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東北農政局水稲作付けに占める飼料用米の面積比率
（平成25年産 東北農政局調べ）

-水稲作付面積-
東北 419千ha
全国 1,647千ha

１ 農畜産物の最新の生産状況

(1) 豪雨等の災害の影響はおおむね限定的

・ 梅雨期以降の豪雨、台風18号・26号により、青森、岩手、秋田、山形で水
稲の冠水、果樹の落果・樹体損傷が発生したが、収穫全体への影響は限定的。

・ 大豆では、生育期の豪雨・冠水により岩手、秋田、山形で減収や品質低下。
秋田北部では降雪による刈り遅れもみられ、一部地域で品質低下。

(2) 復興いちご団地でXmasいちごを初出荷
宮城県亘理町・山元町の日本最大のいちご団地（栽培面積36ha）で生産

が本格化。土耕栽培から高設栽培に転換し、面積当たり収穫量が４割増。
大規模いちご選果場が昨年11月から稼働し、クリスマス需要に向けた出

荷が順調に推移。出荷量は震災前の７～８割まで回復の見込み。

２ 攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き

(1) 日本最大級（作付面積955ha）の集落営農法人が地域をリード
昨年３月設立の農事組合法人「となん」は、盛岡市南部の農地集積と営

農活動をリード（米粉用米を含めて水稲916ha、小麦39ha）。
地元製麺企業との連携・協力で、米粉用米生産を徐々に拡大（79ha）。

米粉麺に適した品種や多収性品種・直播栽培の導入も検討中。

(2) 被災農地で大区画化事業が本格化
岩手、宮城、福島県の津波被災農地で、国営２千ha、県営７千８百haの

大区画ほ場整備事業が本格化。
農地集積・集約化の進展で先進的な水田農業地域としての再生に期待。

(3) 新品種の開発と新たな技術に地域から大きな期待
・ 各地で新品種に大きな期待（豆腐向け大豆新品種「シュウリュウ」の開

発、エダマメ「あきたほのか」の次年度市場デビュー、寿司等の和食に適

した米「東北194号」や極早生濃紅色のりんご「恋空」の生産拡大等）

・ 米の生産コスト低減の取組が活発化（水稲直播の拡大、地下水位制御シ

ステムの導入、ばら出荷体制の整備等）

・ 利雪・克雪の取組も実用化段階へ（食味の良さで差別化を図る「雪蔵・

雪室りんご」、地下水熱利用による積雪地域での施設周年栽培等）

【東北の農業・農村に関する指標】

・平成25年産水稲の作柄（作況指数）
＜東北103＞
＜青森104、岩手102、宮城104、

秋田100、山形102、福島104＞
・水田の大区画化整備率
＜東北12％、都府県８％＞（H23時点）
＊津波被災農地約２万haでは、復興関連事
業により大区画化整備率約３割となる予定

・人・農地プランの作成率（地域）
＜東北73％、全国59％＞（H25.11月末）

【いちご選果場】

【「となん」設立総会】

【果実の落果、大豆の冠水】

【雪室りんご】

【恋空】

【国営仙台東地区】
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関東農政局

【関東の農業・農村に関する指標】

【冠水後ポンプで排水
し回復したにんじんの
ほ場（千葉県）】

・６次産業化法認定件数
【275件】（全国1,690件の16％）
（平成25年11月29日現在）

・農業に参入した一般法人数
【304法人】（全国1,261法人の24％）
（平成25年6月30日現在）
〈平成21年改正農地法施行後〉

・農業生産法人数
【2,056法人】（全国13,561法人の15％）
（平成25年1月1日現在）

１ 農畜産物の最新の生産状況

○ 台風26号等により野菜の生産は平年を下回ったまま推移

台風26号及びその後の曇雨天、低温等の影響により、葉菜類、根菜類を中

心に生育が７日～20日程度の遅れ。現在、回復傾向ではあるが、11月上旬以

降の低温及び乾燥により、生育がやや遅れ気味で、回復のスピードは若干鈍

い状況。

特に、

・ にんじん（千葉県）は一部ほ場で台風による冠水の影響が大きく、

小ぶり傾向で、１～２割程度収量が減少する見込みであり、

・ だいこん（神奈川県、千葉県）及びはくさい（茨城県）は、小ぶ

り傾向で、１割程度収量が減少する見込み。

指定野菜（14品目）全体としては、１月の入荷量は平年比96％、卸売価格

は平年比106％となる見込み（東京中央卸売市場）。

２ 攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き

(1) 農地中間管理機構を先取りする形で農地を集積・貸与（山梨県北杜市）

北杜市では、企業のＣＳＶ活動とタイアップする形で耕作放棄地の再生や

間伐材の利用を推進しているほか、遊休農地でエアドーム型温室等の新技術

を活用した野菜生産を行うなど、様々な企業参入により新たな雇用が創出。

こうした背景には、市の公社が参入者側のニーズに応じた農地を整備した

上で貸与するといった中間管理機構を先取りするような取組。

(2) 責任を持って農地を引き受ける体制を整備（長野県上伊那郡飯島町）
飯島町では、水田作は旧村単位で農家全戸が参加する営農組合が設立。こ

の営農組合の作業部門が法人化され、耕作が放棄されそうな地区内の農地を

責任を持って引き受ける体制が整備。

更に畑地についても、地元の菓子工場とタイアップした栗の作付けによる

６次産業化と耕作放棄地の再生を進め、産地化を推進。

かみいなぐんいいじままち

ほくとし

【耕作放棄地を
再生した栗畑】

【遊休農地を再生した
トマト栽培ハウス】
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北陸農政局
１ 農畜産物の最新の生産状況
(1) 河北潟干拓地で加賀野菜の生産拡大

金沢市の河北潟干拓地においては、イオングループなどの企業参入による

野菜生産のほか、地元の認定ブランドである加賀野菜を栽培する若手農業者

が育ってきており、特に「加賀れんこん」の生産が拡大（河北潟のれんこん

生産量：19年 349ｔ→24年 677ｔ）。

(2) 能登地域の耕作放棄地で進む企業参入
石川県能登地域では、耕作放棄地再生利用緊急対策交付金を活用し、建設

会社や水産食品加工会社など15社の企業参入により44.4haの耕作放棄地を解

消。うち４社は起業支援型地域雇用創造事業（厚生労働省）も活用し、12人

を新規雇用する予定。農政局も直接企業に出向き、農地集積バンクや耕作放

棄地に関する情報提供を行うなど、耕作放棄地の解消に取り組んでいる。

３

２ 攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き
(1) 100haの大規模経営体で生産コストを大幅削減

