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令和元年度第１回秋田県水と緑の森づくり基金運営委員会

日 時：令和元年６月７日（金） １３時３０分～

場 所：秋田市文化会館 （第７会議室）

○秋田県水と緑の森づくり基金運営委員会委員（五十音順）

笠井 みち子 （秋田県消費者協会 理事）

加藤 薫 （一般社団法人秋田県造園協会 会長）

熊谷 嘉隆 （公立大学法人国際教養大学 国際教養教育推進機構長 教授）

黒沢 誠悦 （公募委員）

佐々木 美喜子（公募委員）

佐藤 充 （ＮＰＯ法人環境あきた県民フォーラム 理事長)

高野 誠一郎 （秋田市立御所野小学校 校長）

○県側

嶋田 理 （農林水産部森林技監）

高松 武彦 （農林水産部次長）

齋藤 俊明 （農林水産部林業木材産業課長）

鈴木 光宏 （農林水産部森林整備課長）

工藤 明人 （総務部税務課長）

◇ 議題

（１）水と緑の森づくり税事業平成３０年度実績について

（２）水と緑の森づくり基金の状況について

（３）令和元年度基金運営委員会スケジュールについて

◇ その他

（１）森林祭の開催について

（２）天皇陛下御即位記念植樹について

（３）森林環境税及び森林環境譲与税について
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議題１ 水と緑の森づくり税事業平成３０年度実績について

