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案件名：兵庫県県産木材の利用促進に関する条例（仮称）要綱（案）
意見募集期間：平成 29 年 5 月 3 日(水)～平成 29 年 5 月 21 日(日)
意見等の提出件数：25 件（9 人）
対応：①意見を反映：２件、②既に盛り込み済：２件、③今後の取組の参考：14 件、
④他の施策で対応：３件、⑤対応困難：１件、⑥その他：３件

項番
項目名
5
市町の役割

意見等の概要
目的や基本理念に賛同する。今
後、県市間や市町間で情報交換
し、更なる木材利用が進展するこ
とを期待する。
市が木材産業事業者や建築関
係事業者と個別に連携を図るこ
とは実際には困難。
県民局単位や流域単位での事
業者団体があれば市としても連
携を図りやすい。
公共建築の木造化への取組は
発注者である市町長の意識改革
の徹底が一番であり、条例に、市
町長に県産木材利用の観点から
木造化を促すことを盛り込むべ
き。

1

意見等への対応
【その他】
市町においても、地域の実情に応じて
事業者等と連携を図り、県産木材の利用
促進等に取り組んでいただきたいと考
えています。
なお、事業者団体の区域については、
当該団体の自主的な判断を尊重する必
要があります。

【意見を反映】
第５条で、市町は、県、事業者及び県
民と連携し、県産木材の利用促進等に関
する施策の策定及び実施に努めること
としていますが、これを市町の「役割」
から「責務」としました。
また、県では、第 12 条の指針におい
て、具体の取組方針や目標を定めること
としていますが、市町でもこれを参酌し
て、公共施設の木造・木質化等の取組を
推進していくことを追加しました。
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項番
項目名
意見等の概要
意見等への対応
13・ 県 産 材 の 安
森林資源の経済的価値を復活 【対応困難】
21 定 供 給 の 推 させることが大きな課題である。
この条例は、県産木材の利用を促進す
進
長期的には木材利用の促進や機 ることにより、自立的な林業及び木材産
械化による搬出コストの削減が 業を確立し、長期的な視点に立った森づ
重要だが、短期的には県産材の供 くりを進め、地域創生の取組にもつなげ
給元となる山仕事の確保が最優 ることをねらいとしています。
先課題である。
県民緑税は、平成 32 年度までを課税
兵庫県には目的税である県民 期間とし、災害に強い森づくり等の事業
緑税があり、兵庫の現状の即した に使途を限定された財源でありますこ
使用が可能であるため、この安定 とから、この条例による県産材の安定供
財源を造林分野に活用すべき。
給を推進するために必要な施策の実施
には、活用できません。
この条例による施策の実施について
は、第 21 条により、必要な財政上の措
置を講じるよう努めることとしていま
す。

当生産森林組合では、拠点施設 【今後の取組の参考】
が老朽化し、資材倉庫の不足など
県産材の安定供給の推進に向けてい
に困難を生じている。森林の機能 ただいたご意見は、今後の取組の参考と
を充分に生かした地域づくりの させていただきます。
ためにも安定供給の要となる拠
点施設の整備は不可欠である。

事業収益をもたらすには高性
能林業機械の導入が必要だが、高
価で、会社経営への負担が大きい
ため、国、県、町の補助制度の採
択条件の緩和や利子補給の充実
をすべき。
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【今後の取組の参考】
第 13 条において、高性能林業機械の
導入促進について規定していますが、い
ただいたご意見は、今後の取組の参考と
させていただきます。

提出された意見等の概要及び対応
項番
項目名
意見等の概要
15 県 産 木 材 の
現在の県産木材利用木造住宅
利用促進
特別融資制度は、普及拡大のため
に改善が必要。また、エンドユー
ザーへも、特別融資制度と別に、
昨年度まで行った「ひょうご木づ
かい王国ポイント制度」などの特
典が必要。