福井県あわら市中浜地区において、平成18年に、経営面積100haに及ぶ１
集落１農場の法人組織「農業法人イーノなかのはま100」を設立。

水稲の直播栽培などを取り入れるとともに、効率的な機械利用を図り、水
稲労働時間10a当たり９時間を実現。（全国平均25.8時間の35％）

こうした徹底したコスト削減により、出し手農家に地代（3万円/10ａ）に
加え、作業量に応じた労務費（畦畔管理費：1.2万円/10a、水管理費：2千円
/10a）を配分しても経営が成り立つ営農を実現。

(2) 大学生サークル・農村マッチングの推進
農政局が農業・農村をテーマに活動する大学生サークルと農業集落をマッ

チングさせ、耕作放棄地の解消や農産物のブランド化等の取組を実施。サー
クルがない大学においては、昨年７～12月にかけ、農政局が出前講義で大学
生に呼びかけて５大学において新たにサークルを設立。これまでに管内４県
６大学７箇所で農村とのマッチングが成立。

２月には、①マッチングの促進、②農業・農村の情報提供、③サークル間
の情報交換を目的として、農政局が事務局となり「農業・農村を応援する大
学生サークルネットワーク協議会」を設立予定。

【直播作業】

【農政局による大学での
講義】

【耕作放棄地を再生利用
したワイン用ブドウ畑】

【れんこんの収穫作業】

【「国産ワインコンクール2013」で
金賞を受賞した能登ワイン】

【北陸の農業・農村に関する指標】

○経営耕地面積規模別経営体数

（30ha以上）

全 国 2005年 13,229経営体

2010年 16,063経営体

（増加率21%）
北 陸 2005年 339経営体

2010年 702経営体

（増加率107％）



１ 農畜産物の最新の生産状況
○ 東海地域の作物の生産は概ね順調
・ 夏季の少雨により、キャベツ、にんじん等の秋冬野菜で初期生育の遅れ、みか

ん、かき等の果樹で果実の肥大が抑制されたものの、10月以降の天候に恵まれ、

収穫は概ね順調。

・ 水稲の作柄はやや良（作況指数102）となったが、大豆で台風第18号及び26号

の風水害による減収が一部でみられる。

東海農政局

２ 攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き
(1) 工場の排熱と木質バイオマス蒸気を利用した国内最大級の植物工場

うれし野アグリ（辻製油、浅井農園、三井物産が共同出資）は、隣接する工場

の排熱と木質バイオマスボイラーからの蒸気を利用し、暖房コストを７～８割減

らした国内最大級の太陽光利用型植物工場を建設。

平成26年から、高品質トマトの栽培・販売を開始予定。収穫量は国内平均の３

倍を目指し、障がい者雇用を含む約30名の地域雇用の創出を計画。

(2) 自動車部品メーカーによる農業生産支援システムの開発
自動車部品大手のデンソーは、自動車部品製造で得た制御技術を活かして、ハ

ウス内の植物の生育環境を最適に制御できる「農業生産支援システム」をトヨハ

シ種苗と共同開発中。平成26年度にシステムの本格販売開始を目指しており、収

量はトマトの平均的なハウス栽培の２～３倍を目標としている。

(3) 飛騨地域における地域資源を活用した取組
・ 農業生産法人（有）まんま農場は、地元の減農薬栽培野菜等をソフトスチーム

（産学官共同研究により開発された技術で、65℃～85℃で数十分間スチームす

ることにより、旨味やビタミンを保ちつつ調理の手間を省く）した後、カット

またはピューレ・ペースト状にしてパック詰めした商品を開発。乳幼児、高齢

者用やレストラン等の業務用としての需要を開拓。

・ 創作割烹「美食屋 食」は、６次産業化認定事業者の「穂高養魚場」の飛騨

サーモン（ニジマス）や飛騨牛など地元食材を活用し、地産地消を中心とした

メニューを提供。また、地域活性化を目的とするＮＰＯ法人、地元の高校、農

家等と連携し、空き店舗を活用した高校生レストランの開店を目指し、調理指

導やメニューの提案を実施。

【木質バイオマスボイラー】

【野菜ピューレパック】

【東海の農業・農村に関する指標】
・米の作況指数
＜岐阜県：101、愛知県：102、三重県：103＞

・六次産業化法に基づく総合化事業計画
認定件数
＜岐阜県：52件、愛知県：59件、
三重県：45件＞

（平成25年10月31日現在） ４

【キャベツの生育状況】

びしょくや くう

【実証ハウス】

【地元食材を
使ったメニュー】



近畿農政局

【近畿の農業・農村に関する指標】

・うめの収穫量（全国）

・和歌山県のみかんの生産予想量
144千トン 対前年（裏年）比103%

対前々年（表年）比93%
（平成25年10月１日現在日園連調べ)

１ 農畜産物の最新の生産状況

(1) 台風18号による農作物等への被害
９月15日～16日にかけての大雨で全国初の大雨特別警報が滋賀県と京都府

に発令され、２府県を中心に被害。農作物では、河川の氾濫等により水稲・
大豆等が冠水。農地・農業用施設では、水田畦畔の崩壊や土砂による水路・
井堰の埋没・流出が発生（約8,000カ所）。被害額は約130億円。

(2) 和歌山県の梅の収穫量が過去最高
開花期（２月～３月）が好天に恵まれるとともに、みつばちの授粉活動が

活発であったことから、結果数が大幅に増加し、収穫量は、対前年比44％増

の７万9,000トンと過去最高。

２ 攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き
。

(1) フロート式太陽光発電の実証実験
農業用ため池が全国で最も多い兵庫県では、再生可能エネルギー源として

水面を活用した全国初のフロート式太陽光発電パネルを設置し、実証実験を実
施。平成25年７月から発電・売電を開始。

(2)「日本食文化」を保存・活用の動き
京都府では、「京料理・会席料理」を料理としては全国で初めて無形文化

財に指定。
京都市では、「京都をつなぐ無形文化遺産」第１号として「京の食文化」

を選定。また、外国人が日本料理店で働きながら日本料理を学ぶための特例措
置を講じる地域活性化総合特区計画が認定され、年度内にも受け入れ予定。

(3) 総領事館等を対象とした産地を巡るツアー
近畿農政局では、経産局等と連携して、「日本の食：美味しさの秘密を探

る」をテーマに、在関西の総領事館等を対象としたツアーを開催し、16の国と
地域から33名の総領事館等関係者が出席。うんしゅうみかんの生産現場の見
学・収穫体験、醤油や梅酒の製造工程の見学は好評で、高品質な国産農産物・
食品に高い関心。

