
区分 細区分 意見の趣旨 意見に対する考え方

はじめに 　 森林を評価する「ものさし」を作ることは重要であるとは思いますが、最終的にはどのものさしを使うべき
か、あるいはどちらのものさしを重視すべきかという議論になると思います。ものさし作りとともに、北海道
が考える森林整備のビジョンも同時に見せて頂ければと思います。また「森林の整備や保全を行うことの
必要性を道民に十分説明できていない状況にある」を評価基準作成の背景として挙げていますが、説明
責任を果たしていないから評価基準を作成したというのは適切ではないと思われます。それは、この案で
示される多くの森林の機能は「これまでの森林の整備や保全」でもほとんど考慮されていなかったからで
す（特に生態系）。そうであれば「これまでの森林の整備や保全」の問題点を整理し、それらを背景として
議論を始めるべきと考えます。林野庁のような、これまでの過去に反省を加えない態度は「協働」を行おう
とする態度として不適当であると思います。

北海道では、平成14年に北海道森林づくり条例を制
定し、このなかでこれまでの森林の扱いと今後の方
向性について記載しています。また、平成１5年３月
に森林づくり基本計画を作成しています。

１　目的 協働によって整備する方向が理解できない。実労の他に資金が主であるのか。
道民との協働の形態（かかわり方）が示されていない。
「協働」の必要性及びその意義に関する説明がない。
道民と何を協働して森づくりを進めるのか、道民は何を行うこととなるのか、分かりづらい。
「道民との協働による森林づくり」とは何？また、具体的にどのような形で進めるのか？
評価基準と「協働による・・・」のつながりがわからない。働きは言葉で見るとわかるけど。
森づくりを協働で行うという言葉はわかりますが、イメージしにくい。具体的にはわからない。
わかりやすい説明はされていますが、道民との協働という点で具体的な例などがなく、いまいちわかりづ
らいです。
基準を作れば分かり易くはなるが、それが直接道民との協議による森林づくりには繋がらないと思う。
目的はだいたいわかるが、森林所有者以外の道民が理解しないのではないか。
道民との協働をこの評価によってどのように進めていくのかを、もっとわかりやすい言葉で示してほしい。
道民との協働とは具体的に何を想定しているのか不明
評価の意味がわからない。
道民は理解して、さらに他に何をしたらいいかとかがもう少し分かればいいと思います。
評価結果を具体的に誰が何の目的でどのように説明するのかイメージしづらい。
評価の種類が公益性が重要視されており、個人の財産としての考えでは4つの機能とはズレがあるので
は？
個人所有の森林に対しては、誰に対して評価が必要なのかが理解しにくい。
森林所有者の意向を踏まえた評価にすべき。
点数、ランク付けは、所有者の利益、不利益になる可能性がある。その点を考慮すべき。
よく分かりますが、公用地等のランク分けで表すことは良いと思いますが、私有地の場合はいかがなもの
か。また、ランク分けであっても一般にもれるおそれも‥？
点数やランクが低いと、その山林は良くないと判断されてしまう恐れがあるので、森林所有者にとっては、
不都合が出る場合があるのではないか。
評価が低い結果により森林整備が強制されることのないようにお願いします。
天然記念物の生息が確認された場合、制限がかかる心配がないか この基準は、制限と直接結びつくものではありませ

ん。ただし、希少性の評価において、高いとされた場
合は、動植物に配慮した森林の取扱いをすべきであ
ると考えます。

いただいたご意見を踏まえ、協働による森林づくりを
明確化するため、ｐ2に　《※「道民との協働による森
林づくり」とは、「北海道森林づくり条例」第３条の基
本理念の１つである。第３条　3　森林づくりは、道
民、森林所有者、事業者及び道の適切な役割分担
による協働により推進されなければならない。》と説
明を追加しました。

この基準は、めざす姿に対して現在の森林がどの程
度の機能を発揮しているか評価するものですが、今
後、森林の機能について道民の方々に対する説明
が、より大切になるものと考えております。道として
も、森林所有者の方々のご理解が得られるような基
準の作成に努めて参ります。
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１　目的 評価しづらい面などがあると思う。
なぜ評価しなければならないのか・・・。
評価しない方が良い面もあるのでは？
評価することの効果の良否を再考すべき。希望者のみの調査にすべき。
良くわかったけど必要ですか？
評価基準が必要かどうか疑問がある。
今の説明では山林の評価自体必要なのかどうかわかりづらい。
森林の機能を細かく評価・分析が必要か。森林をつくることにもっと費用をかけることが先ではないか。
調査に使う時間を木とか植えたりする時間にしたらいいと思う。
評価基準の必要性が分からない。
評価したからといって森林が増えるということではないと思う。
森林についての評価基準は大変「大切」なことはよく分かりますが、それでは時間がかかりすぎます。森
林の良し悪しの調査から、どうすれば良いか、早く行動に出ることが今必要ではないか？

ご指摘のとおり森林の整備・保全は重要ですが、森
林の機能の発揮状況を道民に説明し、理解を得るこ
とも大切と考えています。

一般森林所有者が自分の山についてやるのでしょうか？水土などは流域で評価するものでは？（所有者
が使う評価ではない、行政がやることと理解する）

水土保全は流域単位で評価するものですが、この
評価基準は、森林所有者などが、森林の機能の発
揮状況を道民の方々に分かり易く説明しようとする
ために設定するもので、必ずしも行政に限定したも
のではありません。

何らかの事業を行うことが前提とされている印象を受けます。特に水土保全機能については現状で問題
とされていない場所をことさら評価し、事業を行うのではないかという危惧があります。同種の問題として
生態系保全機能に関し、評価の結果、事業を一切行わないことにするという代替案が担保されていませ
ん。「評価が低いからといって事業をする訳ではないこと」と「評価から示される森林整備の代替案には、
事業を行わないという選択肢が必ず含まれること」を基準に明記する必要があると考えます。

行政の満足なのかなと思う。補助制度に利用されるのかなと思われる。

調査する場合、森林所有者（民有林）と連携を密にして所有者に金銭的負担のないやり方を望みます。

最初にしては専門的で自営業の者ならば調査する余裕がない。

民有林の個人が自分の山を基準によって評価するのは困難では。

個々の森林所有者が評価できるレベルにない。

森林のはたらきについて、わかりやすく説明することで、道民に森林の重要性について理解を深めてもら
うということであると思いますが、その森林づくりの内容についてわかりづらいと思う。

この基準は、森林の機能の発揮状況を道民に分か
りやすく説明するために設定したものです。森林づく
りの具体的な施策については、森林づくり基本計画
に記載しております。

この基準は、森林所有者などが、森林の機能の発
揮状況を調べ、分かり易く説明しようとするため使う
ものですが、行政も取り組みやすいよう支援します。

この基準は森林の機能の発揮状況を分かりやすく
説明するために使用するもので、事業が前提となっ
ているものではありません。

この基準は、道民の方々に森林の機能の発揮状況
を分かりやすく説明しようとするものです。
これにより、道民の方々の森づくりへの理解が深ま
り、条例にあるとおり、地域活動の参加や道の施策
に対する協力が図られることなど道民との協働によ
る森林づくりが進むものと考えています。
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１　目的 道内には広大な森林がありますが、全ての森林の機能を評価するのでしょうか？また、一番多く森林を所
有する国有林についても北海道が評価するのでしょうか？
民有林のみならず、国有林、道有林すべての森林について調査すべき。
案として、どこの地域を調査予定なのかわかればもっと現実的になると思います。やろうとしていることは
わかりますが、専門用語もちょっと多いのでは・・・。
広く道民の意見を聴取して・・・とあるが、その意見は森林所有者の意向に添ったものでなければならない
と考えられる。評価・調査する権限は道職員にあるのだろうか？
評価主体は、全権道民！
PRということで良いが、効果のある方向で進めていただきたい。
昔、小学校で学校植林があり、年1回お弁当を持って木の周りの草刈、植林の思い出があります。森林の
はたらきをもっと多くの人達にわかる機会を作っていただければと思います。

とにかく森林の大切さを皆さんに理解してもらうよういろんな事を進めてください。そうすれば、浜の漁業
者にも、もっともっと応援団が増えるはずです。
森林を守るために前向きな手だてを考えてください。この基準もその１つとして有効であることを希望しま
す。

自然保護と人の住みやすい環境とは別のものという考えで行政が施工しなければ、山は荒れっぱなしに
なることでしょう。

現在、国有林、道有林については行政サイドでいろんな整備が進められ進展していると思いますが、経営
上成り立たぬ民有林が荒廃しているように思われます。国・道・民間のさらなる連携が必要かと思いま
す。
評価委員とかあれば良い。

この評価基準が、森林整備や森林管理に関わる法体系や施策（例えば林地開発許可の許可要件への導
入や評価の高い森林に対する補助制度の導入など）に反映される必要があると考えます。この理由は二
つあります。一つ目はそれがなければ単なる「ものさし作り」に終わりかねないからです。ものさしで測った
結果から「めざす姿」にどう移行させていくのか、具体的な方法も同時に考えるべきと思います。二つ目は
インセンティブの問題です。森林所有者は特に生態系を保全することにインセンティブを持っていません。
希少な種が見つかると伐採活動が制限されるような仕組みだけができてしまうと、森林所有者は機能評
価を初めから拒むか、場合によっては希少な種を排除してしまう可能性があります。森林生態系が健全
に保たれた森林を維持することが得だと、森林所有者が感じられる施策を講じることができるのかも同時
に議論される必要があると考えます。

