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平成25年度 農林水産省行政事業レビュー 公開プロセス 

No.５ 森林施業プランナー実践力向上対策事業 

 

日時：平成25年６月14日(金) 13:50～14:45 

場所：農林水産省 本館 ７階 講堂 

（外部有識者）太田 康広 委員、沖本 美幸 委員、伊永 隆史 委員、藤原 道子 委員、 

二村 真理子 委員、吉田 誠 委員 

（事務局）後藤 正之 政策評価審議官、山口 英彰 予算課長、三浦 正充 評価改善課長 

（説明者）漆原 勝彦 林政課長、松原 明紀 経営課長、井口 真輝 経営課総括、 

松井 琢郎 課長補佐、秋山 広 経営対策官 

 

後藤審議官：それでは、続いて、５つ目の事業にまいります。ページは、お手元の資料53ペー

ジからです。「森林施業プランナー実践力向上対策事業」です。これにつきましても、

また２時半頃にコメントシートを回収させていただきますので、適宜記入しながらお

願いいたします。それでは、担当から５分程度で説明をお願いいたします。 

松原課長：林野庁です。よろしくお願いいたします。森林施業プランナー実践力向上対策事業

について御説明いたします。 

 53ページ、まず事業の目的の欄をごらんいただければと思います。ここに、森林・

林業の再生を図るため、森林経営計画の作成や森林整備の提案までを行い、提案型集

約化施業を着実に実践できる能力を有する森林施業プランナーの実践力の向上を図る

ということが目的として考えてございます。この中に、森林経営計画あるいは集約化

施業、森林施業プランナーといった余りなじみのない言葉が含まれておりますので、

まず59ページ以下の資料で御説明させていただければと思います。 

 59ページをおあけいただければと思いますが、ここでは、森林・林業の現状という

ことで御説明しております。まず、森林につきましては、国土の保全、水源の涵養、

地球温暖化の防止、木材の生産など、多面的機能を有しております。これらの機能を

発揮させるためには、適切な森林整備が必要だというふうに考えております。 

 しかしながら、森林所有者の多くは極めて小規模です。また、森林整備、林業経営

に対する意欲は低位にとどまっているというのが右下の図の円グラフに示してあると

おりです。このままでは、適切な森林整備が行われないということが危惧される状況

にございます。 

 このような中で、適切かつ計画的・効率的な森林整備を推進するということで、
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森林法というのを改正いたしました。ここにおきまして、一定の面的なまとまりの

確保を要件とする「森林経営計画」、この制度が設けられたところです。これは平

成24年です。この計画の作成と適切な実行に向けまして、複数の所有者の森林を取

りまとめて、森林施業を実施する「施業集約化」を推進するということが重要な課

題となっております。 

 次の60ページです。今、出てまいりました森林経営計画について、ここで御説明し

ております。今、申しました森林の多面的機能、これを発揮させていくために、森林

法に基づきまして、国、都道府県、市町村、この各段階におきまして、森林・林業に

関する政策の方向あるいは森林所有者等の森林施業の指針となる森林計画をこの各段

階で策定しているということです。 

 森林所有者等は、施業集約等により、面的にまとまった森林につきまして、造林、

間伐等の実施に関します計画を作成して、市町村の認定を受けるということができる

ようになっております。これが森林経営計画です。この計画を通じまして、適切な施

業が行われ、健全な森林が整備され、森林の多面的機能が十全に発揮されるというこ

とを期待しているという体系になっておるところです。 

 １ページ飛ばしまして、62ページをごらんいただければと思います。ここでは、

森林経営計画の作成と施業集約を推進する上での課題ということで書いてございま

す。施業集約化を推進いたしまして、森林計画の作成にこぎつけるというためには、

さまざまなご意向をお持ちの複数の森林所有者に対しまして、間伐等の必要性をき

ちんと説明して、施業の内容、コスト等を提案して、納得して合意を得るというこ

とが不可欠です。 

 この活動の流れを中ほどに長い図で示しておるところです。こういった合意形成

を図るためには、森林所有者に対して深く働きかけを行う森林組合あるいは民間の

林業事業体、こういったところの職員の皆さんが、幅広い能力、知見を身につけて

おくということが必要だというふうに考えております。ただ、集約活動を行う森林

組合等々は、一般に小規模でして、なかなかみずからのみでは、人材育成を図るこ

とは難しいという状況です。 

 次の63ページです。こういった状況に対しまして、国といたしまして、平成23年

７月に「森林・林業基本計画」というのを森林林業基本法に基づきまして策定して

おるところですが、ここにありますように、森林所有者に対しまして、集約化の働
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きかけなどを行う森林組合等の職員は「森林施業プランナー」というふうに位置づ

