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水 産 林 務 委 員 会 開 催 状 況

開催年月日 平成２７年９月１日（火）
質 問 者 民主党・道民連合 広田まゆみ 委員
答 弁 者 水産林務部長、森林環境局長、林業木

材課長、森林活用課長、道有林課長

質 問 要 旨 答 弁 要 旨

一 木育について
私からは、木育などについてご質問させてい

ただきたいと思います。

（一）木育の認知度について ○高石森林活用課長
まず、木育の認知度についてですが、道とし 木育の認知度についてでありますが、道では、

て、道民の木育についての認知度を平成２４年 平成２４年度に策定した「北海道森林づくり基本
度時点の２７％から平成３４年までに８０％に 計画」で掲げている関連指標の一つとして、木育
するという精力的な目標設定を既に掲げている の道民認知度を設定しております。
ことは承知しています。ただ木育という言葉を 木育は、子どものころから森林に親しみ日常生
知ってもらうだけでよしとするのか、この認知 活の中で木を身近に使っていくことを通じて、人
度アップによってどのような状態を目指そうと と、木と森との関わりを主体的に考えられる豊か
するのかということが重要だと思います。 な心を育む取組であり、 子ども達はもとより、
そこで、道は認知度アップにどのように取り より多くの道民の方々がそれぞれの生活空間に樹

組む考えかについて伺います。 木や木製品を置き、森や木と共に暮らしてもらう
ことを目指しております。
道といたしましては、森林観察会の開催や木製

遊具の体験など、道民が気軽に参加できる機会の
提供を進め、広く「木育」を認識して頂くよう努
めているところであります。

今、ご答弁で、「子ども達はもとより、より多
くの道民の方々がそれぞれの生活空間に樹木や
木製品を置き森や木と共に暮らしてもらうこと
を目指している」という、その木育のもたらす
成果については、それを目指しているというご
答弁だったと理解をしますが、私としては、木
育は応援する立場にありますけれども、木育の
ための木育にならないのかという危惧がござい
ます。
例えば、木に親しむ機会を、いわば、サービ

スの受け手として享受する道民の数が増えたと
しても、後でまたご質問させていただきますが、
道産木材のいわゆる地材地消であるとか、カー
ボンオフセットによる都市の農村への資金の再
分配などによって、林業、森をしっかり支えて
いくという担い手としての道民の役割が明確に
なるべきではないかと思うわけです。
そういう意味では、木育の認知度アップとい

うことの目標設定がいかがかなと、私自身思っ
ております。
条例が今年度、計画もそれに続いて見直され

ると承知しており、期待をしているところです
けれども、その中でしっかり議論をしていただ
きたいと、私は考えるところです。

（二）さらなる道民運動の推進の課題について ○及川森林環境局長
前回の委員会でもご議論ありましたが、まさ 木育の道民運動としての取組についてでござい

に北海道から発信した木育は、全国にその輪が ますが、木育を進めていくためには、道民の方々
広がり、また、特徴として、いわゆる木育ファ が身近なところで森林や木材とふれあい、森林・
ミリー、のような、民間の皆さん達の活性化な 林業を学ぶことができる機会を多く確保すること
ど、行政に過度に依存しない道民運動が展開さ が重要でありますことから、道では、道民の森を
れているということは、これまでの現場の取組 森林環境学習の拠点とするとともに、道有林を森
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に大変敬意を表するところであります。 林づくりの活動フィールドとして利用するなどし
一方で、全国展開になったがゆえに、北海道 て、道民が、木育に参加する機会を増やすよう取

でなければできない北海道の木育の特徴を、こ り組んでいるところでございます。
れまで以上にしっかり打ち出していくことも重 道としては、今後とも、木育ファミリーなどの
要ではないでしょうか。 団体や企業と連携・協力しながら、下草刈りや箸
道有林においては、過去に、一般会計という づくりなどを通じて、林業・木材加工を体験して

形の選択をされていることから、道有林によっ いただくとともに、漁協女性部のお魚殖やす植樹
て短期的な経済価値のみではなく、まさに条例 運動と連携し、世代や分野を超えた取組を展開す
にもありますように、北海道の１００年先を見 るなど、北海道発の木育を息の長い道民運動とし
据えた未来のために、どんな価値を生み出し、 て進め、道内に定着することを目指しているとこ
どんな貢献をすべきかも、十分に説明がされる ろでございます。
必要があると考えます。
北海道の木育のキーワードは、「つながり」で

あるということも承知をしております。木育フ
ァミリーや企業の協賛などにより、全道的な道
民運動を今後どのように展開をしていくのか。
道有林のあり方や、道民の森のあり方検討な

ども踏まえて、道がどのような役割を果たすべ
きと考えられるのか、具体的にどんな取組を、
されようとしているのか伺います。

今後の条例や計画の検討の中でも、しっかり
位置づけていただけるよう検討をお願いしたい
なと思っているところであります。

（三）道民一人３０本植樹運動の目標設定につ ○及川森林環境局長
いて 道民一人３０本植樹運動についてでございます
道民一人３０本植樹運動については、目標設 が、道では、身近で多様なみどりと森林づくりの