道では、当面、道有林の「整備・管理計画」や「地域
森林計画」での地域への説明を考えていますが、そ
の他の活用についても今後検討していきます。
なお、条例では森林所有者の責務として「多面的機
能の確保のため森林の整備・保全を図るよう努め
る」とされているところです。

この基準は、森林所有者などが森林の機能の発揮
状況を調べ、分かり易く説明しようとするため使うも
のです。
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１　目的 全体の目的がはっきりしていないように感じられる。数値で評価するのはよい方法だと思うが、得られた
結果をどのように使用するのかわからない。評価が大変低い場合、そこは無用の場所ということで開発対
象なのだろうか。また、多様性と希少性の折り合いはどうつけるのか。保全にこの資料を転用する場合、
多様性と希少性のどちらを優先するのか？そこらへんの議論はまだされておらず、とりあえず調査してみ
るのか？
結論：このプロジェクトの目的をもう少し明確にしてほしい。また得られた資料はどのように用いられるの
か？

評価を誰が行い何にいかすのか分からない。
協働して、それをどう利用していくのでしょう。
あらゆる機会を通じて、広く募集するべき。児童・生徒へも学校を通じて依頼も可能では。
評価の結果、どう反映させるかがわからない。一般の人にアンケートをとる意味がわからない。
評価した後、それをどう活用していくのかという部分がもう少しあった方がよいと思います。
評価基準に基づき、管理状況、森林の必要度に合わせて税金等に反映させることが出来たり、自然環境
保全調査として、開発計画や地域計画等に利用出来るものであれば値がある。

評価のみでは、物事の一方だけを考えており、評価を今後どのように生かしていくかを考えなければ意見
がない。
ランクを分けて、下位の森林などにはどのような対策をなさっているのですか？
評価基準作成も大事ですが、森林づくりを具体的にどう進めるか、実効性のあるものにしてほしい。
森林を所有、又は活動される方のみに使う目的であるが、それ以外は必要ないのだろうか？関係者以外
のアンケートは必要に感じない。

評価をどのように利用していくかが必要と考える。
評価し、その後それをどう利用するのか？
評価後、結果がどの様に使われるのかがあまり分からない。
評価基準は森林を客観的にわかりやすく示すことを目的としていますが、この評価が何に役立つのかよく
わからない。例として、土砂崩れ防止のために、川の氾濫を防ぐために等の主目的を主語にした方がわ
かりやすい。
目的に沿った行動を積極的に推進していって頂きたい。
基準を作成してこれをどのように利用するのか示して欲しい。
評価するのは分かるが、その結果何を行おうとしているのか示さないのはおかしい。
それぞれの森の評価を点数化してランク分けする事はわかりましたが、ランクの高い森を守り、低い森は
放置していくのか、その辺の事がわからなかった。
この評価基準がどんなものに使われるのか具体的にわかればいい。
評価した結果について、具体的な活用方法はどのようにするのか。
森林の持つ機能の評価の悪い山林等の改善の対策も必要と思います。

評価が悪かった場合、どのようなフォローがされるのか具体的イメージが知りたい。
各項目で最高評価を得た森林の扱いをどうすべきかも述べる必要があると思います。評価の低い森林を
高くすることも重要ですが、評価の高い森林をさらに高くすることも重要と考えます。

１～４の内容についてはよく分かりますが、その基準案についての「計画そして実行」についての点を具体
的に例をもって知りたく思います。※将来の日本いや世界（地球、国際的に）のためにも必要予算を、そし
て即実行を望みたいものです。

道では、当面、道有林の「整備・管理計画」や「地域
森林計画」での地域への説明を考えていますが、森
林を所有している方や森林で活動をされる方などが
森林のはたらきの状況を調べることも出来ます。そ
の他の活用についても今後検討していきます。
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２　基本的
な考え方

（１）評価対象
とする機能

森林の機能には様々なものがある中で評価対象とする４つの基準を選んだ理由が示されていないため、
本基準（案）作成の目的との整合性が不明瞭となっている。

基準選定の理由を明確にするため、ｐ2「いわゆる公
益的機能である①水土保全機能…」を「「北海道森
林づくり基本計画」では、地域の特性に応じた森林
づくりを進めるため、①国土の保全や水源のかん
養、②生態系や環境の保全、文化の創造、③資源
の循環利用、の機能を重視した森林づくりをめざす
こととしている。　　評価基準では、このうち公益的機
能である〔１〕水土保全機能、～の４つを評価対象と
する。」と修文しました。

木材資源としての機能はどうなるのでしょう？
木材や林産物など、人々に恵みをもたらす機能も評価に加えたらよいのでは。
良質木材の産出という機能は森林の第一の機能
木材生産についてはどのように評価されていますか。
木材としての価値の機能を敢えて？触れずに、公益的な面のみについてのみ対象としているのは、今後
の方向なのか。道有林はこの基準で全面的に進むのか。むしろ、民林で使い、道民からの応援者を増や
すためにつかう方が良いと思う。とにかく山の手入れに金がかかる事を良く宣伝してほしい。

木材を切り出した後の山や林道管理に対する評価が加わるといいと思う。
森林の木材生産機能が評価基準に入らないのはなぜ？
環境保全機能のみに特化して考えると将来木材生産に制約が残るのでは？
森林の経済的な側面（木材としての価値）などは入れないのですか。
森林の経済性に全く触れなくて良いのだろうか？
本評価基準に経済林としての評価は行わないのですか？
木材生産のはたらきを加えてください。
将来を考える場合、大木になる木があるか、ないか、つる類があるかないか、広葉樹改良の必要は ご指摘のことは木材生産機能と思われます。今回

は、多面的機能のうち公益的機能を対象としました
が、今後、木材生産機能についても検討して参りま
す。

森林づくり条例では、木材生産機能を森林の多面的
機能の一つとして位置づけていますが、今回は、多
面的機能のうち公益的機能を対象としました。木材
生産機能については、成長の異なる様々な樹種の
混じり合った天然林の生産力の考え方等難しい点も
有りますが、今後検討していきます。
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２　基本的
な考え方

（１）評価対象
とする機能

機能に水産資源への影響を加えてはどうですか。

漁業への影響について【追加したい調査】
川の養分は、肥沃な土地を作り出し、肥沃な海を作り出します。この事に対する評価基準をその流域にお
ける農・水産業の規模を目途に設定出来ないでしょうか

「水と土を守るはたらき」では、濾過に関することしか記載されていませんが、養分の溶け方についても調
査されているのですか？森から出る水の成分がどのように生き物（微生物）に影響するのかも調査してい
るのですか？

山の栄養が海まで運ばれているか（ダムなどの数）

水がきれいか？ 水土保全機能の水質保全機能で評価しております
が、直接水質を測定するものではありません

林道（作業用道路）砂防ダム（有・無）についての評価も基準にすべきか？ 林道は、水土保全機能、生態系保全機能、文化創
造機能の中で考慮しております。ダムは、土砂の流
出抑制に伴う植生回復により、水土保全機能の評
価が上がることとなります。

森林を保全するための林道の役割と機能性 林道は、水土保全機能、生態系保全機能、文化創
造機能の中で考慮しております。

野生生物の生息状況、巨大木の調査をしてほしい。 生態系保全機能では、希少性や多様性では野生生
物についても加味した基準としてます。また、周辺環
境の調査で樹洞木についての調査を行う基準として
います。

森のきれいさをランク分けすればいいと思う。 文化創造機能の傑出性ではきれいさを見ておりま
す。

森林の機能になぜ生産性がないのか、不思議だ。林業関係の人（営林署や林務署を含む）は生産性とい
うと材木の生産のことしか頭にないのかもしれないが、有機物生産という意味で、生態系のエネルギーを
支えるものは、森林の樹木・草本・蘚苔類・などなどの植物の光合成が担っている。有機物生産は、森林
がどのような気候帯にあるかによって当然異なるが、その気候帯にもっとも適した植物群落が生産する有
機物生産が森林の機能を評価する基礎ではないでしょうか。

森林の物質生産機能については、日本学術会議の
答申（「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森
林の多面的な機能の評価について（答申）」（平成１
３年１１月）)にも明記されていますが、一般的には人
間に係るものに限定しています。生態系保全機能に
おいては、生物の多様性、自然性などの評価を行っ
ており、そのことが有機物生産の高い森林にも繋
がっていくと考えます。

土壌の良さ、土の中にどれぐらいの種類の生物がいるか、土の湿り具合

土のこえぐあい。適当に場所を決めて土を掘るとどれぐらいの虫がいるか？土のやわらかさ（フカフカ度）

地中に住んでいる生物を調査して土の良し悪しをみるなど

水土保全機能の水質保全は海域への影響もあるも
のです。今後知見を蓄積したいと考えています。

栄養塩については、水土保全機能の水質保全機能
で記載しているところです。汎用性の点や科学的
データで樹冠の状態や下層の状況で判断していま
す。この点については科学的知見の蓄積に伴い今
後検討していきます。