けまして、本事業を見まして、研修、ワークショップを実施して、人材育成を推進

しているということです。 

 また、基本計画のその下のほうですが、24年度より森林施業プランナーの認定制度

が発足いたしました。一定の知見なり能力が担保された約400人が認定されたという

ところです。こういったふうに考えまして、我々として事業を進めているわけですけ

れども、64ページで、もう一回、今、申し上げたことを整理しております。左から流

れておりますけれども、まず森林施業プランナーの育成、具体的には2,100人の認定

がされまして、この人たちが、施業集約化あるいは森林経営計画の作成を行い、集約

化を担う人材の育成によりまして、作成率が向上する、こういったことで、全国で計

画的・効率的な間伐等が実施され、森林の多面的機能の発揮が担保されるというよう

な流れとして図示しておるところです。 

 ここで、また53ページに戻っていただければと思います。今、申し上げたような趣

旨で事業を実施しているところですけれども、中ほどに成果目標を掲げてございます。

①といたしまして、平成32年度までに民有林における森林経営計画の作成率80％を目

指すということと、平成27年度末までに2,100人の森林施業プランナーの認定を目指

すということです。①の指標につきましては、これは、市町村が森林所有者の森林経

営計画を認定するという関係上、年度末のものにつきましては、現在、調査中です。

また、②につきましては、300人の目標のところ、393人の認定が24年度に行われたと

いうことです。その下に、活動指標、活動実績がございます。これは次のページにま

とめて御説明させていただきたいと思います。 

 １ページめくっていただきまして、54ページです。事業所管部局による点検をさせ

ていただきました。三角が２つございますので、これについて御説明いたします。 

 １つは、事業の効率性の一番上ですが、競争性が確保されているなど、支出先の選

定は妥当かということです。ここにつきましては、１者応募ということでございまし

た。この課題に対しましては、点検結果の欄の③に、今後の課題、改善の方向につい

てということで書いてございますが、こういった24年度の状況を受けまして、25年度

におきましては、公募要領の応募団体要件の緩和、具体的に申しますと…… 

後藤審議官：すみません、予定の時間を超えています。簡潔にお願いいたします。 

松原課長：はい、簡潔に、じゃ図りましたけれども、結局あと１者応募になりましたので、引
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き続き公募要件の見直し等について検討してまいりたいというふうに思っております。 

 また、もう一つ、事業の有効性のもう一つの三角が活動実績です。これにつきまし

ては、９割弱というふうになっておりますので、この課題につきましても、早期の研

修等の企画を行いまして、実行に移す、あるいは研修の募集ということがポイントに

なりますので、我々林野庁の持つ広報周知手段も活用しながら、周知を徹底してまい

りたいというふうに考えております。 

 以上です。 

後藤審議官：続きまして、予算課長から、この事業につきまして、論点説明をお願いいたしま

す。 

山口予算課長：論点について御説明いたします。 

 まず、１つ目は成果目標についてです。今の説明にもありましたように、成果目標

には、平成27年度末までに2,100人の森林施業プランナーを認定するということにな

っております。これとその上にありますその平成32年度の森林経営計画の作成率を

80％にする、この関係がどうなっているのかということが１点目です。 

 それと、２つ目が国の支援理由ということですが、この森林施業プランナーには、

どういう人が応募していらっしゃるのか、またそのプランナーの育成に国費を投入す

る理由は何か、これを確認したいと思っておりますことと、あとまた認定後のプラン

ナーの活動経費自体はどのように賄っていくのかという点です。 

 ３番目ですが、採択の理由です。これは、シートの55ページにありますけれども、

補助事業者Ａがその直接事業を行う以外に、ＢからＥまでの各事業者に採択を行って

おります。ここまで事業を細分化する必要があるのでしょうか。また、その認定制度

の普及も委託されておりますけれども、こういったことは、直接、事業主体が行うべ

きではないか、こういった点です。 

後藤審議官：それでは、委員の皆様からの質疑をお願いいたします。基本的に、一問一答形式

で進めたいと思います。御回答はなるべく簡潔明瞭にお願いいたします。 

 それから、委員の皆様全員から御意見いただきたいと思いますので、ご協力賜わ

れれば幸いです。どなたか御意見がある方、それでは沖本委員から。 

沖本委員：これは、もともと研修によりプランナーを育成するという前に、このプランナーを

将来どのように活用していきたいかという前提がないと、我々としてはわからないね、

一答ずつですか。 
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後藤審議官：どうぞ、どうぞ。 

沖本委員：もう一個は、集約するにしても、所有権はどこにあるのかわからないし、その所有

者たちが、この集約化するインセンティブというのがどこにあるのだろうか、この２

点、お願いしたいと思います。 

松原課長：お答えいたします。 

 １点目、政策として我が国の指針をどういうふうに持っていきたいかということ

です。それにつきまして、私ども、よりどころにしておりますのは、資料の60ペー

ジの森林計画制度の体系です。まず、森林・林業基本計画というのがございますが、

ここでは、この計画は、森林・林業基本法に基づいて、５年ごとに策定されるとい

うものです。この中では、キーといたしましては、やはり森林の多面的機能という

ものをきちんと発揮させていくということが大課題だというのが、法律あるいはそ

れを受けた基本計画の趣旨です。この閣議決定であります森林・林業基本計画を受

けまして、農林水産大臣が閣議決定に持ち出すのが全国森林計画です。 

 この中で、こういった森林の多面的機能を発揮させていくためのいろいろな政策

の構成、あるいは森林所有者の方々に行っていただきたい森林施業の考え方、指針、

こういったものを決めて、それが、知事段階あるいは市町村段階におりていったも

のが、最後、市町村長が、森林所有者の森林経営計画、まさに計画体系上、こうい

った一貫したものの考え方の中で、行われているということです。そういった意味

で、私どもがよりどころにしておりますのは、森林・林業基本計画、全国森林計画、

地域森林計画等ということです。 

 ２点目のお問い合わせです。所有権の問題あるいは所有者のインセンティブとい

うことです。おっしゃるとおり、所有権、森林につきましても土地ですので、森林

の土地の所有者というものがいらっしゃるかと思いますが、これは、資料の59ペー

ジで示しておりますように、森林を持っている世帯、林家ですけれども、極めて小

規模だという状況です。また、地域によっては極めて錯綜しているということもご

ざいます。そういった方々、林家数の数も多いですし、あるいは保有面積を見てい

ただいていても、やはり小規模の方々が持っていらっしゃる面積が非常に多いとい

う状況です。こういった方々が個々ばらばらにやはり施業していらっしゃるという

ことでは、当然なかなか収益が上がらない、当然そのインセンティブはなかなか湧

かないということになります。そこで、施業集約化という考え方が出てまいります。
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施業集約化というのは、土地の所有権につきましては、手を触れずに、手を触れる

