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○藤原次長

林地開発許可権限、森林伐採届出、国有林野貸付

それ では、ワーキ ンググループ を始めさせて いただきま す。最初に林 野関係

ということで、林 地開発許可権 限の件、森林 の伐採届出の 件、例の通 達、３年ごと に更新
するという国有林野の貸付の関係の整理ということでございます。
特に最初の件は 何度も申し上 げていますけ れども、実現 の方向でと いうことで総 理から
も指示をいただい ておりますの で、何らかの 進展が見られ ることを期待 したいと思い ます。
それでは、八田座長、よろしくお願いいたします。
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○八田座長

いつもお忙しいところをお越しくださいまして、ありがとうございま す。

それでは、早速、御説明をお願いいたします。
○宮浦課長

では、国有林からさせていただきます。

国有林につきま しては、まず 、先立って１ 月30日にヒア リングがご ざいまして、 その際
に、通知の早期施 行の話がござ いました。御 了承いただき まして、本 日も官邸のほ うに報
告に行ったり、ま ず、この早期 施行を第一に 今私どもは進 めておりま す。実務的に 事務局
のほうからも通知 の文案をあら かじめ見せて ほしいと言わ れておりま すので、そう いった
手続を速やかに済ませて、できる限り早急に施行したいと思っておりま す。
その上で、先日 の１月30日の 際に八田座長 を初め委員か らの指摘が ございました 。まず
複数の希望者がい た場合の入札 等の仕組みの 導入について ですが、現 時点では今そ ちらの
早期施行のほうを 先に急いでお りますので、 具体的な検討 自体は詳細 に進んでいる という
ような状況には正 直言ってござ いません。今 後、国有財産 法のスキー ムですとか、 行政財
産としてどういう 枠組みがいい のか、こうい ったところは 専門家です とか関係省庁 がござ
いますので、こう いったところ の意見を聞き ながら課題を 整理して検 討を進めたい と思っ
ております。
ただし、この検 討自体は先立 ってのときに も本間委員か らもある意 味有益な手法 だとい
うような御示唆も いただいてお りますので、 前向きな方向 でいろいろ と検討を進め たいと
考えているところでございます。
同じく、30日の ヒアリングの 際に貸付期間 の長期化の話 もございま した。この点 につき
ましては、30日の 当日にも御説 明申し上げた ところではあ りますが、 基本的には今 の更新
制で特段問題は生 じていないと ころではある のですけれど も、八田座 長からも御指 摘があ
りましたとおり、 土地というよ りか、その上 の流木などの 取り扱いと いうのは極め て法的
にも重い課題がい ろいろあろう かと思います 。この点につ いてもやら ないというこ とでは
なくて、今、正直 申し上げて判 断がつかない ところが多々 ございます ので、法的な ところ
も含めて、よくよく検証したいと思っております。
きょう、ヒアリ ングのテーマ としていただ いております 内容につい ては、国有林 関係は
以上でございます。
○八田座長

どうもありがとうございました。

これは１つずつ やりますか。 それとも通し てやりましょ うか。時間 がないかもし れない
から、全部一通りやっていただきまして、後で御質問いたします。
○川野課長

