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平成３０年度第４回秋田県水と緑の森づくり基金運営委員会 

 

日 時：平成３１年３月１８日（月）  １５時００分～ 

場 所：ルポールみずほ （３階みずほの間） 

 

○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） 

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 アジア地域研究連携機構長 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) 

 

○県側 

 眞城 英一  （農林水産部森林技監） 

 佐藤 龍司   （農林水産部次長） 

 齋藤 俊明  （農林水産部林業木材産業課長） 

 櫻田 良弘  （農林水産部森林整備課長） 

 伊東 弘毅  （総務部税務課長） 

 

 

◇ 議題 

（１）平成３１年度秋田県水と緑の森づくり税事業計画について    

（２）平成３１年度森づくり県民提案事業の審査について 

（３）天皇陛下御在位三十年及び皇太子殿下の御即位記念造林等の実施について 

 

◇ その他 

（１）平成３１年度森林環境譲与税関係事業について          
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議題１ 平成３１年度秋田県水と緑の森づくり税事業計画について 

 

熊谷会長 皆さんこんにちは。年末のお忙しい中、お集まりいただきありがとうございま

す。一つ報告があります。去年の５月に本学（国際教養大）の学生１０名と、アメリカの

ウィスコンシン州にあるベロイト大学という提携校と、大仙市・仙北市をフィールドとし

て、里山の共同授業を行いました。 
 秋田の人々が、どのように長い間山を手入れしてきたのか、どうやって野生動物と折り

合いをつけながら生きてきたのか、どうやって森や自然に育まれながら民族文化を形成し

てきたのかがテーマでした。 
 その授業に参加したウィスコンシン州の大学の学生が、非常に感銘を受けたということ

で、４日ほど前にメールが届きました。 
 卒業するのだけれど、日本で里山の勉強をすることにした。ということで、東大農学部

の修士課程に入学が決まり、これから２年間勉強するのだが、今後も秋田をフィールドに

して研究を続けていきたいので、引き続きいろいろ情報提供してほしいという内容でした。 
 ご存じかどうか分かりませんが、アメリカのウィスコンシン州というのは、山が全然な

く平原が広がっている所ですが、一方で自然豊かな所でもあります。来日して秋田に来る

までは、こんなに森がたくさんあることを知らなかったそうです。 
どうしても日本というと、東京・大阪・京都といった大都会や、テクノロジー、神社仏

閣に代表されるような側面が取り上げられますが、こんなに豊かな自然があってそれに育

まれた生活があることを、ほとんどのアメリカ人は知らないのです。 
 彼は日本で勉強して、日本的な自然と人間との融和の有り様を解明していきたいという

ことでした。 
こうした場所は秋田だけではなく日本全国にあるのでしょうが、少なくともアメリカ人

学生が注目して勉強しようということになったのは、非常に喜ばしいニュースではないか

と思います。その大事な秋田の森を、今度も守り育てていく基金運営委員会ですから、本

日も活発なご意見をいただきたいと思っています。今日は議題が３件と報告が１件となっ

ています。 
 それでは議題１「平成３１年度秋田県水と緑の森づくり税事業計画について」、事務局か

らご説明をお願いします。 
 
事務局（櫻田課長） それでは来年度の税事業計画についてご説明します。来年度は第３

期計画の２年目となりますが、ハード事業が８割、ソフト事業が２割合の事業費割合にな

っています。基本的に昨年と同じ考え方で、各市町村から事業の実施要望を取り、県の当

初予算もこの金額で提示しています。 
 第３期からの新規事業は、ハード事業の緩衝帯等整備と木育空間整備です。ソフト事業

のメニューに大きな変更はありませんが、事業量では森林環境教育における養成人数が昨
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年度より上がっています。 
 ハード事業の金額は３億 9,510 万 3,000 円、ソフト事業は 8,391 万 3,000 円で、合計額

４億 7,901 万 6,000 円となります。合計金額は年度によって若干動きがありますが、例年

４億 5,000 万から４億 8,000 万円の間で推移しています。税収自体にそれほど大きな変化

がありませんので、こうした事業費の規模で実施しています。 
 配布資料には、各事業の金額、考え方、実施主体等を写真を交え、イメージで示してお

ります。31 年度は「森と木とのふれあい空間整備事業」が、約１億 9,000 万円と金額的に

は規模の大きなものとなっております。また、資料にはそれぞれの事業の実施主体ごとの

詳細一覧表も付いております。 
 針広混交林化事業では、大館市、三種町、男鹿市で合計 75ha を実施する計画です。５ヶ

年間で 500ha の整備目標を立てておりますが、今年度が 100ha 以上を見込み、来年度が

75ha を計画しております 
 広葉樹林再生事業は、北秋田市、三種町、横手市、湯沢市の３市１町での実施で、植栽

してから広葉樹林が育つまで、下刈り等の手間と時間をかけて再生を目指していくという

ものです。 
 緩衝帯等整備事業は、昨年からスタートした新規の事業です。市町村が実施主体となっ

て、ハード事業として実施する部分です。今年度の整備実施面積は約 60ha ほどでしたが、

平成 31 年度は 110ha と倍近い要望が市町村から出てきました。すべて合わせると 15 市町

村 39 箇所の実施で、基本的には下刈りや除伐、枝打ちなどの整備を行う内容となっており

ます。この内、クマ対策の整備が 37 箇所、107ha を計画しており、事業の中心となってい

ます。市町村によって大小はありますが、件数も面積も多いのが湯沢市の９箇所 29ha です。

市町村の考え方で１箇所だけではなく、区域内で整備が必要と思われるところを拾い、網

羅的に実施している所もあります。場所で見ると、やはり小・中学校の周辺や通学路、集

落周辺の道路、公共施設の周辺を計画しているものが多くなっています。 
 マツ林・ナラ林等景観向上事業は、全県で 15 市町村、925ha の実施となります。伐倒材

