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令和元年度第３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１２月２６日（木） １３時３０分～

場 所：ルポールみずほ（ききょうの間）

○秋田県水と緑の森づくり基金運営委員会委員（五十音順）

碇子 進 （税理士法人 福士合同会計事務所 税理士）

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 理事・副学長）

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）令和元年度秋田県水と緑の森づくり税事業実施状況について

（２）令和２年度秋田県水と緑の森づくり税事業計画（案)について

◇ その他

（１）令和２年度森づくり県民提案事業の募集について

（２）令和元年度におけるナラ枯れ被害の発生状況について

（３）森林環境譲与税及び森林経営管理制度の進捗状況等について
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議題１ 令和元年度秋田県水と緑の森づくり税事業実施状況について

熊谷会長 みなさんこんにちは。本日もお忙しいところご参加くださいましてありがとう

ございます。本日は議題が２件、その他報告事項３件となっております。それでは議題に

入ります。本年度の事業の実施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） 資料１の令和元年度水と緑の森づくり税事業実施状況について説明

します。

はじめにハード事業ですが、豊かな里山林整備事業については当初計画の予算額 7,036

万 2,000 円に対して実績見込み額が 6,956 万 2,000 円ということで、80 万円の減となって

おります。個々の事業ごとの増減についてはこの後ご説明いたします。

針広混交林化事業については、誘導伐等が計画の 75ha に対し、実績として 70ha を見込

み、５ha の減になるのに伴い、面積精査等により事業費は 30 万円の減額の見込みです。

広葉樹林再生事業については、下刈 14ha、植栽２ha、県営事業として下刈１haと計画し

ていましたが、実績見込みとしては下刈と植栽合わせて 14ha、県営事業については植栽１

haとなり、面積は２ha の減、事業費は 10万円の減となる見込みです。これにつきまして

は入札差金による減額となります。

緩衝帯等整備事業については、15 市町村で除伐等 110ha と当初計画をしていましたが、

実施は 14 市町村となっています。実績見込みとしては、除伐等が 113ha と面積は３ha増と

なっておりますが、入札差金等による不要額 40万を見込んでいます。

マツ林・ナラ林等景観向上事業については、予算額１億 3,419 万 4,000 円に対して実績

見込み額は１億 2,509 万 4,000 円で、910 万円の減となる見込みです。これについては、マ

ツ林の当初計画事業量の材積が 5,525 ㎥に対し、実績見込みが 5,650 ㎥です。ナラ林の伐

採材積については、4,777 ㎥の計画に対し、調査結果から 4,148 ㎥となる見込みです。ナラ

林の伐採面積、材積ともに減となることから、調査結果による枯損木処理量の減、また、

入札による不要額が発生しています。

森や木とのふれあい空間整備事業については、計画事業費が１億 9,054 万 7,000 円で、

実績見込み額は１億 6,604 万 7,000 円、差額が 2,450 万円減です。実施市町村数、整備個

所数等々は変わりませんが、減額については入札差金による不要額、また、計画の見直し

による年度事業費の減、入札不調による中止ということもあり、今年度の不要額が 2,450

万円となっています。

ハード事業合計として、３億 9,510 万 3,000 円の計画に対し、実績見込みが３億 6,070

万 3,000 円、不要額 3,440 万円となっています。

ソフト事業についてですが、県民参加の森づくり事業は予算額 3,180 万円に対して、実

績見込みが 2,885 万 8,000 円となり、294 万 2,000 円の減額となります。
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森林ボランティア活動支援については、119 万円が実績見込みによる減額です。当初計画

では件数として 25 件でしたが、実績見込みで１件増えております。これについては、森林

ボランティア活動支援の申請手続き締め切られた後で、１件の実施希望依頼があり、でき

るだけ多くの森林ボランティア団体に活動してもらいたいということから内部で検討した

ところ、他の森林ボランティア団体での要望予算の減額をしたいという報告もありました

ので、全体の予算内で対応が可能ということで１件追加させております。

森づくり県民提案事業については、22 件を採択し、実績見込みによる金額は 69万 4,000

円の減額となります。

市町村等の森づくり活動支援については 17 件当初計画しておりましたが、実績見込みで

は 16 件です。この１件の減については、クマの出没によって活動を予定していたフィール

ドでの事業ができないということで中止となったためです。金額はその他の実績見込みに

よる減額で 105 万 7,000 円となっています。

森林環境教育推進事業については、当初計画の予算 2,368 万 4,000 円に対して実績見込

み額が 2,331 万 4,000 円となり、37 万円の減額です。森林環境学習活動支援事業について

は、実績見込みで 37 万円減となっています。また、森林環境教育指導者養成事業について

は、事業量の当初計画 60人に対して実績見込みで 90人、30 人の増となります。

森づくりの人材育成については、林業大学校での人材育成ですが、当初計画の 35 人に対

して実績見込みが 31人で４名の減です。

ソフト事業の小計は予算額 8,391 万 3,000 円に対し、実績額 8,060 万 1,000 円となり、

331 万 2,000 円の減額を見込んでおります。

今年度のハード事業とソフト事業を合計すると、当初計画予算４億 7,901 万 6,000 円に

対し、実績額４億 4,130 万 4,000 円で、3,771 万 2,000 円が不要額として見込まれます。

３ページからは 12月２日現在の実施状況について記載しています。はじめに、針広混交

林化事業について、進捗状況としては大館市での実施分で現場作業が完了しており、他の

二箇所については、冬期間にかけて作業を実施し、３月の年度末までには全ての箇所で完

了する予定です。

４ページの広葉樹林再生について、全ての箇所で現場作業を完了しておりますが、湯沢

市で実施している箇所については事務的な報告書等のとりまとめをしているところです。

５ページは緩衝帯等整備の事業についてです。進捗状況としては、11 市町村で整備が完

了しております。大仙市の実施中の箇所については、住宅街のある森林を冬の間に整備の

実施を予定しており、年度末までには完了する予定です。

６ページのマツ林・ナラ林等景観向上事業について、進捗状況としては２市町で整備が

完了しております。冬期期間にかけて実施する箇所が多く、年度末までには全ての箇所で

完了する予定です。

７ページのふれあいの森整備事業については計画の 15地区中、４地区で整備が完了し、

４地区が現場の整備作業をすでに完了し書類のとりまとめ中となります。残りの５箇所に
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ついては、積雪中でも作業可能な整備を実施している状況であり、年度末までにはすべて