意見等への対応
【今後の取組の参考】
住宅分野での県産木材の利用促進策
として実施している「県産木材利用木造
住宅特別融資制度」や、エンドユーザー
に対する特典など具体の施策について
いただいたご意見は、今後の取組の参考
とさせていただきます。

県産木材を利用する地場工務
店に対して、モデル家屋建築への
助成、総合展示場設置の仕組構
築、「ひょうご木の匠、木の住ま
いコンクール」を権威あるコンク
ールへ移行するなどの支援が必
要。

【今後の取組の参考】
県産木材を利用する地場工務店への
支援など具体の施策についていただい
たご意見は、今後の取組の参考とさせて
いただきます。

地域への還元率の高い横架材 【今後の取組の参考】
の利用促進を拡充し、横架材自給
県産木材の利用促進等に関する取組
率を２％から 30％にすべき。
方針及び目標についていただいたご意
見は、今後の取組の参考とさせていただ
きます。

県に、県産木材利用工務店の拡 【今後の取組の参考】
大のための民間住宅担当部署を
県産木材の利用促進等の具体の施策
設置し、県民への普及啓発、工務 についていただいたご意見は、今後の取
店対象のマーケティングスクー 組の参考とさせていただきます。
ルの開設等を実施すべき。
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提出された意見等の概要及び対応
項番
項目名
意見等の概要
15 県 産 木 材 の
県産木材を利用したモノづく
利用促進
りを奨励するため、県産木材を用
いた木工業推進条例を制定し、家
具や木工品の地場産業を育成す
べき。

意見等への対応
【今後の取組の参考】
この条例においても、第３条第１号に
おいて、家具、用具などを含めて、あら
ゆる機会を捉えて県産木材の利用を促
進する施策に取り組むことを基本理念
としており、いただいたご意見は、今後
の取組の参考とさせていただきます。

兵庫県の木のブランディング
を行うこと。併せてホームページ
で外国にも発信するなど、木材製
品を輸出産業にできるよう取り
組むこと。

【今後の取組の参考】
第 15 条第 5 号において、県産木材を
利用した製品の国内外への販路拡大の
推進を掲げており、いただいたご意見
は、今後の取組の参考とさせていただき
ます。
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木質バイオ
バイオマス発電は、山林整備面 【意見を反映】
マ ス の 利 用 ではよいが、バイオマスの材料が
この条例においては、建築材料など用
促進
不足気味なこともあり、キロ当た 材としての県産木材の利用促進を主眼
り 42 円のチップ単価により用材 としています。
となる原木がバイオマスとして
木質バイオマスについては、未利用の
燃やされており、県産木材の有効 間伐材等を利用することがより強調さ
利用につながっていない。
れるよう、第 16 条について「未利用の
間伐材等の利用の促進を図る」に表現を
修正しました。
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県産木材の
『兵庫の美しい山の景観づく 【今後の取組の参考】
利 用 を 通 じ り条例』として、桜やケヤキ、ト
第 17 条において、広葉樹林等の育成
た 森 づ く り チノキ、ホオノキ、カヤの木、楓 支援を規定していますが、森づくりの推
の推進
などの広葉樹の植林を推進する 進についていただいたご意見は、今後の
ことで、兵庫の美しい景観スポッ 取組の参考とさせていただきます。
トづくりを進める。
伐採した後に桜や紅葉する樹
木を植樹し、観光地化する。
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提出された意見等の概要及び対応

項番
項目名
18 人材の育成

19

普及啓発

意見等の概要
意見等への対応
県立森林大学校のカリキュラ 【今後の取組の参考】
ムに、林業の川下である木造建築
県立森林大学校では、森林経営の即戦
講座を拡充すべき。
力となる人材、リーダーとなる人材、森
林を通じて地域に貢献する人材の育成
を目指して、多彩なカリキュラムを設け
ており、木造建築についても、木造建築
の部材や構造、ＣＬＴ，但馬テイポス等
を講義内容とする「木造建築・木材コー
ディネート」の科目を設けており、いた
だいたご意見は、今後の取組の参考とさ
せていただきます。
例えば『生まれてから一生を木 【今後の取組の参考】
に囲まれて過ごせる兵庫県』のよ
第３条第１号や、第 19 条に規定する
うなキャッチフレーズを掲げて ように、建物だけでなく、様々な用途で
はどうか。
木に親しみ、ふれあっていただくことが
重要と考えています。
よって、いただいたご意見も参考にし
ながら、木材の良さやその利用の意義な
どを普及啓発することで、あらゆる場で
県産木材が利用されるよう取り組んで
まいります。