定としては、ある一定の役割を果たしたのでは 普及啓発を図るため、植樹・育樹活動や森林環境
ないかと、私としては考えております。 学習など、多様な活動を通じて道民が生涯に一人
植樹は、ある程度どなたでも参加でき、私ど ３０本の樹木を植え育てることを目指した運動を

も道議会議員も１０月に植樹祭にお邪魔するわ 進めてきたところであり、ここ数年は年間約７０
けですけれども、セレモニー的で、シンボル的 万本の植樹実績で推移しているところでございま
なものではありますけれども、実際に木が育つ す。
ためには、天然にしても人工にしても、種が苗 さらに、道では、「木とふれあい、木に学び、
木になるまで、そして植えた後の育てる作業が、 木と生きる」という新たに木育の理念に基づく活
人的にも技術的にも苦労や年月が大変かかり、 動も推進しており、最近では、植樹・育樹のほか、
そのことの理解の方が、北海道の林業や森林の 木のおもちゃや木材加工体験などにも取組が広が
未来のためにより重要であり、都市の農山漁村 っていることから、今後、広く道民の皆様方や関
の支え合いの考え方を強くする上でも非常に重 係団体、審議会などからご意見を頂き、道民運動
要であると考えます。 としての取り組み方についての検討をしてまいる
この道民一人３０本植樹運動の目標設定とい 考えでございます。

うのは、平成２０年、たしか洞爺湖サミットを
契機に発表された「北海道環境宣言」にも掲げ
られている目標でありまして、だからこそ、こ
の木育１０年を契機に、水産林務部が率先する
形で新たな目標設定を提案してもよいのではな
いのかなと考えておりますが、道民一人３０本
植樹運動の目標設定について、どのように考え
ているのか伺います。

私としては、この目標について、審議会の皆
さんのご意見も踏まえるということですが、是
非ご検討をいただきたいと思います。植えて森
ができるということでは全くないので、その後
の経過をしっかりストーリーとして分かるよう
な、植樹をするならするで地域との連携のあり
方なども踏まえた目標設定にしなければならな
いと考えます。
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二 カーボン・オフセットなどを活用した森林
の再生について
道民の皆さんが森林に期待する働きのアンケ

ート結果などを見ますと、地球環境への貢献や
国土の保全・災害防止など、幅広い観点から道
民の期待が著しく高まっていると言うことがわ
かりました。
そのような状況の中、「森林整備加速化・林業

再生事業」、いわゆる基金事業などの創設もあり、
北海道においては、過去に森林環境税が導入で
きなかったことは、私としては、持続可能な地
域の発展のために、大変残念に思っているとこ
ろであります。
北海道の森林の再生のためには、中央政府に

対して基金の継続を強く求めつつ、一方で、中
央政府による配分に頼るだけではなく、森林吸
収源対策を推進するための森林整備の重要性に
ついて都市部住民のさらなる理解の醸成を図る
とともに、新たな森林再生のための都市と地方
の支え合いの仕組みを確保することが重要であ
ると考えております。
現在、吸収源対策としてのカーボン・オフセ

ットへのインセンティブが大変少ない中、現場
ではご苦労されている厳しい環境だというふう
には認識していますが、その上で、以下、伺い
ます。

（一）カーボン・オフセットの取組状況と課題 ○本間道有林課長
について 森林を活用したカーボン・オフセットについ
現在、道有林や市町村において、カーボン・ てでございますが、道では、平成２３年度に、

オフセットなどを活用した取り組みが進められ 道有林において環境省のＪ－ＶＥＲ制度を活用
ていると思いますが、これまでの取組状況と課 して、森林整備によるクレジットを取得し、同
題をどのように認識されているのか伺います。 様の取組を進める道内１４の市・町と連携して、

環境を保全する取組を進めて参りました。
これまでに、森林づくりのイベントでクレジ

ットを購入した企業の事例を紹介したほか、環
境問題に関心の高い企業に購入を働きかけるな
どしてきたところでございます。
しかしながら、販売実績は、道と市町村が保有

するクレジット全体の約２５％にとどまっており、
カーボン・オフセットの仕組みや効果について、
企業に十分理解されていないことなどが課題にな
っていると考えているところでございます。

確かに、北海道においても地球温暖化防止対
策条例においても、ＣＯ２削減の目標設定など
はされておりませんので、現場においては苦労
しながら進められていると承知をしております
が、私自身が課題と認識をしていることは、こ
れは、他部にも関わってしまうことなのだと思
いますけれども、例えば、本道はカーボンオフ
セット商品の比率が他府県より低く、イベント
におけるカーボンオフセットの相殺比率が大変
高い状況になっています。
水産林務部としては、さまざまな努力をされ

てきていることは承知をしていますが、いわゆ
る、カーボンオフセット商品の開発を図ること
も重要では無いかと考えています。
一つの例としては、津別町の森林を支援する