土壌、土壌動物については、簡便性を考慮して今回
評価対象としておりません。
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区分 細区分 意見の趣旨 意見に対する考え方

２　基本的
な考え方

（１）評価対象
とする機能

土壌調査（林床植生に関連する。落葉落枝等からの土壌造成状況の調査。） 土壌については、簡便性を考慮して今回評価対象と
しておりません。

良くわかる。木の太さ、高さに年輪も入れたら良いと思います。 生きている木の年輪を図るのは特別な道具がいる
ため、今回は簡便性を重視した調査としました。

（２）評価基準
作成にあたっ
ての留意事

数字で表すことはわかりやすいが、これだけで判断するのは危険な気がする。

森林の働きはわかるが、例えば自分のまわりの環境がどの程度良い悪いなど全く判断できないので、数
字で表されても、もっとわからないかも・・・。専門家の間で利用できるわかりやすいものがあればいいの
では・・・。
科学的に考察し点数化することは必要であると思うが、それだけになってしまうのはどうなのか。森林と共
に生きてきた人たちの感覚、伝統等が生かされなければならない。点数化することによって、何を求め、ど
うしていくのかがわからない。
点で表すことはいかがなものか？
点数だけで示すのは分かりづらい。
点数だけでは、森林の大切さや価値を表せないのでは？
点数やランク付けは一般人にはわかりやすいが、自然の善し悪しは数字では表せないものもあるように
思う。

点数・ランク分けの弊害が懸念。
森林の価値をランク付けすることで、マイナス面はないのか？
この評価をわかる人が使いやすければいいのでは？一般人には、点数を見てもパっとわからない気はす
る。

基本的には賛成である。点数化することによって客観的に見ることができるからである。しかし、点数にこ
だわらない実態把握を基本においた視点も同時に大事と思う。
点数やランク分けで表すのではなく、この辺の山林はこのような状況ですといった表し方の方が良いので
はないか。
点数じゃよくわからない。
あまりランクをつけるのはよくない。
何でもかんでも点数化するというのはどうなのか。本来は評価の必要のないものなのに“人工”という要
素が加わり、人にとって都合のよいものになっている気がしてならない。
点数、ランク付けで決めて良いのか。
森や山が持つ多機能性が、この評価や類型への当てはめで十分担保されるのか不安です。
評価軸の点数の基準についての明示が不明確では。誰もが納得する点数の付け方が必要では。

数値を基準にする評価は相対的に判定できるが、景観等については主観が入り、他の判定に影響を左
右する要素になりうる。
かなり専門的。特に文化創造機能の評価軸は極めて主観的。
１点分、１０点分などの減点基準が分からない。何がどうなれば１点減点で、１０点減点されるものとの違
いがいまいち分からない。

道民に向けた分かりやすいパンフレットを作成する
など、分かりやすい普及に努めます。

道民に分かりやすく説明するために一つの手法とし
て採用しています。この基準は、めざす姿に対して
現在の森林がどの程度の機能を発揮しているか評
価するものですが、評価結果である点数やランクだ
けにこだわるのではなく、その原因（評価の経過）
や、めざす姿に近づけるための方法について説明す
ることが大切であると考えております。

より客観性の高い基準を検討していきたいと考えま
す。
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区分 細区分 意見の趣旨 意見に対する考え方

２　基本的
な考え方

（２）評価基準
作成にあたっ
ての留意事
項

森林の働きや大切さはある程度理解できたが、目指す森林像がよくわからない。 いただいたご意見を踏まえ、めざす姿がより明確に
なるよう表現を修正しました（ｐ3、12、18、19、28）
※各機能のめざす姿の表現修正。

（３）評価結果
に関する留
意事項

目的で「道民との協働による森づくり」を掲げていますので、関係者の合意ではなく、「道民との協働によっ
て森林整備の方向性を決定する」の方が妥当であると思います。

機能の優先順位は、地域で検討することが必要なた
め、いただいたご意見を踏まえ、ｐ2最終行「どの機
能を優先させて森林整備等を行うのかということに
ついては、関係者の合意が必要である。」を「どの機
能を優先させて森林整備等を行うのかということに
ついては、地域で検討する必要がある。」と修正しま
した。

まずは、各森林に対して、それぞれの目的を明確にすべきではないでしょうか。すべての森林に対して、
同じ基準を当てはめると、画一的な森林となってしまいます。やはり色々な個性を森林にも持たせるべき
です。でも、それは、次のステップかも知れませんね。

北海道森林づくり条例では、地域の特性に応じた森
林の整備の推進及び保全の確保が記載されてお
り、この考え方に反するものではありません。評価す
る人や地域のニーズにより、求める機能を優先させ
て森林整備等を行うことが重要であると考えます。

４つの機能のランクがどのような最終評価になるのか具体的に知りたい。（最初からこの森はこの働きに
ついてのみ調査するというように絞って調査が行われるのか、４つとも調べるのか。）
４つのはたらきそれぞれについて、点数評価を行うのは分かりますが、最終的に４つのはたらき全てに対
する評価は可能なのか。
個々のものについては何となくわかるが、合計したときがどうか。特定の機能を十分に有している森林が
合計した時に低い点数になる場合もあるのでは。

他の森林の機能との比較が出来るのか。どこを整備すべきかの場所毎の順位付けにつながるのか
表し方については理解するが、他と比べるものではないことの説明がない。
森林ランキングが見たい。
平均は何点ぐらいですか。
利尻は何点？
（森林の持つ機能について）分かるものと分からないものがある。 基準の内容についても出来るだけ分かりやすい表

現に努めます。
（森林の持つ機能について）目に見える効果でないからわかりづらい。 点数やランク分けといった形で表すこととしておりま

す。

所有者にわかりやすくなるようにしてほしい。 所有者をはじめ、道民の皆さんに出来るだけ分かり
やすい基準とするよう努めます。

評価軸が３あるいは２はあまりにも大雑把すぎでは？次回の調査をした際に、評価軸に変化が反映され
ない恐れが生じる可能性がある。

簡便性や汎用性を重視しております。

この基準は、他の地域との直接的な比較は行わな
いため、ｐ2本文を「また、評価結果はそれぞれの評
価箇所における「めざす姿」に対する機能の発揮状
況であり、他の森林の評価結果との直接的な比較
は行わない。」と修文しました。

同じ森林を対象として、複数の機能についての評価
を行っても、それぞれの機能の評価結果は独立した
ものとして取扱うこと、としており、総合評価は行いま
せん。どの機能を重視するかは、地域で住民や所有
者等が社会的経済的な理由で個々に判断すること
となります。
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区分 細区分 意見の趣旨 意見に対する考え方

２　基本的
な考え方

（３）評価結果
に関する留
意事項

評価基準は良くできています。調査を続けながら必要な物があれば項目を追加することも大事かと思いま
す。

森林は、自然現象等により常に変化していくので、1回だけの調査でなく続けていってください。そして、見
直しを実施してほしい。
先ずは、実施してみることだ。それも継続しなければ意味がない。
評価結果の検証をしっかりと行ってください。 新たな知見の蓄積により今後も検討し必要に応じて

見直していきたいと考えております。

“ものさし”が見直されると評価が常に都合良く変わるのではないか。

ものさしの見直しはいらない。そんな程度のものさしなら意味がない。

現在も森林機能については、ゾーニング等で区別されているはずだが、今回の評価基準がどのように現
地に反映されるのかわからない。

ゾーニングは森林のポテンシャル（あるべき姿）を
ベースに評価しています。この基準は、今の状態を
評価し、森林の機能の発揮状況を説明するために
使うものです。道では、当面、道有林の「整備・管理
計画」や「地域森林計画」での地域への説明を考え
ていますが、その他の活用についても今後検討して
いきます。

「自然立地的土地利用計画」の考え方を積極的に取り入れると、より簡素で分かり易い＝利用し易いもの
となるのではないだろうか。

緑地生態学の自然立地的土地利用計画(注：土地の
持つ自然的潜在力を出来る限り有効に、しかも自然
的再生産力の範囲で永続的に利用し、自然の多様
性を保持しつつ、土地利用を進めようとする計画体
系のこと)について、植生に対する考え方などを一部
導入した評価となっています。

試行的評価を実施していると思うが、その成果は？ 試行結果をふまえ、この基準の作成に生かしまし
た。

この基準の結果を公表してもらえればいいと思います。
評価した結果について、どのような方法で公表するのか
評価後の結果とその森林を見学したい。
素人にも分かりやすい評価結果（簡易的）にしてほしい より分かりやすい基準となるよう努めます。
“木”自体がもつ評価はいらないのですか？（例えば、木が枝はらい等ができず死んでいる木だとかの評
価）→飛砂防止機能の中に入っているかもしれません。

