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１ 森林・林業・木材産業における一般動向

北海道森林管理局

【フロア台板用合板】

(2) 有用広葉樹による新たな地場産業づくりへの挑戦

(1) トドマツ合板の道外移出が活発に

２ 「攻めの農林水産業」に関する国有林野事業の取組

（出典：農林水産省木材統計調査）

◆ 北海道局管内 素材生産量

(2) 若手・女性技術者の育成・確保

１１

３ 民有林と連携した先行的な取組事例

(1) 低コスト化・施業集約化への貢献

（万m3）

管内図

国有林

民有林

北海道

【女性主任技術者】

【「診断書」の説明】

構造用合板向け道産カラマツに加え、道外でのフロア台板用のトドマツの
需要が増加。円安やマレーシア・サラワク州での違法伐採規制の本格化等か
らラワン合板などの輸入量が減少し、国内の複合床板メーカーが国産合板
を、特にトドマツ合板を求めていることが背景。

(1) 木質バイオマス発電向け需要が道内でも本格化
王子グリーンエナジー江別(株)（江別市）等、数万kW級の木質バイオマス

発電所の稼働を控え集荷が本格化。合計で約60万m3/年程度の需要増見込。
北海道森林管理局は、安定供給のため立木のシステム販売等により支援。ま
た、北海道庁とも連携し、未利用間伐材等の発生情報をホームページ等で公
表し供給する取組を本年７月より全ての森林管理署等で実施。
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○ 北海道局管内のシステム販売量(製品販売)

（千m3）

全森林管理署等において、「国有林フォレスター」が主体となり各地域の
森林・林業の課題解決に向けた取組を昨年度より開始。後志森林管理署で
は、管内の民有林、道有林における搬出間伐の功程調査を実施の上、作業効
率を分析し、今後の改善点等を「診断書」としてとりまとめ各事業体に説
明。また、北海道庁が実施する森林所有者への戸別訪問による施業集約化の
働きかけや、集約化候補地の選定作業に協力。

夕張市は、市有林の伐採跡地に漢方薬等としての利用が見込まれるキハ
ダ・ホオノキを植栽。将来は、樹皮を生薬の原料として、漢方薬メーカーへ
販売する他、材は家具材やバット材として利用し、キハダの開花期には、蜜
源として養蜂家に植栽地を貸付する等、多角的に利用していく計画。

担い手の育成・確保を目的に、今年度より、女性や若手の雇用状況を総合
評価落札方式の評価項目に追加。更に、女性・若手技術者配置の要件化を一
部の森林土木工事で試行中。高校生を対象にした現場見学会を女性技術者が
活躍する現場で実施する等、将来の担い手確保に向けた取組も併せて実施。

【キハダの内皮】

【建設中の発電所】

しりべし

えべつ

（出典：北海道森林管理局業務資料）
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１ 森林・林業・木材産業における一般動向

東北森林管理局

【六戸LVL工場】

(1) 大型木材加工施設が稼働

(2) 全国初となる木造耐火文化ホール

青森県六戸町に国内最大規模のＬＶＬ製造工場が、岩手県北上市には大型
合板工場がそれぞれ稼働。いずれも年間10万㎥程度の国産材を利用。

【南陽市文化会館】

２ 「攻めの農林水産業」に関する国有林野事業の取組

山形県南陽市に日本最大の木造ホール「南陽市新文化会館」が完成。地元
企業のシェルター(株)が開発した耐火木構部材を使用。地元産スギ等約６千
㎥を含む約１万６千㎥の木材を活用。

（出典：農林水産省木材統計調査）

◆ 東北局管内５県 素材生産量

(1) 国産型枠用合板の試験施工

【 協定調印の様子 】

１２

３ 民有林と連携した先行的な取組事例
(1) 県、市、森林組合との森林整備協定締結

（万m3）

(3) 海岸防災林の復旧に向けた取組

東北森林管理局は、東日本大震災で被災した海岸防災林の復旧に向け、新
たに10団体と協定を締結。東松島市の国有林約4.2haについて、民間団体と連
携した植栽を実施。

セイホク(株)は、国産針葉樹材等を使用した型枠用合板を宮城県内の復興
事業等に供給。東北森林管理局はシステム販売による木材の安定供給に加
え、国有林治山事業での活用や現地見学会を通じて、日本合板工業組合連合
会による施工試験に協力するなど、国産型枠用合板の技術開発に貢献。

管内図
青森、岩手、宮城、秋田、山形

国有林

民有林

秋田森林管理署は、森林整備に意欲的な大仙市と効率的な路網整備や民有
林の集約化などのため連携することにより、本年４月に、大仙市、秋田県林
業公社、仙北東森林組合との森林整備推進協定締結が実現。今後は、協調出
荷に向けて連携し、今年度から同施業団地内の路網の整備に着手。

【試験施工の様子】

【植栽活動の様子】

(2) 低コスト林業技術への取組
東北森林管理局に林業の低コスト化推進チームを設置。(研)森林総合研究

所東北支所と連携して、低コスト造林技術の開発や、伐採から造林まで一貫
して行う「一貫作業システム」の実証試験を実施。今後は得られた知見を共
同で解析・普遍化を行い、実用的な技術として、民有林へ普及。

【フォワーダーによる
コンテナ苗の運搬】

■ 国産コンクリート型枠用合板 生産量

H26
（実績）

H27
（生産見込）

H28
（生産可能量）

（万m3）

3

24

（国産材・外材の貼り合わせを含む）

（出典：日本合板工業組合連合会提供資料）
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１ 森林・林業・木材産業における一般動向

