
１ 「林業の成長産業化」に向けた先進的な動き

中部森林管理局

２ 「攻めの農林水産業」に関する国有林野事業の取組

３ 民有林と連携した先行的な取組事例

管内図

国有林
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（出典：農林水産省木材統計調査）

◆ 中部局管内４県 丸太生産量

（万m3）

局では、地方自治体や地元猟友会、学識経験者等と連携を図り、ニホンジカ
の生息状況調査や防護柵の設置、個体数調整を実施。28年度は管内４県の国有
林内に約360台の自動撮影カメラを設置し、生息状況の調査を強化。特に、生
息域が拡大している中央アルプス一帯で、初めてニホンジカの移動経路の把握
調査（GPS発信器、自動撮影カメラ、DNA分析）を実施予定。調査結果は、県や
市町村など関係機関と共有し、シカ被害対策を連携して実施。

(1) 建築基準法の改正を受け、日本初の木造３階建て小学校を整備
富山県では、魚津市が27年６月の改正建築基準法の施行を受け、日本初とな

る木造３階建ての小学校の建設に着手。28年度、基本計画を策定し、30年度の
竣工。岐阜県では、岐阜市が屋根架構に県産材を使用した図書館「ぎふメディ
アコスモス」を27年７月に開館。 【ぎふメディアコスモス】

(2) 国産材の安定供給への貢献

【連携拠点の国有林土場】

局では、長野県木曽谷において、森林組合と協定を結び、民有林・国有林双
方の材を国有林土場に集め、１万ｍ3の原木を合板工場等に安定的に出荷。ま
た、製材工場等との協定に基づく販売（システム販売）により、射水市（富山
県）、瑞穂市（岐阜県）等４県５箇所のバイオマス発電の燃料材も供給。

○コンテナ苗植栽本数の推移（中部局）
い みず

【災害対策現地説明会】

(1) ニホンジカ被害対策の強化

な ぎ そ まち

(1) コスト縮減の成果を水平展開
森林施業の低コスト化の実現と普及を目的に、研究機関、地方自治体、林業

事業体を含めた現地検討会を各森林管理署において開催（27年度は81回、延べ
２千人参加うち半数が民有林関係者。28年５月には岐阜県下呂市でコンテナ苗
の現地検討会を開催）。28年度は、天然力を活用した造林の低コスト化のモデ
ル林を設定する等、多様な森林への誘導を積極的に推進。

【コンテナ苗現地検討会】

(3) 住民の安心確保に向け、南木曽町と御嶽山で地元説明会を開催

南木曽町土石流災害や御嶽山噴火災害から１年を迎え、木曽森林管理署及び
南木曽支署は、27年７月と９月に地域住民や行政関係者を治山工事現場に招
き、復旧対策について説明。南木曽町では約50名、御嶽山では約40名が参加し
たほか、関東甲信越地域でテレビ放送されるなどマスコミからも強い関心。

おんたけさん

【自動撮影カメラ】

【魚津市】

【下呂市】

【岐阜市】

【射水市】

【瑞穂市】

【木曽谷】

【中央アルプス】

【御嶽山】

【南木曽町】
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近畿中国森林管理局

２ 「攻めの農林水産業」に関する国有林野事業の取組

(1) 低コスト造林の普及・定着の推進

25

３ 民有林と連携した先行的な取組事例

コンテナ苗を活用した素材生産と造林との一貫作業システムを各地で導入
し、地拵及び初回下刈の省略、事業期間の短縮等による造林コストの低減を
推進するとともに、現地検討会等を通じて民有林への普及を促進。

管内図

国有林

民有林

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

（出典：農林水産省木材統計調査）

◆ 近畿中国局管内２府12県 丸太生産量

（万m3）

【コンテナ苗の成育状況説明】

【輸出向け製材品】

(3) 協定に基づく林産物の安定供給の取組

【CLT工場落成式】

地域の木材加工業への国産材の安定供給及びバイオマス利用等の需要開拓
への支援を目的として、協定による丸太供給（システム販売）を拡大（H28予
定 対前年比141％）。