木ではなく、森林を対象として評価しました。

流域ごとに、何年ごとに調査して評価するか。 道内全域で使用できる基準として、継続した調査で
は５年～１０年が目途になると考えます。

評価の対象をもう少し検討した方が良いのでは。 決定後はHP等に公開するとともに、新たな知見に
よって必要に応じて見直していきたいと考えていま
す

道が使う場合、結果について、説明会などで公表す
ることを考えています。

森林の機能をより適正にかつ簡便に評価する手法
は大切であると考え、新たな知見の蓄積により今後
も検討し必要に応じて見直していきたいと考えており
ます。

いただいたご意見を踏まえ、ｐ1「新しい知見が得ら
れた場合、必要に応じて積極的に取り入れていきた
い。」と修正し、決定後はHP等に公開するとともに、
今後も新たな知見によって必要に応じて見直してい
きたいと考えています。
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区分 細区分 意見の趣旨 意見に対する考え方

２　基本的
な考え方

（３）評価結果
に関する留
意事項

できるだけ科学的、総合的に実施することが望まれる。評価においては専門性が必要とされるので、正直
なところあまりよくわからない。

評価を素人レベルのランク分けであれば必要ない。
簡単に評価できるもの？
一般の人々にわかりやすくすることのマイナス面は？
点数が恣意的にならないように充分な検討、配慮が必要。
役人の目線での評価なので信頼できない。

測定範囲が多すぎる。
項目が多すぎる。
森林は単に北海道を区分して評価できない。道南、道北、道東に区分。木の生長の度合い。同一伐期の
問題等一律にはいかない。道南と道北とでは生長が異なる。等
（評価のやり方でも書いた内容と重複するが）山林によって現状は様々で10カ所の山林があれば基準が
十通り必要になると思う。流域だからと言って同一の基準は適用できないのでは？

地域により違いがあると思う。
点数化する意味は分かるが全体的にはハッキリしない。地域の山林によって１００点とする状況が違いす
ぎるのでは。

100点は、地域ごとに異なります。この評価基準は、
めざす姿に対して現在の森林がどの程度機能を発
揮しているかを評価するため、他の地域との直接的
な比較は出来ません。

評価する町の人の意見をきく！！

そこに住む人たちから評価していただいてみるのはいかがでしょう？

調査対象となる森林の全域を調査することは不可能だと思いますが、一部を対象とする際の抽出基準な
どはあるのですか。

評価毎に対象とする森林の単位（面積）が決まって
います。このため、評価できる最小単位の中で抽出
することは想定しづらいと考えます。

現地調査を多くしては。 出来るだけ現地調査により、森林の状況を捉えるこ
ととしています。

実際にこのような調査ができるのか疑問だ。相当な面積の調査をしなければ、評価できないのでは？ 道有林で試行的に調査を行っているところです。
４つの項目すべて１００点満点方式にすればもっとわかりやすいのでは。
得点の方が良いと思います。
公有林と民有林の調査基準の差を示す内容 同じ基準により評価することとなります。

科学的知見に基づきながら、出来る限り簡便性を重
視して作成しておりますが、今後も客観的な基準と
するよう努めます。

適正な評価のために最低限の項目に抑えておりま
す。

科学的知見に基づきながら、出来る限り簡便性を重
視して作成しております。

それぞれ機能にあった形で評価しております。

地域で検討しながら進めることが重要であると考え
ております。

簡便性を重視し、道内全域で使用できる基準として
おりますが、地域性についても各地で調査を行った
り、多くの文献を引用するなど可能な限り考慮してお
ります。
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区分 細区分 意見の趣旨 意見に対する考え方

３（１）水土
保全機能

イ　基本的な
考え方

樹冠の意、わかりにくい。 p3「樹冠（樹木の枝や葉の集まり）」と本文に説明を
追加し、分かりやすい表現に努めました。

対象に一般市民を含んでいるにも関わらず、取り扱い範囲を一般市民になじみの薄い林班や小班とする
のは少し安易するぎるかと感じます。林班や小班という言葉をあえて使うのであれば、それらがまとまりと
してどんな機能を成しているのか説明が必要と思います。また一般市民が機能を発揮すると認識してい
る面積単位と、学術的なものとは異なることが予想されます。その違いを埋めるような説明やしくみがなけ
れば、議論がかみあわず協働する上で問題が生じると思います。

小班などの専門用語について、本文に説明を追加し
ました（ｐ3、流域（降った雨が川に流れ込む範囲）、ｐ
12小班･･･樹種や林齢、作業上の取扱いが同一な
森林の区画、など）
また、この基準では、科学的知見を踏まえ、評価す
る単位として流域、林班、小班を設定しているところ
です。できる限り科学的知見に基づいて評価するの
が評価基準作成の趣旨であり、道民の方々に分か
りやすく説明していくことが大切と考えています。

単純な（カラマツの植林など）植林地で、保水力や自然を総合して判断できるのか？樹冠被度だけでは問
題では？

森林の構成内容については、これまでの科学的知
見では、林相による水土保全機能の違いが明確で
はないため、評価に含んでおりません。

ウ　評価方法 渓畔域を川の流路から左右30mとした事。もっと広い部分の影響を調査する必要があるのでは。

渓畔域の定義で川の流路から左右３０ｍとしていますが、３０Ｍとは何に基づいての数字かわかりづら
い。

総合評価得点を４つの機能の平均値としているが、各土地における水土保全機能は雨量の多寡等により
求められる水準が異なることから、地質を考慮する場合の補正(h)同様、気候または気候による地域特性
による補正も必要と考える。

気候要因は、不確定なため、評価対象としておりま
せん。この評価基準は、めざす姿に対して現在の森
林がどの程度機能を発揮しているかを評価するもの
で、他の地域との直接的な比較をするものではない
ため、地質についても同様と考え、ｐ７表層地質係数
（表－３）を考慮した得点について修文しました。

「水と土を守るはたらき」の流域調査の水土保全のはたらきを低くしている箇所というのがピンときません
でした。

道民に向けた分かりやすいパンフレットを作成する
など、分かりやすい普及に努めます。

対象流域の選定基準が分かりません。機能の高い流域だけを選定することも、低い流域だけを選定する
ことも問題でしょうから、選定はどのように行うのかも示すべきだと思います。

選定は、森林所有者などが行うこととしております
が、マニュアルを作成し、具体的な選定方法につい
て記載します。

水と土を守る働きのところで、きちんと管理された下層植生のある林を１００点満点とし・・・とありますが、
管理するということは自然を人間の都合によって破壊、あるいは損なうことになるのではないでしょうか。

「適正に管理された下層植生のある林分」は、地被
状況の項目１例ですが、いただいたご意見を踏ま
え、ｐ6地被状況の項目「適正に管理された下層植生
のある林分」を「下層植生のある林分」と修正しまし
た。

いただいたご意見を踏まえ、ｐ4に「※30mという値
は、水質を浄化する渓畔林の幅を算出した過去の
研究例（文献８）を参考にした」と説明を追加しまし
た。
なお、Ｈ14から公益性全面重視の方針に転換した道
有林の施業指針においても、水質に配慮した渓畔
域の残置森林の幅の目安を30ｍとしているところで
す。
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区分 細区分 意見の趣旨 意見に対する考え方

３（１）水土
保全機能

ウ　評価方法 雨が降れば山が崩れるということは、山林の適正な施業が行われていない証拠です。その辺を重点課題
としてはどうでしょうか？

水土保全機能は、樹冠に覆われ、林床植生がある
森林をめざす姿としております。崩壊地などは大き
なマイナス点となり、整備の必要性の説明などに活
用されるものと想定しています。

治山治水のみ考えるならば、下流流域のみを整備するより、源流の森林を整備するのが先決ではないの
か。皆伐をした奥の森林は裸山で雨によって河のようになっている。

水土保全機能では、流域全体を単位として評価する
こととしています。

複層林等の評価基準の整理は一定程度の評価基準を設けるべきではないか？又、保安林の指定面積
も高いことから、この取扱いも整理が必要では？

複層林と水土保全機能の関わりは、現在十分な知
見がありません。複層林に対する評価など不十分な
点もありますが、評価がさらに複雑になること、科学
的知見が十分でないことなどにより、現段階で評価
に組み込むのは難しいと考えます。

３（２）生活
環境保全
機能

ア　はじめに 「二酸化炭素吸収・貯蔵機能」という表現は、防風機能、飛砂防止機能等、機能の具体的内容に対応して
いる、したがって、自然災害防止機能に対応する表現としては「地球温暖化防止機能（地球的規模の環
境変化緩和機能）」等の方がふさわしいと考える。また、具体的内容としては１３ページの評価方法では吸
収と貯蔵を分けていることから、この両者は独立して扱う（説明する）ことがふさわしいと考える。

いただいたご意見を踏まえ、ｐ11「今回、こうした機
能のうち、地球温暖化防止機能と自然災害防止機
能について、評価基準を作成した。」と文章を修正
し、「地球温暖化防止機能」を「二酸化炭素吸収・貯
蔵機能」の前に追加修正しました。
　なお、二酸化炭素吸収機能及び貯蔵機能は、機能
が最大となる林齢などは異なりますが、地球温暖化
防止に貢献するという考え方から同一に扱います。

霧のおこる原理、霧がおこって何が悪いのか 濃霧により視界が悪くなり、安全な交通が妨げられ
るほか、長時間による霧により日射量の不足や地温
の低下などにより農作物の生育にも影響がありま
す。