場合もありますが、手を触れずに、基本的にはその場の経営なり施業をまとめる、

まとめて行うということによって、一定の面積のまとまりを確保するということで

す。 

 61ページに書いてございますけれども、ある程度の面積がまとまれば、61ページの

右側ですが、当然道も入りますし、その道を使った高性能林業機械の導入もできます

ので、コストが下げられるということがありますし、ある程度、ロットがまとまって、

売ることもできますので、販売面でも有利になるということで、森林所有者の方々の

収益がある程度確保できるということで、施業集約化のインセンティブが増してくる

んではないかというふうに考えております。 

吉田委員：先ほどの論点の御指摘がありましたけれども、この部分は非常に重要だと思ってい

ます。森林施業プランの作成を急がなくちゃいけないというのは非常に大賛成で、こ

の森林計画を順調に進ませるためには、ここの段階を乗り越えれば、あとはスムーズ

にいくとは思うんですが、それとこのプランナーとの関係ですよね。本来この森林計

画制度ができたときに、これは、生産森林組合の力を入れるべき仕事として位置づけ

られてできたというふうに認識しているんですが、だったらそのプランナーとかはつ

くらなくても、職員がこの事業に力を入れていくということだけでいいんじゃないか

ということなんですが、そこを説明してもらえますか、なぜプランナーなのか。 

松原課長：用語として、先ほど申しました森林組合です。おっしゃったように、事実として森

林組合もやはり認識を持っておりまして、こういった施業集約化によってコストを下

げるということは、みずからの大きな課題だと認識しているというのは、吉田委員の

おっしゃるとおりです。そういった意味で、この事業というのを当然みずからの課題

としてやるべきではないか。逆に言いますと、なぜ国が支援するかということにもな

ろうかと思います。ここにつきましては、我々、大目的といたしまして、先ほど森林

の多面的機能の発揮ということで、急いで施業を行わなきゃいけないということがあ

る一方、それを期待する受け皿としての主として森林組合ですが、ここにつきまして

は、木材価格の低迷等により、極めて収益力が弱いという状況です。先ほど説明の中

でも、小規模で経営基盤が弱い、人数も多くないということを申し上げましたけれど

も、なかなかその自助努力だけで事業を広げても…… 

吉田委員：簡潔にいきましょう。民間のその地域の非常に大きな大規模な林業経営者、それか
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ら森林生産組合というのもある。それから、零細な林業家もあるという中で、問題は、

ここの細かい部分で、施業体系を統一させて、効率的なものにしていこう、うまくい

けば将来的には中核的な林業者に集約化していこうということだと思うんですが、そ

の前に幾つか方法があるじゃないですか。それを誰が働きかけていくか、森林組合だ

ったり、その民間の大きな経営者だったり、それから小さな経営者にしろ、誰かが声

を上げていくとかということです。いろいろな方法がある。 

 それが、なぜこのプランナーというものが、誰かが主体になるべきなのに、そう

じゃないプランナーという資格制度をつくって投入しなくちゃいけない。それは、

誰を助けることになるのか、誰を対象にしたのか、そこはよくわからないわけです

よ。だって、誰かが動けばいいわけですね、地域で。みんなでやろうぜと言い出せ

ばいいわけです。それは山林ぐらいしかないわけです。これは、なぜプランナーな

のかというのを簡潔に説明してほしい。 

松原課長：プランナーといいましょうか、むしろ施業集約化する人と言ったほうがわかりやす

いかと思います。プランナーというものは、突き詰めて言えば施業集約の働きかけを

する人なんで、誰かがやはりまとめなきゃいけないということは委員の御指摘のとお

りです。それが、例えばおっしゃるとおり大規模森林所有者が周りの人を集めるとい

うパターンもあれば、森林組合が働く場面もあるし、あるいはその民間の林業事業体

がやるというか、さまざまな場面が想定されます。私ども、結果的にその森林組合の

職員が、森林施業プランナーになる方が多いんですけれども、そこはこの人と必ずし

も決めているわけではなくて、そういった働きかけする人が、やはりある程度の知見、

能力を持っていただきたいという趣旨が本心です。結果的に、その認定プランナーに

なっている方々も、森林組合の職員の方もいれば、民間事業体の方もいますし、ある

いは大規模な森林所有者が周りの方に働きかけたいということで、こういった資格を

取っている方もいらっしゃいます。 

吉田委員：ということは、そのうちの誰か、もしくはそれ以外の方もプランナーになっていい

と言うけれども、主には大体その三者ですよねということで、森林経営計画の作成で

80％というけれども、まさしく目標値だと思うんですが、先ほど指摘されたように、

それとプランナーの数というのはどういう相関関係ですか。 

松原課長：お答え申し上げます。 

 まず、割と直接的な目的でわかりやすいのは、すみません、53ページの成果指標
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のところに出ています②の2,100人を施業プランナーの認定というところが割と直接

的なところでして、やはり必要な間伐というのが、京都議定書に基づきまして、面

積、大体、毎年これぐらいというのございますので、それが、１人当たりできる面

積で割りますと、大体、毎年2,100人ぐらい活躍していただかなきゃいけないという

数字になります。これに、まずそういった方々が、きちんと能力を持って、取りま

とめしていただくという意味で、この認定という成果について、本事業の成果指標

として掲げたものがまず一つの動きにありました。 

 もう一つ、森林経営計画作成率80％を持ち出しましたのは、要は、割と直接的な成

果目標に加えて、やはりそういった方々が働いたことが、最終的に森林計画の作成…

… 

吉田委員：いや、そのとおりです。だから、こっちだけでもいいんじゃないかと思うぐらいで

す、80％達成するために、こういう事業もああいう事業もやっているという形のはず

ですから。細かい話になりますけれども、56ページの一番上なんですけれども、この

１億5,300万円のうち5,300万円が事業全体の運営等技術者給と書いていますね。これ

は誰の人件費なんですか。 

松原課長：これは事業実施主体の人件費ということですので、Ａで言いますと…… 

吉田委員：森林組合連合会の誰か職員の給料ですか。 

松原課長：そういうことになります。 

吉田委員：総体としての人件費の合算、それとも特定の人の給料なんですか。 

松原課長：今の運営の実態は、私も見させていただきましたけれども、全部、森林組合連合会

におきましては、専任部署を設けております。ここの専任部署の係員といいましょう

か、その上の管理職も含めまして、技術者給はこの仕事にやったものを算定したとい

うことです。 

吉田委員：じゃ、端的に聞きます、何名分で出ますか。 

松原課長：直接ここで勤務しておりますのは、いわゆる担当者レベルの人間が…… 

松井補佐：２社の共同提案でして、全国森林組合連合会のほうで、本事業を担当している担当

者というのが３名です。もう一つ、プランナー協会というのもこの事業の実施主体で

すけれども、この事業に携わっているものがプランナー協会のほうで２名です。 

吉田委員：その人のプランナー協会の部分もこの5,300万に入っていないですよね。それはま

た別ですよね。 
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松井補佐：すみません、このＡのところは最初に申し上げた３名です。 

