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令和４(2022)年度第１回とちぎの元気な森づくり県民税事業評価委員会 

議事概要 

 

１ 開催日時 令和４(2022)年６月 23 日（木）10:00～11:30 

 

２ 開催場所 栃木県庁研修館４階 401 研修室 

 

３ 委員会委員数 ９名 

 

４ 出席者の氏名 

〔出席委員〕 

飯田 絵里  石川 尚子（WEB）  大貫 剛久  阪田 和哉  豊島 香折 

二ノ宮 次郎（WEB）  深谷 卓男（WEB）  福島 泰夫  屋代 ゆき子   以上９名 

 

〔県〕 

環境森林部次長兼環境森林政策課長 渡辺 順一  環境森林部参事 大栗 英行 

参事兼自然環境課長 仁平 康介  林業木材産業課長 松本 勇 

森林整備課長 佐藤 健之  環境森林政策課主幹兼課長補佐（総括） 松木 太郎 

環境森林政策課環境立県戦略室長 大山 剛 

 

５ 議事 

(1) 税事業評価委員会の検討スケジュール等について 

(2) 令和３(2021)年度とちぎの元気な森づくり県民税事業の実績等について 

(3) 中間見直しについて 

 

６ 議事の概要 

 事務局の進行により開会した。 

 事務局からとちぎの元気な森づくり県民税事業評価委員会設置要綱に基づき委員９名の出席

により会議が成立している旨の報告があった。 

 開会にあたり渡辺環境森林部次長兼環境森林政策課長から挨拶があった。 

 議事の進行にあたり阪田委員長から挨拶があった。 
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［議事］ 

(1) 税事業評価委員会の検討スケジュール等について 

 配付資料に基づき事務局から説明 

 

（質疑応答の概要） 

 

【阪田委員長】 

ただいま説明のあった議事の内容について御意見・御質問をいただきたい。 

 

 （特に意見等なし） 

 

(2) 令和３(2021)年度とちぎの元気な森づくり県民税事業の実績等について 

 配付資料に基づき事務局から説明 

 

（質疑応答の概要） 

   

【阪田委員長】 

  ただいま説明のあった議事の内容について御意見・御質問をいただきたい。 

 

【豊島委員】 

  とちぎの元気な森づくり里山林整備事業（以下、「里山林整備事業」とする。）の管理事業につ

いて、実績面積が計画面積を大幅に下回っている理由は何か。 

 

【佐藤森林整備課長】 

里山林整備事業は森林ボランティアの活動団体を受け皿としているが、活動参加者の高齢化等

に伴い事業終了後における団体の再結成が難しいなど、様々な問題が生じて実績面積が伸びてい

ない。この問題は中間見直しにおいて議論していきたい。 

 

【飯田委員】 

とちぎの元気な森づくり森林所有対策事業（以下、「森林所有対策事業」とする。）については

計画通り事業が進んでいるが、計画面積は栃木県の森林面積の何割程度を占めるのか。 

 

【佐藤森林整備課長】 

森林所有対策事業では、本県の民有人工林面積約 12 万ヘクタールにおいて、皆伐・再造林を推

進していく森林面積のうち 4,800 ヘクタールを実施予定であり、内訳としては国の補助事業活用

分 2,800 ヘクタール、県民税単独事業分が 2,000 ヘクタールである。民有人工林面積に対する実

施予定面積の割合は低いが、これから皆伐・再造林を推進していく部分をターゲットとして着実

に進めているところである。 
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【飯田委員】 

今後、森林所有対策事業はスムーズには進まないと考えているがどういった課題が挙げられる

か。 

 

【佐藤森林整備課長】 

山村地域では過疎化が進行していること、及び世代交代が上手くいかず森林所有者の所在が掴

めない、所在が掴めても現地の状況が把握できていない、高齢の森林所有者が現地まで足を運べ

ないといった問題がある。しかし、リモートセンシング技術を活用し航空レーザで解析した地形

データや森林資源データ等を利用し、各森林組合が公民館等で森林所有者に対して説明を行い、

境界を確定させることで計画通りに進んでいる。 

 

【飯田委員】 

森林組合だけではなく民間事業者等を活用して、事業を進めていくという考えはあるか。 

 

【佐藤森林整備課長】 

森林所有対策事業は、現在、栃木県森林組合連合会（以下、「県森連」とする。）により実施し

ている。県森連は、測量に関しては民間事業に委託して実施しているが、各地域の現場の実情を

把握している地元の森林組合の協力を得て事業を進めており、現在のスキームが現状において最

適だと考えている。 

 

【屋代委員】 

  最近森林所有者として地籍調査に立ち会ったが、境界の確認から所有者の了解をもらうまで多

くの時間と労力が必要な地道な作業であると感じた。 

 

【飯田委員】 

  次世代林業技術検証事業において、大苗の説明があったが、大苗の定義とは何か。 

 