の地区で整備が完了する予定です。

８ページの木育空間整備事業の進捗状況については、北秋田の施設では整備が完了して

おります。その他の施設については現在整備中で、２月までには整備を完了する予定です。

９ページからはソフト事業の状況です。森林ボランティア活動支援事業については、事

業が完了したのは６団体で、残りの団体についてはイベント等が終了したものの事務作業

が残っており完了とはなっていないところとなります。

10 ページの森づくり県民提案事業について、今年度は 22 団体で事業を実施しており、そ

の中で５団体が整備を完了しております。残りの団体については現在も実施中または、書

類等の整理中となっております。資料には各地で新聞に掲載された事業について記載して

おります。

11 ページの市町村等の森づくり活動支援の事業について、12 団体 16件で事業を実施し

ていますが、10団体で整備が終了しております。先ほどクマの出没によって事業を中止に

したという話をしましたが、それについては、表中 10番目の五城目町の五城目森林組合が

予定していたイベントとなります。

森林環境学習活動支援については、46 団体で事業を実施し、16 団体で事業を終了してお

ります。13ページに今年度の状況の写真も載せています。

森林環境教育指導者養成事業について、今年度は保育士等を対象に、幼児等における自

然体験型活動や木育活動を実践できる指導者を養成するため、２講座を本県で開催したと

ころ、定員を上回る希望者となり、木育インストラクター養成講座には 30 名、森のようち

えん指導者養成については 55名の方の出席があり、全体で 85名の方々に研修に参加して

いただくことができました。また、13ページ右下の※印にありますが、この後１月９日に

は小中学校の先生を対象とした研修会を予定しております。

森づくりの人材育成について、林業大学校の運営等を実施しまして、環境林整備に関す

るカリキュラム経費等の一部に活用しております。

普及啓発事業の①あきた森づくり活動サポートセンターの設置・運営については、森林

ボランティアの育成や指導者の派遣、活動資材の貸付、情報発信等々実施しております。

今年度の 12月１日現在の活動実績は、森林ボランティア団体が 86 団体・1万 1,329 人が登

録されており、今年度 11月１日までの間に６団体・292 人が新規登録されております。そ

の他、森林ボランティア研修会等の開催や指導者の派遣をしています。また、サポートセ

ンターにボランティア団体等から紹介・相談のあった内容について、その下に記載してい

ます。水と緑の森づくり税に関することが５件、森林ボランティア活動に関することが 34

件、その他、秋田の森林等の紹介事項が 12月までに 43件ありました。

②水と緑の森づくり基金運営委員会は本日、今回で今年度３回目ということで 12月 26

日に開催されています。この後４回目は３月に予定されています。
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③普及啓発活動は県営事業として、７月７日に「あきた水と緑の森林祭」を北秋田市の

「北欧の杜公園」で実施しました。

その他を 11 月 24 日に秋田市アルヴェで行われた「キッズおしごと体験フェスタ」で木

育体験ブースを出展し、秋田の自然や森のお仕事を紹介しました。

副読本として「あきたの森林」を 11月に全県の 195 校と特別支援校 16校の小学４年生

を対象に配付し、あきたの自然などについて学校教材として使用していただいております。

④森林環境調査・研究について、森林生態系長期大規模モニタリングサイトの設置・観

測や、広葉樹林の再生に関してボランティア団体等への苗木の配付、植栽地での生育状況

の調査等を実施しております。また、ナラ枯れ被害林分の再生に関して、ミズナラ・コナ

ラ林にモニタリングサイトを３箇所設定し、調査を実施しているところです。

その他、全国表彰関係として、この森づくり制を直接活用して活動している団体、また

直接的ではないが間接的に森づくりのイベントに参加して表彰されている記事を参考とし

て掲載しております。

 

熊谷会長 ありがとうございました。今年度の各種実施事業について説明してもらいまし

た。質問、コメントいかがでしょうか。

 

佐藤委員 ２点お伺いしたいのですが、ふれあいの森整備事業について、先ほどご説明の

中で入札不調というお話がありましたが、場所としては変わっていないので、７ページを

拝見すると色々な事業内容が書かれておりますが、分割で発注されてその中の一部が不落

になったということでよろしいでしょうか。

もう１点は、ソフト事業の中の指導者の養成事業についてです。計画に対し実績が上回

っており嬉しいことだと思いますが、13ページの説明に「本県で開催した」とありますが、

この「本県で」にはどういう意味合いがあるのかお聞きしたいと思います。

 

事務局（鈴木課長） １点目のふれあいの森整備事業についてですが、仙北市のクニマス

館周辺の大沢地区森林公園を整備する中で、１件入札不調があり、東屋を別個発注してい

たのですが、その東屋について入札不調がありました。そのため、今年度に東屋を整備で

きなかったことから、来年度に再度発注することにしております。

２点目のソフト事業の指導者育成の件については、昨年度は東京都などで開催されるイ

ンストラクター養成講座に参加してもらうために交通費を５名分助成して実施しましたが、

それでは人数があまりにも少ない割に希望者が多かったこと、講座が人気のため応募して

も受講できなかったということがありました。そのため、今年度は秋田に講師を呼び、希

望者に受講してもらったので文章が「本県で」となっています。
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熊谷会長 指導者の育成に関しては毎年参加者を集めるのに苦労していたと記憶していま

すが、今回は 30 名の参加ということでよかったと思います。引き続き参加の努力をお願い

したいと思います。他にいかがでしょうか。

 

黒沢委員 ３点ほどお伺いします。６ページのマツ林・ナラ林等景観向上事業について、

伐採ばかりで、２回目の委員会の際に見学したが、マツの苗を植えている事業は１つもな

いということなのでしょうか。質問は１つずつでいいですか。

 

熊谷会長 １つずつでお願いします。

 

事務局（鈴木課長） マツ林・ナラ林等景観向上事業の中では、枯れたマツや枯れたナラ

の伐採のほかに植栽も事業のメニューには入っています。ただし、実際のところ最近は、

枯死木の伐採だけで整備を終わり、植栽まで実施する事業主体がいないというのが実質で

す。過去平成 20～21 年には伐採跡地に植栽等したこともあります。こちらの方でも伐採し

て空間が空くのであれば、できるだけ植栽したいと考えているところです。

 