吉田委員：嫌らしいのが、その仕方になってと聞いておいた上で、先ほど論点視点でもありま

したけれども、採択が多過ぎるというのは、確かにそう思うんですよ。これだけ人件

費にもお金を払って、本来、直接経費は、下の謝金だったり旅費だったりするわけで

すよね。だから、それの１億5,300万円の３分の１も一時委託段階の人件費に使って

いるんだから、あと再委託しているやつは、この団体でやってよね、人件費のコスト

パフォーマンスは見たら、やって当然でしょうと思うんですが、そこはどうなんです

か。 

松原課長：24年度につきましては、これは我々の反省点なんですけれども、実は、研修に、今、

申しました職員がかなり行って、講師がわりをやっている例が幾つかあるんです。で

すから、そういった意味で、厳密な意味での事務的な運営プラス、そういったその者

が持っている知見を生かした講師役みたいなものもやらせていたということもあり、

若干金額がかさんだという場面は確かにございます。これは、25年度はどういうふう

にするか、もう少し全国森林組合連合会が持つ運営に徹するべきではないかというふ

うに、私どもも考えておりまして、ここは改善しなければいけないというふうに思っ

ております。 

 また、採択です。55ページをごらんいただければと思いますけれども、例えばＤと

かＥです。これは、森林施業プランナー協会のほうから委託が行われているんですけ

れども、これは、24年度につきましては、認定制度の立ち上げということで、いろい

ろと基礎的な調査をやる必要があったため、ＤとかＥとかは行わざるを得なかったと

いうことです。 

 そういった意味では、25年度につきましては、恐らくＤとかＥはなくなるんだろ

うというふうに思いまして、委託先の数は恐らく減るんだろう。ただ、金額は減ら

ないんじゃないかということですが、これにつきましては、例えばＢとかＣですが、

それぞれにつきまして、実際の事業を見たところ、ホームページを作成させるとか、

あるいはアンケート調査を作成させるとか、いろいろなチラシとかパンフレットを

作成させるとか、割と専門的な仕事が多い。こういったことは、外注したほうが効

率的だろうと私どもも見ておりまして、こういった面では起用できるんではないか

というふうに思っております。 

後藤審議官：よろしいでしょうか。それでは、太田委員、お願いします。 
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太田委員：これは、森林組合の本来業務ではないんですか。 

松原課長：それにつきまして、まず法的に申しまして、こういった森林所有者に対するいわゆ

る働きかけというのは、森林組合の本来事業というのは、森林施業の受託とか経営の

受託なので、それに必要な業務、人材育成も含めまして必要な業務というのは、法的

には恐らくそのとおりだと思います。 

 ただ、一方で森林組合というのは、小規模で経営基盤が小さいということは先ほ

ど申しましたところですけれども、そういったところで、ほっておいて我々行政の

かけ声だけでやるかと言われると、やはり先立つものがなかなかないということで

すので、そういった意味で、人材を育成するという観点に、焦点を絞りまして、要

は、人を出して、その部分、実は、組合においては、人が、穴があくんで、彼らも

困るんでしょうけれども、そこは、しようがないから来てくれということで、やら

せているということでして、そういった意味で、人材育成の観点から、今の時点で

は、必要な事業ではないかというふうに、我々として支援することが必要ではない

かというふうに思っております。 

太田委員：関連で、一つ、多分思いつきで受けられる方はいらっしゃらなくて、非常にこの集

約に関連する、森林に関連する人が受けていらっしゃると思いますので、例えば受益

者負担を求めるということは、お考えではないんですか。 

松原課長：受益者負担というのは、例えば森林所有者の方々のことを申し上げればよろしいで

しょうか。 

太田委員：いえいえ、このプランナーの…… 

松原課長：研修に来られる方々、失礼いたしました。研修につきましては、我々、この中で一

番中核的な事業がいわゆるステップアップ研修というふうに見ています。ステップア

ップ研修は何かというと、63ページです。集合研修のところですが、ステップアップ

研修というのは、割とそのプランナーに必要な知見、能力を一通り３泊４日で１カ所

に、例えば、今、有名な日吉町森林組合とか、そういったところに集まっていただい

て、講師もこちらから行って、座学と現場、森に出て、例えば道のつけ方とか、森づ

くりのやり方とかも、あるいはディスカッションとかも含めまして、かなり総合的に

やるといったのがステップアップ研修です。専門的な研修というのは、そういったい

ろいろな科目のうちのごくある一部を集中的にやろう。これは、１泊２日なり２泊３

日でやるのもいいんですけれども、そういった集合研修というのはありますけれども、
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これにつきましては、実は、２分の１ということで、参加費はとっております。 