熊谷会長 みなさんこんにちは。令和という新しい元号になってから初めての委員会にな

ります。事務局の方も新しい技監を迎え、職員の方も新しくなり、新体制となりました。

引き続き活発なご意見、提案等よろしくお願いします。

今日は議題が３件、報告事項が３件となっておりますそれでは早速、議題１の平成 30 年

度事業実績について事務局より説明お願いします。

事務局（鈴木課長） 資料１をご覧ください。秋田県水と緑の森づくり税事業平成 30年度

の実績をご説明いたします。

最初にハード事業ですが、豊かな里山林整備事業の針広混交林事業については６市町で

誘導伐等を 118ha 実施しております。次に、広葉樹林再生事業については 3市町で、23ha、

緩衝帯等整備事業については 14 市町村で除伐等を 59ha 実施しました。

豊かな里山林整備事業の事業費実績としまして、6,662 万 3,000 円となっております。

その下のイ マツ林・ナラ林等景観向上事業については、15 市町村でマツやナラの枯損木

の伐採を実施し、事業費としては１億 7,160 万円となっております。

ウの森や木とのふれあい空間整備事業については、ふれあいの森整備事業としては、12

市町村で実施、県営事業として２カ所整備しております。木育空間整備事業については、

２市２箇所、県営で１市１カ所整備し、事業費としまして１億 2,561 万 2,000 円となって

おります。

平成 30 年度のハード事業につきましては、合計３億 6,295 万 1,000 円の実績となります。

２ページのソフト事業は、エの県民参加の森づくり事業については、森林ボランティア活

動支援事業として 23 件、森づくり県民提案事業は 20 件、市町村等の森づくり活動支援は

17件を実施しまして、総額 2,899 万 9,000 円の実績となります。

オの森林環境教育推進事業については、森林環境学習活動支援事業が 54 件、森林環境教

育指導者養成事業における要請した指導者が 28人、森づくりの人材育成では林業大学校で

34 人の育成を図っております。森林環境教育推進事業として、実績額は 3,363 万 8,000 円

となっております。

最後にカの啓発事業については、森林ボランティアなどの森づくり活動をサポートする

サポートセンターの運営費や森林祭による普及啓発を実施し、合計 2,841 万 8,000 円の実

績になっております。ソフト事業を合計としまして、9,105 万 5,000 円となり、ハード事業

と合わせて４億 5,406 万円の実績となっております。

３ページ以降からは、個々の事業についての内訳となります。３ページの針広混交林化

については、６市町で誘導伐や育成伐等で 117.65ha の実施をしております。

次に広葉樹林再生については、北秋田市ほか２市町で実施し、下刈り、補植、追肥等を

実施し、合計面積が 22.65ha となりました。



3

５ページの緩衝帯等整備については、この事業はクマ等出没抑制対策が中心となります

が、鹿角市ほか 13 市町村で下刈り等を 58.69ha を実施しております。このうち、クマ対策

として、23カ所の 51.91ha の緩衝帯整備を実施しました。

７ページのマツ林・ナラ林等景観向上事業については大館市ほか１４市町村で実施して

おります。調査を実施し、枯損木の伐倒材積、伐倒面積を記載しておりますが、伐倒材積

としてマツとナラの合計 13,820m3、面積は合計 660ha となります。

10 ページの森や木とのふれあい空間整備事業について、ふれあいの森整備事業として鹿

角市ほか 11 市町村で合計 12 カ所の整備を実施しました。木育空間整備については秋田市

の児童会館ほか２市、合計３カ所で実施しております

ソフト事業の実績内訳に移ります。森林環境学習活動支援事業について、29 の小学校、

10 の保育園、５校の中学校、その他各種団体の 10 団体で合計 54 件の事業を実施しており

ます。参加人数については合計 4,874 人となっております。

14 ページからは、県民参加の森づくり事業となります。市町村等の森づくり活動支援に

ついては、12市町 17 件の実施をしております。植樹が中心で、参加人数は合計 4,896 名と

なっております。

15 ページの森林ボランティア活動支援事業については 23 団体で、事業を実施しておりま

す。合計参加人数については、4,529 人となっております。

16 ページの森づくり県民提案事業については、合計 20 件を実施をいたしまして、参加人

数は 5,010 人となっております。

17 ページの秋田林業大学校の取組状況について、現在は、平成 30年度に入講しました第

４期生 16 名と、この 4月に入講しました 15 名、計 31名が林業大学校で研修を受講してい

るところです。研修生の就職状況を４に記載しておりますが、これまでに 50名が研修を修

了し、うち女性５名を含む 49 名が県内の林業関係企業へ就職しております。のこり１名に

ついては、秋田県立大学に進学しております。

18 ページには、この 3月に研修を修了した研修生の動向について、修了生 15 名の進路先

を参考まで掲載しております。説明は以上です。

熊谷会長 はい、ありがとうございます。全体の予算の配分については例年通り、ハード

８割、ソフト２割でよろしいでしょうか。

事務局（鈴木課長） はい。

黒沢委員 前年度第３回の委員会の際にも、現在の状況として説明がありましたが、１ペ

ージ目のふれあいの森整備事業で入札不調中という説明があったと記憶しておりますが、

それについてどうなったか説明をお願いします。
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事務局（鈴木課長） １ページ目のウのふれあいの森整備事業ですが、増減額欄に 1,925