イ　基本的な
考え方

なぜ評価対象としないのか理由になっていない気がします。「市街地の緑地で発揮される機能」を別に扱
う合理的な理由あるならば別ですが、扱うセクションが違うという理由だけならば、評価対象としない理由
として不十分だと思います。

快適環境形成機能は、科学的知見が不足している
ため今回評価対象としておりませんので、ｐ11「市街
地の緑地などで発揮される機能であるため評価対
象としない。」を「気象緩和、湿度維持などの役割を
果たす快適環境形成機能については、科学的知見
が十分でないため、今回の評価対象としない。」と修
正しました。

ウ　評価方法 飛砂防止に林の厚さは関係しないのですか？ 幅に関する十分な知見がないため、評価対象として
おりません。

係数（0.5970、0.8443）、含有率（0.5）の根拠は？
二酸化炭素吸収の係数になる元のデータが示されていないから、針葉樹の係数が少ない理由もわかりづ
らい。

いただいたご意見を踏まえ、p14に「ｐ14バイオマス
係数･･広葉樹では0.8443、針葉樹では0.5970とする
（文献3）。炭素含有率･･木材の重量に対する炭素
の割合で、一般的に0.50が使われる（文献3）。」と出
典を記載しました。
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区分 細区分 意見の趣旨 意見に対する考え方

ウ　評価方法 “風を防ぐ最大距離”が実感しづらいです。 防風林のない時の風が3割減少する範囲を、樹高の
12．5倍として記載しています。

地球温暖化に関して、森林を整備することで、どの様に効果があるか分かるようにして欲しい。一般の人
は、間伐→木を切る→森林減少のイメージが大きいと思います。

間伐の必要な森林の整備・保全により持続的な二
酸化炭素の吸収量を確保できます。このため、生活
環境保全機能で二酸化炭素の吸収・貯蔵を評価し
ております。

樹齢が高い太い木、高く育った木の有無を数で示すのも良いと思う。間伐と下草刈りなどの手入れの数も
加えては。（魚眼レンズのみの評価は正しくない）

防風機能については、魚眼レンズの調査の他、木の
高さ、太さも調査して森林の状態を判定することとし
ています。

３（３）生態
系保全機
能

ア　はじめに 「この生態系というｼｽﾃﾑは、…、一度破壊されたら復元することが困難であるという特徴がある。」とある
が、里山（薪炭林）のように伐採＝一種の破壊を前提としたサイクルにより成り立っている系があることか
ら、「復元が困難」との表現は場合によっては誤解を招くおそれがある。

いただいたご意見を踏まえ、ｐ18ア　はじめにの文章
を「一度破壊されたら復元することが困難であるとい
う特徴がある。」を「一度破壊されたら元と同じように
復元することが難しいという特徴がある。」と修正し
ました。

「これまでの森林管理や保全」は特にこの項目で示されるような配慮は行ってこなかったはずです。です
からものさしさえあれば、今後の森林の取り扱いを決める目安となると述べるのには異論があります。ま
ずはじめにこれまでの管理が森林生態系にどれほどの影響を与えてきたのか整理し、今度森林生態系
の管理に対して北海道がどのような対応を行うのかを述べるべきと考えます。

北海道では、平成14年に北海道森林づくり条例を制
定し、中でこれまでの森林の扱いと今後の方向性に
ついて記載しています。また、平成１5年３月に森林
づくり基本計画を作成しています。

イ　基本的な
考え方

「生態系保全機能の高い森林」の条件について、
①希少性が高いについて、希少性が人間による捕獲・採取によってもたらされる場合、その種の希少性と
生息・生育環境とは直接関係しない。ここで該当するのは、「希少種」ではなく、その環境の「標徴種」が健
全に生息・生育できているか、と言うことであると考える。

ご指摘の「標徴種」は、環境アセスメントで言う｢典型
性｣に対応する概念であると思われます。しかし、そ
の環境を代表する種を選定することは、専門家さえ
困難であることが環境アセスメントの生物的多様性
分野の評価技術検討会においても指摘されており、
ここでは簡易性の重視からあらかじめ定めた種（希
少種と鳥類）に注目した評価としています。
なお、ご指摘のとおり、生物が減少する要因はさま
ざまですが、要因の特定はきわめて困難なため、こ
こでは環境要因で減少したという仮定で考えていま
す。

「生態系保全機能の高い森林」の条件について、
②多様性が高いについて、後段の（イ）めざす姿で「外来種の影響を受けていない」との内容があるが、多
様性を単純に種の数とすると外来種が多いことも評価の対象となってしまうことから、定義段階で外来種
を除外する（対象は在来種のみとする）事を明記しておいた方が親切である。

いただいたご意見を踏まえ、「北海道外来種データ
ベース2004」に従い修正しました。

３（２）生活
環境保全
機能
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区分 細区分 意見の趣旨 意見に対する考え方

３（３）生態
系保全機
能

イ　基本的な
考え方

森林の単位が、めざす姿によって単独達成可能なもの（1番目、2番目、4番目）はよいが、複数が必要で
あると考えられるもの（3番目）は別個に扱うのが妥当と考える。

いただいたご意見を踏まえ、モザイク的配置につい
て　p19「多様なタイプの森林が並び、そのため多様
な野生生物が生息･生育することができる森林。ま
た、連続性が保たれ、動物の行動圏や植物の種の
散布先が確保されている森林」と文章の整理をしま
した。

「郷土の自然植生」について、「郷土」という言葉を使用すると人為のイメージが入るが、ここで想定してい
るのは「潜在的自然植生」のことではないか。

いただいたご意見を踏まえ、「潜在自然植生」を使用
することとし、ｐ18「潜在自然植生・・・もし人為的な行
為がなければ、その土地が支え得ると推定される自
然の植生(植物の集団)のこと　○潜在自然植生に近
い植生を保ち、生態系が外来種の影響を受けてい
ない」と文章を追加しました。

人為によって維持される里山は生物多様性の保全にとって重要な役割を果たしているが、個々で示され
ている４つのイメージには該当するものがない。

北海道は本州と異なり、入会山の管理や農作業と
いった人為を通して維持されてきた里山はないと考
えています。なお、里山を“都市近郊に残された森”
と考えた場合でも、希少性･多様性･自然性のいずれ
かが高い場合は高評価が得られることから、立地か
ら考えて｢孤島型｣に該当しても森林にはそれぞれの
役割があると考えています。

「本来はそこに生息・生育しない種」＝「外来種」である。また、「郷土植生」や「在来の種」という用語につ
いて、「郷土の自然植生」や「元々そこにある種」等、類似の表現が何カ所かで使用されているが、用語の
定義を定め統一するか、「潜在自然植生」や「在来種」等の既に定義が明らかにされている用語を用いる
べきである。

いただいたご意見を踏まえ、「潜在自然植生」を使用
するなど、用語の統一を行い、ｐ18「絶滅のおそれが
ある種の要求する環境条件を現在でも維持している
森林。」など文章を修正しました。

例２でクマゲラを「希少性が高い」としているが、北海道発行の北海道レッドデータブック2001による「絶滅
危惧種」のランクは過大評価との意見もある。また、「近年は里山にも進出」とのことだが、一時的なもの
で定着しているわけではなく、基本的には現在でも生息環境は自然性が高いことが条件であることから、
例示としては不適当であると考える。
なお、オオタカはレッドデータブック2001のランクについてはクマゲラ同様異論があるものの、生息環境が
里山であることから、希少性と自然性の例示としてはクマゲラよりも適当である。

レッドデータブックに対する指摘は承知しています
が、道として基準を示す場合、希少性の指標として
は重視しています。クマゲラが里山に「定着」してい
るという知見がないので、この例示をオオタカに変更
しました。Ｐ20「例２～オオタカは希少性が高いが都
市近郊林にも生息し、その生息環境は自然性が高
いとは限らない」

北海道レッドデータブックは、北海道レッドデータブック2001。参照先にはHPアドレスも記載を。 いただいたご意見を踏まえ、p20「※   北海道レッド
データブック2001参照（ホームページ
http://rdb.hokkaido-ies.go.jpで公開されている）。」と
文章を追加しました。

14 / 24 ページ



区分 細区分 意見の趣旨 意見に対する考え方

３（３）生態
系保全機

ウ　評価方法 めざす姿であいまいな書き方の部分があり、もっとはっきり書いてほしいと感じたものがある、。とくに外来
種についての書き方がよく分からない。
“外来種”となる境目が分からない。昔からいて、もう在来種となっている動物となっていない動物とのこと
などを詳しく書いてほしい。

