
１ 森林・林業・木材産業における一般動向

中部森林管理局

【イベント列車
「ろくもん」車内】

１４

(1) 木材需要の動向

(2) 林業と山村地域を巡る動向

・ 平成27年～28年にかけて、富山県、長野県、岐阜県において、大規模な製材
工場や木質バイオマス発電施設が稼働予定であり、大規模な木材需要が発生。
一部の施設は木材の事前受入を開始。

・ 薪ストーブの普及などを背景に、ストーブ会社(株)ＤＬＤが行う薪の宅配
サービスが平成19年度の約50軒から約1,200軒まで拡大、自伐林家による薪の
供給、公共施設等における薪ボイラーの導入など薪の需要拡大の取組も進展。

・ ７月９日に発生した長野県南木曽町の土石流災害について、県、町、森林総
研等と合同現地調査（ヘリコプター及び現地踏査）を実施。今後、治山ダムの
新設や嵩上げなどの復旧対策に着手。

・ 愛知トヨタのショールームに耐火集成木材が採用されるなど建築物における
木材利用のほか、しなの鉄道(株)の国産材を活用したイベント列車の導入、地
盤改良用の木杭、木製遮音壁など木材の新たな需要拡大の取組も進展。

【土石流の発生した
梨子沢】

２ 「攻めの農林水産業」に関する国有林野事業の取組

(1) 需要拡大・安定供給への貢献
・ 昨年全国 大の14万haに及ぶ森林整備推進協定を締結した木曽谷流域におい

て民有林と連携した木材供給の取組に着手。国有林土場を仕分拠点として活用
し国有林材4,000m3、民有林材3,000m3を協調出荷する予定。

・ 林業事業体の計画的な実行体制等の構築を促進するため、長野県及び岐阜県
において、国、県、森林総合研究所、林業公社が連携し、森林整備・素材生産
の事業予定量を一括して公表する取組を開始。

(2) 美しく伝統ある農山漁村の継承への貢献
・ 南アルプス、八ヶ岳、美ヶ原などニホンジカによる高山植生被害が生じてい

る地域を中心に、自治体等と連携し、防護柵の設置、捕獲(昨年度3,560頭)等
の取組を実施。本年度から北アルプス地域、岐阜県七宗町でも取組を開始｡

・ 平成28年度に行われる諏訪大社の御柱祭（上社、下社）に国有林材を供給予
定。また、世界的にも貴重な木曽地方の温帯性針葉樹林の保存・復元に向け、
長野県・岐阜県に渡る約1.7万haのエリアを設定。

【仕分拠点となる
薮原土場】

【南アルプス仙丈ヶ岳
に設置した防護柵】
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○森林資源の状況（森林面積）

○木材価格の状況

（万ha）

（出典：長野県「長野県の木材市況」）

地 域：長野
樹材種：カラマツ中丸太（径18-28cm、長3.65-4.0m）

（円）

（出典：平成24年度森林資源現況調査より）
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１ 森林・林業・木材産業における一般動向

近畿中国森林管理局

【建設中の真庭バイ
オマス発電所】

１５

(1) 木材需要の動向

(2) 林業と山村地域を巡る動向

・ 管内の10府県で16件の木質バイオマス発電所の着工や導入計画が進むととも
に、木質バイオマス燃料の供給に向けて、チップ工場の新設や既存工場におけ
る木材破砕機への設備投資が見られるなど、原料材の需要が増加傾向。

・ 平成24年に開校した京都林業大学校から昨春17名が初めて卒業。うち16名が、
森林組合、林業事業体等の林業・木材産業関係に就職し従事者の確保に寄与。

・ 本年６月５日、銘建工業㈱のＣＬＴ工場（岡山県真庭市）が、初めてＣＬＴ
のＪＡＳ認定を取得。真庭市及び真庭木材事業協同組合では、ＣＬＴ工法を用
いた３階建ての集合住宅の建設を本年度に予定。

２ 「攻めの農林水産業」に関する国有林野事業の取組

(1) 需要拡大・安定供給への貢献

・ 団地化による林業経営モデルの普及のため、民・国を通じた団地を設定。地
形等を考慮し路網や架線を用いた施業と収支のモデルを設定。地域や自治体
関係者へ団地化のメリット普及やモデルを活かした施業を国有林が実践。