万 9,000 円の減と記載しておりますが、これについては、能代市二ツ井町の遊歩道工事を

計画し、平成 30 年度に測量設計と工事を実施する予定でしたが、測量設計まで実施した後

に、工事発注をするという段階で入札の不調となり、工事については請け負ってもらえな

かったという状況となり、その工事が中止しているところです。なお、工事については今

年度、早期に発注するということで、今年度の計画の方へ盛り込んで実施します

熊谷会長 同じ設計をもとにまた入札をかけられるということでしょうか

事務局（鈴木課長） 単価等見直しをしながら、再度入札を実施します。

黒沢委員 ４ページの北秋田市の写真ですが、前回でも山林だが、木がないような写真が

あり、もうちょっと良い写真がなかったのでしょうか。

事務局（鈴木課長） 場所としては放牧跡地を広葉樹林に再生させる事業となり、もとも

と木が生えていなかった場所となります。放牧跡地のため、土壌改良なども実施しながら

森林に戻そうとしております。

黒沢委員 測量ポールは 20cm 単位ですよね。そうすると、整備前が１ｍ見えている、する

と、整備後が 1.8ｍとすると 80cm 草が生えていることとなります。１年分の草が刈られて

いるように見えるのですが、毎年同じ場所を実施しているのでしょうか。

事務局（鈴木課長） 下刈りについては数年実施する計画です

黒沢委員 毎年これで予算使っていくということでしょうか。

事務局（花田） 広葉樹林再生事業については、まず最初にどのように再生するか、植え

る樹種などを決める検討をしてから、植栽を行います。植樹したあとは、やはりそのまま

ですと植栽した木が周りの草に負けてしまいますので、植栽後５年までは下刈りを実施す

るようにしております。

黒沢委員 下刈り中は何も植えないのでしょうか。

事務局（花田） 最初に植えたので、その木が育つまで手入れをします。枯れた場合など

は補植等をします。
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黒沢委員 この写真の中には木は有るのでしょうか。

事務局（花田） 写真では、少々見えにくかったかもしれませんが、ポールの脇などにも

生えております。

黒沢委員 植樹は密生して植えないのか。これは植林じゃないでしょう。しかも一気に枯

れているということは別の時間に写真をとったとかはいいませんが、乗用カートなどの機

械などで切っていないのでしょうか。

事務局（花田） ふつうの機械の草刈り機で下刈りをしております。

黒沢委員 そしたら写真に緑がのこっているはずですが。写真大丈夫でしょうか。

事務局（花田） この北秋田市の場所は、かややすすきが多く生えており、夏から秋に木

をかなり覆いますので、春から夏よりもどちらかというと秋に下刈りをしたほうがいいと

いうことで実施しております。そのため、ちょっと茶色くなっていると思います。

黒沢委員 ２年前にボランティアの活動も見たいと、白神などあちこち行ったことがあり

ます。その時にここだけ、まだ生えていないということで断られたことがあります。その

時に、まだ植えてないから、日にちを決められないということだったようです。

その時と同じ場所かどうかわかりませんが、やっぱそういう感覚で地域振興局がいるの

かなというふうに感じました。だから、私はこの写真見た時にそう思ったところです。同

じところでやって、これが事業なのかということで。

実際、担当者とお話ししていると思いますので、間違いないということでわかりました。

黒沢委員 場所は確認しにいってもよいでしょうか。

事務局（花田） はい。

黒沢委員 場所は森吉でしょうか。

事務局（花田） はい。

黒沢委員 今度の森林祭の場所から車でどれくらいかかりますか。

事務局（花田） 森吉の奥になりますので、森林祭の場所からですと、一時間くらいはか
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かると思います。

熊谷会長 資料の作り込みの工夫が少々必要かと思われますので、しっかり改善をよろし

くお願いします。それでは次の議題に入ります。
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議題２ 水と緑の森づくり基金の状況について