(2) 地域とともに取り組むシカ被害防止対策

箕面森林ふれあい推進センターは、市民フォーラム等における広報・啓発
を通じ、市民の理解を得て箕面国有林において、府・市との連携のもとでシ
カの捕獲を実施。あわせて新技術の首用くくり罠の実証、植生被害・回復状
況等のモニタリングを研究機関やＮＰＯと協働で実施。

みのお

(1) 県と森林管理署が一体となった林業活性化の取組の展開

広島森林管理署と広島北部森林管理署は、平成32年に丸太生産量の倍増を
掲げる広島県と連携。県産材の安定供給体制の構築に向け、国有林森林総合
監理士による市町村森林整備計画の策定支援のほか、事業体の安定経営に資
する事業予定量の公表、協定販売（システム販売）のノウハウの県への普
及、国有林での低コスト再造林現地検討会等の多様な取組を一体的に実施。

【 署と県の共催による

低コスト再造林検討会】

○コンテナ苗植栽本数の推移（近中局）
（千本）

（出典：近畿中国森林管理局業務資料）
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１ 「林業の成長産業化」に向けた先進的な動き

(1) ＣＬＴの生産体制の構築
ＣＬＴの今後の本格的な需要に対応するため、銘建工業(株)（岡山県真庭市

）は、年間３万ｍ3を製造可能なＣＬＴ専用の新工場を28年４月に稼働。

従来からの丸太輸出の動きに加え、旺盛な需要を受け、兵庫木材センター
（兵庫県宍粟市）では、ラミナ原板を中国、韓国のほか、ベトナムや台湾に
向けての輸出を拡大。

(2) 国産材の輸出拡大 － 丸太輸出から製品輸出へ －

【真庭市】
【箕面市】

【宍粟市】

【首用くくり罠：餌で誘引し、バケ
ツに仕掛けたワイヤーでくくる】

監視カメラの画像

【協定による出材】



１ 「林業の成長産業化」に向けた先進的な動き

四国森林管理局

【建築中の高知県森林組
合連合会事務所棟】

(1) ＣＬＴによる国産材の利用拡大

２ 「攻めの農林水産業」に関する国有林野事業の取組

(1) 大型集成材工場等への国有林材を安定供給
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徳島県内では、大型製材工場（ウッドファースト(株)：小松島市)の本格稼
働や、バイオマス発電施設向け原料を安定供給するチップ工場（徳信(株)：阿
南市)等が整備。四国森林管理局では、協定に基づく販売（システム販売）を
増強し、林地残材を含む国有林材を安定供給することで政策的に支援（Ｈ27実
績 87千㎥ → Ｈ28予定 104千㎥）。

【興津森林共同施業団地 】

３ 民有林と連携した先行的な取組事例

(1) 民有林と一体となった効率的な森林整備の推進
四万十森林管理署が高知県と設定した「森林共同施業団地」(協定面積388ha）で

は、国有林側から路網を整備することで、搬出が困難となっていた民有林の搬出が
可能に。さらにその奥地の国有林と連絡することにより、双方にとって効率的な間
伐の実施及び木材生産が期待。
既に約２kmの路網を整備し、今後５年間で民国から7,500ｍ3の出材を予定｡

【バイオマス発電向け
チップ工場（徳信）】

◆森林共同施業団地の設定の推移

（出典：農林水産省木材統計調査）

◆ 四国局管内４県 丸太生産量

（万m3）

高知県では、ＣＬＴ建築物として、平成28年３月に完成した高知県森林組
合連合会の事務所棟（南国市）をはじめ５つのプロジェクトが進行中。
また、国産材の利用を念頭にＣＬＴ用ラミナ供給に向けた大型製材工場