【うんしゅうみかんの収
穫体験
(和歌山県有田市)】

【フロート式太陽光発電
パネル(兵庫県小野市)】

【水稲の冠水
（京都府福知山市）】

由良川

桂川
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【左：カリフラワーのティラミス、
右：大麦若葉のムース】

中国四国農政局
１ 農畜産物の最新の生産状況
(1) 風水害、トビイロウンカ等病虫害の影響等で水稲の収穫量減少

中国四国地域の水稲の収穫量は86万600t（前年産対比99％）、単収は502 kg
で前年に比べ８kg（２％）減少。これは、風水害や高温障害に加え、岡山県、
山口県、愛媛県等ではトビイロウンカ等の例年にない多発により、登熟が抑
制・阻害されたため。
（被害量８万1,100tのうち、風水害１万3,600t(構成比17％)、ウンカ１万1,600t(同14％)、い
もち病１万1,100t(同14％)、高温障害１万500t(同13％) ）

(2) ナシの新品種の生産拡大（鳥取県）
鳥取県は、８月下旬に収穫できる日本なしの新品種、「新甘泉」、「なつひ

め」を育成。高糖度で消費者や市場関係者から高い評価。全農とっとりの調査
によると、平成25年の県内の栽培面積はそれぞれ増加（「新甘泉」34.1ha、
「なつひめ」15.5ha）。これらの新品種と９月が旬の「二十世紀」等の既存品
種とを組み合わせ、「旬」のなしをシリーズ化して供給できる産地づくりを推
進。

【岡山県倉敷市
トビイロウンカの被害】

【中国四国の農業・農村に関する指標】
・平成25年産米の作柄概況
【収量 502kg/10a、作況指数99】
（平成25年収穫期）

・人・農地プランの作成率 【89％】
（平成25年10月末現在）

・六次産業化法に基づく総合化事業計画
認定件数 【177件】
（平成25年10月31日時点）

２ 攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き

(1) 「ハート型レモン」の収穫量を増やす生産法の開発（広島県）
尾道市瀬戸田町で生産され、贈答品などとしての需要が大きく現在完売

状況である「ハート型レモン」について、広島県立総合技術研究所西部工
業技術センターが新たな型枠を開発。広島県の観光キャンペーンとタイ
アップ、外食産業を中心に需要の拡大を目指す。
この型枠により出荷できる果実の割合が向上（半分程度から８割以上

へ）、ハート型の輪切りが取れる部分の拡大（３～４割から７割へ）、型
枠の設置時間が短縮（従来の４分の１）。

(2) 「食の学校」でＡ級グルメの担い手育成（島根県邑南町）
「ここでしか味わえない食や体験＝Ａ級グルメのまち」を目指し、地元

高校とも連携して特色あるスイーツを開発するなど、食材生産から料理ま
でこなす、人材育成拠点「食の研究所」を平成23年に地産地消のレストラ
ンに併設し設置。カリフラワーのティラミス、大麦若葉のムースなど開発。

さらに、本年３月に、地元協議会が商品の開発からテスト販売まで一貫
して体験できる「食の学校」を開設予定。今後、集客力のあるメニュー開
発などを担う地元人材を育て、さらなる地域食材の利用や普及啓発を推進。

【「食の学校」の拠点となる
旧日和保育所】

【新甘泉】

おおなん

【ハート型レモン（紅茶）】

６
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２ 攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き

(1) 12集落営農組織等が統合し、管内最大級の法人を設立
熊本県大津町では、12の集落営農組織等が再編統合し、25年7月に「ネット

ワーク大津株式会社」を設立。（経営面積273ha、構成員286人）
新法人は、旧集落営農の各代表が取締役となり、旧営農組合の機械装備を引

き継ぐとともに、株主でもある構成員の農地利用権設定の受け手となっている。
26年度には、旧集落の範囲を超えて、作付調整、労務管理、栽培管理等に取

り組む予定。

(2) ちゃんぽん麺に適した小麦新品種の育成
九州沖縄農業研究センターと長崎県農林技術開発センターが共同で長崎県特

産品「ちゃんぽん」の麺に適した硬質小麦新品種「長崎Ｗ２号」を育成。
今後は、生産、実需、普及、行政等で構成する協議会を設立し、長崎Ｗ２号

を活用した長崎ちゃんぽんのブランド化と新商品の提供に取り組む。

九州農政局
１ 農畜産物の最新の生産状況

(1) ＴＭＲセンターが地域の肉用牛振興を牽引
「鹿児島きもつき農協」は、肉用牛農家の高齢化や後継者不足による地域の繁

殖基盤の脆弱化を防止するため、ＴＭＲセンターを建設（24年度から稼働）。
地域のコントラクターが生産する粗飼料と、でん粉粕を主原料とするＴＭＲは、

鹿屋市と南大隅町の肉用牛繁殖２農場（新規参入約1,000頭）に供給。年間を通
じた供給体制が構築されることにより、ＴＭＲを利用する農場では、牛の飼養管
理に専念。

(2) 森林管理局との連携（鳥獣被害対策）
森林をすみかとし、農地をエサ場とする有害鳥獣（シカ）対策は、農地、森林

での個別対策では限界があることから、森林管理局と連携した取組を実施。

・打ち合わせ会議 第１回（10月16日）、第２回（11月6日）
・高森・竹田・高千穂地区合同現地視察検討会及び講演会に参加（11月18～19日）
・農政局・森林管理局で合同現地調査を同地域の対策協議会に対し実施（12月26日）

TMR の製造（圧縮梱包作業）

食味試験の状況

現地視察検討会の様子

【九州の農業・農村に関する指標】
・ 水稲の作柄
【10ａ当たり収量 488ｋｇ 】
【作況指数 97 】
（平成25年12月6日公表）

・ 肉用牛の飼養戸数、頭数

【飼養戸数26,900戸（全国割合43.9％）】

【飼養頭数 947千頭（全国割合35.8％）】
（平成25年２月１日現在）

・ 集落営農数
【集落営農数2,608 うち法人359 】
（平成25年２月１日現在）

現地作業風景

７



北海道農政事務所

２ 攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き

（1）福祉と連携した高品質商品の製造・販売（新得町）
共働学舎新得農場（農事組合法人・ＮＰＯ法人）は、心や身体に悩みを持

つ人や社会生活が困難な人を受け入れ、自家産生乳を原料としたチーズを製
造・販売（面積：96ha、牛120頭、入居者：約70名）。生産するチーズは、外
国のコンクールで多数受賞するなど世界品質。