後藤審議官：すみません、あと10分ほどで、またコメントシートを回収させていただきますの

で、よろしくお願いします。伊永委員。 

伊永委員：同じ太田委員にかぶせた質問になりますが、やはり実質このプランナーの利益をこ

うむるのは森林の事業者だと思いますが、そこは、実費負担はないんですか、要する

に事業者の負担は。 

松原課長：例えばプランナーを雇用している森林組合とか民間事業体ということでお答えすれ

ばよろしいですか。 

伊永委員：最終的には、そこの利益のためにやっているわけです。 

松原課長：そこのところには、要は、彼らを研修に送り出すといったことの段階で、実は、そ

こも平均10人という極めて小さな事業体ですので、そこの例えば３泊４日であれば、

前後を含めて１週間ぐらい穴が誰もいなくなる。ほかの仕事を他の社がかぶるといっ

た意味での実質的な負担はあろうかと思います。 

伊永委員：そういうふうなのを負担というんですか。 

松原課長：それと、もう一つは、恐らく先ほど太田委員の質問にお答えしましたけれども、２

分の１負担を求めるということにいたしますと、それをその実態として我々は、どっ

ちなのかというのはよくわからないところもあるんですけれども、その組合が、雇用

主であるほうが負担するのか、それは、要はその事業体のほうへの利益になるという

ことから負担するのか、あるいはプランナーが負担するかということを考えますと、

恐らく事業体が、負担している面が多いんではないかというふうに思っております。 

伊永委員：今のはステップアップ研修の話ですよね。 

松原課長：集合研修の話です。 

伊永委員：だから、雇用主が、行ってこいということで、２分の１負担額を出しているという

御説明ですよね。 

松原課長：はい。 

伊永委員：この研修を受けるといいますか、プランナーの１年間の勉強に行くのも、相当費用

が実際かかっているわけですが、これは、やはり実質的に最終的なメリットを受ける

事業者が何らかの負担をするべきで、全く無償というのはよくわからないんですが、

ステップアップは除きまして、そこは、これから改善の余地があるんではないんです

か。 
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松原課長：今、63ページの図で申し上げますと、その集合研修につきまして、今、２分の１負

担というふうに申し上げました。御指摘は、恐らくその個別指導なり、あるいはワー

クショップといったものについてです。これは、実は定額負担です。これはなぜ定額

負担にしているかといいますと、これは、私どもといたしまして、いわゆる集合研修

というのは、一方的に知識を得るといった意味で、かなり受けるほうにとってもメリ

ットがあるという一方、こういった個別指導につきましては、こういった事業体にま

さに行って個別指導する。実は、そこでいろいろなノウハウというか、いろいろな問

題点、課題解決方法というのを我々としては情報収集しております。この情報収集と

いうのは、実は我々林野庁のほうにも報告していただいて、その森林組合等の指導に

対しまして、実は材料にさせていただいているというふうなこともございまして、そ

ういった先進的なり、いろいろな取り組み事業の収集という観点からも、対応してい

るという側面はございます。 

後藤審議官：よろしいですか。では、沖本委員お願いします。 

沖本委員：これは森林組合の本来業務であって、これは森林組合の職員への教育で十分ではな

いか。このプランナーという資格が、この資格自体で食べていけるものでは恐らくな

いのでしょうね。森林組合が業務するときに、その知識を使うということなのではな

いかと私は推測しているのですが、そうであるならば、こんなに森林施業プランナー

とかいって仰々しくするんじゃなくて、森林組合への研修、これも、本来であれば彼

らが自分でやるべきところだと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

松原課長：再三になりますけれども、そういった弱小な事業体にとって、従業員を研修に出す

といった余力があるかどうかというと、かなり厳しいところがあるんではないかと思

います。むしろ、こういった研修というのをきちんと形として設けて、しかも体系的

に各個人が、こういった研修というのは、ある程度は、きちんとした事業体、そこで

実際にある程度知見がある講師に教えてもらいながら現場でやる、あるいは座談会も

やる、あるいはそういった研修生同士が集まっていろいろ議論するという中で、いろ

いろ解決策を見出していくといった枠組みは、やはりつくるということは極めて有形

だろうというふうに思っています。 

沖本委員：それは、とても大事なことだとは思いますよ。だけれども、やはりそれが、その限

られたところでしか役に立たないと言ったら怒られちゃいますけれども、特定の目的

だけのための資格ですよね。わざわざこんなものをつくる必要はないのではないです
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か。 

松原課長：必ずしも、むしろ分野としては考えてございますけれども、我々、日本全国、民有

林につきましては、1,400万ヘクタールございまして、そのうちの80％をこういった

森林経営計画でカバーしなきゃいけない。その作成に向けてということを考えますと、

フィールドとしては極めて大きいんではないか、まだまだそういった段階に至ってお

りませんので、彼らの活躍の場というのは広いと思っております。 

 また、先ほどの沖本委員の御質問の中に一つお答えさせていただければと思うん

ですけれども、所有者の方々に信頼を得るというためには、当然その森林組合とし

ての信頼を持っていなきゃいけませんし、あるいはそれに加えまして、やはりやっ

てくる人についても、信頼を置かないと、こういった閉鎖的な山村社会においては、

じゃ任せようかという気にはなかなかならないんだろうというふうに思っておりま

して、そういった意味では、いろいろな意味での知見を組合全体としてもあります

し、あるいはそういったプランナー役の方々も身につけていただくということが森

林整備の推進につながるのではないかというふうに考えております。 

後藤審議官：太田委員。 

太田委員：この事業によって、森林組合と、あと林家の方以外の一般日本国民はどういうメリ

ットを受けるんでしょうか。 

松原課長：そこのところですけれども、単純に言いますと64ページで御説明申し上げたいと思

いますけれども、こういったプランナーの育成なり施業集約化に進めることによりま

して、森林経営計画、先ほど冒頭御質問がありましたまさに森林の多面的機能を発揮

させますための森林の整備というのが推進される。こういったことによって、森林の

多面的機能は当然のことながら、その一部の人だけではなくて、日本国民全体に対し

て利益が及ぶものだというふうに思っておりますので、そういった意味で、いわゆる

公益性のある事業、国として取り組まなければいけない事業ではないかというふうに

思っております。 

太田委員：この多面的機能について、もう少し詳しく教えていただけますか、例えば水を保持

するですとか、そういった話ですね。 

井口総括：例えばですが、今、委員がおっしゃられたように、水源の涵養、降った雨を一遍に

川下に流さずに、山に一旦ためておく、あるいは国土の保全、これは、読んで字のご

とく、雨で土砂が流れないようにする。それから、最近、注目されていますのは地球
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温暖化防止です。ＣＯ２を吸収して、そこにため込んでおく、そういった機能、いず