熊谷会長 基金の状況について、事務局より説明お願いします。

事務局（鈴木課長） 平成 30年度末の実績見込みとして、455,395,097 円を平成 31 年３月

に基金から取り崩して、各事業主体に実施額を交付しております。その後、事業費を精査

しまして、令和元年５月に平成 30年度実績額が 454,005,485 円と確定しております。

見込み額との差額 1,38,612 円を５月末に基金へ戻したところです。よって、５月末の段

階で、82,726,981 円が森づくり基金の残額として入っております。

この後、平成 30 年度の税収が６月以降に確定しますので、税収見込みとの差額が基金の

方に入ることとなります。

また、令和元年度の税収は 456,000,000 円を見込んでおります。令和元年度の事業費に

ついては 479,016,000 円を計画しており、運用益 8,200 円と合わせて年度末は 59,719,181

円プラス税収差額となる予定です。

熊谷会長 税務課長にお聞きしたいのですが、平成 20年度からの税収の推移というのはお

そらく微減かと思うのですが、どれくらいの額で推移しているのか、おわかりでしょうか。

税務課長 資料を持ち合わせてないので、はっきりとは申し上げられませんが、大きく平

成 19 年度にいわゆる国から地方への税源移譲ということで、個人県民税が一気に引きあが

った経緯がございますが、その後はそれほど大きな上昇・減少はないです。

熊谷会長 森林環境税も似たような推移となりますか。

税務課長 森林環境税も個人住民税の均等割にかかりますし、法人県民税も大きな変化は

ないと思います。

熊谷会長 今後もしばらくはこの額で推移するということで間違いないでしょうか。

税務課長 そうですね、所得についてかかれば変動することがあると思いますが、均等割

にかかりますので、一定の水準で推移するものと思っております。

熊谷会長 あとは人口減に伴ってどれくらい減るかということでしょうか。

税務課長 ただ、課税される納税者の数にもよりますので、単純に人口減と連動するわけ

ではないと思います。
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笠井委員 税収の見込みよりも事業費の方が多いのですが、今のお話を聞きますと、これ

からやはり収める人が少なくなるということがありますので、多くの予算を充てないで、

これくらい税収が入るからこれくらい使う、収入と支出が同じくらいがよろしいのかと思

います。今年度は税収に対して少々多いのではないのかなと感じております。

事務局（鈴木課長） この基金については残額があり、昨年度当初で 5,800 万円ほど基金

に残っておりました。その基金をどんどん貯めていこうというものではなく、毎年の税収

に残額をプラスした事業費を充てるのがよいと考えております。

今年度の当初も約 8,000 万円の残額がありますので、それを積み立てていくということ

ではなく、税事業を実施したい要望があった際に活用しながら、毎年の税収よりややプラ

スで事業を実施しながら基金を活用していきたいと思っております。

熊谷会長 おそらく笠井委員の立ち位置、特に主婦感覚という観点からも、使わないで貯

めたらよいのではという発想と思いますが、基金の性質上、使うという前提があります。

また、のちほどの報告にもあるかと思いますが、国の森林環境譲与税が入ってきますので、

この使い道をどのように整理しながら、秋田の森を整備していくかを考えなくてはいけま

せん。ほかに質問がなければ次に入ります。
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議題３ 令和元年度基金運営委員会スケジュールについて

熊谷会長 今年度のスケジュールについて事務局より説明お願いします。

鈴木課長 １回目については本日開催ということで、平成 30 年度の実績、基金の状況、今

後のスケジュールの他、この後報告事項を説明いたします。

２回目については、税事業を実施した箇所についての現地視察を予定として９月頃に実

施したいと考えています。

３回目については、12 月頃に令和元年度の実施状況、来年度の計画案、県民提案事業の

募集についてを議題をして開催したいと考えております。

４回目については、令和２年度の事業計画、県民提案事業の審査についてを議題として

予定しております。年４回を予定し、開催日については事前に委員の皆様の日程調整を行

いながら、決めたいと思いますので、よろしくお願いします。

熊谷会長 はい。よろしいでようか。議事については以上となりますが、これまでの議題

について、個別にありましたら質問をお願いします。

加藤委員 資料１の森や木とのふれあい空間整備事業で、実績が 19,259 千円の減額の理由

が入札の不調ということでしたが、設計内容は変わらずに入札されて次回は成立するもの

でしょうか。

事務局（鈴木課長） その点については、昨年度工事を発注した際に、去年やおととしの

水害等の復旧工事に工事の人手をとられ、現場代理人がいない状況で、こちらの工事まで

手が回らなかったということが大きな理由と聞いております。設計の内容や単価等の見直

しを行いながら、再設計し、今年度発注していく予定です。

加藤委員 そういう理由で今年は落札されそうだということで了解しました。

（会議後、工事が落札されたことを確認しました。）

佐藤委員 マツ・ナラ等景観向上事業について、計画面積に対し、実績面積が少なくなっ

ている理由と、特にナラ林の方は計画での 808ha に対し 433ha の実施にとどまっているの

で、のこりは今年度で実施していくという理解でよろしいでしょうか。

事務局（鈴木課長） 前年度計画する段階では実際に調査を実施していないため、おおま

かな数値で計画をしております。実施の段階で森林の調査に入りますので、計画の数値と

実績に大きく差があることはありうることと考えております。
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佐藤委員 実績はボリューム量でみたらよいのでしょうか。処理するボリュームにより事