（池川木材工業(有)）が仁淀川町に整備され、本格的な供給体制が構築。

(2) 高知大学と合同シンポジウムを開催

【合同シンポジウム】

四国森林管理局は、連携協定を締結している高知大学とシンポジウム「最
先端科学から見る未来の森林管理最前線」を28年４月に開催。産官学民の関係
者約90名が参加し、国有林管理の現状と課題、それに対応した研究が発表され
た。意見交換では、両者による今後の研究・取組へ期待の声。

(2) 2020年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会への地域材利用の期待

2020年の東京オリンピック・パラリンピックの主会場となる新国立競技場（
隈研吾氏設計）は、「木と緑のスタジアム」をコンセプトとしており、ＦＳＣ
材を供給する梼原町、四万十町では地域材利用への期待や取組が促進。 【隈研吾氏設計の木造建築

物を視察する佐藤政務官】

管内図

国有林

民有林

徳島、香川
愛媛、高知

路 網

【仁淀川町】
【南国市】

【梼原町】

【四万十町】

【小松島市】
【阿南市】

ゆすはら



１ 「林業の成長産業化」に向けた先進的な動き

九州森林管理局

【建設時のＣＬＴ宿泊施設
（ハウステンボス）】

(1) 新たな分野で拡大する国産材需要
・ ＣＬＴの普及に向けて、山佐木材(株)（鹿児島県肝付町、国内２番目の
ＪＡＳ認定工場）で製品試験が進行中。ハウステンボス(株)（長崎県佐世保
市）では、ＣＬＴを使った国内初の宿泊施設が供用開始。木材輸出につい
ても、平成27年の丸太輸出量が前年比３割増となるなど好調に推移。

・ また、中越パルプ工業(株)川内工場（鹿児島県薩摩川内市）ではセル
ロースナノファイバーの製造工場の建設を開始。

２ 「攻めの農林水産業」に関する国有林野事業の取組

管内図

国有林

民有林

福岡、佐賀、長崎、熊本
大分、宮崎、鹿児島、沖縄

＜九州森林管理局による被災地域への支援等＞

(1) 地域の生産・流通に応じた安定供給対策の展開

【 フォレスター等連絡協議会 】

2７

３ 民有林と連携した先行的な取組事例

(1) 熊本地震の被災地域に寄り添った支援の実施

(2) 地域の森づくりの全体像を描く森林総合監理士の連携強化
局と九州・沖縄８県の森林総合監理士（フォレスター）は、森林総合監理

士の育成とその活動の普及啓発等を行う連絡協議会を設置（約150名のフォレ
スターが登録）。地域で活動する中での新たな課題への対応や技術力向上に
向けて、フォレスター間での情報共有や意見交換を実施。

九州地域での木材需要増加の動きが活発化する中、国産材の安定供給に向
け、管内の丸太販売の約９割を製材工場等との協定に基づき実施（システム
販売）。また、立木の協定販売（システム販売）を実施し（平成27年度まで
に５件）、製材工場等の原木の安定確保に寄与。

熊本地震への対応については、早期に、林地崩壊状況のヘリ調査（前震後
４月15日と本震後18日に調査）を実施するとともに、現地調査等に局職員を
派遣。また、避難住民の受け入れ、食料輸送や罹災証明発行の支援、避難所にお
いて国産材合板を使った間仕切りや更衣室を設置するなどの被災地域を支援。

（出典：農林水産省木材統計調査）

◆ 九州局管内８県 丸太生産量

（万m3）

【立木の協定販売】

【 林地崩壊状況の現地調査】

・ 治山・林道の現地調査等に局職員延べ67名を派遣。
・ 食料輸送や罹災証明発行支援に局職員延べ140名を派遣。
・ 局会議室を開放し、避難住民を受け入れ。（最多時約250名）
・ 国産材合板を使った間仕切りや更衣室を避難所に設置。

【食料輸送支援に職員を派遣】

【肝付町】

【佐世保市】

○ 九州局 丸太販売の方法別割合

システム販売

市売等

【薩摩川内市】
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