積計では１万 201ｍ３を計画しております。マツ・ナラ別では、マツ林が 330ha、ナラ林が

593ha、材積ではどちらも約５千立方ｍ３となっております。 
 ふれあい空間整備事業では、10 市、１５箇所の実施計画です。今回は来年度からの新規

事業箇所が多いというのが特徴となっています。来年度から着手して、調査や測量をして

整備の方針を決めるところから始めることになります。今までの実施個所が３年くらいか

けてかけて整備し、また新しい場所に移って整備が始まるという、来年度がちょうどその

時期に当たっています。 
 新規事業である木育空間整備事業は、今年度は由利本荘市の鳥海山木のおもちゃ美術館、

秋田市の県の児童会館、湯沢市の道の駅おがちの３箇所で実施しましたが、実施主体と内

容を検討して、来年度は４市６箇所、大館市の女性センターと有浦児童館、北秋田市の市

民ふれあいプラザ、秋田市のアルヴェ内にある子ども未来センター、フォンテ Akita 内の
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子ども広場、湯沢市のとことん山青年の家での整備予定となっております。 
この事業は大小さまざまな問い合わせがありますので、今後も要望が増えていくのでは

ないかと思っております。 
 次にソフト事業の内訳に移ります。県民参加の森づくりに関しては、25 箇所を計画して

います。新規事業もありますが、基本的には森林ボランティア団体の活動支援であり、継

続的に実施してきている事業が主となります。その中で新規事業も何件か出てきているこ

とはよかったことと思っています。内容としては、基本的に森林の整備となりますが、Ｎ

ＰＯ法人や学校へも広がりを見せている点と、参加人数の多い団体が安定して県民運動の

イベントを計画し、長期的に実施していることなどが特徴的だと言えます。 
 市町村の森づくり活動支援では、12 箇所 17 件を計画しています。大館市の曲げわっぱ

150 年の森、昨年森林祭を行った美郷町での植樹活動、毎年実施している県の「水と緑の森

林祭」を北秋田市で実施するなど、さまざまな活動が行われる行う予定です。 
 森林環境教育推進事業は、これまでの小・中学校に加えて、保育園・幼稚園での実施が

12 箇所以上と増えてきているのが特徴です。 
 以上、ハード・ソフト事業を合わせて４億 7,901 万 6,000 円の予算額で、県民参加の森

づくり事業を広めていきたいと思っています。 
 
熊谷会長 ありがとうございます。ただ今の事務局のご説明について、質問、コメント等

ありましたらお願いします。 
 
碇子委員 ソフト事業の森づくりの人材育成についてです。林業大学校への支援が内容だ

と思いますが、30 年度の計画は 33 人で 2,100 万円の予算だったのが、31 年度では 35 人と

人数はほぼ同じであるのに対し、予算は約 770 万円と、1,400 万円ほどの減額となっていま

すが、これは何か内容に変化があったということでしょうか。 
 
事務局（櫻田課長） 前回の運営委員会で、森林環境譲与税の話をした時にも申し上げま

したが、森林環境譲与税を林業の担い手の育成に活用できるという話がありました。31 年

度からは森林環境譲与税が県にも譲与されますので、林業大学校の経費のうち、譲与税で

対応できる部分は譲与税で実施することとしています。その関係で森づくり税の方の金額

が減少したということです。 
 
佐藤委員 緩衝帯等整備の説明で、39 箇所中 37 箇所がクマ対策だということでしたが、残

りの２箇所の内容はどのようなものでしょうか。もう１点は、県内ではクマのほかにもイ

ノシシやシカの生息域が広がっている状況です。それらの対策としてこの事業を使ってい

けるのかどうか、その見通しについてお聞かせください。 
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事務局（櫻田課長） 緩衝帯等整備事業には、クマ対策のほかにも道路沿いや住宅街にあ

る森林などの景観を整備するものも対象にしています。 
 もう１点のイノシシやシカの出没は、最近新聞等で話題になっています。特に湯沢市で

は、イノシシの出没が非常に増えているという調査結果も公表されていますし、イノシシ

は由利地区などの海岸部でも入ってきているようです。シカについても、繁殖のスピード

が速いと言われ、食害等が懸念されます。 
 イノシシもシカも、被害の対象としては、森林の被害がまだそれほど多くなく、クマの

ような人的な被害も今のところないのですが、農産物の被害が大きくなっています。今後

生息数が増えれば、被害額が大きくなる可能性もあります。 
 今回は森づくり税で緩衝帯等整備という形でクマ対策を行ったのですが、今後、イノシ

シやシカの被害が爆発的に増えた場合、また森林にも被害が及ぶようになった場合、さら

には人的被害が出てくるようになった場合など、その対策を考えていかなければならない

と、別の協議会でも話が出ています。 
 これについては生息数や被害の状況をしっかり把握した上で、基金運営委員会でも検討

していただくことになるかと思います。 
 
熊谷会長 ほかにはよろしいですか。それでは次の議題に移りたいと思います。 
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議題２ 平成３１年度森づくり県民提案事業の審査について 

 