それ では、林地開 発許可権限の 市町村への移 管というこ とで、先般ヒ アリン

グを行っていただ きまして、こ このお手元に 論点を２つ挙 げていただ いております 。１つ
が、国が必要なバ ックアップを 希望する市町 村に対して行 うことによ り権限を市町 村に移
管できないかとい うことでござ います。これ につきまして は、今まで 御説明してき たこと
と重なりますが、 この林地開発 許可制度とい うものがそも そも都道府 県知事の自治 事務と
いうことで、各都道府県知事が運用しているということでございます。
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これも繰り返し になりますけ れども、次に 出てまいりま すが、いわ ゆる事務処理 特例と
いうことで68市町 村、私どもの 把握している 中では移譲さ れているわ けですが、こ の移譲
に当たっても、そ の一つ一つの 市町村につい て、当該県が 審査能力と か、あるいは それぞ
れの市町村の地形 的、地質的特 性、災害の発 生状況も見な がら、その 審査体制も含 めて検
討しているという ところでござ いますので、 これは当然国 もいろいろ なほかの例と かの照
会も県を通じてや るのですけれ ども、まずは 実際自治事務 として運用 している県知 事が関
与するというのは 、この制度の スキームから いって外せな いのではな いかという、 繰り返
しで恐縮でございますが、考えております。
もう一つの地方 自治法におい て既に権限の 移管が行われ ており、で きるのではな いかと
いうお話で、これ も先週のお話 とも重なると ころもござい ますが、実 際、11県68市 町村、
我々の把握では事 務処理特例で 移譲されてい るというとこ ろでござい まして、今も 申し上
げましたように、 それぞれの市 町村について 当該都道府県 がその体制 なりを把握し ている
ということでございます。
実際移譲すると なれば、それ ぞれの市町村 において事務 処理に係る 要綱、要領み たいな
ものをつくらない といけないと いうことでご ざいまして、 これも１点 目と関連しま すけれ
ども、県がそれぞ れ今まで運用 してきた林地 開発許可制度 の実績を踏 まえて、その 県独自
のものを実際つく っていますの で、これを市 町村におろす となれば、 この市町村、 県のこ
れをベースに市町 村はどうかと いうことを細 かくアドバイ スしながら つくっていく 。これ
をできた上で、か つ審査体制。 移譲した後も 県におんぶに 抱っことい うわけにいき ません
から、そこらの体 制も含めて、 手続も含めて 、では、これ ならいける だろうという ことで
やっているという ことでござい ますので、我 々は移譲自体 がどうとい うことではな くて、
そういう手続を踏 んで県が関与 した上でやら れるべきでは ないでしょ うかというお 話をし
ているところでございます。
次の森林伐採に 係る届出手続 の軽減につい てでございま す。これも 論点を２点ほ どいた
だいておりまして 、１つは県か らの提案であ る。保安林が 適正に管理 されているこ とにつ
いては必ずしも都 道府県ではな くて市町村に おいても可能 ではないか と。２点目が 、知事
への間伐の届出に ついては、明 確な基準をあ らかじめ定め た上で付与 する仕組みが できな
いかということでございます。
県からの提案だ ということな のですが、そ もそもこれも 繰り返しに なる部分もあ ります
けれども、結局、 今回提案され ている間伐の 事前届出とい うものなの ですが、保安 林につ
いては指定をして 、間伐の届出 だけではなく て伐採とか開 発をする場 合の手続等々 、いろ
いろなものがある 中の一部でご ざいまして、 間伐もそのほ かの届出・ 許可もそうな のです
が、もし問題があ ればそれを是 正する措置と いうものを県 知事が発動 するという、 いわゆ
る権限と責務の双 方を持ってお るという中で 、今回提案さ れているも のを、これだ けを取
り出して経営計画 にダブってい る部分がある ので簡略化で きないかと いうことなの ですけ
れども、そういう 保安林のそも そも責務と権 限ということ が一体であ るということ を考え
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ると、そこだけを 取り出して市 にこれを移す ということは 、保安林制 度の流れから 言うと
なかなかこれは難 しいのではな いか。やはり これも先ほど の林地開発 許可と同じで すが、
県の関与が必要不可欠ではないかなと考えております。
もう一つの基準 の話もござい ましたが、こ れも同じでご ざいまして 、あと、基準 をあら
かじめ示した上で ということで すが、これも この間御説明 したのとダ ブりますけれ ども、
一つ一つの保安林 について、基 準だけではわ からない現地 の状況も含 めて県が確認 してい
るということでご ざいまして、 これも問題が あれば是正措 置も指示し ていく。経営 計画が
５カ年分のある意 味大ざっぱな 計画であるの に対して、保 安林のチェ ックは一つ一 つ、１
つの森林ごとに伐 採の都度やら なければいけ ないというこ とになって おりますので 、これ
を経営計画に入れ るということ はかえって煩 雑になるので はないかと いうことも考 えてお
ります。
今までの御説明と重なっておりますが、論点については以上でござい ます。
○八田座長

どうもありがとうございました。

それでは、まず 最初の国有林 野の民間貸付 の使用につい ては、早期 施行というこ とを優
先されておられて 、複数の入札 者の対応だと か貸付期間の 長期化とい うのはかなり 大きな
問題だから、前向 きには検討す るが、今すぐ というわけに は結論を出 すということ は難し
いと、そういうお 話であったと 思います。私 、個人的には なるほどと 思いますので 、前向
きに検討していた だくというこ とは非常に大 きな前進をさ せるもので はないかなと 理解し
ています。
林地の開発に関 してですけれ ども、県が関 与すべきなの だという原 則はそのまま にして
おきたいというの ならば、実際 問題として68 件移譲されて いるわけだ から、あくま で県が
やるという原則の もとに市町村 に実質的には ある透明性の 高い基準の もとで権限移 譲する。
要するに、県がち ゃんと最終的 には開発の基 準づくりに責 任をもつこ とを担保に、 実質的
には市町村がやる ということが 必要だと思い ます。ほかの 68件ででき るのだから、 そこの
ところと似たよう な運用がもっ と自由にでき るような仕組 みというの は落としどこ ろでは
ないかなと思うの です。県を丸 っきり外して すっ飛んで市 町村という のは困るとい うお話
なのかもしれませ んが、実質的 にそういうよ うにできるけ れども、県 が一応最終的 な責任
を負うという形に、工夫をお願いできないかなと思うのです。そこはど うでしょう か。
○川野課長