（2）道内最大手コンビニの農業展開（長沼町）
セイコーマートグループは、農業生産法人（道内７農場、80ha）を立ち上

げ、165棟のビニールハウスで野菜を生産し、道産原料を使用した商品を開
発・販売。収穫した野菜は、翌日から店舗にならび、規格外野菜は惣菜等に
有効活用。冬期のハウス暖房は店舗の食用廃油を使用し、たい肥は鬼葉や米
ぬか等の副産物を用いる循環型農業も実践。

（3） 地域優位性を活かした地域全体の取組（十勝）
十勝の農林漁業団体、商工業団体、大学、金融、行政機関等が連携し、平

成23年７月に「フードバレーとかち推進協議会」を設立。
平成23年12月に「北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区」の指

定、平成25年６月に「バイオマス産業都市」の認定を受けるなど、農林漁業
や食を柱とする地域産業の振興に向けた取組を推進中。

長沼町

【北海道の農業・農村に関する指標】

○ てん菜の作付面積の推移

○ 農外企業と関連がある
農業生産法人数の推移

83 102 120 129 144 154 170

65 81 92 100 111 119 134

17年 18 19 20 21 22 23

関連企業数 農業生産法人数

17年 19 21 23 24 25

67.5 66.6 64.5 60.5 59.2 58.2

【道庁調べ】

【作物統計数 25年のみ道庁調べ】

【店頭で販売される商品】

【ブラウンスイス牛と
生産されるチーズ】

【集荷された
てん菜】

新得町

オホーツク

十 勝

単位：千ha

１ 農畜産物の最新の生産状況

○ 農作物の生育経過と作柄
作物の作柄は、水稲をはじめ概ね良好。
オホーツ地区のてん菜は、春先以降の低温・寡照・少雨等の影響によ

り、根部肥大の遅れが発生し、平年に比べ１割程度の減収の見込み。なお、
全道では、平均収量を若干下回る予想。

【フードバレーとかち
ロゴマーク】 ８
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２ 攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き
(1) 大手製紙企業が薬用作物の試験的な取組み開始

（株）王子ホールディングスは、下川町で、25年秋より、薬用植物の
栽培試験を開始。これまでの育種研究、成分分析技術やゲノム解析技術
を応用した事業化を検討。

仮に事業化するとすれば、栽培は地元農家とし、王子は技術支援やす
でにオイルレス化した製紙工場からの排熱を活用した乾燥調整等を分担
することを検討。

(2) 道産ばれいしょデンプンのせんべいが急成長
ＪＡ小清水は、濃硫酸を利用してデンプン廃液から発生する臭気を激

減させる新技術を開発し、ばれいしょデンプンを生産。
辛子明太子「福太郎」のメーカーは、 25年７月、ばれいしょデンプン

の食感を活かした新商品「ほがじゃ」を開発し、小清水町で生産。
生産額20億円に向けて、製造ラインを増設（25年11月）。取扱店も倍

増（70店→140店）。

北海道開発局

【北海道の農業・農村に関する指標】

・道産ホタテの水揚げ量の推移
（４～３月、万トン）
※括弧内は全国の水揚げ量
H20：43.3 （53.1）
H21：43.0 （53.2）
H22：41.1 （49.6）
H23：38.5 （41.8）
H24：41.7 （49.2）
H25：37.9

・北海道におけるかぼちゃ作付面積
（H24）【8,850ha】
（全国の作付面積の約50%）

・北海道における薬用作物栽培面積
（H22）【256ha】

・北海道におけるばれいしょ作付面積
（H24）【53,400ha】

【ホタテの輸出量・輸出額】

１ 農畜産物の最新の生産状況
(1) ホタテ輸出が過去最高

海水温の上昇によるプランクトンの増加、貝毒の発生がほとんどな
かったことから、ホタテ生産が好調（25年11月で37.9万t）（道漁連聞
き取り）。

輸出は、円安効果もあって、5.5万t、360億円と過去最高（11月時
点）。輸出需要の急増から、貝柱を取り出して乾燥、冷凍する時間が
なく、殻付きのままの輸出も。

北海道開発局では、元稲府漁港（雄武町）などで、衛生管理の高度
化のための屋根付き岸壁や清浄海水導入施設等を整備。

(2) かぼちゃ新品種「ほっとけ栗たん」の生産が拡大
（独）農研機構が開発した高単収※、高糖度※の「ほっとけ栗たん」

の作付けが68haに拡大。販売額は約１億円。（ＪＡ道央聞き取り）
北海道開発局では、生産地の恵庭、千歳市などで排水改良等を実施。

※「ほっとけ栗たん」単収:2.2t/10a、糖度:13.4度。
「えびす」 単収:1.5t/10a、糖度:10.6度。 【札幌市内デパ地下で売られている

”ほっとけ栗たん”  ¼ｶｯﾄ158円】

【温室における栽培試験】

※H25年は1～11月

【道産ばれ
いしょデン
プンやタラ
コ等を使っ
たお菓子】

もといねっぷ おうむ
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【宮古島】

【石垣島】

【沖縄本島】

【南北大東島】

沖縄総合事務局

【沖縄の農業・農村に関する指標】

・平成25年産さとうきびの生産見込み
【生産量 69万トン、対平年比86％】

（平成25年11月1日現在糖業団体調べ）

・平成24年の主な農業産出額
さとうきび【146億円 対前年比124％】
肉用牛 【144億円 対前年比106％】
豚 【131億円 対前年比104％】

・６次産業化認定事業者数
【51件】（全国認定者数の３％） 10

１ 農畜産物の最新の生産状況

(1) さとうきび生産量は平年を下回る見込み
梅雨明け以降全県的に干ばつとなり、６～８月の降水量が平年に比べ大幅に減

少（那覇56％、南大東島26％、宮古島62％）。また、相次いで接近した台風によ
る被害もあり、生産量は、復帰後２番目に少なかった昨年（68万トン）よりは増
加するものの、対平年比86％（69万トン）となる見込み。

(2) 肉用子牛の取引価格は４か月連続で過去最高を更新
県産肉用子牛は、品質向上による購買者の高い評価と、口蹄疫や東日本大震災

の影響等による全国的な子牛不足などから、県内家畜市場における平均取引価格
が４か月連続で過去最高値を更新。

２ 攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き。

(1) 沖縄からの豚肉輸出が大幅に拡大
（株）えんグループの香港における琉球料理レストランの拡大や、（有）丸市

ミートの香港の量販店へのアグー豚の納入量増加により、24年の豚肉輸出額は大
幅に拡大（対前年比207％、31百万円、全国シェア16％)し、25年はさらに増加す
る見込み。
県畜産振興公社は、輸出等を支援するため、えんグループ及び沖縄県輸出促進