熊谷会長 「平成 31 年度森づくり県民提案事業の審査について」、事務局からご説明お願

いします。 
 
事務局（櫻田課長） 平成 31 年度の県民提案事業は、一般枠 18 件と特別枠の学校関係が

４件となっています。来年度は新規の箇所が非常に多いのが特徴で、18 件中 11 件が新規事

業となっています。これまで実施していなかった、新しい団体・グループの方々が県民提

案事業に応募していただいたということになります。 
 この中にソフト事業としてのクマ対策が５団体含まれています。クマ対策の補助額は、

上限が 100 万円までとなっていますが、21 万円という団体から 99 万 8,0000 円と上限に近

いものまで、金額には幅がある内容となっています。新規事業の団体名を見ると、ＮＰＯ

もあれば地元の任意団体もあります。それでは個別の内容についてご説明します。 
 まず、鹿角管内の新規事業で、クマ対策です。小坂・鹿角地域では昨年度、自治会単位

で実施したものが複数ありましたが、今回も「三ツ矢沢自治会」が実施主体となります。

審査においてはさまざまな項目を設けて点数化しており、合計 10 点以上が採択の条件とな

っています。三ツ矢沢自治会は合計が 11 点でこれを満たしています。 
 次は北秋田管内の「大葛地区青若会」で、こちらはクマ対策ではなく森づくり活動です。

新規の団体で、学習会や木工体験等の内容となっています。 
 「きたあきた木育倶楽部」は木育活動が内容で、こちらも新規です。木育ワークヨップ

等を企画して、参加者は 240 人を見込んでいます。 
 「杉山田自治会」も新規で、クマ対策です。こちらは地元でクマ対策の推進地区に指定

されている所で、94 人で下刈りや除伐を実施するという内容になっています。 
 「マタギ自然塾」も新規の団体です。内容はキノコの植菌体験や自然観察会などを子ど

もも交えて森林学習や体験活動を実施するというものです。阿仁地区の団体なので、マタ

ギ自然塾という名前がついています。 
 次は山本管内で、「能代木材産業連合会」です。こちらも新規ですが、地元に以前からあ

る業界団体です。能代地区は古来より木都と呼ばれ、木材の勉強会、セミナー、木工体験、

ワークヨップなどがいろいろな団体によって実施されていますが、木材の団体として初め

て税事業に応募したということです。行事としてはこれまでも独自に実施してきたもので

あり、参加者は 330 人を見込んでいます。 
 「ＮＰＯ法人メリーゴーランド」は昨年から応募して、今回が２回目となります。つば

め保育園の園庭で木製遊具を製作するという内容です。園児と保護者だけではなく、一般

の方にも公開して、木材の利用や木育をＰＲしていきたいということです。特記事項とし

て、木材の部分だけでなく、森づくりに関する内容を加えていってほしいという意見をつ

けています。 
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 「二ツ井地区製材協同組合」はクマ対策で４回目となります。この団体は森林・緩衝帯

の整備を実施すると同時に、研究者や大学の先生などの専門家を招いての学習講演会を継

続的に実施しています。 
 「母体共有林野管理組合」もクマ対策で３回目です。内容としては昨年同様、森林整備

とともに小中学生を対象とした炭焼実験を実施します。 
 「秋田県銘木青年会」は能代の団体で２回目です。木工教室、木のおもちゃ展示などの

木育活動が内容となっています。 
 次は秋田管内の「秋田スギで街づくり」ネットワーク」でこちらも２回目となります。

児童養護施設の小学生から高校生を対象にした森林整備活動が内容です。 
 「ＮＰＯ法人子育て応援Ｓｅｅｄ」は３回目で、木の遊具づくりの親子ワークショップ、

講話や絵本紹介などが内容で、参加者 335 人を見込んでいます。こちらにも、森づくりに

関する体験や学習を加えることを検討してもらいたいという意見がついています。 
 「太平山観光開発株式会社」は新規の事業です。秋田市仁別の太平山リゾート施設の広

大なエリアで、入込数も多くクマの出没もあるところです。会社として 100 万円近い事業

費をかけて現地調査を実施し、除伐や下刈りで緩衝帯をつくり、地域住民と薪割り作業の

体験等も行っていきたいという内容です。配布した個別の資料には、さらに具体的な内容

が記載されています。 
 次は由利管内の「石脇財産区」で、松林環境整備作業として下刈りや除伐を実施すると

いうものです。地域住民の方々が以前から活動してきましたが、財産区としての応募は今

回が初めてとなります。 
 次は仙北管内の「ＮＰＯ法人角館里山再生プロジェクト」です。角館の城下町エリアの

３箇所で、森林の整備やヤマザクラの植栽、森林環境学習などを実施していきたいという

ものです。新しいＮＰＯ法人をつくって応募した、新規の団体ということになります。 
 「ＮＰＯ法人みさぽーと」は、昨年同様、薬木でもあるホオノキ 100 本を植栽するとい

う内容です。こちらは今回で５回目となるため、特記事項欄に長い間活動をされてきたの

で、今後は森林ボランティア団体への登録をお願いしたいとのコメントがついています。 
 次は雄勝管内の「八面（やちおもて）部落」で、湯沢市の稲川地区となります。新規で、

地域住民がヤマザクラとブナの植樹を行うという内容です。 
 「医療法人阿部耳鼻咽喉科医院」も新規で、ヤマザクラ、モミジ、カラマツを植樹して、

地域住民を交えた森づくり活動をしていくという内容です。 
 最後は学校関係の特別枠で、毎年の常連校が並んでいます。 
 「秋田建築学生集団木匠（もくしょう）塾」は、県立大学の学生さんたちの活動で４回

目の応募です。活動内容には毎年大きな変化がありませんが、学生さんなので参加者に入

れ替わりがあります。 
 「秋田県立仁賀保高等学校」は、鳥海山にブナを植樹するという内容です。今回は追肥

の実施のほか、講演会も行うことになっています。学生さんということで、前の団体もそ
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うですが、100 人以上の参加を見込んでいます。 
 「大曲農業学校」は、３回目の実施です。下刈り実習のほか、キノコの栽培やマツ炭の

研究なども行っています。 
 「秋田県立羽後高等学校講演会」は２回目ですが、実施主体がＰＴＡで実施した分を合

わせると９回目になります。内容は、学生を交えた講演会や下刈りの実施となっています。 
 違ったフィールドで継続して実施している団体もありますが、今回は新しい団体がたく