黒沢委員 次に前回にも質問していたことですが、森づくり県民提案事業で、表の●番の

の団体は、よその事業の補助金のもらい損ないの団体ではないかという質問をしました。

また、●●番の団体は、団体名を変えて NPO にして、同じところが２つ補助金をもらって

いるのではないか、という質問をしました。これについて、現状どうなっているかをお伺

いしたいと思います。

 

事務局（鈴木課長） ●番の団体はクマ対策で事業を実施し、整備を終了しております。

その中身としては、自分たちのできる部分についてはその経費、自分たちでできない除伐

などについては森林組合に委託して事業を実施したという実績報告書をもらっています。

もう１点、●●番の団体についても事業計画があり、事業計画の中で実施するものに関

してはきちんと実施されています。まだ実施報告書と最終的な確認は取れていませんが、

計画されている分は実施されていると考えております。

黒沢委員 この前の質問では、他の団体と構成員が同じだということで質問したはずです。

NPO 化して再度補助金をもらっているのではないか。また、先に立ち上がった団体が国有林

の指定を受けているのに、NPO をつくったからといって、同じエリアで補助金をもらえるの

であれば、補助金を二重に受けようとする団体が出てくるのではないかという質問をしま

した。
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事務局（鈴木課長） 同じメンバーで違う団体を作って、同じ場所で違うところから助成

金を重複してもらっているのではないかという話でしょうか。こちらの方で実施している

部分については、計画書などで確認しているので把握していますが、違う団体のことにつ

いては、どういうことをしているのかということまでは確認ができていないのが現状です。

事務局（畠山） ソフト事業を担当しています。よろしくお願いします。●番の団体につ

いては、今回実績報告をいただき、振興局で現場確認をしたところ、範囲が別の事業と被

らないことを確認しています。

もう一つの●●番の団体について、今はＮＰＯ法人となった団体ですが、その前は任意

団体として活動されていました。メンバーのリストも付けていただき、国有林の現場活動

範囲も協定を結んでいるということで、問題ないという判断をしました。事務局の方とも

お話しして、条件はクリアしているということで認可をしております。

 

黒沢委員 エリアが別だということでよろしいですか。

 

事務局（畠山） そうですね。合わないということで前回もお話ししたと思います。

黒沢委員 実施箇所内でも国有林とそうではない所があって、先にした方が国有林で、今

回は国有林以外だということですね。それが書類上明らかになっているかどうかをはっき

りしておかないと、二重に補助金申請が出るおそれがあるので、それをよくチェックして

ください。ちなみに表中の●番の団体についてはこの前ＮＨＫで放送していましたね。ご

らんになられていますか。

事務局（畠山） 見ておりませんでした。

黒沢委員 そうですか。ＮＨＫで放送していて、私も驚きました。ちゃんと活動している

というのは、テレビで報じていました。ありがとうございます。

質問の３つ目ですが、市町村等の森づくり活動支援事業で、100 万円の実績見込額がいく

つか出てきます。いったい何に使ったのですか。大きな額があっさりと出ているので、こ

の内訳についてどれか一つ明細を教えていただきたいです。よろしくお願いします。

事務局（鈴木課長） 例えば資料１の 11 ページの表にある大館市の木育キャラバンには 100

万円を補助していますが、これについては事業費が全体で 135 万円かかっています。その

中で木工体験材料に５万円、その他は委託料で、東京おもちゃ美術館と契約し、木のおも

ちゃなど必要なものを持ってきてもらい実施しているという状況です。



8

熊谷会長 事務局で精査して確認しているということですね。

 

事務局（鈴木課長） はい。中身については、実際の事業費が 100 万円以上になっている

ものもあるが、上限は 100 万円と決められているので、予算超えた分は自己負担で事業を

実施してもらっています。

 

熊谷会長 確認ですが、支援額が 30万だろうが 100 万だろうが、その使途については確認

して把握しているということですね。

 

事務局（畠山） 確認しております。この事業は上限が 100 万円なのでそれ以上は補助を

出せませんが、今年度に限り、天皇陛下の御即位記念ということで鹿角市と美郷町には３

万円分の標柱代ということで、今年度は特別に３万円を上乗せしています。
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議題２ 令和２年度秋田県水と緑の森づくり税事業計画（案)について

熊谷会長 それでは来年度の事業についての議題に移ります。

事務局（鈴木課長） 令和２年度秋田県水と緑の森づくり税事業計画案について、資料２

をご覧ください。予算金額等についてはこの後財政課との調整もあるので、金額は記載し

ておりません。

最初にハード事業の豊かな里山林整備事業について、針広混交林化事業は誘導伐等 56ha、

６箇所での整備要望があります。

広葉樹林再生事業は、下刈り・植栽等で 16ha、新規に植栽整備を行いたいとの要望もあ

ります。

緩衝帯等整備事業は除伐等 153ha、鹿角市ほか 14市町村で要望があり、今年度よりも 43ha

増の要望があります。

マツ林・ナラ林等景観向上事業について、伐倒マツが 270ha、ナラが 493ha で、大館市ほ

か 13 市町村からの整備要望があります。

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が 13 市町村、整備

15地区です。今年度からの継続箇所が９地区と、新規要望箇所が６地区ということで、合

計 15 地区の整備要望です。

木育空間整備事業は、３施設で整備の要望があります。

次にソフト事業の県民参加の森づくり事業について、市町村の応募が 15 件、森林ボラン

ティア団体等の応募が 27件で、この後も引き続き支援をしていきます。森づくり県民提案

事業は現在、来年度事業の募集をしているところです。令和２年１月 31 日が締め切りです。

委員の皆様方にはこの後４回目の委員会で審査をしていただきます。来年度も 30 団体程

度を支援する予定です。

森林環境教育推進事業については、応募が 44 件あり、来年度も児童・生徒を対象として

森林環境教育活動を支援していきます。森林環境教育指導者養成については、森林ボラン

ティア活動の指導者の養成等々、今年度も実施した保育士等を対象とした“森のようちえ

ん”活動や“木育インストラクター”等の養成を県内で実施したいと考えています。

森づくりの人材育成については、林業大学校における人材の育成として、１年生 18 名、

２年生 15 名の 33 名を予定しています。

普及啓発事業の中では、県民参加型のイベントとして来年度も森林祭を開催します。開

催地は能代市を予定しています。

「あきた森づくり活動サポートセンター」による森づくり活動の支援と情報発信も行い

ます。

また、「秋田県林業研究研修センター」による森林環境に関する調査・研究の実施として、

現在実施しております「森林生態系長期大規模モニタリングサイトの設置と観測」や広葉
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樹林の調査・研究に加え、来年度についてはマツノザイセンチュウ抵抗性クロマツの開発