生態系で鳥は８種類以上で高いとあるが、哺乳類に関してはないのか？
生態系保全機能の調査で、動物には鳥類以外の種は含めないのですか。

動物に関して、森林によって特性のある動物相があらわれる可能性もあるので、単純に「多様性」をみる
ことが難しいと思う。

全道各地の森林で事前に評価を試行しており、その
結果鳥を指標種としています。

①ホオジロは、草原、農耕地、牧草地、山村、山間の温泉・別荘地など、林縁の開けた場所または小規模
の林や大木がある開けた場所、に生息する鳥で、また明るい林にはいるようですが、深い森にはいない、
真の森林性の鳥ではありません。ゆえに、ホオジロが含まれているのは、妥当ではないと考えます。た
だ、２３ページ「大きさ・連続性から見た森林の類型区分のフローチャート」による③林縁型、④コリドー
型、⑤孤島型（①重要種生息型もか）の林縁部分がある型については、その部分の状態を見る指標には
なると思われます。しかしいずれにせよ、ホオジロは、森林性の鳥ではありません。

森林の「めざす姿」のひとつに、さまざまなタイプの
森林や草原、河川などがモザイク状に配置された森
林を想定しているところですが、ホオジロは草原や
幼齢林の指標として加えております。いただいた意
見を踏まえ、ｐ21※ある特定の環境を好み、それが
確認されたことで特定の環境条件を示す種のこと。
例えばオオルリは水辺の森を好む野鳥であり、オオ
ルリが確認された森の近くには水辺があることが多
い。」と文章を追加しました。

野生動物の生息調査に関して、この内容では夜行性の種の評価がされないと考えられます。コウモリや
モモンガetc各種に対応した調査でなければ多様性など過小評価されると思います。また、３つの評価の
うち最も高いものだけを用いては全体的に評価されないのではないでしょうか、３つ組み合わせて評価す
べきだと思います。

夜行性の動物も生態系の重要な構成員のため、「樹
洞のある木」について基準に盛り込み、樹洞性動物
の判断に加えています。この基準は、調査の簡便
性、汎用性から昼の調査が可能な種に絞っていま
す。また、多様性、自然性、希少性は、全て機能を
表す重要な要素であることから総合評価はしており
ません。

旭山は、今年はコマドリ以外の１５種を確認し、去年はコマドリも２日間だけ来ました。そこから考えると、
評価を「高い」とするのは、指標種が１６種である場合は、定点観測ということで時期を限っているわけで
はないので、過半の９種もしくは思い切って１０種にしても構わないのではないか、と考えます。

様々な森林を対象にしているため、この種数となっ
ています。また、調査者の識別能力が一定ではない
こと、標高の高い森林なども評価の対象としているこ
とを考慮し、確認種数を出来るだけ少なく設定してお
ります。データが蓄積された段階で必要に応じて見
直しを実施していきたいと考えます。

林床がササ薮になっていある森では極めて普通かつ全道的に分布する種、アオジ、ウグイス、コルリ（ヤ
ブサメも道東ではあまり多くないようだが全道的に普通種）が含まれていないのは、ササに対する評価と
いうか、考え方の現れであると考えます。２２ページ「◆基準４：周辺環境の評価と補足評価～○森林の
小班で評価するもの」の中で、林床植生として「更新の阻害要因としてササが大きいか」という問いに対
し、「大きいと思われれば×」という項目があるので、そちらとの絡みもあるのでしょう。ただ、その辺はな
にかのかたちで反映できないか、と考えます。たとえば、林床がササ薮である森についてはそれら３種も
しくは４種を加えた上での総得点で判断する、というように。特にウグイスについては、認知度が極めて高
い鳥であり、その囀りから自然を感じ取る人が多いようなので。

ウグイスなど藪を好む種を加えることを検討しました
が、どんな環境でも出現する傾向にあるため、ここで
は指標種から除外しました。

いただいたご意見を踏まえ、ｐ19「※ここでは北海道
外来種データベース2004に掲載されている種とす
る。」と文章を追加しました。
なお、評価の中では自然性や多様性の評価から外
来種を除くこととしております。

ほ乳類やは虫類・両生類なども検討しましたが、調
査の汎用性・簡便性から鳥を指標としています。
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区分 細区分 意見の趣旨 意見に対する考え方

３（３）生態
系保全機
能

ウ　評価方法 今度は、１６種には挙がっていないが、加えることを検討してもいいと思われる鳥を挙げます。エナガは、
全道的に、森林の類や林床を選ばず生息する（高標高には少ないが）森林性の鳥で、指標鳥類の条件に
合致するため、ひとまずホオジロを抜く代わりに、エナガは入れて然るべきだと考えます。アカハラも、北
海道では低地から割合高標高の山地まで、森の類や林床を選ばず広範に生息している鳥で、リストに加
えてもいいのでは、と考えますが、先述「北海道の野鳥」では、道東・道北では少ないとあるので（ただ「い
ない」とは書いてない）、保留としました。シジュウカラは都市部でも普通に見られ、あまりにも馴染み深く、
森林の指標にはふさわしくないとの声もあるかもしれないですが、元来は森林性の鳥です。また、ヒヨドリ
もシジュウカラと同じく元は森林性であり、シジュウカラを入れるならヒヨドリも、となるため、そうであれば
やはりこの２種は落としても問題ないのでしょう。

指標種は、北海道の野鳥図鑑(2003)より、①地方に
よって偏りのない種②生息環境が｢森林｣あるいは｢
草原｣に限られる種③観察難易度が１か２の種を選
び、道有林での試行結果と学識経験者の意見を参
考に選定したものです。ご指摘のエナガとアカハラ
の2種が指標種になるかについては、データが蓄積
された段階で必要に応じて見直しを実施していきた
いと考えます。

フクロウ（エゾフクロウ、いわゆる普通のフクロウ）がいるということは、樹洞ができるほど大きな古い木、
巨樹・大木の類がある森であることを意味しています。やはり２２ページ「◆基準４：周辺環境の評価と補
足評価～○森林の小班で評価するもの」の中でも「樹洞木…あれば○」という項目がありますが、フクロ
ウがいるかどうかのデータは、それとの兼ね合いでも重要ではないかと考えました。また、フクロウは、
減ってはきているものの、レッドデータというほどまでではない微妙な立場に今はあるので、そこを拾っ
て、データに活かすことを考えてもいいのではないでしょうか。

樹洞を利用する生物はフクロウだけではなく、他の
野鳥やエゾモモンガ、コウモリ類、ヘビ類など多種多
様なため、今回はフクロウに限らず｢重要な生息環
境｣として樹洞の存在を評価に加えています。なお、
フクロウの生息など現地で確認されたデータは、別
途集積し今後に役立てる予定です。マニュアルを作
成して例示を示すなど、分かりやすい説明をしてい
きたいと考えています。

「森林に生息・生育する主な絶滅のおそれのある種」のリストのうち、以下の種は例示として疑問である。
・クシロネナシカズラ：生息地は開けた山野とされているが、草に巻き付く性質から草原が主要な生育環
境であり、森林の評価指標としてはなじまない。
・キタサンショウウオ：生息地が釧路湿原に限定されており、森林の評価指標としてはなじまない。
・コモチカナヘビ：生息環境の主体は湿原であり、湿原に隣接する林内にいることがある程度の利用実態
であるので、森林の評価指標としてはなじみにくい。

北海道レッドリスト2001の検索画面において、検索
条件を「森林」として、生息域別の検索を行った結
果、対象となった生物をすべて挙げております。

表の内容は環境省による「植生自然度」と重複する部分が多く、紛らわしい。 内容については、ご指摘の植生自然度を参考にしつ
つ決定しました。

二次林について、そもそも二次林も自然林の一形態であろうが、加えて「自然林に遠い」二次林は人為に
よるもの、「自然林に近い」二次林は人為のない自然火災からの遷移途上のような状態も想定できるよう
な表現となっており、植生タイプにより同じ「二次林」と表現しながらその内容が異なり、「二次林」の内容
が非常にわかりにくい。また、「自然林に近い二次林」について、植生の例であげた事例で時間を考慮せ
ず可能性のみで考えれば「自然に遠い二次林」であっても管理を放棄した二次林の多くが該当すると思
われ、両者を区別する意味がなくなる。

いただいたご意見を踏まえ、ｐ21植生のタイプ：「自
然林に遠い」→「人為的影響の大きい二次林」と語
句を修正しました。

「樹種の多様性」がポイントかも。 樹種についても多様性を評価しております。
植物（植生）の評価で、樹種を調べる必要はないのか？ 上木の種数調査時に、樹種の調査を行うとともに、

補足調査で動物の好む堅果類・液果類の調査を行
うこととしております。

評価内容をもう少し細かく分けたら良いのではないか。外来種は在来種を淘汰してしまったりするので、
その辺もよく見通した方が良いのではないか。

外来種の影響は大きいと認識しており、調査対象か
ら除外しているところですが、北海道ブルーリストを
参考に影響の大きい種については、今後も検討して
いきます。
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区分 細区分 意見の趣旨 意見に対する考え方

３（３）生態
系保全機
能

エ　評価結果
の取扱い

表-５の①重要種生息型について、種により高い水準の自然性の維持が必要な安定した環境を必要とす
るもの、人為的な管理を行う里山に特徴的な攪乱が必要なものがある。また、環境が悪化した結果、発見
された場所にしか対象とする種がもはや生存・生息しない場合、最優先するべき課題は環境の「維持」で
はなく「回復」である。したがって、最優先事項は「環境の維持」だけでなく、環境の管理や回復の場合もあ
る。