さん参加していただけると思います。地域の自治会や任意団体が新規団体として手を挙げ

ていただき、地域的にも広がりを見せているのではないかと思います。 
 別冊での細かい資料については説明を省略させていただきます。以上となります。 
 
熊谷会長 ただ今、事務局から一般枠 18 件、特別枠４件の説明がありました。18 件のうち

クマ対策が４件という内容で、すべて採択ということになっています。これについてご意

見、ご質問など承りたいと思います。 
 
碇子委員 提案の合計件数は何件だったでしょうか。 
 
事務局（櫻田課長） 提案いただいたものは全件採択となっていますので、22 件です。 
 
碇子委員 不採択はなかったということですね。 
 
事務局（櫻田課長） そうです。最終的に基金運営委員会に諮って決めていただくという

ことになりますが、ご応募いただいた分は全て一覧表に掲載しております。昨年度は事業

費の内容を細かく精査して、補助対象にできない部分をカットしたり、応募件数が非常に

多く、予定事業費をオーバーしたということもあり、秋田県緑化推進委員会の事業を紹介

して、そちらに応募をしていただいたなどという経緯もありましたが、来年度はこれで全

てということになります。 
 
熊谷会長 一つ確認ですが、予算的に対応できるから全部採択したということではありま

せんね。当然、最初に応募書類の整合性、事業要件への適合性、団体の適格性などの書類

審査をしているわけで、例年そこではじかれるケースもありましたが、来年度に関しては

一次審査も通り、二次審査でも 10 点以上の基準を満たしていたので採択したということだ

と思います。 
 
碇子委員 第３回の委員会で、今年は 30 件程度審査する予定だとの説明があったと記憶し

ておりますが、実際にはそこまで応募が集まらなかったということでしょうか。 
 



9 
 

事務局（櫻田課長） 件数としては例年 30 件程度であり、そのようにお話ししました。募

集をした結果、件数としては 30 件には届きませんでしたが、希望する補助額が大きなもの

が含まれていたため、金額としては、ほぼ予定した額に近いものとなりました。 
 
熊谷会長 予算が余りそうな場合には、追加募集をしたという年もありましたが、来年度

については、それはないということですね。 
 
黒沢委員 説明があった１件目の三ツ矢沢自治会ですが、ここは尾去沢鉱山の裏山で鉱山

の歴史に出てくるようなところです。山の中でほとんど田んぼがありません。ところが事

業内容を見ると、田の畦の草刈りをするとあります。面積的には山はなくて、これで森づ

くり活動と言えるのか疑問です。それから、草刈りをするから刃が必要という予算の要求

ですが、保険を申請する気配がないようです。ほかの事業でも同じでしょうか。 
 
事務局（櫻田課長） 別冊の詳しい資料の方に写真が載っていますが、中央部分に写って

いるのが田んぼだと思います。その右側の 20ｍ×２ｍという部分が、空中写真ではあまり

木が生えていないように見えるかもしれませんが、森林地域に入っているというのが現地

の状況です。次の頁の 20ｍ×10ｍの囲みは、集落周辺で住宅の裏の部分は森林地域に入っ

ておりますから、緩衝帯の整備対象となると考えております。 
もう１点、下刈りは機械を使って行うため、危険を伴う作業となります。これまでも森

づくり事業で下刈りを実施する場合は、傷害保険に入っていただくようお願いしておりま

す。その費用については森づくり税の補助対象となることを、計画が出た段階で職員が説

明しております。この三ツ矢沢自治会の場合は、ご指摘のように保険の部分が入っていま

せん。この後も、保険に入っていただくよう説明していきたいと思います。 
 県民提案事業における保険の話ですが、昨年も保険に入るようにというご指摘が委員会

でありましたので、その方向で進めているところです。木工体験の場合は、内容によって

はその必要がない場合もありますが、下刈り作業のように機械を使う場合には、特に怪我

の危険がありますし、急斜面で活動する場合は特に危険性が増すことから、実施に当たっ

ては保険に入っていただくようお話ししていくつもりです。 
 
黒沢委員 いただいた資料を全部調べてみましたが、10 件あってチェーンソーを使用する

ものが５件ありますが、みんな保険に入っておりません。数十円の保険に入っているとい

うのはレクリエーション保険であって、機械を使ってはいけない保険です。これで審査を

通したということは、県の審査を受けたボランティア団体が、これでいいと受け取ってし

まいます。そうなるとほかの団体も、活動する時に保険に入らなくなってしまいます。そ

れでいいのでしょうか。 
 前回もお話ししましたが、十和田湖の事故では青森県が裁判で負けた賠償額が２億 3,000
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万円です。対人賠償はそれくらい掛かります。それなのに県の事業をリードしている方々