・ 伐採と再造林の一括発注拡大に向け、植栽計画の６割(16万本)をコンテナ苗
等で実施。また、低コスト造林確立のため実証試験を森林総研関西支所と連
携して実施するほか、積極的な成果の公開、職員派遣等で民有林を先導。

(2) 美しく伝統ある農山漁村の継承への貢献

・ 岡山県新見市において、小規模林家支援等を通じ森林資源を活用した地域活
性化を目指す協議会に参画。中国四国農政局等も参加するほか、森林管理局か
ら具体的な施策づくりや関係者のマッチング等を支援。

・ 気比の松原（福井県敦賀市）において、地域と100年構想推進連絡協議会を
設置し、地域と連携して松くい虫の防除や駆除等を行うとともに、地元小学生
への森林教室を開催するなど、松原の維持・保全活動を実施。

【低コスト造林現地
検討会（岡山）】

【地元中学生による
松葉かき】

○森林資源の状況（森林面積）

○木材価格の状況

（万ha）

地 域：岡山
樹材種：ヒノキ中丸太（径14-22cm、長3.65-4.0m）

（出典：農林水産統計木材価格より）
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（出典：平成24年度森林資源現況調査より）

（円）

・ ８月20日広島市で大規模な土砂災害が発生。ヘリによる初動対応のほか、専
門家による現地調査、現地対策本部への職員派遣、土のう設置等の応急対策
等を実施。今後、県・市・関係機関と連携し被災地の早期の復旧を実施。

【広島県安佐北区】
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１ 森林・林業・木材産業における一般動向

四国森林管理局

【高知おおとよ製材
社宅（国内初のCLT

建築）】

１６

(1) 木材需要の動向

(2) 林業と山村地域を巡る動向

・ 高知県は、ＣＬＴの利用促進に加え、本年度から、ＣＬＴパネル生産工場の
立地に向けたマーケティングの課題整理等のための調査に着手。数年後の実用
化を見据え、産業振興につなげていく予定。

・ 高知県は、林業の就業促進に向けた林業学校（研修制度）創設を検討開始。
県林業労働力確保支援センターを通じ、修了生と林業事業体等とのマッチング
を図り、確実な雇用につなげる意向。

・ 竹産地の徳島県阿南市のシナジーテックが、放置竹林の解消に向け、竹を燃
料にした野菜工場の建設に着手。燃焼時の熱をLED照明の電力に、CO2を光合成
促進に活用、焼却灰は肥料として農家に無償提供し、地域振興に寄与。

・ 昨年８月の高知おおとよ製材に続き、本年５月にナイスグループ徳島製材工
場（小松島市）が操業開始。２工場だけで年間約15万㎥の原木を消費予定。
また、木質バイオマス発電所の建設が進捗、平成27年に２件が稼働予定。

【野菜工場（イメージ）】

２ 「攻めの農林水産業」に関する国有林野事業の取組

(1) 需要拡大・安定供給への貢献

・ 米ヒバ取扱 大手で国産ヒノキ材へシフトを進めているサイプレス・スナダ
ヤ（愛媛県西条市）に国有林材の安定供給システム販売への新規参入を働きか
け。本年度はじめて協定を結び、これまで約1,000㎥の木材を供給。

・ 昨年度は、高知おおとよ製材に約6,000㎥の木材を供給し、本年度は、ナイ
スグループ徳島製材工場を視野に入れた供給を検討。大型製材工場の特に操業
開始段階を国有林材の安定供給を通じて支援。

・ 高知県安芸市、芸西村では農協が中心となりナス等の施設栽培に用いる燃料
の木質バイオマスへの転換を推進。燃料を供給する地元のペレット生産業者に
国有林からも原料材を供給し、転換を支援予定。

(2) 美しく伝統ある農山漁村の継承への貢献

・ シカによるユズ等の農林産物被害を防止するため、高知県馬路村と協定を締
結。署職員による捕獲のほか、局開発小型囲い罠の貸出等により、村の７割を
占める国有林における地域住民による捕獲が簡易に行えるよう措置。

【ナイスグループ
徳島製材工場】

【木質ペレットを燃
料とするボイラー】
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○森林資源の状況（森林面積）

○木材価格の状況 地 域：愛媛県
樹材種：ヒノキ中丸太（径14-22cm、長3.65-4.0m）

（円）

（出典：農林水産統計木材価格より）

（万ha）

（出典：平成24年度森林資源現況調査より）
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