業費が左右されると思いますので、事業費見合いだとすれば、このボリュームに達すると

終了するという考えでよろしいでしょうか。

事務局（鈴木課長） はい。その場所を実施するという時に、その中で白骨化した木の伐

採した材積により事業費を出しますので、その考えでよいと思います。

熊谷会長 佐藤委員の指摘したいところというのは、ある程度不確定要素があるにしても

あまりにも乖離すると、いったい最初の計画というのは何だったのだろうということの指

摘だと思いますので、事前の調査等をもう少ししっかりやったらどうかということで私は

理解しておりますが、佐藤委員どうでしょうか。

佐藤委員 そういうことですが、山のことですから、どこまで成果をあげるかとなると難

しい面もあろうかと思いますが、計画とかけ離れると疑問に感じてしまいますので、もう

少し詰めた計画を立てるようお願いします。

事務局（花田） 補足させていただきますと、やはり山の中に入って実際にも見込んでい

た以上に枯れている木が集中してあったりすると、それを伐らなければならなくなります

ので、その場合は当初大きな面積で計画していたところが局所的に処理しなければならな

くなり、結果として面積が小さくなってしまうこともあります。

熊谷会長 引き続きよろしくお願いします。

加藤委員 ９ページの実施前後の写真について、由利本荘市の実施後の写真は雪が残って

いてわかりづらいので、わかりやすいようにしてもらいたい。

事務局（鈴木課長） ご指摘のとおり写真がわかりにくいですので、事業実施前後のわか

りやすい写真を撮るように事業実施者には指導しまして、次回以降きちんとした写真が掲

載できるようにさせてください。

加藤委員 きちんとやっていると思いますので、余計な心配をさせないようにお願いしま

す。

熊谷会長 さきほどの黒沢委員のご指摘にもありましたように、これは大事な点と思いま

すので、資料の作成にはこの委員会だけではなく、県民の方々にもしっかり理解してもら

えるよう、改善をお願いします。
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黒沢委員 前回（平成 30 年度第４回の基金運営委員会）のテーマであった県民提案事業の