現在の森林の状態に主眼をおいているため、「回
復」という表現は適当ではないと考えており、まず
「環境の維持」を挙げております。

④コリドー型について、動物が移動に使うのは藪のみに限らない。また、必要なのは広葉樹なのか、緑被
率や緑地帯の幅、延長で評価できないか、コリドーでなく、「踏み石配置」でも機能しないか等検討の必要
がある。

ご指摘のとおり、コリドーを利用する種によって必要
とする環境が異なるため、Ｐ24「※動物が安全に移
動できる藪を確保」を「動物が安全に移動できる環
境を確保、」と修正しました。なお、ここでいうコリドー
型には、踏み石配置の森林も含むため、「コリドーと
は森と森の間をつなぐ林帯のこと。緑の回廊とも呼
ばれる。踏み石型とは、生物が森林を短期的に中継
地として活用する森林の状態のこと。」と説明を追加
しました。

先にも述べましたが「種の生息・生育する環境の維持を最優先とする」という表現は、一番先に論じられる
べき課題ではあるがそれだけをもって方針を決めるわけではないことを意味しています。しかしながら希
少種などに対しては、生息・生育の事実をもって、事業その他を行わずそこを「保護する」ことが求められ
る場合があります。したがって、取り扱いの方向性として「保護」というもう一つ高い要求を掲げるべきであ
ると考えます。

取扱いの方向性については、現在の個体の回復を
最優先とすることにより、森林整備等が制限される
場合もあると考えられます。その判断は個々の森林
に求められる社会的・経済的要求ならびに環境保全
への要求を複合的に見て行うべきと考えます。

広葉樹と針葉樹林の差、現時点では針葉樹林の評価が高い。人間が生活する上で広葉樹林が大切であ
る。自然林を大切にすることを願う。

生態系保全機能の自然性の評価では天然林を人工
林より高く評価しているところです。

３（４）文化
創造機能

ア　はじめに 文化創造機能の名称が分かりにくい。

イ　基本的な
考え方

文化創造機能の定義は理解できますが、その定義と名称がかみ合ってないように思えます。文化とは、
創造とは、何を意味されているのでしょうか？結果的にその機能を分かりにくくしていませんか？

道民や旅行者が森をどう活用しているか。（美しい森を知り、味わうチャンスは？） 調査対象を森林の現況として、評価する手法を取っ
ています。利用については、利用性や快適性の項目
で評価しております。

以前に比較して混交林など季節的に眺望の魅力ある山が少なくなりました。地域の快適性の一目標とし
て必要でないかと思います。

文化創造機能では、混交林など多様な森林や、紅
葉が美しいなど魅力のある森林については自然性
で、森林の外から見た美しさについては眺望性で評
価しています。

いただいたご意見を踏まえ、ｐ26「ア　はじめに「森の
文化」とは、森林を保全しながら有効に利用していく
知恵や、その結晶としての技術、制度、生活様式の
総体をいい、21世紀の時代変化に即した「森の文
化」を創造する機能は、今後の北海道の森林に期待
される役割のひとつである。」との文章を追加しまし
た。なお、森林づくり基本計画では、望ましい森林の
姿として、文化の創造を担う森林を設定しています。
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区分 細区分 意見の趣旨 意見に対する考え方

３（４）文化
創造機能

イ　基本的な
考え方

人の心を豊かにし～のところでは、多くの人にとって便利、快適とありますが、自然の中に入ることを人間
の都合によって便利にしたり、利用しすぎたりしないよう心がけるべきであり、自然を人に近づけようとす
るものではなく、自然の中へ人が近づいて、しかもそっと・・・という気持ちが大切かと思われますので、も
のさしの中には心を含めてほしいものです。

いただいたご意見を踏まえ、p26めざす姿の「利用者
の満足度の高い森林」を「森林の多面的な機能をそ
こなわない範囲内で利用者の満足度の高い森林」と
修正しました。

文化創造機能の評価対象を人と何らかのかかわりを持つ場所を対象にするということですが、このかか
わりの定義がされておらず、対象が具体的に分かりません。また、現在はかかわりがなくても、将来的に
関わりをもつ可能性はどう評価するのでしょうか？

「機能」の定義において、休養の場、レクの場、景観
と記載したとおり、人間の生活に関わりのある機能
を対象としているところです。また、この評価は、現
在の森林の姿を評価するものとしております。

文化創造機能で利用性の高いものにはアクセスについても評価されるのか？木の実についても評価され
るのか。

利用性では、アクセス道路がある場合、点数が与え
られる基準となっています。また、多様な自然、魅力
ある動植物を自然性で評価しております。

ウ　評価方法 年間の登山者数。（人数が多ければ、森は破壊されていくんじゃないかな？） オーバーユースについての評価は大切なことと考え
ますが、マイナス要因は今回は評価対象としており
ません。今後の検討課題としていきます。

湿原も山林と同様の役割を果たしていると思います。 文化創造機能では、自然性で湿原も評価の対象とし
ております。

森林利用の「型」を利用して整理することは、分かりやすさの点からも必要なことだとは認識しますが、
「型」から方向性を導き出すのはやりすぎだと感じます。「型」をどう運用するのかは現在の利便性や利用
性の現状に依存するものではなく、利害関係者がそこをどのように管理したいかという将来像に関わる問
題です（P29には快適性と利用性のどちらか一方が高くて一方が低い場合はそうすべきと述べています
が、そうではないと考えます。）この方法は協働する相手に、ある方向に議論を流し込んでいるような印象
を与えますし、そもそもここまで導出されてしまっては協働する意味が無くなってしまいます。

この評価は、地域住民にとって一定の情報を与える
ことを目的としており、協働の森林づくりを妨げる性
質のものとは考えておりません。ご指摘の「方向性」
は、評価結果の活用方法の例として示したものです
が、誤解を招かないように表現方法を修正しました。
ｐ29エ　評価結果の取り扱い（留意事項）評価結果
は、以下のように取り扱われることが望ましい。○森
林の現在の利用状況も考慮する。評価結果から導
かれる「型」はひとつの例であり、～森林がどのよう
に利用されているか～考慮する必要がある。」と修
正しました。

フクロウ（エゾフクロウ、いわゆる普通のフクロウ）がいるということは、樹洞ができるほど大きな古い木、
巨樹・大木の類がある森であることを意味しています。巨樹・大木については、北海道では内地に比べ
て、一般の人の関心度や意識が低いように感じているのですが（森林ボランティア活動の盛り上がり方の
違いと同じ傾向か）、そういう観点を一般の人にも広めるという点で、森林の「文化創造機能」にも関わっ
てくるのではないでしょうか。

自然性、及び傑出性で評価することとしています。
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区分 細区分 意見の趣旨 意見に対する考え方

３（４）文化
創造機能

ウ　評価方法 眺望性と快適性の区別があいまい。

文化創造機能の中の快適性は、眺望性と同じ事を評価の対象としていないか？
評価は難しいと思うが、森林の快適性とは眺望のみから確保されるものだろう
か？

「人の心を豊かにし文化をはぐくむはたらき」の項目の評価軸はもっとわかりやすい表現にかえた方が一
般的にはわかりやすいのでは？

道民に向けた分かりやすいパンフレットを作成する
など、分かりやすい普及に努めます。

個人によって評価が違うので（主観）難しいのでは？評価の低い所に今後の対策等も付け加えてはどうで
しょうか？

文化創造機能は、個人の感性や価値観を通して評
価せざるを得ないため、客観的な評価基準を設ける
ことが難しいですが、評価事例を増やし、内容を充
実させていきたいと考えています。また、今後の対
策については、今後検討していきます。

眺望性は、短期的につくりだすことが出来ないもの、
快適性は短期的につくり出すことが可能なものとし
て区別していましたが、いただいたご意見を踏まえ、
ｐ29「・林内感（人が「林の中に居る」と快適に感じら
れる感覚のこと。人工的な音からの隔絶のほか、林
内の見通し距離や立木密度などが影響するといわ
れている）が高い・地盤がゆるい、急傾斜地が多い
など、文化活動から見た危険な要素が少ない」など
例示を見直し、追加するなど修文しました。
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区分 細区分 意見の趣旨 意見に対する考え方

評価基準
全般

継続的な情報公開ができる仕組みが必要だと考えます。 決定後はHP等に公開するとともに、新たな知見に
よって必要に応じて見直していきたいと考えていま
す。

子供達のサイドから見た、森林などの項目があればどうでしょう・・・。子供たちの突拍子もない意見が出
てくるかも知れません（→小学生以上の子供たち）

道民向けにPR版を作るとともに、今後分かりやすい
基準を検討していきます。

現地で説明でもあればよく分かると思う。 基準の普及は、HP、パンフレットを予定しています
が、その他の手法についても今後検討したいと思い
ます。

ランクの基準があいまい。

何となくわかるが、点数を具体的につけるところがわからない（補正など）。
１００点の状態がわからない。補正した点の出し方がわからない。
１００点満点とするものの状態があいまい。主観的なデータでは。
１００点からの減点方式であることが不明である。１００点の森林とはどういう森林かよく分らない。
中身が足りないので、もっと詳しく説明してください。
手順の方法をもう少し具体的に記述してほしい。（専門的用語をわかりやすく）
人数、時期、その他詳しいことが分らない。
詳しいところとそうでないところの差があって、対象者によっては間違って評価してしまうと思いました。
調査項目と評価方法が難しい。
分かりやすい、誰にでも出来るように基本的なデータや方法の提示は可能ですか？
専門的知識がないので、評価方法、評価因子の算出根拠というあたりからは難しかった。
数値の分析が複雑である。
計算して評価するまでの流れがよくわからない。
目的に沿ったものとなるか？
一部の調査方法・評価の手順に疑問。
数値で表すことは良いと思いますが、数値の意味をはっきりわかるようにすることが必要と思います。
（森林の持つ機能について）大まかすぎてわかりません。
２～３個の例題があればよい。
森林の持つ個性の結果を点数で表すこととしているようですが、レジュメがわかりづらく、評価の内容がわ
かりづらく、説明がほしい。