協議会（事務局は丸市ミート）と連携協定を締結。

(2) 農林高校が開発した新特産品「オクラ麺」の商品化
中部農林高校（うるま市）の高校生グループは、沖縄の特産であるオクラの規

格外品を活用した「オクラ麺」を開発。「ご当地！絶品うまいもん甲子園」で準
優勝するなど様々な場で高い評価。
現在商品化に向け、県普及センターや商工会の全面的な協力を得て、安定的な

原料の集荷体制を整備し、イベント販売や学校給食への導入などのＰＲ活動を実
施。

(3) 「木育」活動の拠点づくり（やんばる森のおもちゃ美術館）
国頭村は、村面積の84％を占める「やんばるの森」産木材を使った玩具を用い

た「木育」活動の拠点として、「やんばる森のおもちゃ美術館」を11月にプレ
オープン（本格オープンは４月）。東京おもちゃ美術館（新宿区）と連携し、国
頭村森林組合が運営。国頭村は、併せて新生児へ木のおもちゃをプレゼントする
「ウッドスタート」を開始。

【干ばつ時のさとうきび】

【大人気のオクラそば】

【おもちゃ美術館】

【子牛取引価格の推移】

【豚肉の輸出額の推移】

注：平成25年は１～９月（平成24年の点線
は１～９月の額）



２ 森 林 管 理 局



１ 森林・林業・木材産業における動向

(1) 住宅着 木造公共建築物等木材需要の動向

北海道森林管理局

管内図
(1) 住宅着工、木造公共建築物等木材需要の動向
・ 製材等について、道内のほか消費地である本州に向けた需要開拓が進んで
おり、北海道の在来樹種であるトドマツ等についても、製品開発と道外出荷
の取組が進展（トドマツ等合板用原木消費量 H19:20千m3 →H24:69千m3 （見込み））

・ 王子ＨＤ、住友林業がそれぞれ25万m3規模のバイオマス発電を計画。平成

北海道

子 、住友林業がそれぞれ 万 規模 イオ 発電を計画。平成
27年からの稼働に向け、関係者による協議会等が発足。昨年末から原料材の
集荷を開始。

(2) 林業と山村地域を巡る動向
・ 上流の森林管理に対する漁業関係者の関心が高く、漁協等が昭和63年から

【道産トドマツを100％
使用した合板】

森 管 関 関 年
「漁民の森づくり活動」を実施し、これまで全道で約100万本を植樹。

・ 北海道の代表的な希少種シマフクロウの保護について、平成５年に環境省
と計画を策定。生息環境の整備などの保護活動が展開され、個体数は70羽か
ら倍増。道内経済界等が「北海道シマフクロウの会」を結成するなど、保護
への関心も高まり

【シマフクロウ】

○森林資源の状況（森林面積）

への関心も高まり。

２ 攻めの農林水産業の展開に関する取組事項

(1) 需要拡大・安定供給への貢献
・ 今後の発電等バイオマス向け需要の増加と、製材・合板用、製紙向けの供
給の両立のため ①需要先 素材（丸太）を直送する「システム販売」を推

国有林

民有林

シマフクロウ生息域

○森林資源の状況（森林面積） 給の両立のため、①需要先へ素材（丸太）を直送する「システム販売」を推
進するとともに、②バイオマス用等の需要に対応できるよう低コストでの集
荷を可能とする立木販売に取り組む方針。

・ 民有林及び国有林を通じ、需給状況に見合った素材生産の参考となるよう、
地域毎の生産量の動向を定期的に把握・公表する取組を本年１月から着手。

（万ha）

【森林作業道と高性能林
業機械による素材生産】

人工林

人工林

天然林等

天然林等

0  100  200  300  400 

国有林

民有林

○木材価格の状況 (2) 美しく伝統ある農山漁村の継承への貢献

・ 魚類等野生生物の生息環境の保全等に留意した水辺域の森林保全に関する
取扱方針を策定。モデル渓畔林の設定を今年から開始し、美しく豊かな水系
環境の再生・継承を推進

（出典：平成24年度森林資源現況調査より）

地 域：北海道
樹材種：カラマツ中丸太（径14-28cm、長3.65-4.0m）

業機械による素材生産】

(円）

11,000 

12,000 

環境の再生・継承を推進。
・ エゾシカの効果的な個体数調整のため、根室半島地区国有林において今冬に
シャープシューティングを実施する等、自治体等と連携し捕獲の取組を推進。
また、森林官がエゾシカの季節移動等の分析に役立つ植生影響調査を実施。

【モデル渓畔林】

（出典：農林水産統計木材価格より）
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10,000 
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１ 森林・林業・木材産業における動向

(1) 住宅着 木造公共建築物等木材需要の動向

東北森林管理局
管内図
青森、岩手、宮城、
秋田、山形

(1) 住宅着工、木造公共建築物等木材需要の動向
・ 秋田県では、観光キャンペーンの展開等を契機とし
て、秋田スギＰＲも兼ね、県の玄関口において公共建
築物等に木材を多用した『おもてなし』企画を展開。

・ 被災地の住宅再建に向け、地域材を使い地元業者が被災地 住宅再建に向け、地域材を使 地元業者が
連携して設計・建築する地産地工型の取組が進展。

（岩手県釜石市・大槌町・遠野市の関係者の連携による
生産グループ「ｽｸﾗﾑ上閉伊」の活動、同住田町における「住田型復興ﾓﾃﾞﾙ住宅」の提案 等）

(2) 林業と山村地域を巡る動向

【ＪＲ秋田駅西口バスターミナル
と秋田杉犬おもてなし隊】

【秋田空港ターミナルビル】

・ 増大基調にある素材生産に必要な人材確保に向け、秋田県では就業前の
新規学卒者等を対象とした新たな林業技術者研修機関の設置を検討。

・ 昨年７～９月の集中豪雨等により秋田、岩手等で山地災害が多発。
森林管理局では、ヘリにより民有林を含めた被害状況を迅速に把握し、
災害復旧のため自治体に情報提供等を実施

【ヘリコプターによる緊急被害調査】
（秋田 岩手豪雨災害）災害復旧のため自治体に情報提供等を実施。

２ 攻めの農林水産業の展開に関する取組事項

(1) 需要拡大・安定供給への貢献
・ 国産材の利用拡大のため、震災で被害を受けた防潮堤の復旧工事の発注

（秋田・岩手豪雨災害）

国有林

民有林

○ 森林資源の状況（森林面積）
に当たり国産針葉樹を活用した「型枠用合板」の実証試験を実施。南洋材
の型枠用合板と同等の施工性を確認（施工延長132m）。

・ 平成24年に策定された岩手県紫波町の「バイオマス活用推進計画」の推
進のため、原料材のバイオマス利用促進等を目的に、昨年、町と森林共同
施業団地を設定し 路網整備や間伐を実施