れも国民に広く全体に裨益するものです。 

太田委員：それを達成する、どれぐらい達成されているかということはモニターされているん

ですか。それを達成するための手段として、集約を進める、その集約を進めるための

人材は育てるということで、かなり上に遠いですよね、目標に対して。恐らくここで

予算をふやすと、その機能がより発揮されるというところに多分つながるんだと思う

んですけれども、かなり遠いと効果が本当に及んでいるのかどうかというのは感じる。 

松原課長：そこで、掲げておりますのが、2,100人を認定ということに加えまして、成果指標

をもう一つ、森林経営計画の作成というのを掲げております。そういった意味で、森

林経営計画の作成というのは、要は、全国森林計画で我々は森林整備の目標量という

のを掲げております。それをきちんと達成していくために、計画体系というのが適用

になっておりまして、そういったもので森林計画もできるだけこの計画制度の世界に

入ってもらって、それに沿った施業を行っていただくということによって、多面的機

能が発揮されるという意味で、森林経営計画の作成率の向上ということもやはり目標

としているということであります。 

太田委員：その森林経営計画を作成すると、例えばＣＯ２であるとか、あるいは水等の保持の

機能というのが、ちゃんと森林経営計画がふえてくると、より達成されているという

ことがわかっていますか。 

松原課長：当然、認定に際しまして、その施業の方針というのはチェックされますので、きち

んと間伐を行っていく。間伐を適切に行うことによって、ＣＯ２の吸収源として画一

できるということは、これは科学的には立証されておりますので、そういった意味で、

計画的な施業を行うことによって、多面的機能を発揮していくという関係性は、十分

我々としても実証を持っているところであります。 

後藤審議官：すみません、一旦。藤原委員がお待ちになられています。 

藤原委員：まず、１つは、研修に参加した人が1,100人なのに、認定者が393人というのは、こ

れはどういうことなのでしょうか、最初のレビューシートの表の中。 

後藤審議官：資料のページ番号をお願いします。 

藤原委員：53ページのところです。 

松原課長：この認定は、いわゆる認定制度に乗っかって認定された方です。1,100人といいま

すのは、研修を受けられた方です。研修を受けられた方は、いわゆるプランナー、高
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校生の方もいらっしゃれば、そのプランナーと一緒の森林組合、事業体で働いていら

っしゃる参事さんとか、あるいは現場の責任者、こういった方も含まれております。

その仕方が、実は、一体となってやはり研修を受けていただく必要があるということ

で、研修者に含まれているということになります。 

藤原委員：これはプランナーを養成するための国費支出ではないですか。 

松原課長：プランナーは、プランナーだけで、先ほど沖本委員から話がありましたが、プラン

ナーだけがしゃかりきに頑張ってもなかなか難しい。それは、やはりプランナーに理

解を持って、事業体全体として、仕事を進めていこうということも込みで、そういっ

たプランナーがちゃんと働けるという意味では、プランナーの能力向上の一環だとい

うふうに考えております。 

藤原委員：２点目ですが、森林経営計画の作成にプラスして、これが、実践、実行化されるこ

とが、最終目標なのですよね、単に作成だけではなくて。そういった場合に、実行の

中核をプランナーが担うということで期待するならば、やはり権限なり責任なりを明

確化してきちんとプランナーを育てて、森林組合が弱いなら、そこにプランナーをも

っと派遣するとか、そういう大きなスキームを考える必要があるのではないですか。 

松原課長：大きな政策の方向性としては、御指摘はおっしゃるとおりと思います。プランナー

というのは、現時点においては、森林組合であり、民間事業体の実際の職員の方が多

いんですけれども、そういった方々を育成することによって、プランナーの方が活躍

する場を開く、大きくする。あるいは、毎年する森林整備、これ以外にも、プランナ

ー、育成以外にも、例えば公設の林業機関はどこにありますとか、路網の整備とか、

林野庁整策、森林の整策がございますので、そういったものをうまく組み合わせなが

ら、全体としての森林整備の推進、広域的機能の発揮に努めていくというふうな大き

な施策の方向性です。 

後藤審議官：では、二村委員お願いいたします。 

二村委員：すみません、やはりプランナーがよくわからないんです。イメージとしては、森林

組合から派遣された次代のリーダーみたいな感じで考えたらよろしいんでしょうか。 

松原課長：端的に言いますと、森林組合の職員の方々で、実際の村の集落とか、あるいは個々

の林家に行って、あなたのところの森林はあるけれども、一緒にまとめて集約化して

施業しましょうよという働きかけして、ある程度、施業地、土地をまとめる、そうい

った役割の方々であります。身分としては、職員だと思っていただいてそんなに外れ
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てはいないと思います。 