教育現場で森林の大切さを教
える時間を確保すること。
木に携わる現場の人を講師に
呼んだり、実施報告をまとめて改
善につなげること。
その野外研修の場として活用
できる合宿研修施設を整備する
こと。
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【今後の取組の参考】
子どもの頃から、森林の果たす役割な
どを学ぶ機会を確保することは重要と
考えており、普及啓発の具体の内容につ
いていただいたご意見は、今後の取組の
参考とさせていただきます。

提出された意見等の概要及び対応

項番
項目名
－ その他

意見等の概要
意見等への対応
条例の内容は、理念や理想が書 【既に盛り込み済】
いてあるだけで、具体の数値を盛
第 12 条では、第２項第１号で「指針」
り込んだ規定や規則がなく、効果 に目標を設定すべき旨を規定していま
が期待できない。
す。この指針の目標達成に向けて、県、
市町、事業者、県民がそれぞれの立場で
協働して取り組むことで条例を実効あ
るものにしたいと考えています。

現状を大きく変えるには、ある 【その他】
程度の強制力を持たさなければ
この条例では、地方公共団体、事業者、
条例としての意義に欠けるので 県民が自主的、自発的に県産木材の利用
はないか。
等に取り組むことを趣旨としており、そ
れぞれの責務や役割を明記することに
より、継続した県産木材の利用等の取組
が促進されていくものと考えています。
この条例により、できる限り木 【既に盛り込み済】
を利用してＣＯ２を固定化し、温
ご指摘のとおり、木材の利用は、大気
暖化を防止することが大事であ 中の二酸化炭素を低減し、地球温暖化の
る。
防止に貢献するなどの意義を有するこ
とから、その意義や重要性について県民
や事業者等の意識を高め、施策を推進し
ていきたいと考えており、その趣旨は、
前文や第 19 条に盛り込んでいます。
県産木材の使用で設計された
物件について、県産木材が使用さ
れたことの確認と、他県産木材が
使用された場合の対処方法につ
いて記載するべきではないか。
県産木材の認証について、厳し
い監視体制が必要。物件ごとに
山、原木市場、製材所、集成材工
場、プレカット工場、建設会社の
証明を管理する機関や偽証に対
する罰則が必要。
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【他の施策で対応】
県産木材の認証制度については兵庫
県木材業協同組合連合会で既に実施し
ているところであり、今後、施策を推進
する中でその活用と改善を図ってまい
ります。

提出された意見等の概要及び対応
項番
項目名
－ その他

意見等の概要
意見等への対応
木質バイオマスエネルギーを 【他の施策で対応】
自給自足地域エネルギー（発電、
地域のエネルギー源確保による地域
空調、給湯）として活用すること 活性化施策については、地域創生戦略の
を、小規模集落をモデル地域とし 中で取組を進めています。
て研究し、都会からの移住及び雇
用促進策と連携し、地域創生につ
なげるべき。

里山の経済的価値を向上させ
るため、付加価値の高い林産物の
生産、加工、販売等への支援につ
いて、国と連携して研究し、モデ
ル地域を選定、集中的なインフラ
投資を行うべき。

【今後の取組の参考】
県産木材の利用促進等の具体の施策に
ついていただいたご意見は、今後の取組
の参考とさせていただきます。

県の林務課、営繕課、環境課な 【その他】
ど、担当部局をまたいで横の連携 施策の推進に当たっては、関係部局の連
を図る専門部署を新設すべき。
携を図ってまいります。
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