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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

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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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）
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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
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13,000

14,000

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

１２



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）
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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）
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・ 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】
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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

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）

0 100 200 300

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