というものを研究の一つとして加えたいと考えています。これについては資料３で説明さ

せていただきます。

水と緑の森づくり税基金運営委員会の調査・審議の実施を予定しています。

次の３ページには今年度と来年度の事業量の増減等々について記載されています。ハー

ド事業の針広混交林化事業について、今年度と比べて市町村数は増えますが、面積は 19ha

の減です。

広葉樹林再生事業についても市町村数は増えますが、面積は１ha 減の予定です。

緩衝帯等整備事業について、市町村数は変わりませんが面積は大幅に増加しています。

マツ林・ナラ林等景観向上事業については、伐倒材積が 9,714 ㎥が来年度予定されてお

り、今年度よりは 488 ㎥減少する見込みです。

森や木とのふれあい空間整備事業のふれあいの森整備事業については先ほども説明しま

したが、新規箇所が６箇所、継続箇所が９箇所で、市町村数が増えることになります。

木育空間整備事業については、３市３施設で要望があります。

ソフト事業・県民参加の森づくり事業の森林ボランティア活動支援については、今年度

に比べて２件増加しています。森づくり県民提案は 30 件を予定しており、市町村等の森づ

くり活動支援は今年度より要望が２件減っています。

森林環境教育推進事業の中の森林環境学習活動支援事業については、今年度に比べて２

件の減です。森林環境教育指導者養成事業は、今年度と同様 60人を予定しています。説明

は以上です。

熊谷会長 資料３についても説明をお願いします。

事務局（鈴木課長） はい。続いて資料３も説明させていただきます。

菅原（林業研究研修センター） マツノザイセンチュウ抵抗性クロマツの開発に関して、

森づくり税の普及啓発事業での調査研究としての実施をご理解いただきたいと考えていま

す。先ほど黒沢委員からも説明がありましたように、枯損木を切り倒して処分するのはい

いのですが、植栽はなかなか進んでいないというのが現状です。そのため、松くい虫被害

対策となる抵抗性クロマツの開発をできるだけ加速させて抵抗性のあるマツの種の採種園

を試験場に設置し、なるべく早く種子を提供し、海岸マツ林の復旧につなげていきたいと

いうのが私たちのねらいです。

資料にあるこれまでの開発状況、令和２年度の実施内容、今後のスケジュールのほかに

裏面もご覧ください。今までも行っていなかったわけではないのですが、実際にどのよう

にしていたかというと、激害地の生き残っているマツの枝をとり、挿し木によって苗を作

り、それに枯ら原因となる線虫を接種して生き残ったものを一次選抜（県）のあとに二次
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選抜（国）にかけ、最終的に国で抵抗性マツの品種として認められるという流れです。

これまでは挿し木をしていましたが、できる数に限りがあり、これでは中々思うように

品種開発が進みません。そのため、できればこの事業を活用させていただき、生き残った

マツの種子を採種し、それを育てて、その中から選抜をかけていくという方法にしたいと

考えております。これまでの接ぎ木（写真２）では、例えば 300 本くらいが限界でしたが、

写真３のように種からできれば一気に 2,000 本 3,000 本もの選抜が可能で、他県なり国な

りではこうした方法がとられるようになっています。そうした方法で進めていきたいとい

うのが私たちの願いです。

これまで接ぎ木苗としてやってきて、実際に開発された品種というのは男鹿で得られた

クロマツの 151 号という１本のみです。スギやマツの種は、当試験場の敷地で採種したも

のが秋田県内の山に、あるいは海岸に植えられており種子が作られています。要するにマ

ツの場合、秋田県には１本のオリジナルしかないのですが、種子をとるためには最低９本

以上必要です。９種類以上ないとできませんので、そういったことを加速化させて、でき

るだけ早く海岸に抵抗性のマツが植栽できるような体制をとっていきたいというのが本研

究のねらいでもあります。

資料３の裏面の２番にある種子生産計画について、今年から実際に採種園から抵抗性の

マツがとれるようになりました。写真４が採種園です。たった 300 グラムですが、とれる

ようになってきました。これをもっと早く大量にとれるようにしていきたいと思っていま

す。

表にある精英樹というのは従来のクロマツの種で、抵抗性というのがマツノザイセンチ

ュウに抵抗力のある枯れにくいマツです。抵抗性のある量を徐々に増やして、精英樹を減

らしていくという方向で進めていきたいということです。

この品種開発の必要性については３番に書いてありますが、実は東北では 49系統が既に
開発されています。ところが、林業種苗法があり、太平洋側のマツは日本海側にもってく

ることができません。そのため、数が限られてしまっています。また、種を作る苗が全て

国から送られてくるのですが、これも数が足りません。

現在、平成 23 年にできた第一採種園で私たちも作っていますが、実際に種を採りだすの

はやっと今年からです。そういう制約があるので、だったら一気に加速化させて、秋田県

で新しい品種を作りましょうというのが今回の内容です。

是非とも森づくり税の中で、何とか継続的に恒久的に進めていきたいと考えていますの

で、よろしくお願いいたします。

熊谷会長 ありがとうございます。来年度の事業の中で今までの事業の踏襲部分とクロマ

ツの開発について、今説明していただいたばかりの抵抗性クロマツの開発という新しい部

分からまずご審議いただきたいと思います。その上で踏襲部分についてのご意見・ご質問

を承りたいと思います。抵抗性クロマツの開発についてですが、個人的には非常に緊急性
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が高くて、大事な研究かと思います。要は、この研究開発がこの税の趣旨にしっかり合致

