
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
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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
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(1) 末木枝条等（Ｄ材）のバイオマス利用

(2) 山地災害対応の能力強化に向けた取組

【末木枝条】

(1) コスト縮減に向けた取組

(1) 木材の安定供給と山元への還元

※H28は予定

(2) 地元自治体との公共施設の確認協定

㈱佐合木材（岐阜県美濃加茂市）は、これまで林内に残されてきた末木枝条
や端材をチップ化し、製紙、木質ボードの原料、木質バイオマス燃料等として
需要先に直送。末木枝条等の活用は、山元に利潤を生み、地拵えの省力化など
更新に要するコスト縮減にも大きく貢献。

【美濃加茂市】

【佐久市】

【中津川市】

近年、全国各地で大規模な山地災害が頻発。このため、民有林も含めた地域の
安全・安心を守るため、大規模災害が発生した場合の初動体制の充実を目指し、
森林土木技術者の能力向上を目的とした山地災害対応能力強化プロジェクトを28
年12月にスタート（災害時対応訓練のワークショップを開催）。今後、山地災害
対応チームを結成し、29年度から始動予定。

自治体では、広域合併や職員数の減少等により、山間地にある公共施設の頻繁
な見回りが困難な状況。このため、森林管理署等の職員が業務で近くを通った際
に異常の有無を確認し、地元自治体に連絡するという協定を、管内９市町村と締
結（28年12月現在）。これらの取組によって、地元自治体との連携を強化。

【現地勉強会】

【報告事例：倒木の発見】

【民国連携した協調出荷】

【ワークショップ】

中部森林管理局では、伐採・造林一貫作業システムの導入や事業体の生産性向
上等、コスト縮減に向けた取組を実施。さらに、天然力を活用した造林コストの
縮減を図るため、11月に管内３箇所（東信、飛騨、東濃）で森林総合研究所等の
研究者とともに、針広混交林等の多様な森林への誘導に向けた現地勉強会を開催
。今後、一貫作業と合わせて造林コストを１/２に縮減することを目標として、モ
デル林を各署に設定しつつ事業に反映していく予定。

国有林と民有林が連携した国産材の安定供給については、これまで単年度での
取組であったが、中京圏への安定供給を強化するため、愛知県森林組合連合会、
森林整備センター中部整備局と連携し、複数年のシステム販売を活用した協調出
荷ができる体制の構築を進めているところ。特に、山元に利潤追求を目指したカ
スケード利用に取り組み、Ａ材のブランド化（高齢級人工林ヒノキ等）、Ｄ材
（末木枝条等）の木質バイオマス利用を推進。

【飛騨市】

○素材の安定供給システム販売推移
（中部局）
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近畿中国森林管理局

(1) 広がる森林大学校等の開校

(2) 都市住民への情報発信

29年４月から兵庫県が森林大学校を開校。大学への編入が可能な専修学校と
し、森林セラピーや獣害対策など幅広く教育。また、同年４月から和歌山県が
農業大学校に林業コースを新設し、「農林大学校」に改称。新規就労希望者の
ほか、既就労者のレベルアップを実施。今後の運営につき、近畿中国森林管理
局では、実習フィールドの提供等により協力していく考え。

【木育座談会の様子】

２ 「攻めの農林水産業」に関する国有林野事業の取組

大都市に位置する近畿中国森林管理局の立地を活かし、都市住民に対し森林の
機能や木材利用に関するPRを積極的に実施。地域のNPOや企業と子ども向けのふれ
あいイベントを共催しているほか、28年10月には、子育てと木づかいをテーマに
した木育座談会（マママルシェ）に当局若手女性職員がパネリストとして参加。
職員からは、身近な木づかいについて、自身の体験談とともに情報発信。多くの
来場者の木づかいに関する認知度向上に寄与。

○管内１４府県の新規林業就業者数
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３ 民有林と連携した先行的な取組事例
(1) 種苗生産業者と連携したコンテナ苗の普及

(2) 国有林を活用した観光推進への寄与
寺社の背景林や都市近郊林、観光地周辺の国有林を地域の観光資源として活用

し、地域振興策を推進。農政局と連携するほか、市町村に加えて県観光部局、旅
行会社等幅広い関係者から環境整備方策等の意向を聴取し、29年度の事業に向け
て早期着手を検討中。また、大山隠岐国立公園満喫プロジェクトにも参画。

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
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１ 「林業の成長産業化」に向けた先進的な動き