が、これでいいのでしょうか。私は大変心配しています。 
 
熊谷会長 ちょっと論点を整理させてください。対象地についてはよろしいでしょうか。 
 
黒沢委員 対象地とは何でしょうか。 
 
熊谷会長 先ほど林地が入っていないのではないかとご質問されたことです。 
 
黒沢委員 農地ではなく、クマ対策としての森林整備をしっかり実施していただきたいと

思います。 
 
熊谷会長 では保険に関しては、個別の案件だけでなく、全体に関わる問題になろうかと

思います。対応について事務局よりお答えください。 
 
事務局（畠山） 保険については全部チェックいたしました。イベント関係で一人３０円

というレクリエーション保険を補助対象に上げているところはあるのですが、自治会など

が刃物を使って皆さんで活動をする事業に保険の計上がないというのは事実なので、刃物

を使う場合、保険は１人当たり 7,000 円くらいかかりますが、そこはきちんと入っていた

だくよう特記事項に意見をつけて、万全の態勢で実施していただくようにしたいと思いま

す。その部分のチェックが漏れていたのは大変申し訳なく思っております。 
 
熊谷会長 その場合は補助金からの支出ではないということですか。 
 
事務局（畠山） 学校の場合は、学校の保険に入っている場合もあるので、そこは確認し

ながらやっていきたいと思います。 
 
黒沢委員 学校の保険では適用にならないと思いますよ。 
 
事務局（畠山） それは活動の内容によると思いますので、この申請でできるのかどうか、

もう一度確認してみます。 
 
事務局（櫻田課長） 山歩きだけのレクリエーション保険と刃物を使った作業の保険とで

は、保険料に大きな差がありますので、事業の内容をよく確認し、それに対する保険料も

調査して、危険を伴う場合にはそれを対象とした保険に加入していただくようお願いして

いきたいと思います。 
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熊谷会長 これを採択して年度が明ければ、各団体は活動を開始するわけですから、急を

要する対応が求められると思います。スピード感をもった対応をお願いします。 
 
黒沢委員 自分の怪我は共済の保険でやればいい、保険の補償額なんかたいしたことはな

いと考えがちです。私もチェーンソー作業をしていて危ない思いをしたことがあります。

それは自分が危ないのではなく、賄いをやっている人たちの方に木が倒れていったという

ものでした。対人賠償となれば、個人のせいだとかなんだと言っていられないのです。団

体が責任を持たなくてはならなくなります。保険加入に対するリードを県がやらなかった

ら、「だってこれで県の審査を通った」と誰も加入をしなくなります。 
 私はある保険団体にボランティア保険にいれてくれと交渉しましたが、駄目だと言われ

ました。秋田県ではやっていないと言うのです。千葉県ではほとんどがやっています。１

人 200 円くらいのボランティア保険で刈払い機を対象にいれてくれます。チェーンソーは

7,050 円です。 
 
熊谷会長 そういうわけで真摯に受け止めて対応を進めていただきたいと思います。 
 
黒沢委員 県民参加の森づくり事業の一覧表に載っている団体の中に、私が入っている団

体があります。この事業の申請書には、きちんと保険の欄があり、保険のことを書くよう

になっていて、実際厳しく言われます。つまりこの県民提案事業の方では、厳しく言わな

かったということでしょう。 
 
事務局（櫻田課長） 18 件の事業の内、税事業の事業費として保険を計上してないのが５

件あります。そのうちの大きな企業や組織では、税事業には計上しなかったけれども保険

に入っているというケースがあるかもしれませんが、その辺も確認して、入っていない所

には加入するように説明していきたいと思います。 
 
熊谷会長 その徹底をお願いしたいと思います。 
 
佐藤委員 ＮＰＯ法人メリーゴーランドとＮＰＯ法人子育て応援Ｓｅｅｄの特記事項につ

いてですが、これはどんな形で担保されるのでしょうか。前者は２回目、後者は３回目と

いうことですが、事業継続を前提に次年度以降の申請で確認し、フォローしていくものな

のか伺いたいと思います。 
 
事務局（櫻田課長） メリーゴーランドさんと子育て応援Ｓｅｅｄさんは、木工体験のメ

ニューですが、森づくり県民提案事業は園児や小中学生を対象に植樹をしたり、山に出か

けたりする活動を基本にしています。名前のとおり森づくり活動が主要な目的となります。
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ご指摘の２団体については、木材の活用やワークショップが主になっています。保育園等

の活動では、森の幼稚園として山に遊びに行って森林体験をするような動きが盛んになっ

てきていますので、２団体についても、森づくり体験、学習をメニューの１つとして加え

ていただきたいと考えています。そうでないと事業を認めませんということではありませ

んが、検討をお願いしたいということです。 
 
佐藤委員 すると 31 年度から活動に取り入れる場合もあるということでしょうか。それと

もその先の話なのでしょうか。 
 
事務局（櫻田課長） 31 年度はこの内容と事業費で計画されていますので、それに対する

補助を交付するということになります。32 年度以降には、森づくり活動もメニューに加え

ていただけるよう、検討をお願いするということです。 
 
熊谷会長 32 年度の申請の際に、この内容をお伝えして検討をしていただく。一方、活動

内容に関しては、大きく変えるわけではなく、既存の活動にプラスする形でこのようなも

のを入れていただくようお伝えするということでよろしいですか。 
 
佐藤委員 この県民提案事業の審査表は外部に公表する予定ですか。 
 
事務局（櫻田課長） 昨年と同様ですが、この基金運営委員会の内容として、議事録、資

料一式を公表しておりますが、県民提案事業の詳細を記載した別冊の方は個人情報等があ

り、公表しません。 
 
佐藤委員 私はこの審査表で、二次審査の将来性という項目に着目して見ていたのですが、

この点数が空欄になっている団体が数件ありました。将来性の項目は、継続性や発展性を

評価するものだとありました。事業の中身を見ると活動事業であったり、ハード整備、イ

ベント等いろいろあります。活動事業であれば継続性や発展性が分かりやすいと思います

が、ハード整備やイベントだと、そこで終わってしまう面があると思います。ただ、例え

ば、イベントを行う場合には思いが来場者に伝わるというように、その効果というのは少

なからずあると思います。そう考えると、公表された資料を見た人が将来性の欄が空白に

なっていることに疑問を感じるかもしれません。このような活動は普及啓発に必ずつなが

っていくものですから、そのあたりを加味して、空欄ではなく必ず点数が記載されるよう

に工夫してみてはどうでしょうか。 
事務局（櫻田課長） 将来性の項目を見ると、確かに１点のところと空欄のところがあっ

て、少しあいまいな部分があります。 
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熊谷会長 今のご指摘は重要なことだと思います。多くのイベントありますが、ほとんど