するか、整合性があるのかというのが一つの議論のポイントになろうかと思いますが、そ

もそも水と緑の税に関しまして、研究開発というのはあるわけです。研究開発の部分に関

しては整合性はしっかりあると思うのですが、それが進んでいったときに本来の税の目的

と継続的に接続するのか、これには若干議論が必要かとは思います。繰り返しますが研究

の部分に関しては非常に大事ですし、本事業との接続性性もあるというのが私の見解です。

どうでしょうか、抵抗性クロマツの開発について委員の皆様ご意見お願いします。

黒沢委員 私は千葉でずっとボランティアをしていたのですが、千葉は事業としてマツの

植林を九十九里にしており、参加者もかなり多いです。植えることはできています。とこ

ろが秋田にはマツを植えるボランティアがおりません。ボランティアを育てるということ

も兼ねて支給するということも考えていいのではないかと感じました。千葉では被災場所

でもマツを増やすんだということで事業として随分やっているので、ボランティア団体を

育てるためにどこかでモデル団体を作って、育成も考えてはいかがと思います。

熊谷会長 ありがとうございます。大事な視点ですね。一方で、県民提案事業で植栽をや

られているので、研究の進捗状況を見据えながら、情報提供をして、ボランティアとして

参加をしていただくというのも一つの案だと思います。他いかがでしょう。

佐藤委員 先ほどの熊谷会長のお話にも重なりますが、普及啓発事業の一環としてという

ことですが、なかなか調査研究にストレートに結びつけるのは難しいというのは率直に感

じました。ただ、この事業をやることによってどういう風に税事業につながっていくのか

ということについて、今一度確認をしたいと思います。もう少し具体的に丁寧な説明をい

ただいてもよろしいでしょうか。

事務局（鈴木課長） 抵抗性クロマツの種、苗木を作ることに関して、最初に黒沢委員か

らお話があった通り、枯れマツの処理だけをして実際植栽をしていないという一面があり

ます。将来的には植樹祭などの事業の中での植栽ですとか、森林ボランティア団体が海岸

での森づくり活動でも抵抗性マツの苗木を植栽することを進めていければと考えています。

佐藤委員 資料３の【今後のスケジュール】に④採種園の改良、⑤採種園の整備とあり、

このあたりは事業的な要素が強いと感じまして、はたして研究として適当なのかというこ

とも含めて確認をしたいと思います。

熊谷会長 ありがとうございます。いかがですか。
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菅原（林業研究研修センター） 資料には④、⑤と記載していますが、本事業ではあくま

で①～③が主体です。④、⑤に関しては国に優良種苗低コスト生産推進事業というのがあ

り、その予算を獲得できるようにし、採種園の改良・造成は進めていこうと考えています。

熊谷会長 私もそうかなと思っておりました。よろしいですか。あくまでも①～③という

ことですよね。ありがとございます。他はいかがでしょう。

加藤委員 抵抗性クロマツですが、他県ではこれの生産・研究を含めて県境を越えて融通

できるような供給体制があるのでしょうか。

菅原（林業研究研修センター） 今のところ、抵抗性クロマツに関しては各都道府県で対

応している状況です。先ほどもお話しましたように、種苗法というものがあり、例えば、

宮城県には抵抗性の品種がありますが、それを日本海側の秋田県へ持ってくることはでき

ません。そのような制約から種の移動も当然できません。そのため、なるべく早期に秋田

県でオリジナルを作りたいという思いがあります。

加藤委員 生産した県だけで、その他の県では共有することができない状況なのですか。

菅原（林業研究研修センター） 基本的には秋田県内で共有します。

熊谷会長 種の管理はきわめて慎重にしなければ生態系を破壊につながってしまうことが

あります。そういった背景もあると思います。これから予算額など、もう少し具体的な情

報が上がってくるでしょうから、方向性としては①～③の部分に関してはやっていただく

ということで、皆さんのご了解を得られたということでよろしいでしょうか。はい。あり

がとうございます。

では、話を戻しますが、既存の事業の踏襲部分、来年度の事業計画についての質問をい

ただきたいと思いますが、皆さんいかがでしょう。

加藤委員 ハード事業の中の緩衝帯等整備事業でクマ対策の要望が増えているという話で

すが、要望への予算の上限はあるのですか。

事務局（花田） この事業に関して上限はありません。実施する面積に対して標準的な単

価があるので、事業費としては概ね面積×単価で算出されます。

黒沢委員 普及啓発活動というのは、具体的には何をしているのでしょうか。
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事務局（鈴木課長） 普及啓発活動については、資料１の 14 ページ以降にあるように実施

しています。森林学習交流館クリプトンにあるあきた森づくり活動サポートセンターの運

営や、毎年各市町村で開催する森林祭、事業紹介パンフレット等の配布、副読本を作って

秋田の森林について学んでもらう普及啓発を行うなどしています。

黒沢委員 私は今年から観光案内人の会のボランティアに入ったのですが、クルーズ船で

3,000 人が一度に来ることもあります。中には白神に行きたいという人もいますが、時間的

に無理なこともあり、秋田の森林のＰＲができません。年配者で秋田に来たから森林を体

験したいという方もいますが、現状は断っており、久保田城を案内して終りになっていま

す。

非常にもったいないと思い、県南に泊まる方へは鳥海山木のおもちゃ美術館を紹介しま

した。その時に思ったのですが、考えてみるとあそこの建物に各市町村のパンフレット等

は色々ありますが、森林に関するパンフレットは一つもありません。観光客が増えてきて、

来年も観光のためのクルーズ船が増えるそうです。そこで鉱業博物館でさえパンフレット

を置いているのに、寂しいなと思っている次第です。できればおもちゃ美術館の出先機関

があそこにあれば、わかりやすいＰＲになるのではないかと感じましたが、いかがでしょ

うか。

事務局（鈴木課長） 普及啓発活動のパンフレットについては、県民の皆様方にも知って

もらうことは必要ですので、人が集まるところには配付し、普及啓発を今後図っていきた

いと思います。検討し、許可が出るようであればパンフレットを設置させていただこうと

思います。

熊谷会長 よろしいでしょうか。他はいかがでしょうか。普及啓発に関してですが、例え

ばドローンを使って白神山地などを撮影した映像を、作って配信したりされていますか。

事務局（鈴木課長） 映像の資料は作っていません。今後そういったものを作ってもいい

かとは思いますが、現段階では写真のみとなります。

熊谷会長 先ほどの黒沢委員の発言を聞いて思ったのですが、パンフレットはきわめて古

典的な情報発信の仕方です。今はスマートフォンも普及しているので、何か素敵な映像を

ドローンを使って撮影し、発信すればいいのではという気がします。

世界へも白神山地という原生林を上手にＰＲすることを検討していただければと思いま

す。他いかがでしょう。

黒沢委員 クルーズ船の方々を案内するときに、美術館を案内しています。あそこには大
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きなプロジェクターがあります。そこで森林関係の映像を上映すれば秋田らしいかなと思