まず 、この事務処 理特例はあく まで協議をし た上で権限 を移譲してお ります

ので、そこは移譲 するからには 市町村の責任 でやっている 。ただ、前 段階でそれな りの準
備といいますか、枠組みをつくって協議をしてやっているということで ございます 。
今、言われてい るのは、事務 処理特例では なくて移管と いうお話で 当初はきてお るので
すけれども、座長 のほうからお 話があったよ うに、県の関 与が我々は 必須ではない かと考
えておりまして、 そういう中で 今回の提案の 、いわゆる養 父市さんの 地域振興対策 を進め
たいという観点で あるとすると 、事務の簡素 化、円滑化が どう図られ るかという観 点でど
ういう対応ができ るのかという のがあるのか なと思います 。いずれに しても、県の 関与と
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いうのは我々としては性格上必要かなと考えております。
○八田座長

今の6 8件の場合に は県が一応関 与しているわ けですね。 事務処理特例 でやっ

ているわけで、一応県が移譲したという形になっているわけですか。
○川野課長

移譲 するに当たっ ては協議をし て、枠組みを つくって移 譲しておりま すが、

移譲した後は、こ れは市町村に 移譲していま すから形式上 の関与はな いということ になっ
ています。
○八田座長

もと もとの大原則 として県が一 応協議したと いうことで 、県がちゃん とかん

でいるわけですね 。今の場合に は、それを必 ずしもどこで もそういう 協議ができる わけで
はないわけでしょ う。しかし、 市町村が望め ば、そういう 協議をした 上でかなり自 動的に
できる、そのような仕組みができないでしょうか。
○川野課長

今あ る地方自治法 上でも、当該 市町村が発議 といいます か、協議を県 に申し

入れることによっ て、県がそれ を受けて協議 をするという ことはでき るスキームに なって
おります。
○八田座長

ただ し、県が必ず しも受けない とか、手続が 非常に煩雑 だとか、そう いうこ

とがあるからこそ 、こういう要 望が来ている のだと思うの です。だか ら、そこをな るべく
簡単にできて、実質的にやりやすいようにできないだろうかということ なのです。
○川野課長

養父 市さんがこれ まで県に協議 を申し入れて いたかどう かというのは 、この

場で確認できませ んけれども、 一般的にはそ ういう事務処 理特例に従 ってやりたい という
ものを市町村が提 案すれば、そ れは当然先ほ どから言って います体制 とかを見なが ら考え
ることになると思います。
○八田座長

特区 事務局に伺い ますけれども 、特例を使う ことに対す る何らかの不 満があ

るのではないかと思うのですが、その辺についてはお聞きになっていま すか。
○藤原次長

臨時 国会のときか らずっと議論 がございまし たけれども 、特例はあく まで特

例ですから、権限 の移譲もある 意味事務委託 の部分だけで すので、逆 に言うと、も っと抜
本的な権限移譲をしてほしいというのが養父市の意向だと聞いておりま す。
○八田座長

権限がどこに限定されているということですか。

○藤原次長

根本 的な権限移譲 というか、こ れはもう地方 自治法の一般 的な特例です から、

事務委託の域を出 ないと。また 、それは県の 了解も必要な ので、抜本 的に最初から 制度と
して市のほうに権 限があったら ありがたいと いうのが養父 市の一般的 な主張だと聞 いてい
ます。
○八田座長

一番 肝心なところ は、それによ ってどんな弊 害が起きる かということ だろう

と思うので、その 弊害がない限 り権限を移譲 してほしいと いうことな のだろうと思 います
けれども、事務処理特例では全然だめだということですね。
○藤原次長

何ら かの前進感が 出た形にぜひ していただか ないといけ ないのではな いかと

思います。
○八田座長

養父 市にとっても 、今の事務処 理特例の不便 なところを 言ってもらう と助か
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りますね。
○藤原次長