評価因子の根拠が良く解らない。 評価対象とした因子は、機能と関連があり測定可能
なものを設定していますが、マニュアルを作成して例
示を示すなど、分かりやすい説明をしていきたいと
考えています。

係数の算定。 出典を記載するほか、マニュアルに詳しく記載する
など分かりやすくなるよう努めます。

対象者の知識によって詳しいものとそうでないものと分けても良いと思いました。 マニュアルや道民に向けた分かりやすいパンフレッ
トを作成するなど、使い道の違いに応じた分かりや
すい普及に努めます。

マニュアルを作成して例示を示すなど、分かりやす
い説明をしていきたいと考えています。
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区分 細区分 意見の趣旨 意見に対する考え方

基準全般 スペースの関係もあるのでしょうが、説明の文が一度では理解しにくかったです。

専門的で分かりづらい。
文章の中身がよくわからない。
PRが不足している。
言葉づかいがわかりづらいので。
なじみの無い言葉や表現になっているから。
専門用語が多く、関係者でないので理解不能。
言葉や言い方が難しい。
複雑
PRが不足している。
自分の身近に感じたコトがないから。あまり理解できませんでした。自分の身近に感じたことがないという
か、感じられないのが正直な気持ちです。
100点として表される状態の基準
基準値がよくわからない。
森林に関係のない職業をしている関係、評価の題材が大きすぎて・・・。
具体的な「評価の例示」で示してほしい。評価の基準は個々人によって異なる部分が生じると思う。
野生生物みたく他の場合でも簡単な「例」を出す方がわかりやすくてよい。
難しい表現でわからない。
見る人が専門家なら理解できるのでしょうが、私には言葉が難しくよく分かりませんでした。（こんなことか
なーと想像しながら見せてもらいました。）
専門用語が多く、関係者でないので理解不能。
難しくて分かりづらい。
言葉の意味がよくわからない。「傑出性」って読み方すらわからない。
言葉の意味がわかりません。
項目、手順が専門的であること。また、どういう基準を１００点としているかなど不明なところがある。
一般の人には難しいかもしれない
絵や文章が分りづらい。
何度も読み返してわかるようになった。わかりやすく書いてもらいたい。
言葉の意味がむずかしいのがある。
複雑すぎる。一般の人には難しいと思う。
専門的で解りづらい。
素人には分かり難い。
PRが不足している。
計算方法等難解であるため。
私共、普段関わりのない一般町民にとっては、難しすぎる。
方法の説明が難しくて分かる部分と分かりづらい部分がある。

説明が難しいので理解しにくい。
専門用語が多すぎて、理解しにくい。

基準決定後、北海道のHPへの掲載や道民に向けた
分かりやすいパンフレットを作成するなど、分かりや
すい普及に努めます。
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区分 細区分 意見の趣旨 意見に対する考え方

基準全般 何が分からないのか、自分でも分かりません。
林業に関する専門的な知識がないため、分かりづらい。
あまりにも専門すぎているため
資料に用いられる専門的な言葉が難しいですから。
専門家であれば、その基準を計ることができるが、私たちには分からない。
専門的な内容であまり分からない
専門家は１００点の基準などわかってるかも知れないけど、一般人には「充分に混んでいる状態を１００」
とか言われても全くわからない。
実際にどう評価するのか、具体例がないため。数値などをのせてもいいのではないか。
具体例で点数をつける方法があれば分かりやすいと思う。
書き方が難しい。もっと分かりやすく書いて欲しい。
大人ならともかく子供には理解しにくい表現で表されている。
専門用語が多く、関係者でないので理解不能。
複雑に思うから。
よくわからないというかピンとこない。
評価の基準が分からない。
PRが不足している。
私共、普段関わりのない一般町民にとっては、難しすぎる。
どのようにランク分けしているかを知りたい。
どのようにランク分けしているかを知りたい。
どういう感じでランク分けしているかわからない。
Before、Afterみたいな絵などを加えたら見やすいのにと思いました。
よく分からない。
意見ではないですが、たとえば樹冠などの言葉が良くわかりませんでした。工夫をお願いします。
簡単にわかりやすくした方が良い。
複雑で少しわかりづらかった。
もっとわかりやすく。むずかしい。
もう少しシンプルな評価方法に出来ないものか。
難解なため、そのような判別が出来ない。
北海道という広報にもたくさんのせてください。
もっと分かりやすく。ＣＭすれば良い。
森林の持つ機能のPRをより徹底願います。
山林所有者等は森林機能の評価基準を知りたいと思いますが、大多数の人（所有者でない人、森の興味
がない人等）に関心を持ってもらい、理解してもらうことは、大変難しいことではないかと思う。

基準決定後、北海道のHPへの掲載や道民に向けた
分かりやすいパンフレットを作成するなど、分かりや
すい普及に努めます。
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区分 細区分 意見の趣旨 意見に対する考え方

基準全般 森林の大切さをもっと子供（小学生）に教えるべきだ。
一般者に対しては更に分かりやすく説明する必要があると思うが。
分かりやすい説明と簡単な言葉で万人向けにしていただけると取りかかりが良いかと思います。
この案を理解するのに難しい。
協働でやるには少し文章が難しかったです。
道民との協働なので、もっと内容を簡単に説明しないと、一般の人には少し理解が難しいのではないで
しょうか。

全般に内容が難しすぎて読みにくいように思いました。
理解するのに少し時間がかかった。
全体的に言葉がむずかしくて読んでいて頭が痛い。
説明お聞きしたことはだいたい分かりますが、森林関係以外の方は評価の基準が分からないと思いま
す。むずかしいことです。
理想とする森林を基準として点数やﾗﾝｸ分けするのはわかるが、理想とする森林自体が一体どういうもの
なのか具体的に目で見ないと良くわからない。ＣＧなどを使って、「こうだからこれはこんな風な部分が欠
けている」と見えた方がよりわかると思う。
林業、土木に関わっている人以外では、興味を持てない（理解しがたい）と思う。
専門用語が多く難しい感じがした。より多くの人に理解できなければ新しいものは受け入れられないと思
います。
もっと多くのポンチ絵を入れ、一般市民にもわかりやすいようにした方が説明しやすい。
広くアンケートを求めるというのは、一般道民を対象とした活動と思います。であれば、専門的な言葉を極
力減らして、文言そのものをやさしくすることが必要だと感じました。
専門用語が多く、関係者でないので理解不能。
一般の人へは、もっとわかりやすい表現にすべき。
全般的にわかりにくい。質問の意味を理解するのに時間がかかった。
できるだけ素人がよく理解できるように文章は分かるように専門用語は必要ないと思う。
森林に対する機能の評価が一目見て分かるのが良いと思う。
言葉、表現にわかりにくいものがある。
あまり難しいものにしないで進めてもらいたい。
子供から老人までわかりやすい資料を。
“ものさし”という表現は良い発想だと思いました。
森林や里山に対する要望や要求は近年高いものがあります。評価基準の弾力的運用と一般への理解度
の浸透が森林をより身近なものにすることと思います。
調査方法・評価の手順のイラストがややわかりにくい。（特に水土保全機能）小・中学生向けにも理解しや
すい概要があったらよいのでは？（幅広く推進してみるのはどうか？）
学生ですが、なんども読み返してみました。目的には共感しました。でも内容はそれほど分かりやすくはな
いと思います。
私には、むずかしすぎて、理解できません。
あまり理解できませんでした。自分の身近に感じたことがないというか、感じられないのが正直な気持ちで

基準決定後、北海道のHPへの掲載や道民に向けた
分かりやすいパンフレットを作成するなど、分かりや
すい普及に努めます。
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区分 細区分 意見の趣旨 意見に対する考え方

基準全般 町の人（山をもっていない人）にこそたくさんのアンケートを行ってほしい。ボランティアの人にやってもらえ
ばいいのではないか。
山をもっている人、組合さんにも意見を聞いたらよいのでは。
漁組の人達とともに行動した方が良いのです。
道民に理解を深めてもらう一つの方法だと思います。
人々の意見をもっと聞く。
いろんな人にアンケートして評価してもらうとか。

支庁、市町村に配置するほか、森林ボランティア事
業や植樹祭で説明するなど様々な機会を通じ多くの
方の意見をきくように努めました。
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