北見農協との連携で、オフセット商品としてた
まねぎの販売などが行われているなど、農林水
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産業をはじめとする他産業との意識的な連携に
ついても、一部の担当の現場だけの努力ではな
くて、分野ごとに目標を定めて、より積極的に
行うべきと考えます。
また、今、道産食品の輸出拡大という方向を、

知事も施策、公約で掲げられているわけですけ
れども、例えば、スイーツ王国北海道と言われ
ていますが、道産小麦の自給率が３割程度と言
われている中で、化石燃料をかけて、短期的な
コスト優先でオーストラリア産などの小麦に依
存している現状がございます。
これは、本質的な対策ではありませんが、そ

ういう、スイーツの分野においても、一部、砂
川のお菓子屋さんで既にカーボンオフセットに
協力してくださっているお菓子屋さんもござい
ますが、本質的な対策ではありませんけれども、
一定程度、そうしたスイーツに関しても森林の
活性化に向けて振り向けていくことも重要であ
ると考えています。
道外観光客３００万人の達成を目指す中でも、

その中から、森林再生に貢献を選択できる商品
やサービスを用意することも、私は、北海道の
おもてなしとして重要であると考えるところで
ございます。

（二）今後の森づくりについて ◯及川森林環境局長
こうした課題などを踏まえまして、今後、カ 今後の取組についてでございますが、道では、

ーボン・オフセットを活用した森林づくりにつ 市町村と連携して、道のカーボン・オフセットの
いて、どのように進めようとしているのか伺い 取組を広く周知するため、コンビニでのポスター
ます。 の掲示や振興局でのパネル展の開催等により、

J-VER 制度や道の取組みの効果について PR を図
ってきたところであります。
今後は、新たに、首都圏で開催される大型イベ

ントで、道有林がクレジットを取得しているフィ
ールドである旭岳や羊蹄山が有する自然の魅力を
前面に出した働きかけを本州企業に行いますとと
もに、道内においては環境問題に関心を示した中
小企業とのマッチングを進めるなど、クレジット
の購入の促進を図り、カーボンオフセットを活用
した森林づくりを一層強化してまいる考えでござ
います。

是非、道外から地域にお金をしっかりと獲得
していくという視点でも努力いただきたいと思
っております。

三 地材地消について
次に、地材地消について伺います。
平成２２年に施行された「公共建築物等木材

利用促進法」に基づき、道では、地域材利用推
進方針を策定するとともに、市町村に対して同
様の方針の策定を働きかけ、平成２７年３月ま
でに、１７４市町村で方針が策定されたと承知
をしております。これにより、各市町村での地
域材利用の機運は浸透しつつあり、さらなる公
共建築物への地域材の利用促進が期待されます。
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（一）公共施設の木造化・木質化について ○ 鈴木林業木材課長
最初に、公共施設の木造化・木質化について 公共施設の木造化・木質化についてであります

伺いますが、道内において、公共施設の木造化 が、道内では、「森林整備加速化・林業再生基金」
・木質化は、どのような状況にあるのか。 などを活用し、平成２６年度までに、６７の市町
また、そうした状況を受けて、道として、道 村におきまして、医療・福祉施設や学校教育施設、

産木材の活用について、どのように認識をして 地域活動施設など、１４０の木造公共施設が整備
いるのか伺います。 されており、今年度におきましても、１７の施設

の整備が見込まれているなど公共施設の木造化・
木質化が着実に進んでいるほか、民間施設におき
ましても、信用金庫やコンビニといった店舗の木
造化などの取組が広がっており、さらに、建築物
の整備にあたっては、道産木材を活用していこう
という気運も高まっているものと認識していると
ころでございます。

（二）道産木材の利用推進について ○ 山崎水産林務部長
公共建築に関しては、公共的な建築に関して 今後の取組についてでありますが、道では、伐

は、民間施設においても広がっているというと 採時期を迎えた人工林資源の利用を進めるため、
ころだと思いますが、今後は道が高い目標を掲 公共施設の木造化・木質化、さらには、道総研林
げながら、いわゆる公共施設だけではなくて、 産試験場や民間企業と連携して、コアドライとい
一般の家庭の住宅ですとかあるいは家具などに う技術による、ねじれや割れを押さえたカラマツ
も、幅広く使っていただくよう進めるべきと考 建築材やトドマツを利用した家具の開発などに取
えますが、今後、道として、道産木材の利用推 り組んできたところでございます。
進を、どのように進める考えか伺います。 道といたしましては、今後、関係団体などとの

連携を強化し、公共施設はもとより、ホテルやレ
ストランといった民間施設などの整備に道産木材
が一層利用されるよう、木の良さを普及ＰＲする
ほか、新たな建築部材でありますＣＬＴの早期実
用化に向けた取組や、住宅をリフォームする際に
道産木材の使用量に応じて商品券を発行する事業
を進めるなど、様々な分野における道産木材の利
用拡大に積極的に取り組んでまいる考えでありま
す。

(了)