は花火をあげればそれで終わりという気がします。イベントの時にアンケートを取ったり、

終了後に何人かの参加者にグループインタビューをして、イベントから何を学んだか、今

後に向けてどんな発展的な活動があるかといった意見を吸い上げることも一つのやり方か

なと思います。次につながること、あるいは今回やったことに対するレビューの要素を織

り込んでいただきたいということだと思います。ぜひ積極的に検討していただきたいと思

います。 
 
黒沢委員 保険に入るように勧めますということでしたが、どこの保険会社に相談すれば

よいですかと聞かれた時、その答えを用意しているでしょうか。 
 と言うのは、私には勧められた際に教えてもらえなかったからです。自分で２、３探し

してみましたが、とても高くて入れませんでした。実は先ほど○○保険団体に掛け合って

みました。私は一度ほかのところから相談されたことがあります。とても自分たちの予算

ではできないと思います。 
 それで千葉県のようにボランティア共済に入れてくれないか、千葉県ではそれにみんな

入っていますよと言ったのです。３年前にも交渉したことがあって、もう一度交渉してみ

たのです。前回はいっぱい難しい条件を言ってきて、これをクリアしないと駄目だと言わ

れました。ところが、今回は課長さんが出てきて、申請書を１枚書けば、１人 200 円くら

いで対人保障１億円に加入できると言われました。これは大きいと思います。今後は少な

くともあの課長さんのうちはいいと思います。 
 
事務局（櫻田課長） ○○団体のボランティア保険ですね。 
 
黒沢委員 全国組織で、○○という会社が○○生命の代理店となってやっている保険です。 
 
事務局（櫻田課長） 株式会社○○が代理店で、引き受け会社が○○保険株式会社のボラ

ンティア共済でしょうか。 
 
熊谷会長 貴重な情報をありがとうございます。 
 
笠井委員 保険ということで、○○保険団体の話が出ましたが、市町村の社会福祉協議会

にもボランティア保険があり、自治体で保障をしてくれます。ボランティア活動をする場

合は、その保険に強制的に入ることになっていて、金額も安いですので、そういう方法も

検討してはどうでしょうか。 
 
黒沢委員 それは確かに安い保険ですが、動力機械を使った活動を対象にしていないはず
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です。 
 
笠井委員 ○○損害保険でもありませんでしたか。 
 
黒沢委員 高すぎて駄目ですね。 
 
笠井委員 学校で入っている保険はノコギリなども含まれると思いましたが。 
 
黒沢委員 ノコギリはいいのですが、チェーンソーは駄目です。刈払い機も対象外ですね。 
 
笠井委員 ほかにも保険会社はたくさんありますから、何かあるのではないでしょうか。 
 
熊谷会長 それぞれ委員の方がお持ちの情報を事務局に渡して、それをしっかり精査して

もらってはどうでしょうか。 
 
事務局（櫻田課長） 保険の種類も対象もいろいろとあるようなので、こちらでいくつか

精査をして、よいもので対応できるようにしたいと思います。 
 
加藤委員 建設業の中でも林業はとても保険料が高いです。専門的なことで細則もあると

思いますから、そこはよく確認しないと、今の話のようにいろいろな保険の話が出てくる

ことになってしまいます。 
 
熊谷会長 入ってみたら実は適応外でした、では困りますから、貴重な情報がいくつか出

ましたので、そこはよく調べてみてください。 
 
加藤委員 角館の里山再生プロジェクトは、とてもよい事業だと思います。皆さんご存知

のように角館はサクラで有名なところですが、サクラをキーワードにして町全体のイメー

ジアップが図られています。特に横のつながりのある活動は波及効果もあって大切なこと

だと思います。事業の使い道にこうした例があることを広く知らせ、横に広がるよう、意

欲を持った人がどんどん参加できるような告知の仕方をお願いしたいと思います。 
 
熊谷会長 ほかにありませんか。みなさんご意見をありがとうございました。 
 まず、三ツ矢沢自治会は、対象地としてどうなのかということでした。これは詳細資料

にあるように対象地であることをチェックしたということで納得していただきました。 
 保険については、何かあった時に非常にやっかいな案件ですから、委員の皆さんからの

情報も含めて考えられる限りの保険の種類をもう一度精査して、加入の徹底を図るよう、
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よろしくお願いいたします。 
 特記事項がついた２団体への対応は、既存の取り組みに加えて、子どもたちや参加者が

じかに森にふれるような活動を、32 年度以降事務局の方から提案するということでした。 
 イベントやハード事業の持続性、発展性について、やりっ放しではなくしっかりとそれ

を図るような仕組みが申請書の中にあるべきだというご指摘でした。これは審査項目の中

に入れるべきだということだったでしょうか。 
 
佐藤委員 イベントをやった後のフォローとしてはそうだと思いますが、私はイベントや

ハード事業は事前審査の段階では現状将来性の評価が取れないけれど、事業を通じた意識

啓発が将来の部分につながっていくことを評価して、それを審査に反映させてもよいので

はないか、というつもりで申し上げました。 
 
熊谷会長 分かりました。その点もぜひ検討していただきたいと思います。 
 以上、さまざまなご意見を踏まえて、一般枠 18 件と特別枠４件を採択するということで

よろしいでしょうか。 
 ありがとうございます。それでは次の議案に進めたいと思います。 
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議題３ 天皇陛下御在位三十年及び皇太子殿下の御即位記念造林等の実施について 