それを受けていないのでわからないと思います。

○八田座長

では 、ここのとこ ろは一工夫何 とかお願いし たいという ことです。要 するに

実質的に使いやす いようにした い。実質的な 観点から見て 、恐らく今 のが不必要に 制限的
だという理解があるのだと思いますから、そこを工夫していただければ と思います 。
最後の森林伐採 についてのと ころは、この 間も局長が御 指摘になっ たように、こ れは県
からの提案です。 お役所のほう は、これは県 に与えている 権限だし、 こういう伐採 のこと
はその一部なのだ とおっしゃる 。だから、県 に与えている 権限だとい う原則は曲げ ないに
しても、では、そ の県がどうい う透明性の高 い基準でもっ てそれを市 に移譲するか 、権限
を移譲するかとい うことがあれ ば、形の上で は整い、また 実質ができ るのではない かと思
うのです。
ですから、これはかなり工夫の余地があるのではないかと思うのです 。
○川野課長

県の 提案というこ となのですが 、先ほども私 が申し上げ ましたように 、今、

間伐の事前届出の ところを言わ れているので すけれども、 では、届出 を受けて問題 があっ
たときの是正措置 みたいなもの がもともと県 知事の権限と してあるわ けですが、こ の提案
をされた兵庫県がそこら辺をどう考えているのか。
さらに言います と、ベースに なっている指 定施業要件と いうのがこ の前も御説明 したの
ですけれども、そ れは県が管理 しているわけ でして、では 、それを市 町村長が届出 を受け
るとなると、そこ の整合性を確 認しなければ いけませんの で、そこを どういう形で 持たせ
るのかとか、そう いう具体の保 安林制度の中 でどう運用し ていくのか というのが我 々には
見えないところです。
○八田座長

こう いうものは余 り裁量行政ば かりでもまず いので、そ の森ごとに違 った透

明性の高い基準を 設けて、それ を森林経営計 画の中に組み 込んでもら って、その基 準を守
っているかどうか を県が事後的 にチェックす る。そして、 違反があれ ば罰金をかけ るなり
修正をさせるなり する。そうい う意味、県の 権限を担保す るというこ とならいいの ではな
いでしょうか。
とにかく問題は 、きちんとし た基準がある と事業者とし ては予見可 能性が高く仕 事がで
きるけれども、そ れがいちいち 毎年毎年、許 可されるかど うかわから ないというよ うな状
況だと非常にわか りにくい。む しろ客観基準 が欲しいとい うことが一 番の眼目だと 思うの
です。
保安林制度とい うのは最終的 には県が責任 を持たなけれ ばいけない というお役所 の御主
張を整合させるた めには、県自 身がわかりや すい基準を明 示して、そ の基準だけは きちん
と守られているかどうかを後で担保するということではないでしょうか 。
○川野課長

基準 は、これも前 回お話しした と思うのです けれども、 保安林ごとに 決まっ

ておりまして、そ れは森林所有 者も承知して いるのです。 通知するこ とになってい ますの
で、それが不透明ということではなくてですね。
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○八田座長

でも 、森ごとに伐 採計画をつく っていかなけ ればいけな いとおっしゃ いまし

たね。
○川野課長

森ごとに基準は決まっているのです。

○八田座長

では 、それは合っ ているかどう かを透明性高 く判断する ことはできる わけで

すね。
○川野課長

それ はできます。 ただ、現地に 行って確認を するという ことはどうし ても森

林の取り扱いです から、そこは 今県が行って いる。問題が あれば変更 とか、そうい うお願
いをするという権 限を県が持っ ておりますの で、そこだけ 市町村にとい うことはなか なか、
そこだけ外れることになりますので。
だから、恐らくこ れは事業をや られる方の 経営計画もあ り、保安林も ありというこ とで、
そこは非常に手間 がかかるだろ うという御趣 旨なのだろう と思います ので、そこを 何か事
務的にもっと合理 的にできる部 分がないのか なというアプ ローチの仕 方はあるのだ ろうと
は思っていますので。
○八田座長

それ の一つの提案 として、県が 森林経営計画 をつくると きにそういう 基準を

きちんと組み込ん でいこうとい うことを言わ れたのだと思 うのです。 ですから、今 あるの
よりはもう少し具 体的なものを 森林経営計画 制度の中に入 れれば、あ とは事業者の 自発的
なコンプライアンスに頼るということだろうと思うのです。
私の意見はそんなところですが、先生方、どうぞ。
○本間委員