（万ha）

【防潮堤復旧工事（気仙沼市） 】

人工林

人工林

天然林等

天然林等

国有林

民有林

○木材価格の状況

施業団地を設定し、路網整備や間伐を実施。
（団地面積：1千ha H25施業等実績:路網整備3.5km,間伐33ha(民国計)）

(2) 美しく伝統ある農山漁村の継承への貢献

・ 海岸防災林の再生に向け、民間団体との協定締結による植樹活動を展開。
また 復旧を加速するため 国有林で培った技術を活かし 「コンテナ苗」

地 域：秋田
樹材種：スギ中丸太（径24-28cm、長3.65-4.0m）

（円）

【紫波町の町づくりイメージ図 】

15,000

16,000

（出典：平成24年度森林資源現況調査より）
0 100 200 300

また、復旧を加速するため、国有林で培った技術を活かし、「コンテナ苗」
を用いた植栽を海岸防災林復旧工事において新たに導入。

・ 昨年９月に世界文化遺産への推薦が決定した橋野高炉跡地に隣接する国
有林について、釜石市と協定を締結し「橋野鉄鉱山郷土の森」に設定。
地域振興のため、地元等において景観保全や歴史を学ぶ場等として活用。（出典：農林水産統計木材価格より）

【橋野高炉跡三番高炉】11,000

12,000

13,000

14,000
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１ 森林・林業・木材産業における動向

(1) 住宅着工 木造公共等木材需要の動向

関東森林管理局管内図
福島、茨城、栃木、群馬、
埼玉、千葉、東京、神奈
川、新潟、山梨、静岡

(1) 住宅着工、木造公共等木材需要の動向
・ 昨夏以来、新設住宅着工数の増加(H25.11月:41千戸(前年同月38千戸))を背景に、木材利用ポイン
ト事業等による国産材利用の機運も加わり、集材に有利な北関東の一部で原木価格が平成23年
の水準に回復。製材、集成材、木質ペレット等多様な用途に向け大規模な木材需要も進展。

・ 都市部での新技術を用いた木造化・木質化の取組みとして、住宅でも、
設計上耐火構造を持 階建 耐火店舗併用共同住宅（東京都中央区設計上耐火構造を持つ､５階建２×４耐火店舗併用共同住宅（東京都中央区
銀座２丁目）が竣工。また、耐火性の集成材を使用した音ノ葉グリーンカフェ
(東京都文京区)､大規模複合商業施設サウスウッド（横浜市都筑区）が相次い
でオープン。

(2) 林業と山村地域を巡る動向
【音ノ葉ｸﾞﾘｰﾝｶﾌｪ】

(2) 林業と山村地域を巡る動向
・ 昨年10月の台風により伊豆大島で大規模な山地災害が発生。ヘリによる初動
対応や職員等の現地派遣を通じて被害状況の確認等を支援。今後、被災地復旧
のため、都等が治山や林道の工事を実施予定。

・ 福島県の森林・林業の再生に向け、間伐等の森林整備と放射性物質の拡散防
策等を併 「ふ 森林再生事業 を県 市 村と連携 実施（本年止対策等を併せた「ふくしま森林再生事業」を県、市町村と連携し実施（本年

度に丸太筋工を実施）。また、汚染土壌等の仮置場を積極的に提供。

２ 攻めの農林水産業の展開に関する取組事項
(1) 需要拡大・安定供給への貢献

【簡易丸太筋工】

国有林

民有林

○ 森林資源の状況（森林面積）
・ 国産材の需要拡大を支援するため、2×4住宅向け国産材部材の供給等に新た
に取り組む製材業者（福島県）に対し国有林材を安定供給（H25:1.1万m3）。

・ 将来の主伐増加を見据えた林業の低コスト化のため、伐採と再造林を一貫し
て実施する作業システムの普及を目指し、昨年10月に森林管理局と森林総合研
究所が 国有林でコンテナ苗を用いた実証試験やシンポジウムを実施（茨城県

（万ha）

【枠組壁工法構造用製材】人工林

人工林

天然林等

天然林等

国有林

民有林

○木材価格の状況

究所が、国有林でコンテナ苗を用いた実証試験やシンポジウムを実施（茨城県、

林業事業体等120名が参加）。

(2) 美しく伝統ある農山漁村の継承への貢献
・ 世界遺産に登録された小笠原父島において、アカギ等外来種駆除を加速化す
るため、民有林内の一部において国が直轄で事業を実施できるよう、本年３月

地 域：栃木
樹材種：スギ中丸太（径級24-28cm、長3.65-4.0m）

(円）

16,000 

17,000 

18,000 
H23 H24 H25

（出典：平成24年度森林資源現況調査より）

0 100 200 300

出典：木材価格（農林水産統計）

、 有林 部 国 直轄 業 う、本年
までに公益的機能維持増進協定を締結予定。

・ 群馬県赤城山麓で、造林木へのシカ食害が顕著となっていることから、山頂
から概ね10km程度の地域を対象に、国有林で誘引捕獲によるシカ駆除のモデル
的な対策を本年２～３月に実施。

【アカギ駆除】12,000 

13,000 

14,000 

15,000 

,
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１ 森林・林業・木材産業における動向

(1) 住宅着 木造公共建築物等木材需要の動向

中部森林管理局
管内図

富山、長野、

(1) 住宅着工、木造公共建築物等木材需要の動向
・ 管内の合板工場（岐阜県）、木毛セメント工場（愛知県）等において、国産材需要が増加。
さらに、平成27年までに大規模な製材工場や木質バイオマス発電の建設計画があり、国産材需
要は、引き続き増加する見込み。

・ 新幹線の金沢延伸に併せ、JR長野駅や黒部宇奈月温泉駅等

富山、長野、
岐阜、愛知

新幹線 金沢延伸に併せ、J 長野駅や黒部宇奈月温泉駅等
で国産材をシンボリックに活用する取組が計画され、長野駅
では既に工事の仮囲いで国産材を利用。また、設楽町等にお
いて役場庁舎を木造化する取組も進展。

(2) 林業と山村地域を巡る動向
【JR長野駅前広場イメージ】 【愛知県設楽町役場】

・ 長野県や岐阜県に設置された林業技術者の養成機関などでの積極的な人材養成により、若年
者の林業事業体等への就労が促進され、林業従事者数の減少に歯止めがかかり横ばい傾向。