いました。今、映像のアイディアがあったので、映す場所はあるということをお伝えしま

した。

熊谷会長 ちなみに情報提供ですが、森づくりの人材育成で林業大学校への支援がありま

す。本学（国際教養大）の学生が私のところに来て、林業大学校と何か一緒にやりたいと

話してきました。何をやりたいのかと聞いたら、林業のことをもっと勉強したいと言うの

です。

気候変動や生物多様性という、森の大切さを学んだことから、地域の振興に森というも

のがどのような役割を果たせるのかを学習したいと学生たちから話があり、大人が関わる

よりも学生同士でざっくばらんな話し合いの場を持ったらどうかということで、林業大学

校の研修生４～５人が国際教養大学に来て、本学の学生も３～４人が対応しました。

お互い全然違う勉強をしているので学ぶことが多かったそうです。学生たちから授業の

一環にできないかと提案がありましたが、本学は全て英語なものですから、林業大学校の

先生に来てもらうのは無理があるし、今後どうなるのかまだ決まっていませんが、全く違

うことを勉強している若者たちがコラボレーションして、どういう化学反応が起きるかは

楽しみですので、今後皆さんに情報を提供し続けようと思っています。

他にいかがでしょう。よろしいですか。それでは来年度の事業に関してはこのまましっ

かりとやっていただき、抵抗性クロマツの開発に関しても、水と緑の森づくり税の中で行

うということでご了承いただければと思います。

議事に関しては以上となります。
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その他（１）令和２年度森づくり県民提案事業の募集について

熊谷会長 報告事項について事務局からお願いします。まず県民提案事業の募集について

お願いします。

事務局（畠山） 資料４をご覧ください。現在、県民提案事業の来年度事業については、

12月 20 日から令和２年１月 31 日までの募集期間でＰＲしています。

今のところ問い合わせは何件か来ており、今年度以上の申し込みがあることを期待して

います。その際には第４回の基金運営委員会で審議をよろしくお願いします。内容は今年

度と同様です。以上です。

熊谷会長 今のところ応募状況はどうですか。

事務局（畠山） 応募は期限間近まであると予想されますが、新しいことをしたいという

問い合わせは何件か来ていますので、また自由な発想の提案が来るといいなと思っていま

す。

熊谷会長 ありがとうございます。皆さんどうでしょう、ご質問はありますか。よろしい

ですか。次はナラ枯れ被害の発生状況についてお願いします。
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その他（２）令和元年度におけるナラ枯れ被害の発生状況について

事務局（鈴木課長） 今年度のナラ枯れ発生状況について、資料５をご覧ください。今年

度の全県の被害量は 7,188 ㎥でした。昨年度に比べて 136％増加しております。

発生市町村数は前年の 15 から 17 に増加しています。地域別には、山本管内が対前年比

312％と大幅に増加しており、それに秋田管内、雄勝管内、仙北管内と続きます。グラフに

ある通り、若干増加しています。

次のページの市町村ごとの被害量についてですが、山本管内の八峰町で大きく被害が発

生しており、秋田管内の秋田市と、仙北管内、平鹿管内、雄勝管内の横手・湯沢でも大き

く被害が発生しています。要因としては前ページにある通り、６～９月の気温が高く推移

し、虫の活動が活発化したことと、同時期に降水量が少なかったために樹木のストレスが

高くなって抵抗力が弱まったことが被害量の増加につながったのではないかと推測してい

ます。

同じような気候状況であった平成 28年と比べると被害量は小さくなっております。今後

の被害防止対策として、この後の気象条件等によっては更なる被害拡大が懸念されるので、

引き続き、被害拡大を防止するために被害木を発見してその伐倒駆除を徹底していくとい

うこと、また、未被害木の予防対策として薬剤の樹幹注入を実施します。

また、被害の拡大を食い止めるために高齢なナラ林の積極的な伐採を促進して、ナラ林

の若返りを図るという取り組みを継続して実施していくことを考えています。以上です。

熊谷会長 ありがとうございます。質問・コメントはございますか。

碇子委員 八峰町の被害量がかなり増加していることについて、特殊な事情はあるのでし

ょうか。

事務局（鈴木課長） 気象状況により虫が活発化したことと、反対に樹木の方が乾燥によ

るストレスのために弱っていたことが合わさり、急に増えたと推測しております。青森県

の白神周辺で発生してきています。

熊谷会長 よろしいですか。それでは次の報告に移ります。
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その他（３）森林環境譲与税及び森林経営管理制度の進捗状況等について