保安 林制度と森林 経営計画制度 が全く別のも のでは、や はりオーバー ラップ

しているところが 当然あると思 うのです。そ こを確認して 、この場合 で言うと、森 林経営
計画制度の中で間 伐するものは 保安林制度の 中で既にわか っている部 分ですから、 それを
組み込んで計画を 立てればいい のではないか 。つまり、計 画の中で既 に保安林制度 そのも
のをクリアしてい るという条件 を満たせばい いということ だと思うの です。それは 違うの
ですか。要するに 森林経営計画 制度をもう少 しきめ細かく 保安林制度 に適合するよ うな計
画を立てなさいという話ですね。
○川野課長

はい。

○本間委員

そう いうことであ れば、もうそ こで既にクリ ア。今ある 普通に行われ ている

森林経営計画制度 よりもよりき め細かい形で 定めたものに ついては届 出を不要とす るとい
うことでよさそうに思うのですけれども、それではどうしてだめなので すか。
○川野課長

先ほ どからお話し している、権 限を持ってい る県と経営 計画を見てい る市町

村との役割分担の 話と、もう一 つ、今、委員 のほうから経 営計画を細 かくという御 提案が
あったのですけれ ども、これも １回目でお話 ししていると 思うのです が、経営計画 は何分
森林所有者がみず から計画をつ くって、それ で林業活動を やる、林業 振興という意 味です
ね。それについて 市町村長が認 めて、補助金 とかインセン ティブを与 えるというス キーム
でございまして、 そもそもあま り規制すると いう計画では ないのです 。その意味で 、計画
も５か年間の非常 にある意味ア バウトといい ますか、間伐 の量とかに なっていまし て、そ
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れに対して保安林 はやはり災害 とかという観 点でチェック をしなけれ ばいけないの で、県
と市町村の権限の 話は別にして 、これを一体 のものとして 運用すると なると、経営 計画を
今お話ししたよう に相当細かい ものに、例え ば間伐の時期 とか、そう いうことを細 かくし
なければならない 。それはある 意味自由な林 業経営という 発想のもと にできている 森林計
画の運用としてど うなのかなと いうのは目的 が違ってくる といいます か、そういう 問題は
あるのではないかなと思っています。
○八田座長

予測可能性ができるから随分やりやすくなると思うのです。

事業者としては 予測可能性が できることが 好ましい。別 に県の保安 に関する権限 をとっ
てしまうとか、そ ういうことを 全然意味して いないと思い ます。今、 本間先生がお っしゃ
ったように、こう いう計画をつ くるときにち ょうどいい機 会だから織 り込んでやる という
ことをしたらどうだろうということだと思います。
それをしたくな い立案者は、 毎年見てもら えばいいので 、やりたい という人には そうい
うことを事前にやってあげるという仕組みがあってもいいのではないか と思います 。
○川野課長

今、 いろいろお話 させていただ いたのですが 、この保安 林についても 先ほど

の林地開発許可も そうなのです けれども、県 と市町村の役 割分担とい うのは災害対 応とい
うのがあると考え ております。 そういう中で 御提案の地域 振興を進め るという観点 で、そ
ういう手続的な部 分も含めて、 どういうよう に簡素化、円 滑化できる かということ でどう
寄与できるかとい うことについ ては、引き続 きどういう対 応の方向が あるかは私ど もも慎
重に検討していきたいと思っています。
○八田座長

どうもありがとうございました。

どうぞ。
○内田室長

御苦 労さまでござ います。御主 張はここ２回 ほどよくわ かるという、 そちら

の御主張はわかる のですが、先 ほどうちの事 務局から申し ましたよう に、農林漁業 につい
ては官邸からも今 国会で法律を 追加提案する のです。その 追加事項で よく検討しろ という
ことでございます ので、もちろ ん運用もあれ ですが、事務 処理を簡素 化するとか、 それよ
りも御提案のような正面から応えることができないかということだと思 います。
今のやりとりを 伺っています と、全国でや るのはこの制 度の県、市 の分担上無理 だとい
うことはよくわか るのですけれ ども、特区制 度はそもそも が直ちに全 国化するのは 無理な
ものを特区の中で やってみてと いうことでご ざいますので 、やはり特 区法の中でど うする
かをお考えいただ くのが正道だ と思っており ます。全国で 多少いろん な制度的につ じつま
が合いにくいもの もやるとか、 あるいはこれ は単なる提案 でございま して、皆様の ほうが
御専門家ですので 、こういう先 生の御提案の 趣旨に沿って こういう制 度を組み込め ばどう
かとか、地域森林 計画がふさわ しくないなら こういう枠組 みがあると か、それは専 門家で
ある皆様でないと わからないわ けですので、 これは別にけ んかしてい るわけではあ りませ
んので、一緒にそ ういう制度を つくっていこ うという、し かも今国会 の中で処理し ていこ
うというのが政府 全体の姿勢だ と理解してい ますので、よ く窓口とも 御相談いただ いて、
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よろしくお願いしたいと思います。
御主張は御主張で、もちろんわかることはわかるのですけれどもね。
○八田座長