・ 各県では、平成27～28年までに素材生産量を２～６割増加させる計画(管内４県の合計で約５
割、40万m3増)。そのような中、プロセッサ等の高性能林業機械のリース・レンタル産業が拡大
（岐阜県では24年度にリース・レンタルにより約70台の高性能林業機械が稼動）。

国有林

民有林 （岐阜県では24年度にリ ス レンタルにより約70台の高性能林業機械が稼動）。

２ 攻めの農林水産業の展開に関する取組事項

(1) 需要拡大・安定供給への貢献
・ 国産材の新規需要開拓のため、治山ダム(5基)の発注に当たり国産針葉樹を活
用した「型枠用合板 実証試験を実施 南洋材 型枠用合板と同等 施工性

民有林

ニホンジカ被害
対策取組地域

○ 森林資源の状況（森林面積） 用した「型枠用合板」の実証試験を実施。南洋材の型枠用合板と同等の施工性
を確認。その他工事においても移動式休憩所等への国産材利用の取組を実施。

・ 公共建築物の木造化を促進するため、地元市町村からの要請により、地域の
国有林から分収造林等の立木を供給し、地域材による庁舎や保育園の建設を

支援（今年度の例：長野県東御市立和保育園等）

（万ha）

【国産材型枠合板の
治山ダムにおける実証】

（とうみし） （かのう）
人工林

人工林

天然林等

天然林等

国有林

民有林

○木材価格の状況

支援（今年度の例：長野県東御市立和保育園等）。

(2) 美しく伝統ある農山漁村の継承への貢献
・ 農林業や高山植物等に対するシカ被害の深刻化をうけ、森林管理局・農政局・環境省等からな
る協議会等において被害状況の共有や被害対策の協議を行うとともに、地元自治体等と協議会を
設け、「くくり罠」の設置や地域への貸出・指導等による被害対策を実施。

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

治 ダ おけ 実証】

（円）

13,000

14,000 

（出典：平成24年度森林資源現況調査より）

0 100 200 300

・ 寺社仏閣や御柱祭等への木材供給や「木の文化を支える森づくり」の推進
とともに、世界遺産の白川郷・五箇山の伝統的建築物のための茅場確保等を
計画。また、天然木曽ヒノキを代替し得るものとして、木曽谷流域の80年生
以上の人工林ヒノキ材のブランド化を昨年４月から実施（約1.5万m3供給）。

（出典：長野県「長野県の木材市況」）

【伊勢神宮用材等の供給】
11,000 

12,000 

13,000 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

H23 H24 H25

１４



１ 森林・林業・木材産業における動向

(1) 住宅着 木造公共建築物等木材需要の動向

近畿中国森林管理局

管内図 (1) 住宅着工、木造公共建築物等木材需要の動向
・ 管内の新設住宅着工数は、平成24年約14千戸／月で推移していたが、近畿
地方を中心に５月以降約16千戸／月、10月以降は約18千戸／月以上の見込み。

・ 管内には岡山県、島根県等に大手製材・合板・集成材工場が多数あり、こ
れらで年間約200万m3以上の国産材を消費。また、住宅着工の増加も背景に、

管内図
石川、福井、三重、滋賀、京都、
大阪、兵庫、奈良、和歌山、
鳥取、島根、岡山、広島、山口

れらで年間約 万 以上 国産材を消費。また、住宅着 増加も背景に、
木材価格は平成23年の水準近くに回復。

(2) 林業と山村地域を巡る動向

・ 昨年７月末の集中豪雨(山口、島根等)、台風18号(京都等)等、近年豪雨災害が頻発。山口県に
は職員を派遣し、災害復旧のため技術的支援を実施。着実な災害復旧により治山対策等を推進。

【古都奈良のまち並みと
木造建築シンポジウム】

は職員を派遣し、災害復旧のため技術的支援を実施。着実な災害復旧により治山対策等を推進。
・ 京都、奈良等の世界文化遺産の周辺に所在する国有林において、景観保全のための取組を実
施。また、昨年９月には「古都奈良のまち並みと木造建築シンポジウム」を開催し、木造建築の
良さと併せて、国有林での「古事の森」等の取組をＰＲ。

２ 攻めの農林水産業の展開に関する取組事項２ 攻めの農林水産業の展開に関する取組事項

(1) 需要拡大・安定供給への貢献
・ 団地化により木材を効率的に生産する経営モデルを地域に示すため、岡山県
と和歌山県において、国有林が核となり、民有林を含んだ千ha程度の団地を設
定し、有識者や県等を交え、 適な路網配置や作業システムの検討と収支分析

国有林

民有林

○ 森林資源の状況（森林面積）
定し、有識者や県等を交え、 適な路網配置や作業 テ 検討と収支分析
を行い、地域関係者への説明会等を実施。

・ コンテナ苗による低コスト造林や造林地でのシカ被害対策、木の文化の森林
づくり等の推進のため、森林総合研究所関西支所や京都府立大学と協定を締結
し、課題解決のための体制を整備。

( ) 美 く伝統ある農 漁村 継承 献

（万ha）

【モデル団地での路網計
画の検討状況】

人工林

人工林

天然林等

天然林等

国有林

民有林

○木材価格の状況

(2) 美しく伝統ある農山漁村の継承への貢献

・ 重要文化財等歴史的建造物の屋根材供給のため、国有林で「檜皮採取対象
林」を山口県、広島県等に設定。檜皮の継続的な供給（約14㌧/年）、立木から
檜皮を採取する原皮師(もとかわし)養成のため研修フィールドの提供を実施。

・ 景勝地等の保全対策を関係機関等と連携し対応 小松空港周辺の海岸林で
25,000

30,000
（円）

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

（ひわだ）
（出典：平成24年度森林資源現況調査より）

0 100 200 300 400 500 600

・ 景勝地等の保全対策を関係機関等と連携し対応。小松空港周辺の海岸林で
は、効果的な松くい虫対策のため、国土交通省等と協議会を設け同時期に防除
を実施。大山ではナラ枯れ対策として、鳥取県や大山町等と大山地域対策協議
会を設け被害木の処理等を実施。

10,000

15,000

20,000

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

H23 H24 H25

（出典：農林水産統計木材価格より）
【檜皮採取】
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１ 森林・林業・木材産業における動向

(1) 住宅着工 木造公共建築物等木材需要の動向

四国森林管理局

管内図 (1) 住宅着工、木造公共建築物等木材需要の動向

・ 高知おおとよ製材が昨年８月より原木消費量月４千㎥で操業開始（構造
材を主に生産）。平成27年は月８千㎥、年間約10万㎥の原木消費量を計
画。また、国内初のＣＬＴによる３階建て建築（高知おおとよ製材社宅）
が本年２月に完成予定。

