくまでも森林施行計画ですから、

それは整備計画の方です。森林整備計画。あとで違いを説明されたでしょ。 
○森委員長 関井委員。 
○関井委員 今日ね、整備計画もやるんでないかなと思ったんですよ。 
○森委員長 杉江委員。 
○杉江委員 申し入れは、森林計画だけを申し入れているので、そうなんですよ。全体を

やるとかなり事前勉強しないと整備計画やるんだったら広範囲になりますよね。 
 そうなので、その辺は今度説明すると言っている整備計画を聞いてから対応された方が

いいかなと思います。 
○森委員長 この辺については、また後ほどというか、あとの関係でまた質問等もまたし

ていただきたいなと思います。 
 関井委員。 
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○関井委員 町有林だから全般のやつかなと。ただ視察は。 
○森委員長 中にはね、入ってはいるんだけれどもね。 
 杉江委員。 
○杉江委員 森林整備計画は、例えば森林公園に関するものもね、範囲に入れれば入るん

だろうし、今言われた観光資源とか、それが含むんだと思うのでね。 
○森委員長 ほかございませんか。 
 それと、引き続きですね、造林だとか間伐、また皆伐、そして下刈あたりは、計画に沿

ってやるべきだろうというふうにも思っておりますし、特にですね、無木、木のない地帯、

これは特に民間と言うんですか、そういう所にやはり説明をして、できるだけなくすると

いうことも必要であろうというふうに思っております。 
 木の状勢と言うんですか、まだやっぱりぱっとしないというような状況なんですけど、

森林組合さんの方ではですね、バイオマスに向けたチップ材の可能性があるのではないか

ということも言っていましたので、その木材の回復をやっぱり願うだけなのですけれども、

そういうのも記入した方がいいのかなというふうに思いますけども。 
 あとございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○森委員長 よろしいですか。 
 そうしましたら、来月の２日の議運に間に合うように作成したいなというふうに思いま

すけども、これにつきましては、また作成できた段階で皆さんにご相談を申し上げたいな

というふうに思っております。 
 よろしいですか。 

〔「はい」の声あり〕 
○森委員長 本日の所管事務調査は、終了させてよろしいですか。 
 本日は、大変早朝からですね、視察ということと、また昼から委員会で聞き取り調査と

いうことで、大変長時間にわたりましてありがとうございました。 
 

閉議 午後 ２時５３分 