今、 全体を見せて いただいて、 保安林のとこ ろに関して 県が何らかの 形で関

与しなければいけ ないと、よく わかります。 ただし、開発 に関しては 実際問題とし てどう
いう影響を与える かということ だけ考えれば 、結構市町村 に移譲する ということが 可能な
場合もあるのだと 思うのです。 その場合には 市町村に移譲 するという ことも、この 際、官
邸の要望もあると いうことなら ばお考えいた だくのが一番 こういう物 事を前進させ るので
はないかと思います。
あとは阿曽沼先生、何かありますでしょうか。
○阿曽沼委員

先 ほど11県68件 が既にオーケ ーになってい るということ ですが、その 中で、

既に権限移譲され ているが、事 後評価をして みたら実質的 には権限移 譲できなかっ たとい
う数はどのぐらいあるのですか。
○川野課長

そこ までは把握し ていないです けれども、68 市町村とい うのが全市町 村数の

４％ですから、こ れが多いと見 るかどうかと いうことにな るのでしょ うけれども、 見方に
よってはまだここ しかいってい ないというこ ともあります し、県によ っては全然進 んでい
ない林地開発許可がございますので。
○阿曽沼委員

今 までの経験を 、早いうちに オープンにす ることによ って、多くの 人たち

の意識の変化や新 たな気づきが 出てくれば、より制度の柔 軟性にも資す ると思います から、
是非情報の整理をするといいなと思います。
私も小さい組織 を運営、経営 していますが 、継続事業体 とするため には相当いろ いろな
事に目配りをしな がら社会の変 化や将来を予 測して、事業 計画を立て ていくわけで すね。
そういう意味でも 、今、八田先 生がおっしゃ ったこととい うのは、き ちっとした経 営を促
すためにもすごく重要な点ではないかなと感じました。
○八田座長

最後に次長。

○藤原次長

今日 、国有林野の ところで３年 の例の貸付期 間の話とい うのはどんな 検討状

況かというのは、 この前、大分 議論があった のですけれど も、その辺 はどうなって います
か。
○宮浦課長

冒頭 に御説明した つもりでおっ たのですが、 貸付の長期 化に関して、 現時点

ではまだ内容がご ざいません。 土地だけでは なくて、上物 の流木の取 り扱いについ ては八
田座長からも先日 いろいろ難し い課題も多々 あるのだとい うお話がご ざいましたが 、私ど
ももいろいろとそ の点について はまだ法的に もクリアしな ければいけ ない課題がか なり重
い課題として多く あるだろうな と思っており ます。その意 味でどうい った対応がで きるの
か、きちっと検証して今後の対応を決めていきたいと考えているところ でございま す。
○八田座長

流木 については検 討の時間が必 要だというの はよくわか ります。例え ば更地

に関しては、この 間議論があっ たように、３ 年ごとが一応 固定資産税 の改定を組み 込める
ようにという期間 だというのな らば、むしろ そんなものは 自動的にし て、そのかわ り例え
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ば20年とかは、他 に希望する者 がない限り、 そういう期間 はちゃんと 保障してあげ るよと
いうようなことがあってもいいのではないかと思います。
○宮浦課長

今、 先生から話の ありました、 どの分野から まず手をつ けていくのか という

ことも含めて、よく検証した上で検討を進めたいと思います。
○藤原次長

そう いった分野を 中心にという ことでまたい ろいろ御検 討いただきた いと思

います。最後にお 話のございま した林地開発 許可のところ は、特例措 置をどういう ように
活用するか。それ でいくのであ れば関係省庁 としてどうい うように拡 充していくの かとか
といったところも 含めて、ゼロ 回答というわ けにいかない と思います ので、また早 急に、
よろしくお願いしたいと思います。
○八田座長

全般 的にともかく 、この林業に ついてもいろ いろ改革が 進みそうだと いうこ

とがわかりました ので、具体的 な何か結果を 、そのサイン を外に対し ても示したい と思い
ますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。
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