審査の話になるのですが、角館里山再生プロジェクトの事業内容で、外ノ山で桜を植える

という内容でしたが、外ノ山は林野から地域運営会という市のボランティアが契約してい

る箇所を、補助金を受けるために別の団体を作ったような気がしたのですが、よいのでし

ょうか。このようなやり方がよければもっと補助金が受けられることとなると思います。

事務局（畠山） ＮＰＯ法人角館里山再生プロジェクトの事業内容を前回審査していただ

いたことについて、その活動地域の中に外ノ山という場所があり、国有林が一部入ってい

る所となります。その場所を角館街づくり地域運営会が国有林と契約を結んで活動を行っ

ております。

また、街づくり地域運営会のメンバーの一つにこのＮＰＯ法人が入っております。今回、

県民提案事業で実施する歩道の整備や植樹活動については国有林ではなく、民有林内で実

施するということです。

国有林からは補助金はでておりませんし、運営会からもお金が NPO に入ることもないの

で、二重になるようなことはないことも確認しておりますし、振興局からも二重にならな

いよう指導をしております。

黒沢委員 まったく同じ事業内容であれば、補助は受けられないということでしょうか。

事務局（畠山） 運営会は市の方から助成を受けているようですので、同じ内容で助成さ

れていれば、森づくり税事業からは補助はしないこととなります。

黒沢委員 わかりました。

熊谷会長 他になければ、もう一度確認しますと、ふれあいの森整備事業の入札不調の質

問がありましたが、今年度改めて実施するということです。森吉の放牧跡地の植林につい

ての質問については、資料の出し方に改善の余地があるので、今後、工夫をお願いします。

基金の運用のあり方については、事務局の方から基金の性質についての説明があり、これ

については５箇年計画、そして年度毎に何が短期的・中長期的に大事かということをしっ

かり議論して、これまでどおりしっかりと運用していくということと思います。

これで議事の方は終わります。
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その他

熊谷会長 報告事項について、事務局の方から説明お願いします

事務局（鈴木課長） （１）森林祭について、ご説明します。

日時については、７月７日日曜日に北秋田市の北欧の杜公園で実施することとなりまし

た。内容については例年と同様に式典を実施し、森林整備活動として、広葉樹の植栽を実

施する計画です。また、緑ふれあいフェアとして、アトラクション、展示・体験コーナー、

飲食コーナーを設ける予定です。

それに加えまして、体験バスツアーについては、伊勢岱遺跡を見学する予定です。また、

同日、東北チェンソーアート競技大会も開催しますので、都合のつく委員の皆様にも出席

してもらえばと思っております。以上です。

黒沢委員 去年、参加させていただきました際に、食事に困りまして、屋台があったけど

閉まっていたり、今年もそういう状況なら弁当などを持って行ったほうがよいことを知ら

せた方がよいと思います。

事務局（鈴木課長） その時の天候状況にもよりますが、昨年は雨が降りたいへんだった

ということでしたが、今回の場所については、森林公園ということで、管理棟の中にも食

堂もあります。また、屋台の出店もありますので、利用していただければと思います。

熊谷会長 10 時から３時まで実施する中で、食事するところがない状況というのは厳しい

ですから、去年は屋台が出店されていたけど、雨だからやっていなかったということです

が、今年も起こりうることでしょうか。

事務局（畠山） 昨年は、ラベンダーまつりと併設で、町の屋台がラベンダーまつりに出

るからから大丈夫ですよという事を言われていたのですが、当日の朝、大雨でしたので店

が出なかったということになってしまい、反省するべき点と思っております。今年は会場

にも食べ物ブースを設けることにしておりますので、大丈夫と思っております。

熊谷会長 はい、そういうことですので、委員の皆さんも安心して参加していただければ

と思います。では、次の報告事項、天皇陛下御即位記念植樹について、説明をよろしくお

願いします。

事務局（鈴木課長） 資料５をご覧願います。昨年度の第４回目の基金運営委員会の中で、

天皇陛下の御即位記念植樹を実施する場合は、標柱の設置及び代金として３万円を上乗せ



13

することを審議していただきました。県の方で、標柱の案をつくり、今年度植樹を実施す

る団体に希望を取ったところ、４団体で御即位記念の標柱の設置する意向を示されました。

そのうち、３団体については、事業の補助上限を超えて交付することとなることを報告

させていただくとともに、標準的な標柱の図面を資料に掲載しておりますが、これを参考

に各団体で設置してもらうこととなります。

また、上小阿仁村につきましては、自費で標柱を設置し、費用の上乗せは不要であると

のことです。以上です。

熊谷会長 よろしいでしょうか。では次の報告、森林環境税及び森林環境譲与税の概要に

ついて、事務局より説明お願いします

鈴木課長 資料６をご覧願います。この４月１日に森林環境税及び森林環境譲与税に関す