 
熊谷会長 それでは「天皇陛下御在位三十年及び皇太子殿下の御即位記念造林等の実施に

ついて」、事務局からご説明をお願いします。 
 
事務局（櫻田課長） 昨年の 12 月に全国の都道府県知事宛に、記念造林等の実施について

の通知がありました。 
森づくり税事業で植樹活動をされている団体がたくさんあります。先ほど審査していた

だいた県民提案事業でも植樹活動が６件あります。また、ボランティア団体の活動として、

植樹活動をしているところもあります。ほかにも市町村の森づくり活動で植樹をしている

事例が７件あります。このような植樹活動をしている実施主体の方々に問合せをしました。

今回の天皇陛下御在位 30 年は４月までということになり、皇太子殿下の御即位記念は今年

の５月から３年間の期間がありますので、来年度事業で植樹を実施している団体に対して、

関連行事として植樹をしたいという考えがあれば、記念造林として実施していただくとい

うことになりました。 
通知には記念植樹、記念造林の場合には標識を設置してくださいとあります。しかし、

先ほど審査していただいた県民提案事業で植樹を実施する団体でも、予算に標識代が入っ

ていないところがあります。そこで、各団体の意志を確認した上で、記念事業として植樹

をするという場合には、現在認めている予算に標識代を追加して決定額としたいと思って

おります。それでよろしいかどうかを本日お諮りしたいと思います。 
 
熊谷会長 標識代はいくらぐらいですか。 
 
事務局（櫻田課長） 小さいものから大きいものまでさまざまありますが、大体１万～３

万円くらいだと考えております。 
 
熊谷会長 これは県で統一するということですか。 
 
事務局（櫻田課長） 植樹の規模、場所の広さも違いますので、柱タイプの小さなもので

よい場合もあれば、文字数を多く入れられるような大きめのものにする場合もあると思い

まので、その場所によって金額は違ってくると思います。 
 
熊谷会長 その標識の大きさはこちらで判断して、それに見合った金額を追加するという

ことになりますか。 
 
事務局（櫻田課長） 常識的に考えて 30 万円、40 万円もするというものは対象にしませ
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んが、１万円から３、４万円のものを想定しております。 
 
熊谷会長 この提案について、委員の皆さんいかがでしょうか。 
 
黒沢委員 緑化推進委員会の補助で事業を実施した時に、標識をいただいたことがありま

す。最初は自分たちで 100 円ショップから買ってきて札を立てていたのですが、やはりそ

れでは恥ずかしい、緑化推進委員会の方であげるからと言って立派なのを持ってきました。

それは観光客が来て、読んでいくものですから、きちんとした、ある程度統一的なものが

よろしいのではないでしょうか。緑化推進委員会のやり方がいいかな、と私は思いました。 
 
熊谷会長 皆さんはこれについてどうでしょうか。せっかく天皇陛下の御在位や、新しい

陛下の御即位記念ですから、しっかりしたデザインのきちんとしたものを設置するのが基

本路線かと思います。ですから、団体によって大小さまざまなものにするというのは、微

妙なところだという気がしますが、そこも検討してしっかり対応してほしいと思います。 
 
碇子委員 黒沢委員、それは特注のものだったのですか。 
 
黒沢委員 そうです。だから高いのですが。木ですから材料は安いのですが、丁寧にきれ

いな字で、雨が降っても劣化しないようにとなると、やはりプロに任せるということにな

ります。 
 
事務局（畠山） 今回の提案は、県民提案事業のほかにボランティア団体と市町村が実施

主体となる県民参加の森づくり活動まで含まれますが、そこでも自分たちで標柱を立てた

いという団体があります。その形状を見ると１万円から３万円程度のもので、空いている

ところに文字を書き入れればよいのですが、今回は私たちの方から、こういうものにした

らどうかという提案をしようと考えています。長く管理していただくものなので、統一し

た標識を提案したいと思います。 
 
加藤委員 長年残るようなしっかりしたものだとすると、木の場合は腐食してしまいます

から、面積や内容によるかと思いますが、木より費用はかかりますが石に彫ることも考慮

したらよいと思います。植えた木はずっと残りますが、木柱には限界があるので、腐食し

てなくなってしまえば、何のために標識を立てたのか分からなくなります。費用の問題も

ありますが、必ずしも画一的にしなくともよいのではないでしょうか。 
 
熊谷会長 その辺の弾力的な対応は可能なのでしょうか。 
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事務局（櫻田課長） どんな内容や規模であっても、同じ規格で同じ値段のものにするの

はどうかと思います。もちろんあまり粗末なものではなく、一定の品質は維持すべきだと

思います。 
全国植樹祭や県の植樹祭では、石に刻んだ標識もありますが、それはよほどの規模の場

合です。今回参加するであろう団体にも、５本、10 本を植樹するだけのところもあれば、

何百本も植樹する団体もあります。そこへ一律に同じデザイン、価格のものを立てるので

はなく、柔軟性をもって対応してよいのではないかと思います。 
 
熊谷会長 これは来年度以降の対応になりますか。 
 
事務局（畠山） これは３年間の対応期間があります。急にきた通知のため、来年度は植

樹する団体に確認をとりながら実施し、再来年度以降も受けていくつもりです。 
 
熊谷会長 つまりこの案件はこれ以降の委員会でも協議する機会があるということですね。 
 例えばデザインや材質の選択肢をいくつか用意していただいて、その中から皆さんのご

意見をいただくということも可能なのですね。 
 
事務局（畠山） そうです。まず来年度については、基本的なスタンダードなものをこち

らから提案いたしますが、後は各団体がどのような選択をしていくかについては柔軟に対

応していくつもりです。 
 
熊谷会長 これで議題は終了となりますので、次に報告事項に移ります。 
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その他 平成３１年度森林環境譲与税関係事業について 
 