【松本林業木材産業課長】 

  通常の苗がおおよそ 40 センチメートルであるのに対して 80 センチメートル程度のものを大苗

として定義し、実証事業を実施しているところである。 

 

【飯田委員】 

  植栽の手間は通常のコンテナ苗に比べてどうなのか。 

 

【松本林業木材産業課長】 

  下刈りの負担軽減が予想できるが、現在植栽の手間等も含めて実証事業を進めているところで

あり、結果は今後とりまとめていく。 
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【飯田委員】 

  以前、大苗はシカに食べられにくいと聞いたこともあり、獣害の軽減も期待している。 

 

(3) 中間見直しについて 

 配付資料に基づき事務局から説明 

 

 （質疑応答の概要） 

 

【阪田委員長】 

  ただいま説明のあった議事の内容について御意見・御質問をいただきたい。 

 

【飯田委員】 

  市町公共建築物の木造・木質化については、庁舎建て替えが進み、なかなか実績が伸びていな

いと考えているが、地方・都市問わず環境への関心が高まっており、庁舎や道の駅の建て替えだ

けでなく、持続可能な地域を目指して資源を有効活用しているといった市町の姿勢を発信できれ

ば良いと考えており、このことについて県の支援が必要だと感じている。 

 

【大栗参事】 

  市町においては庁舎や学校等様々な場で木造・木質化を図っている。どのように発信していく

か県の支援も含めて今後検討して参る。 

 

【飯田委員】 

  獣害については全国的に関心が高い問題であるが、対策がシカの繁殖力に追いついていないの

が実情だと考えている。被害に遭った地域でも地理的な特性等があり、一概にこうしたほうが良

いという対策はないと考えられるが、造林した苗にシカが集まってしまうこともあり、皆伐・再

造林の方法に工夫はできないのかと考えている。例えば、再造林箇所のリスク分散や施業方法

等、シカへの対策ではなく全体的な森林のあり方も含めて考えていくのも重要である。 

 

【大栗参事】 

  確かに、獣害は深刻な問題だと認識している。今回被害が大きかった箇所は、植えてからある

程度年数が経った木であり、こういった場所においては対策を講じている。また、壮齢林では、

すべての立木を対策している訳ではなく将来的に残していく立木を選択して対策している。忌避

剤を散布したにも関わらず被害にあった苗木については補植及びより強固な対策を講じている。

今後、獣害の対策強化及び、次世代林業技術検証事業による大苗の植栽や、天然更新可能性の検

証など早期の実用化を目指し森林整備の選択肢を増やしていきたい。 
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【飯田委員】 

  野生獣による被害は農業被害や、最近日光地区で起きたキャンプ場での観光客の被害など林業

だけにとどまらない。人が集まる場所にはシカは近づかないと聞いたことがあるが、山に人が入

らなくなったことが被害増加の背景の一つでもあり、農業・観光業と連携した取組が重要ではな

いかと考える。 

  また、里山林整備事業について、森林ボランティアの担い手不足という現状は身近な人から話

を耳にする。「とちぎ夢大地応援団」というプラットフォームがあるが、より気軽に参加しやす

く、また県内一カ所だけではなく、県内各地で精力的に取り組んでいる団体を応援団登録し、ス

キルを持った人が参加できる大きなプラットフォームがあれば喜んで協力したいと考えている。

那須烏山市内の団体の１つは、雑草管理が非常に大変で多くの労力を割いており、除草剤メーカ

ーや宇都宮大学と連携している。この団体の活動に参加した際に、除草剤は一般的に悪いイメー

ジであるが、使い方によっては、雑草の成長を抑制し丈の位置を調整するなど、景観を作ること

が可能であるという話を伺った。このような活動に参加すると、新しい知見に触れるとことがで

きるため、気軽に参加できるような仕組みを作り、こういった団体を支援していければ、担い手

不足の解消につながるのではないか。 

 

【大栗環境森林部参事】 

  里山林の管理を行っている多くの団体から、今後も活動を続けていきたいという声を聞いてい

るが、まずは地域の実情を把握しながら検討を進めて参る。 

 

【阪田委員長】 

  気軽に参加できることは学生等の関与も期待でき、可能性がある。 

 

【福島委員】 

  森林所有対策事業では地籍調査を支援しているが、従来から行っている建設土木業での地籍調

査との違いは何か。また、地籍調査を実施するに当たり現地の立会が必要になるが、今後、高齢

化が進み現地に足を運べない所有者も増加するため、前倒しで実施していく必要がある。 

 

【佐藤森林整備課長】 

  そのような御意見を多くいただいている。従来の現地測量ではかなり時間を要したが、現在は

航空レーザを活用して実施しているため効率よく実施できている。しかし、現地を確認したいと

いう所有者がいる中で、現地を詳しく知る県森連に測量会社と土地所有者の間に入ってもらうこ

とが重要であり、これを最大限生かして実施しているところである。 

 