二村委員：というか、プランナー一人で全部の家を回るというのも随分大変な話ですよね。そ

うなりますと、もちろん研修を受けていない方々がやはり働いてくださらないと、そ

のプランナー一人で背負うというには、多分不可能なんじゃないかというふうに思っ

ておりまして、いかがでしょうか。 

松原課長：御指摘のとおりでありまして、大体、一組合において、こういった森林施業プラン

ナー的役周りする人は、２人ないし４人、熱心にやっている組合が前提ですけれども、

おります。先ほど藤原委員から、何でそのプランナー以外の人も研修対象にしている

のかという御質問はありましたけれども、まさにそういった二村委員の御指摘のとお

り、まさにそういった上の参事クラスの方々でありますとか、あるいは実際そういっ

たプランナーの管理を受ける現場の技能者の親玉みたいな人も含めて、こういった施

業集約化というのをよく頭の中に入れていただいて、それに向けて組織として一丸と

なっていくことによって、プランナーと仕事もはかどる、経営計画の作成率も向上す

る、そういった図式です。 

二村委員：１点だけよろしいですか。じゃ、研修を受けて、プランナーの資格を取る人と取ら

ない人と、取れる人と取れない人がいるということですけれども、取る人には、試験

か何かがあるんですか。 

松原課長：ここの2,100人認定にかかわります認定制度の御説明をしなければいけないと思う

んですが、基本的に１次試験と２次試験も受けております。 

 １次試験は、科目といたしましては、先ほど言った森づくりでありますとか、ある

いはそういった森林法制でありますとか経営計画の内容でありますとか、かなり法令

的な話、制度的な話から、あるいは現場のまさに現場を指揮しなきゃいけませんので、

そういった知見も含めて、あるいはコミュニケーション能力も含めて、１次試験はや

ります。 

 １次試験でクリアした人で、さらに経験もある程度積んでいただいて、口頭諮問も

して、この人の言うことは、なるほど、技術的な面も含めてわかりやすいという意味

での面接試験を経た人が認定される、２次試験をクリアした人が認定される、そうい

った枠組みに、今、制度はなっております。 

沖本委員：問題の本質がすりかわっているのではないかと思うのです。というのは、なぜその

森林整備ができないかというと、そういうプランナーじゃなくてもプランをつくれる
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人がいないということでしょう。既存の森林組合の人たちを叱咤激励して、勉強しろ

といってやることも、それは大事ですが、絶対数が足りないのでしょう。 

 プランナーの資格を取っているかどうかということではなくて、そういったことを

やろうと思っても、森林組合が、手が回らないということなのに、手の回らない人た

ちを集めて研修して、プランナーという名称を与えても仕方がないのではないですか。

一番大事なことは、そういったプランナーの研修をちゃんとやるということも物すご

く大事ですけれども、本当にこれが国として大事であるならば、採算性の問題という

よりも、もっと人をきちっと多く育成するほうが重要なんじゃないでしょうか。 

松原課長：まさに、その育成方策がこのプランナーだと思っておりますのが一つと、あと先ほ

ど言ったその森林・林業基本法に基づく森林・林業基本計画のお話し申し上げました

けれども、そこの中では、やはり施業集約化ということが一つの大きなキーになって

おります。 

沖本委員：それはわかっています。 

松原課長：その上で、じゃ何が必要かということを幾つか挙げた上で、やはり基礎的な人材を

育成するということは、委員が御指摘のとおりでありまして、その一環としてこのプ

ランナーを位置づけるということがございますし、あとそれぞれのプランナーの方々、

当然、地元の森林組合なり林業事業体で働いていらっしゃる方々なので、そういった

地元の山をよくご存じの方なので、そういった方々の能力、知見をさらに一層磨くこ

とによって、より発揮していける。 

沖本委員：その人たちの能力を高めたら、人数は足りないけれども、賄えるのですかというこ

とですよ。 

松原課長：そういった意味で、早急にこういった2,100人の認定というのは、まさに能力、知

見のある方をこういった事業期間なりなんなり、早急に育てなきゃいけないというの

が本事業の目的だというふうに思っております。 

太田委員：これは、最終目的の森林の多面的機能発揮までの連鎖がすごく長いので、森林の多

面的機能を発揮するためには間伐しないといけない。間伐するためには森林経営計画

をつくらなきゃいけない。そのために、プランナーが必要で、そのプランナーのため

の研修にお金を出す、それぞれのステップの間の因果関係といいますか、効果という

のはきちんと把握されているんでしょうか。例えば、プランナーの人数がふえると、

計画の策定数が優位にふえるとか、計画がふえると、ちゃんと間伐がふえているとい
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うようなこと、間伐がふえると、最後の多面的機能がというところは難しいかもしれ

ませんけれども、その前はきちっと把握されていますか。 

松原課長：まず、森林経営計画は、誰がつくるかという問題が、実はありまして、資料の60ペ

ージです。左側のほうの下のほうに、森林経営計画、作成したのが左側に書いてある

んですけれども、森林所有者がみずから立てる場合もありますし、あるいはその森林

所有者から受託して森林組合が立てるというパターンが２つございます。 

 また、前者につきましても、実は、その森林所有者は全く一から十まで全部やると

いうよりは、むしろその森林組合がいろいろ指導しながら、あるいは森林所有者が共

同で森林経営計画を立てるということに、森林組合がかかわるというパターンがほと

んどですので、かなりの程度そういった施業集約化自体、実は、森林経営計画自体が、

ある程度一定のまとまり、施業集約化しないとでき上がらない計画ですので、そうい

った意味で、こういったプランナーの方々の活動が、まさにほぼそのまま森林経営計

画の作成に結びつくと我々から見て差し支えないんじゃないかと思っています。 

太田委員：例えば平成24年度でプランナーの方がふえて、今どんどん例年とは全然違うぺース

で計画が策定されているとか、そういう事実はあるんですか。 

松原課長：経営計画、実は、24年度にスタートしたばかりでして、今、作成率、24年度１年間

でどれぐらい達成できたかということは調査中です。 

太田委員：まだ、成果を把握するには時間が短過ぎるということですか。 

松原課長：夏ごろまでにはデータが上がってくると思います。 

太田委員：この計画ができると、間伐が進むというのは間違いない。 

松原課長：それは、計画に基づいた施業がやれますので、計画違反すれば計画取り消しになり

ますので、そこは担保できます。 

太田委員：なるほど、わかりました。 

後藤審議官：では、吉田委員。 

吉田委員：すごく大事だとは思うんですが、今いろいろ悩んでいたんですけれども、森林組合

が中心になってみずからやっていくべきだとは思うんですが、ただ余裕もないし、人

的な支援のやはりバージョンアップは必要だろうとは思いますが、本来は、森林組合

連合会が支援主体のはずなんです。それに対して、なぜ国が10分の10補助しないとい

けないのかというのが、まだ合点がいかないわけです。非常に重要な事業だとは思う

んですが、本来は、連合会が、全国の森林組合のそういう研修によるバージョンアッ
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プだったりブラッシュアップだったりというのを支援するための連合会なんですよね。