事務局（加賀谷）

資料６について、（１）森林環境税の時期及び規模ですが、環境税は令和６年度から課税

され、年額 1,000 円が徴収されます。全国では 600 億円、秋田県では５億円が徴収される

見込みです。一方、（２）の森林環境譲与税の時期及び規模ですが、今年度から譲与が開始

されており、全国で 200 億円、秋田県全体では約５億円が譲与される見込みで、既に９月

末に２億 5,000 万円が譲与されています。

今後はグラフのように段階的に３年から４年ごとに増加し、満額の 600 億円が譲与され

るのが令和 15 年度の予定でしたが、情勢が変わり、急きょ追加で報告させていただきます。

別紙の森林環境譲与税の増額については、令和２年度の予算政府案が先週の 12 月 20 日

に閣議決定されたのに伴い、総務省が公表した資料と同様の内容です。これによりますと、

今年度台風 15号におきまして強風等により被害が拡大したということをはじめとしまして、

近年、森林の保水力が低下したことなどによって甚大な被害が発生しているということで、

森林の整備推進が喫緊の課題であるとされております。

このため、政府は地方公共団体金融機構の金利変動準備金から 2,300 億円を活用して、

譲与税を前倒しに増額することで、森林整備などをより一層推進しようとしています。税

の改正、詳細の条案につきましては今後になりますが、資料の上のグラフが現行、下が変

更後となる見込みです。こちらを比べますと、譲与額が満額される年度というのは先ほど

令和 15年度と説明しましたが、変更後は令和６年度ということで９年前倒しになります。

また、来年令和２年度の譲与額ですが、現行の 200 億円から変更後は 400 億円となり、

配分についても市町村と県の割合が 80対 20 から 85対 15 になるということで、市町村に

より多く譲与税が配分されることになっています。今のところの情報はこの程度ですが、

今後また何かあればお知らせします。

内容戻りますが、資料６の２ページをご覧ください。次に、今年度４月からスタートし

ております森林経営管理制度についてご説明します。この制度の目的ですが、近年、森林

所有者の高齢化等で適正に管理されない森林が存在しているということで、管理されてい

ない森林を、適正に管理している森林と合わせて整備するために林業経営の効率化と森林

管理の適正化を一体的に促進するとともに、林業の持続的発展と森林の多面的機能を発揮

させることを目的としている制度です。

この制度の仕組みですが、資料の図の赤い線で囲まれた部分になります。適正に経営管

理されていない森林を対象として、市町村が森林所有者から経営管理の委託を受け、委託

を受けた市町村が森林を２つに分けます。

１つは林業経営に適した森林ということで、そちらは意欲と能力のある林業経営者へ再

委託をして森林整備をしていきます。一方、林業経営に適さない森林は、市町村が自ら森

林整備を行うということで、その両方をもちまして、森林所有者から委託された森林を適
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正に管理するという制度になります。３には制度の流れを記載していますが、市町村はこ

の流れに沿いまして、今年度から実施をしています。現在、市町村では１の事前調査の準

備、あるいは２の意向調査の実施を進めています。

３ページをご覧ください。制度推進にあたりまして、どのような課題があるかというこ

とですが、この制度自体が新たな業務であるということで、市町村にとっては業務量が増

えることになります。

また、進めていく上では林業に関する技術、森林に関する情報も必要ですので、市町村

はこのようなものを全て整備していくことが必要になります。このような課題に対応する

ために県では昨年度から県と市町村、関係団体で組織しております連絡会を設置し、制度

推進に対する研修、調整などを行っております。

それから本庁にワーキンググループ、全県８つの地域振興局に対策チームを設けており、

市町村に対する助言、情報提供等々を行っているところです。

また、新たな森林情報システム、いわゆる森林ＧＩＳを平成 31年度に再構築しており、

県だけではなく、市町村や森林組合と森林情報を共有し、利便性を図り、インターネット

を通じて利用することが今年度から可能となっております。

４ページをご覧ください。今年度の県の取組になりますが、森林環境譲与税を活用して

２つの事業をしています。１つ目が市町村の支援に関する事業、２つ目が林業の担い手・

人材育成に関する事業で、この２つを実施しています。

内訳は、資料の２つの点線で囲んだ枠が全ての事業ですが、（１）の②秋田県森林経営管

理支援センター運営事業を紹介させていただきます。先ほど事業を進めるにあたって課題

があると説明させていただきましたが、この課題を解決して市町村をサポートするため、

森林経営管理支援センターを県内４ヵ所に設置して、市町村の対応状況に応じながら支援

を行います。それ以外にも森林整備を着実に推進するために、担い手の育成管理を行うこ

ととしております。

次のページをご覧ください。森林経営管理支援センターのイメージ図が書かれています。

このセンターの中心となるのが左の図の真ん中にある林業研究研修センターで、市町村や

事業体等を対象とした研修を企画・開催するほか、各地区の支援センターで連携して情報

共有を図っているという状態です。

また、県内３ヵ所の地域振興局、県北では北秋田、県央では秋田、県南では平鹿に支援

センターを設置しており、各センターに支援員を１名ずつ配置して各センター支援員が振

興局の対策チームと連携しながら市町村の課題を整理して制度を進めているという状況で

す。

最後に市町村の進捗状況について、11月 15 日現在、事前調査の準備中は４市町村、事前

調査を実施しているのが 10 市町村、既に事前の調査が実施済みというのは６市町村、意向

調査を現在実施中なのは１つ、意向調査のとりまとめに入っているのは３市町村です。

今週に入ってからの情報ですが、５に経営管理権集積計画とありますけれども、とりま
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とめをしている市町村から一部だけ既に昨日公表されており、作成・公告が１つになった