管内図

【建築中の高知おおとよ製材社宅】

徳島、香川、
愛媛、高知

・ 木質バイオマス発電については、土佐グリーンパワー（高知市）
やグリーンエネルギー研究所(宿毛市)の発電所建設が今月から
来月にかけて着工し、本年中に稼働予定。

(2) 林業と山村地域を巡る動向

【各県の原木生産の計画量】

【特定鳥獣保護管理計画の捕獲目標と捕獲実績】

徳島県 20万㎥ (H23) → 40万㎥ (H32)
香川県 2,392㎥ (H22) → 4,000㎥ (H27)
愛媛県 50万㎥ (H22) → 63万㎥ (H27)
高知県 40万㎥ (H22) → 81万㎥ (H33)

・ 今後の国産材需要の増加の見込みや人工林資源の充実を踏まえ、
四国各県が原木を増産する意欲的な計画を策定。

・ シカによる農林業・自然植生への被害が深刻化している四国山地
等において、自治体等と連携を強化し、「囲い罠」や「くくり罠」
等による地域にあった対策を実施

【特定鳥獣保護管理計画の捕獲目標と捕獲実績】
（頭/年）

捕獲目標 H23捕獲実績 達成率
徳島県 6,360 6,321 99%
香川県 なし 442 －
愛媛県 3,500 3,550 101%
高知県 30,000 13,468 45%

国有林

民有林
等による地域にあった対策を実施。

２ 攻めの農林水産業の展開に関する取組事項

(1) 需要拡大・安定供給への貢献

・ 高知おおとよ製材等大型製材工場、木質バイオマス発電に向け、国有林材
○ 森林資源 状況（森林面積） の安定供給システム販売を通じ、特に初期段階の供給を政策的に支援し（今

年度約６万㎥を安定供給）、民有林からの安定供給を牽引。
・ 地形が急峻で地質が脆弱なこと、木質バイオマス利用においては梢等も含
めた集材が有利なことから、タワーヤーダ等を立地条件に合うよう改良し低
コストで安全な架線系作業システムを構築する取組を支援。

○ 森林資源の状況（森林面積） （万ha）

【高知おおとよ製材】

人工林

人工林

天然林等

天然林等

国有林

民有林

ストで安全な架線系作業システムを構築する取組を支援。

(2) 美しく伝統ある農山漁村の継承への貢献

・ 年間30万人超の観光客が訪れる国の重要文化財「祖谷のかずら橋」（徳島
県三好市）は老朽化が早く３～５年で架け替えが必要。市と徳島森林管理署
が協定を結び、将来の架け替え用シラクチカズラ確保のための森を国有林内

【祖谷のかずら橋】
○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）

20 000

25,000 

30,000 

（出典：平成24年度森林資源現況調査より）

（いや）

0 100 200 300

に設定。ボランティアによる苗木づくり、植栽等を実施。
・ スギの巨木が林立する高知県馬路村魚梁瀬の千本山国有林や森林鉄道が活
躍した地域において、地域振興に貢献するため、村公認のガイド団体と連携
し、森林・林業の歴史を巡る散策ツアーを平成23年度から実施。 【千本山国有林】（出典：農林水産統計木材価格より）
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１ 森林・林業・木材産業における動向

( ) 住宅着 造 建築物等 向

九州森林管理局
管内図

福岡、佐賀、長崎、熊本、大
分、宮崎、鹿児島、沖縄

(1) 住宅着工、木造公共建築物等木材需要の動向
・ 宮崎県日向市（中国木材）や鹿児島県霧島市（伊万里木材市場他）など、九州
各地において大規模製材施設やバイオマス発電所の着工や計画が相次ぐ。

・ 鹿児島県や宮崎県からの集材に有利な志布志港から中国、韓国等に向けた
丸太を中心とした木材輸出額が昨年比３倍を超過するなど 国産材の輸出が丸太を中心とした木材輸出額が昨年比３倍を超過するなど、国産材の輸出が
拡大。（H24.1～10月:３億円(丸太2.5万m３) → H25.1～10月:９億円(丸太8.3万m３)）

(2) 林業と山村地域を巡る動向

・ 九州次世代林業特別部会（九経連主催）が九州材のPRイベントや住宅産業

【バイオマス発電所
（グリーン発電大分）】

九州次世代林業特別部会（九経連主催）が九州材 イ トや住宅産業
等木材の需要者側と供給者側が直接会する交流会を実施。

・ 屋久島世界遺産登録20周年を記念し、屋久島町や森林管理局、環境省が各
種行事を通じて、今後の世界遺産の保全や地域振興の方向を関係者間で意見
交換するための取組を実施。

国有林

民有林

【森林・林業・木材産業交流会
（九経連主催）】

２ 攻めの農林水産業の展開に関する取組事項

(1) 需要拡大・安定供給への貢献
・ 国有林材を安定供給するシステム販売により、針葉樹合板向け等のほか、
25年度下半期には初めてバイオ 発電向け原料材を供給（ 件 ）

○ 森林資源の状況（森林面積）

25年度下半期には初めてバイオマス発電向け原料材を供給（２件：約５千m３）。

・ 木材需要の逼迫を受け、昨年11月に開催した国有林材供給調整検討委員会
からの 近の木材需給動向に関する報告に対応し、素材生産を着実に実施す
るとともに、当面、立木販売の前倒しを実施（11～12月に約３万m３を供給）。

（万ha）

【鳥獣被害防止広域協議会】
人工林

人工林

天然林等

天然林等

国有林

民有林

○木材価格の状況

(2) 美しく伝統ある農山漁村の継承への貢献

・ シカ等による農産物や森林に対する被害はほぼ九州全域において深刻な影
響。九州農政局と連携し、県境を跨ぐ地域の被害対策を推進するため、鳥獣
被害防止広域協議会に参加するとともに 捕獲技術の開発・普及等に取組

地 域：宮崎
樹材種：スギ中丸太（径14-22cm、長3.65-4.0m）

（円）

13,000 

14,000 

15,000 

（出典：平成24年度森林資源現況調査より）
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被害防止広域協議会に参加するとともに、捕獲技術の開発 普及等に取組。
・ 津波等に対する海岸防災林整備方策の検討のため、宮崎市、鹿児島県東串
良町の海岸防災林において、森林総合研究所、両県の職員、国有林職員等が
参加した現地検討を実施 。 【海岸防災林現地検討会】8,000 
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（出典：農林水産統計木材価格より） １７