熊谷会長 「平成３１年度森林環境譲与税関係事業について」事務局から説明をお願いし

ます。 
 
事務局（櫻田課長） 森林環境譲与税の制度や仕組みについては、12 月の委員会でご説明

していますので、今回は来年度に秋田県の事業としてどのような事業を計画しているのか

についてご説明します。 
 来年度、全国には 200 億円の譲与税が配分されますが、秋田県に対しては市町村と県の

部分を合わせて５億円ほどが配分されます。法律自体がこれから成立することになるので、

詳しい金額は確定していませんが、おおむねの計算式によると市町村に４億円、秋田県に

１億円ほどとなります。その県に譲与される予定の１億円の使い道について、資料４の１

頁目に記載しています。大きな柱が２つありまして、林業の担い手・人材育成関連で 4,916
万円。２つめの柱が、整備の実施主体となる市町村の支援のために県が行う事業が 4,172
万円となります。 
 その内容ですが、担い手・人材育成関連では実際に森林整備を行う人材がいないと、こ

の森林経営管理制度は成り立ちませんので、その人材の育成のために使う活用します。秋

田県としては、ニューグリーンマイスター育成事業として、すでに林業の会社や森林組合

等に勤めている方の技術を高めるための研修を２カ年で実施するものです。技術のレベル

アップを目標としたものです。それから、新しく林業に入ってくる方を増やすために、高

校生のころから林業を体験していただく事業、もう１つは新規就業者雇用支援事業という

ことで、県外からの移住、定住、また県内のハローワークなどで仕事を探している方に対

して、林業の内容を体験してもらい、林業に対する見方を変えてもらおうという研修体験

事業です。 
 また、先ほども話が出ましたが、この森林環境譲与税で秋田林業大学校の担い手養成事

業を 2,146 万円で実施することになっています。 
 市町村事業支援関連では、市町村の職員に林業の専門職の方がなかなかおりませんので、

業務が増える中でどうやって円滑にそれを進めていくかということで、市町村の職員を対

象にした研修を行います。また、県の森林経営管理支援センターという名前をつけた窓口

を設置して、市町村の指導や要望に対応できるように、県内に支援員を４人配置していき

たいというものです。そのほか、森林整備のモデルとなるモデル林を設置する事業や、森

林の所有者、林地台帳のような森林情報システムの整備をして、市町村の業務円滑化を側

面から支援する事業を検討し、実施していきたいと思います。 
 そのほかに７～８％を積立して、不測の事態に備えることとしています。 
 以上、31 年度は 9,900 万円ほどの県の事業を計画しておりますのでご報告いたします。 
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熊谷会長 報告事項ということですが、この話は以前から技監の方から説明していただい

ていました。だいぶ具体的な内容が見えてきたと思います。これについてご質問はどうで

しょうか。 
 
黒沢委員 上小阿仁村を見ていると、ここに女性職員しかいなかったらどうするのだろう

と思います。昔だったら仕事が来れば金が入ると喜んでいました。今は合併しなかった町

村では職員がいないという事態になっています。そんな中でこれだけの仕事が来たとなる

と、誰がこれをやるのかという話になります。それでもやらなくちゃならないとなった時、

大変ですが県の職員が巡回して帳面をつけていくことになるのか、計画書から何から全部

作ってくれるのかと、大変心配しております。その辺はいかがでしょうか。 
 
事務局（櫻田課長） 地元の市町村では皆さん心配しています。特に上小阿仁村など合併

しなかった町村では、職員数自体も少なく、まして林業専門職員はおりません。農業の仕

事の関わりで林業を担当しているという方ばかりです。しかも３、４年で異動となってし

まいます。非常に大変だと思います。対応としてはアドバイザーのような方を雇用したり、

森林組合のような外部の団体に委託をすることが考えられます。譲与税がたくさん譲与さ

れる市町村は、委託で森林の所有者の調査や境界を区分する業務などを、外部の力を借り

ながら実施していくことになると思います。その地域によって、森林組合に委託する市町

村もあれば、個人の専門家にお願いするという場合もあると思います。地域の実情に合わ

せて、県の支援員が巡回して個別に要望を聞き取って対応していくことになると思います。 
 
眞城森林技監 回答としては同じですが、基本的に手を付けるところが、そもそもこの譲

与税の目的で言うと、既存の事業でふれていなかったところ、完全にほったらかしになっ

ているところ、あるいは所有者が管理をするつもりがないところに対しては、２つ段取り

があります。１つは今の説明にあったように、この事業を使うかどうかの調査が最初にな

ると思います。そして、それを実施するとなった時に、委託をするか、人を雇うかという

ことになると思います。 
 ただ実際のところそうした技術者を今すぐたくさん集められるかと言うと、実はそこま

で至っておりません。技術者が市町村の周辺ではなかなか集まらないとなった時に、県が

仲介者となり、紹介することになっていくかと思います。場合によってはある程度の技術

があるＯＢの方にお願いするということも考えられます。 
 あともう 1 つは、この説明の中で「人材」が多かったと思いますが、実際に仕事を受け

る事業者の方々にも、そんなに余裕はないのです。ですから委託をするとなった時、今ま

でもただ作業をするというだけでなく、難しい場面での森林経営管理が必要となりますの

で、技術だけでなく、森林経営もかなり分かった上での関与となります。 
 いすれにせよ市町村職員の方がいきなり増えるというのは難しいので、技能者や技術者



21 
 

をトータルで育成していかなければなりません。その部分が、スタートとしては最も重要

になってくるのではないかと思います。その基となっているのは、今のままでは市町村が

この事業にすぐには取り組めないことがベースになっているということです。このような

２、３の視点から 31 年度はスタートするということでございます。 
 
熊谷会長 この議論、この疑念は、日本全国どこでも起きていると思います。短期的には

どうするのかと言ってバタバタしているフェーズだと思いますが、国が本腰を入れて日本

の森林をどうにかしようとしているわけですから、10 年 20 年後を視野に、しっかりとした

森林の経営戦略を都道府県が描いて、それを見据えて出来るところから実施し、経験則を

積み重ねていくしかなさそうです。 
これは来年度以降も議論になると思いますから、引き続き皆さんからご意見を頂戴した

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 