る法律が施行されました。森林環境税の創設については、令和６年度から課税されること

となります。１人当たり 1,000 円が課税され、個人住民税をあわせて実施することとなり

ます。また、森林環境譲与税の創設については、平成 31 年４月１日に施行され、譲与され

る団体としては、市町村また都道府県となります。

市町村の使途については、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発

等の森林整備及びその促進に関する費用と法律に明記されております。都道府県について

は、森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用とされております。

譲与の基準については、総額の９割に相当する額を私有林人工林面積、林業就業者数、

人口で案分され、各市町村に配分されることになります。

また都道府県については、総額の１割に相当する額を、市町村と同様の基準で配分され

ます。

令和６年度から森林環境税が課税されますが、森林整備を先延ばしにすることはできな

いということで、後年度における森林環境税の税収を先行して充当することとし、国の方

で借り入れしまして対応することになっております。また、市町村の体制整備の進捗に伴

い、徐々に譲与額は増加するよう設定されております。その借り入れ金額については、今

後の森林環境税の税収をもって確実に償還することとなります。

県には総額の１割に相当する金額が譲与されることとありますが、当初は、市町村の支

援を実施する県の役割が大きいということから、当初は、総額の２割となります。最終的

には１割が都道府県に配分となります。

実際に今年度から事業が始まりまして、各市町村で取組を実施している状況です。県と

しましては、市町村ごとに状況が違うことから、各市町村とに相談にのりながら対応して

いくことで、支援を図っていくこととしております。

熊谷会長 ありがとうございます。この件に関しましては、昨年度からいろいろな報告を
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いただきまして、今後起こりうるだろうちょっとした混乱であるとか、整理しなければい

けないこととかの議論が少しありました。ここら辺のことは今後、本格化していくかと思

いますが、この委員会で議論することになりますか。それとも別の土俵でやることになり

ますか。

事務局（鈴木課長） 森林環境譲与税と県の森づくり税は、目的などが違う中で、森林環

境譲与税を活用できるのではないかという部分については、今後も、基金運営委員会でも

情報提供していきながら、また、実際に森づくり税事業の中で重複するような部分があっ

たりした場合に、意見をいただきながら進めていくことになると考えております。

実際に森林整備を実施するのは、市町村となりますので、市町村の情報等も提供しなが

ら、その辺はまだ始まったばかりということもあり、まだ提供できる情報はありませんが、

本県は森林の多いところですので、まずは手入れのされていない森林を整備するというこ

とで、市町村がその対象となる森林等の調査等実施しているところです。

実際にこの後、市町村の状況を見ながら、情報提供していきたいと思います。

黒沢委員 前回の説明とほとんど同じ内容であり、もうちょっと具体例を挙げてご説明い

ただけないでしょうか。前回と比べ、この市町村ではこのようになりました。ところがこ

ういう問題がありました。というところまで提示がないと何も質問もできないのではない

でしょうか。私は逆に上小阿仁はできるんですか、事務員はいるんですかという具体的な

質問をしました。そういうふうに、個別の市町村名をあげなくても報告を聞いている、相

談されている市町村の具体的な話を少し混ぜて、わかりやすい説明をして欲しいです。

事務局（鈴木課長） 今年度で入ってまだ２ヶ月であり、今後、こちらの方でも各市町村

の取組情報を把握しながら、情報を提供していきたいと思っております。

まずは手入れのされていない森林について、場所を確定しながら森林所有者の意向を聞

くという、森林施業の前の調査等を市町村の方で、やり始めている段階でありますので、

やる中での問題であるとかが見えてくると思いますので、そのような点も委員会の中でも

情報として出していければなと思います。

熊谷会長 市町村によっても受け止め方が違うと思いますし、県としてサポートする、情

報提供する部分もあると思いますので、まさにこれから協議しなければならないことがで

てくると思います。

これで本日の議事、報告事項はすべて終わりました。

嶋田森林技監 本日はいろいろご意見ありがとうございました。先ほど来ご指摘いただい

ております件につきまして、この委員会は税の使途と透明性を確保する、しっかり目的に
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沿って使っていくということをチェックしていただくための委員会でございます。

本日ご指摘ご意見いただいたことに、わかりやすい資料できちんと説明ができるように

しろというご指摘だと承っておりますので、ここをしっかり対応していきたいと思います。

引き続きご指導よろしくお願いいたします。