【福島委員】 

  自分の土地はいつ地籍調査を実施するのかという声もあるので、少しでも早く進めていただき

たい。 
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【二ノ宮委員】 

  獣害は忌避剤の散布など県民税事業で対策してきたが、それでも防ぎきれていない。対策の一

番はシカの頭数が減ることだと考えているので、シカの捕獲に対して、副業として魅力があるく

らいの報奨金を県民税事業で支援すれば、ハンターの数が増加しシカの減少につながる。 

  また、地籍調査は画面上で完結した場合に、航空レーザで空から計測したものと実際に現地で

確認するのは全くの別物であるが故に、後々境界でトラブルになるケースが想定される。現場へ

の目印となる杭の設置や、計測したデジタルデータを一般に公開する等、実効性を高めることが

必要と考える。 

 

【仁平参事兼自然環境課長】 

  令和３年度は過去最大となる約 15,700 頭のシカを捕獲した。過去 10 年程度は最大捕獲数を毎

年のように更新しており、県内のシカ生息数は減少傾向である。しかし、田園地帯や里山付近だ

けでなく森林に生息するシカを捕獲しないと林業被害の軽減にはつながらないため、森林の中で

の捕獲を効率化する方法を今年度より次世代林業技術検証事業として実証しているところであ

る。報奨金については、シカ１頭捕獲に対し 2,000 円を支援している。イノシシは令和３年度に

おいて対前年比４割程度しか捕獲できず、ハンターの捕獲意欲を維持させるために報奨金を

1,000 円上乗せし計 3,000 円としたところである。シカについても同様に報奨金の上乗せや食害

防止チューブの使用など総合的な観点で検討を進めて参る。 

 

【佐藤森林整備課長】 

  地籍調査について、航空レーザの解析データだけでは判別できない場合には現場を確認してい

ただいており、座標値で所有界を押さえているため、境界に疑義がある場合には復元できるよう

にしている。また、現在公開している森林クラウド上で森林の状況等は確認していただければと

考えているが、それでも問題が生じた場合には丁寧に対応して参る。 

 

【大貫委員】 

  林内で作業をしていると毎日シカと遭遇し、なかなか生息数が減少していないと感じている。

また、ハンターからは毎日多数捕獲しているが減少しないという声も聞いている。ハンターは 10

年前と顔ぶれが変化しておらず、今後新規のハンターをどのように確保していくのかが重要であ

り、企業との連携や、個人が培ってきた技術の継承ができるシステム作りも必要である。 

 

【仁平参事兼自然環境課長】 

  捕獲の担い手であるハンターの育成・確保は喫緊の課題であると認識している。現在、狩猟免

許取得のための事前講習会の開催や無料でのテキスト配布、免許取得後においては罠の設置方法

等の研修会を開催しており、年 100 から 150 名程度であった免許取得者数が平成 27 年度以降は

300 名程度に増加している。ハンターの数は昭和 50 年代がピークで 15,000 名程度いたが、現在

は 3,000 名程度まで減少してきている。過去数年程度は微増で推移しているが、高齢化が進行し

ている中で、技術の継承が図られるよう各種研修会の開催や宇都宮大学の学生向けに講義を実施
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するなど若者への免許取得の働きかけをしている。今後は、実際に農業・林業被害を受けている

所有者へ狩猟免許取得の働きかけを行うなどハンターの一層の育成・確保を進めて参る。 

 

【阪田委員長】 

  様々な御意見を踏まえ、今後中間見直しに向けた整理を進めて行きたい。最後に全体を通して

御意見・御質問をいただきたい。 

 

【大貫委員】 

  獣害対策の効果の有無について、忌避剤に比べて獣害防止チューブ設置の方が効果は高いが、

その分コストがかかる。しかし、忌避剤の散布だけで効果がある場所もあれば、チューブごと苗

木を食べられてしまうケースもあるなど場所によって状況が違うため森林組合等から情報を収集

してより現場に合った対策が講じられれば良いと考えている。 

 

【松本林業木材産業課長】 

  忌避剤だけでは対策できてないという声も聞いているため、多くの獣害資材がある中で、効果

の検証等を図りながらより良い対策が講じられるよう努めて参る。 

 

【阪田委員長】 

  丁寧に情報を収集していくことは非常に重要である。情報収集を進めていけば何年後かには人

工知能を活用した取組も期待できる。 

  各委員から御意見等をいただいたが、現場を知るものとしての問題意識と行政として考えてい

る問題意識との違いが見えてきた。獣害被害の現場を知る委員からは気になる点やアイデアが多

く出てきたと考える。森林環境譲与税については県として委員からの御意見も踏まえながら市町

のサポートや事業の提案をしていただければと考える。 

  以上で本日の議事を終了とする。 

 

 議事について終了し、大栗環境森林部参事からお礼のあいさつの後、閉会した。 