関東森林管理局

【（株）ノダの合板工場】

(2) 木質バイオマス発電の動向と国有林材の供給

(1) 木材供給量拡大に向けた動き

【生育基盤の整備】

２ 「攻めの農林水産業」に関する国有林野事業の取組

（出典：農林水産省木材統計調査）

◆ 関東局管内１都10県 素材生産量

○ 国有林におけるシカ捕獲頭数（関東局）

(2) 福島県松川浦での海岸防災林再生の取組

１３

３ 民有林と連携した先行的な取組事例

(1) 「森林共同施業団地」や「公益的機能維持増進協定」の推進

（万m3）

(1) 国有林でのニホンジカ捕獲対策の強化国有林

民有林

管内図
福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉
東京、神奈川、新潟、山梨、静岡

【演習場内での捕獲に
向けた検討の様子】

【常陸太田市の発電
施設と燃料用原木】

現在稼働している福島県会津若松市や栃木県那珂川町などの施設に加え、
茨城県常陸太田市では本年秋に日立造船(株)の木質バイオマス発電施設
（5,750kw、丸太換算での燃料消費量約８万㎥/年）が稼働予定であり、関東
森林管理局では燃料用原木として約７千㎥を供給予定。このほか、新潟東港
などでも建設計画があり、今後も新規需要が発生する見込。

関東森林管理局は、東日本大震災で被災した松川浦海岸防災林（福島県相
馬市）の復旧について、樹木の生育基盤（盛土等）の整備を本年度中に、植
栽を平成32年度までに完了する予定。なお、昨年度に引き続き本年度もボラ
ンティアの参加を募り、植栽や保育活動を実施予定。

関東森林管理局では、国有林でのニホンジカ対策にあたり、これまでも捕
獲を実施してきたところであり、本年度は自衛隊とも連携し、静岡県の富士
山地域で広大な面積を占める東富士演習場内でのワナによる捕獲を試行的に
実施する予定。

関東森林管理局では、民有林との森林共同施業団地については、現在13箇
所締結しており、民国一体となって森林施業の効率化や低コスト化を推進。
また昨年度、公益的機能維持増進協定に基づき、森林整備２件、外来種駆

除１件を実施することで、公益的機能の維持増進に貢献。

静岡県では「ふじのくに森林・林業再生プロジェクト」として、県産材の
需要と供給の一体的な創出に取り組んでおり、平成29年度の木材生産量50万
㎥（平成25年度実績：32万㎥）の達成を目指している。その一環として本年
２月、静岡県富士市に(株)ノダの国産材合板工場が完成（原木消費量約13万
㎥/年）。

【協定に基づき間伐を実
施した民有林】
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（出典：関東森林管理局業務資料）
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１ 森林・林業・木材産業における一般動向

中部森林管理局

【ソヤノウッドパーク（長野）】

(1) 大規模な製材工場、バイオマス発電施設が稼働

(2) 再造林に向けた種苗生産増への取組が拡大

【岐阜県で生産するコンテナ
苗のイメージ】

２ 「攻めの農林水産業」に関する国有林野事業の取組

管内各県が素材生産量の大幅増とそれに伴う主伐増を見込む中、岐阜県と
住友林業(株)との連携によるコンテナ苗生産施設の新設、長野県によるカラ
マツ採種園の造成など、再造林に向けた種苗生産増への取組が拡大。

（出典：農林水産省木材統計調査）

◆ 中部局管内４県 素材生産量

○ 中部局管内４県と全国の素材生産費

(1) 主伐・再造林に係る取組の強化

【ハーベスタの活用】

１４

３ 民有林と連携した先行的な取組事例
(1) 生産性向上に向けたプログラムを立ち上げ

（万m3）

中部森林管理局では、民有林に先駆けてコンテナ苗を活用した伐採・造林
一貫作業システムに取り組むとともに、今年度から立木販売と再造林の混合
契約も開始。これらの取組については、大学、県等と連携して功程や活着率
等の調査・検証を行うとともに、現地検討会等により民有林関係者へ普及。

管内図

国有林

民有林

富山、長野
岐阜、愛知

【伐採造林一貫作業にお
ける苗木の機械運搬】

【木曽国有林見学会】

(3) 災害からの地域の復興支援
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（出典：林野庁業務資料）

長野県において本年４月に征矢野建材(株)の大規模なフローリング工場が
稼働を開始。富山県においてはウッドリンク(株)の製材工場が原料の北洋材
から国産材への転換を本格化。岐阜県では９月末に長良川木材事業協同組合
（中国木材(株)が主導）の大型製材工場が稼働予定。富山県、岐阜県のバイ
オマス発電施設（5,000kW級）も順調に稼働。これらの施設がフル稼働すれ
ば、原木需要は25～30万m3/年増加の見込。

中部森林管理局では、昨年の御嶽山噴火災害からの木曽地域の復興を支援
するため、歴史的にも関係の深い木曽川下流域の名古屋市民を主な対象とし
て、水源地の国有林や製材工場などを巡るツアーをこれまでに３回開催。ツ
アーの実施に当たっては、自治体や観光協会、水資源機構等と連携。

管内は、急峻な地形やha当たり蓄積が少ないというヒノキ・カラマツの特
性から、民有林・国有林ともに伐採・搬出の低コスト化が進んでいない。こ
のため、素材生産の増加に併せ効率的な木材生産体制の確立を図るため、今
年度から「生産性向上実現プログラム」を立ち上げ、①生産性目標の設定、
②勉強会・現地検討会の実施、③統一的な作業日報の活用、④総合評価への
反映等について事業者、県、大学と連携した取組を全森林管理署等で実施。

そ や の

※ H23～H25の平均
（H23は主伐、H24・H25は皆伐の値）

5,702円
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