ということを加えさせていただきます。これを３月 31 日までには意向調査実施中を 12 ま

で増やしながら進めていきたいと考えております。

今後も市町村と支援センターに配置された支援員が連携しながら着実に進めていくとい

うことにしております。報告は以上です。

熊谷会長 ありがとうございます。かなり思い切った決定で、市町村担当者の顔が浮かぶ

ようですが、これは淡々と進めていかなければということだと思います。皆さん、どうで

しょうか。そもそも国の方でとりまとめた話なので感想でも結構です。

碇子委員 １ページの譲与税が今年から施行されていますが、ここにはインターネットの

利用等により使途を公表となっていますが、現状は何かの方法で公表しているのですか。

使途としてはどこを見ると確認できるのでしょう。

事務局（鈴木課長） 今年度からこの制度がスタートしているため、今年度事業が終了し

た段階で今年度の実績として譲与税を活用しましたということをインターネットで公表す

ることとなりますので、現段階ではまだ公表はされていません。

事務局（加賀谷） 補足ですが、林野庁からまだ公表する内容や様式も明示されていない

という状態です。ただ、これにつきましては法律で使った中身を公表することになってい

るため、各市町村がインターネットを通じながら公表することになっています。時期的に

分かるのは来年の４月以降となるかと思います。

碇子委員 もう１点確認したいのですが、４ページの「今年度の県の取組」の中で、譲与

税を活用してこのような事業をやるとありますが、これらは譲与税を活用してのひも付き

事業ということでよろしいですか。

事務局（鈴木課長） 譲与税を活用して実施する形で、県の森づくり税とは分けて使用し

ます。

碇子委員 同じような事業で、水と緑の森づくり税を活用して実施するものもありますが、

その中の一部ですか、それともこの事業は完全に水と緑の森づくり税は活用しないで、譲

与税だけを活用するということでよろしいでしょうか。

事務局（鈴木課長） この中の林業トップランナー養成事業では、林業大学校における研



21

修と書いていますが、これについては譲与税と森づくり税の両方を活用して人材の育成を

行うということで統一化しています。

碇子委員 それの事業だけがダブるということでよろしいですか。

事務局（鈴木課長） はい。

嶋田技監 事業としては両方の税を使わせていただきますが、中身としてはしっかり区分

していまして、例えば、森づくり税の方は資料１の 14ページ、森づくりの人材育成だけで

すが、環境林整備に関するカリキュラムにあてるのは森づくり税という形で、中身として

は趣旨に沿って構築されています。

熊谷会長 意向調査というのはどういうことなのでしょうか。

事務局（加賀谷） 意向調査については対象となるのがスギ人工林ということで、これま

で例えば 10年間程度手を加えてこなかった森林について、森林所有者に今後も森林経営を

する意向があるかを確認するという内容です。

熊谷会長 わかりました。ありがとうございます。他いかがでしょう。

佐藤委員 県のセンターのイメージ図ですが、支援員の方をセンター・地区を含めて４名

新たに配置するということだと思いますけれども、先々、この事業が順調に進んだ場合に、

これを更に拡充する必要があるかと思います。その辺の見通しはいかがなものでしょうか。

事務局（鈴木課長） 今後、市町村でやる作業がどんどん増えていくことが想定されるこ

とから、状況を見ながら支援員についての増員も考える必要があると考えています。

熊谷会長 支援員としてしっかりやっていける複数名の目処は立っているのですか。

事務局（鈴木課長） 現在は県庁職員で林業関係のＯＢの方々を支援員として配置してお

ります。これは、林業のことについて、林業の技術や総合的な知識を持っている方が必要

になるためです。

熊谷会長 他にはどうでしょう。よろしいでしょうか。

それではまず今年度の事業について、５点ほど質問がありました。ふれあいの森整備事

業の入札不調については来年度再発注するということでした。
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指導者育成については本県に講師を呼んで講座を実施したということで回答をいただき

ました。

マツ枯に関しましては、伐採だけでなく植栽も行う方向で検討するということです。

県民提案事業の●番と●●番の団体のやり方については、しっかりチェックをしている

という回答でした。

来年度の事業についても承認いただけました。新たな事業として抵抗性クロマツの研究

開発についてもご承認いただきました。これについては、具体的にいくら必要かというの

は、次の委員会で話は出てくるでしょうか。

事務局（鈴木課長） 先ほどお話ししました資料３に、予算額を 153万 1,000円と記載し
ておりますが、これを目安に予定しております。この金額は表の①～③までの費用です。

熊谷会長 これは継続的に何年かかかるということでよろしいですか。

事務局（鈴木課長） はい。

熊谷会長 金額も、このような額で継続ですか。

事務局（鈴木課長） はい。

熊谷会長 わかりました。ありがとうございます。これで審議はすべて終了しました。他

に皆さん何かございませんか。

黒沢委員 資料作成についてお伺いします。写真が非常にいっぱいあって見やすくてよい

のですが、撮影年月を入れてもらいたいです。恣意的なところが前回も感じられたのです

が、的確な審議をするためには必要かと思いますので、よろしくお願いします。

熊谷会長 はい。お忙しいとは思いますがよろしくお願いします。他いかがでしょう。

碇子委員 実績の中で市町村等の森づくり活動支援の実施条件を満たさない、例えば、参

加者数が少ないところがありますが、これは特に問題ないのでしょうか。森林環境学習活

動支援は１件あたり 20 人以上の参加であるといいながら 20人を切っているものが複数あ

りますが、これについて確認させてください。

事務局（畠山） 環境教育の要件として 20 人以上の参加であること、１学年以上で取り組

んでいることがあり、例えば、資料１の 12ページの表の６尾去沢小学校だと１学年 18 人
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しかいないという事情があります。今後こうしたケースは増えていくかもしれませんが、

そのような状況があります。

碇子委員 わかりました。

佐々木委員 ソフト事業の森林環境教育推進事業について、就学前から小学校、中学校、

高校、森林大学校まで、それぞれ年齢にあった取り組みを実施しすごくいいと思うのです

が、私はおもちゃであったり遊びであったり心豊かな人が育つようにという観点から木育

に携わっていますが、つなぎがなくて単発な感じがしています。

例えば、岐阜の木育推進事業では、岐阜の木育 30年ビジョンというものがあります。木
育推進課が県庁にあるくらいなので、そのようにずっと長い目で見る必要があると思いま

す。秋田の 2045 年には少子化が進んでどうなるのかわからないような現実が目の前にある

のですが、子供たちがすくすく育って、他県に出て行っても、70～80％の森林密度がある

ふるさと秋田への思い、心が育つためには、小さい時からの木育が大切です。木が育つの

も 30 年、人が育つのも 30 年、そして 30 年経ったらまた 30年と、ずっとつなげていける

ように今から少しずつ取り組んで、私たちで役に立つことがあればやっていきたいと思い

ますので、一緒に考えていけたらと思います。

熊谷会長 それぞれの事業をそれぞれ独立的に行うのではなく、ハード・ソフトを含めて

長期的なビジョン、ミッションなりが連動する余地もあるのではないかというメッセージ

ですね。どうもありがとうございます。

高野委員 森林環境学習についてお話が出てきたので、各市町村には校長会という色々話

し合いをもうける場があります。是非公募をする前に校長会でモデルプランなどを示して

いただきながら、環境学習に参加してほしいことをお話してくださればありがたいです。

こんなに頑張っているのに、我々現場にいると森林教育とか何々教育とかあり、来年か

らは学習指導要領も小学校で始まるということで、現場にはいろいろな教育が入ってきて

おります。

その中で、私たち校長の前で次回お話ししていただければ非常に説得力があると思いま

す。また、先ほどありましたクロマツの話も秋田市内の下浜などでは、子供たちにとって

は景観も変わって憂慮されていることと思います。総合的な学習の中でそういったクロマ

ツを植えようということも有効なのかなと感じました。

熊谷会長 貴重なご意見ありがとうございます。次の秋田自体を担っていく人材育成は普

及啓発も含めてとても大事な視点かと思います。校長会は年に数回やるのでしょうか。
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高野委員 毎月やっています。

熊谷会長 ぜひ日程をおさえて、ＰＲしていただければと思います。本学でも校長会に参

加して、研究事業を進めるのにとても強力な、素晴らしい情報共有の場ですので、具体的

にぜひ動いてください。よろしくお願いします。報告事項は以上となります。