そこに、なぜ10分の10補助なのかというのを教えてください。 

松原課長：10分の10補助と２分の１補助、両方ございますんでまず念のため、それで、今、こ

れは森林組合に限らないんですけれども、要は、森林所有者の方々、いわゆる川上側

の収益については極めて低くなっておりますので、森林組合というのは、森林所有者

の協同組合ですので、当然その森林所有者が疲弊しているので、森林組合だけもうか

るという図式はあり得ないわけであります。 

 そういった意味で、森林所有者が疲弊しているのと同じように、森林組合が疲弊し

て、そこに負担を求めてやる、確かに将来への投資にはなると思いますけれども、今

の時点で、じゃやれというのもなかなか難しい。基本的に、こういった指導事業の世

界ですので、付加機能世界になっちゃうわけで、結局それは、経費はどこから出すか

というと森林所有者に全部還元しなきゃいけないということになっちゃいます。そう

いった意味で、国の支援というのは、当面は必要なのではないかというふうに思いま

す。 

吉田委員：もともと必要がないとは言っていない。先ほど受益者負担の話が出ていたけれども、

10分の10である理由がよくわからない。そこは、相当な理由がないとやはり10分の10

にはならないと思いますね。 

松原課長：集合研修については、もう２分の１ということにしております。10分の10が残って

ありますのは、まさに個別の指導ということです。これは、理由は幾つかあるんです

が、１つは、先ほど申し上げたように我々として、実際、非常に役所としては、若干、

助平心はあるんですけれども、こういった個別指導というのは、実は、いろいろコン

サルティングをやる人が、実際の組合に入っていただいて、その組合についていろい

ろ何でこうなった、こうすればどうなる、ああするというのをかなり調べてもらって、

それは、実は報告書をいただくことになっております。それは、我々は、実は、これ

を分析して、森林組合指導に、これは、森林組合指導というのは我々の仕事なんです

けれども、どういうふうにやっていくか、この人材の育成というのは、また別個、彼

らを施業集約化ということに仕向けていくにはどうすればいいか。 

吉田委員：じゃ、最後に、イメージを明確にするために、森林組合連合会の年間の予算額は幾

らぐらいなんですか。 

松原課長：事業者の全国森林組合連合会に限らせていただきますと、平成24年度にとった付加
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金というのが、実は１億円ぐらいしかとれていない。これは、当然、傘下の森林組合

が疲弊しているか、もう一つ、全森連の事業収益、以前であれば、例えば製材加工施

設とか、そういったもので、うはうはという時代も昔あったかもしれませんけれども、

今は、そういった時代じゃなく、24年度は赤字の状況になっております。 

吉田委員：今は歳入面ですよね。最終年の規模感は…… 

松原課長：しばらくお待ちください。事業ごとに申し上げますと、販売事業というのがござい

ます。これは、いわば木材等の販売についての市を設けたり、あるいはそういった連

合間の橋渡しをする、これが大体５億円規模です。 

 購買事業というのがありますけれども、例えばチェンソーとか、そういったものを

組合員に売るという事業がございます。これは、売り上げだけを言いますと20億円で

すけれども、当然、組合ですから系統事業ですので、ほとんど収益がないといった規

模感でして、大きい事業としてはこういったところであります。 

吉田委員：規模感とすれば、七、八億ぐらいの規模感ですね、最終的に。 

松原課長：事業利益だけを申しますと、補助事業の出入りもございますので、それを全部カウ

ントすると…… 

吉田委員：だから、それも入れて、総歳出額を教えてもらえれば、補助金の出入りも全部含ま

れているじゃないですか。 

松原課長：いわゆる歳出予算ですね。今、赤字ということを申し上げれば、今、総事業収益が

125億円ですけれども、先ほどほぼゼロを下回る赤字だと言いましたので、125億円出

ているということです、逆に補助金も含めて。 

太田委員：すみません、収益という言葉を利益という意味で使われているような感じがするの

で、本当の収益ですか、それは。 

松原課長：そういった意味で、収益というのは、あくまでも利益、事業利益と…… 

太田委員：収益は、普通、費用を引く前の売り上げみたいなものは収益といいます。 

松原課長：売り上げはあくまで収益、今、申し上げた総収益というのが、今、申し上げた費用

引く前の収益が…… 

後藤審議官：時間がかかりそうですか。では、先に取りまとめ案がまとまっておりますので、

沖本委員から案をお願いいたします。 

沖本委員：森林施業プランナー実行力向上対策事業の評価結果については、「事業内容の改善」

１名、「事業全体の抜本的改善」５名という結果になりました。この公開プロセスの
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結果としては、「事業全体の抜本的改善」としたいと思います。その中で、主なコメ

ントを紹介しますと、「事業全体の抜本的改善」を選択した委員が５名おり、森林事

業者、森林組合が主体的に行うべき事業ではないかというコメントを複数の委員から

いただきました。その中には、全国森林組合連合会が、主体的に実施すべき事業を国

が肩がわりしているにすぎないので、廃止すべきとの意見が１名ありました。そのほ

か、森林施業プランナーの役割、目標が不明確、森林経営は、プランナーに頼るので

なく、事業主が行うべきもの、森林所有者のインセンティブを明確に、研修を行うこ

とで、集約化のための特別なスキルを得られるとは思えない。プランナーの人数がふ

えると、集約化が進んでいるのかどうか、チェックすべしといったものがありました。 

 なお、「事業内容の改善」を選択した委員が１名おられ、森林経営計画の作成推進

支援は、本来、森林組合連合会の役割であるはず、仮に促進のために支援するとして

も、10分の10補助はあり得ないのではないかという意見でした。この取りまとめ案に

ついて、何か意見はあるでしょうか。 

 ないようなので、最終的な森林施業プランナー実行力向上対策事業の評価結果は、

「事業全体の抜本的改善」とさせていただきます。本取りまとめの結果を尊重し、予

算要求等に向けた検討をしていただきたいと思います。 

後藤審議官：失礼いたします。前後して恐縮ですが、数字はわかりましたでしょうか。 

松原課長： 後ほど整理して…… 

後藤審議官：では、数字はまた後ほどお知らせするということで、以上でこの事業につきまし

ての議論は終了いたします。どうもありがとうございました。 

 

以上 