【宍粟市】

【大阪市】

【学校説明会の様子】

【苗畑での検討会】

低コスト造林を進める上で重要なツールとなるコンテナ苗の普及に焦点を絞り
、苗木生産者によるコンテナ苗の扱い方の指導、及び国有林における生育状況の
確認等を内容とした現地検討会を開催。管内12府県より民有林関係者、研究機関
等から約90名が参加し、コンテナ苗使用への理解を醸成。近畿中国森林管理局と
しても引き続き普及・定着に努めていく考え。

（出典：林野庁業務資料）

(1) 鳥取県中部地震への対応
28年10月21日に発生した鳥取県中部地震の初動対応として、22日に鳥取県と

の合同へリコプター調査を実施。併せて、鳥取森林管理署、岡山森林管理署で
は無人航空機（ドローン）も活用し施設点検を実施。これらの調査結果を当日
中に局・県HP等を通じて地域へ情報提供。近年、大規模災害が相次いでいるこ
とを受け、11月に本庁講師を招き、全署等参加のもとで非常災害時の速やかな
初動対応策を再度周知・徹底。

【鳥取県との合同による
ヘリ調査状況】
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四国森林管理局

【高知県自治会館新庁舎】

(1) 日本初のＲＣ＋ＣＬＴのハイブリッド構造のビルが完成

28年９月に完成した高知県自治会館新庁舎（高知県高知市）は、１～３
階がRC造、４～６階を耐火木造（CLT）の日本初のハイブリッド構造が特徴。
「CLTを耐力壁に利用したビル」等としても日本初の取組であり、新たな木
造・木質化のモデルとして普及に期待。

【生分解性ポット苗】

２ 「攻めの農林水産業」に関する国有林野事業の取組

園芸用苗木生産を行っている高知県内の種苗事業者（高知県安芸市）は、27
年から園芸用苗木生産技術を活かして、生分解性ポットを使用したスギ・ヒノ
キ苗木の生産（28年度は７～８万本生産）を開始（29年度より出荷見込）。こ
の苗木は、従来のコンテナ苗に比べ、生産性の向上、作業時に根の周囲の土が
崩れにくい点が特徴。

四国森林管理局では、コンテナ苗植栽に積極的に取り組んでおり、28年度か
らは、愛媛県山林種苗農業協同組合等とともに生分解性ポット苗の生育試験地
を設定。今後５年間の試験結果を公開し、コンテナ苗の生産体制整備を後押し。

○コンテナ苗の植栽状況

(1) コンテナ苗の積極的な利用（低コスト化への取組）

【上空150mのドローン
から送られてきた画像】
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３ 民有林と連携した先行的な取組事例
(1) ドローンを活用した山岳救助訓練

(2) 高知大学との連携協定を拡大

近年の登山ブームを背景に遭難数が増加している現状を踏まえ、嶺北森林管
理署と県警、消防は、管理署所有のドローンを用いた合同捜索訓練を12月に
実施。同訓練は、これまでヘリコプターを使用していたが、局管内全署にド
ローンを配備し、災害調査や森林管理で活用していることから初めて実現。
関係者からは、民有林を含めた山岳救助でのドローン活用に期待の声。

管内図

国有林

民有林

徳島、香川
愛媛、高知

【連携協力協定締結式】

（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
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１ 「林業の成長産業化」に向けた先進的な動き

【本山町】

【高知市】 【安芸市】

耐火木造
（ＣＬＴ）

ＲＣ造

免震層

ＲＣ造

四国森林管理局は、これまで高知大学（農林海洋学部）、愛媛大学と連携
協定を締結。高知大学とは、学部を超えた協力を行っていることから、10月
に協定を全学に拡大。今後、より広範な分野での共同研究の実施や相互の人
材育成が期待。その取組の1つとして29年２月20日に、森林分野と研究との
マッチング等を目的として「若人×森林の国高知(仮)」をテーマとした文理
融合した様々な合同プログラムの実施が決定。
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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

(1) 地域で広がる新たな分野での国産材利用の取組

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

(1) 森林総合監理士を核とした市町村林務行政の支援

３ 民有林と連携した先行的な取組事例
(1) オール熊本による早期復旧と創造的復興

(2) 世界自然遺産登録に向けた厳格な保全管理の実施

市町村森林整備計画の策定を技術的に支援する「森林総合監理士」につ
いては、各種研修等の実施により人材が確保されつつある状況。
大分県豊後大野市では、大分森林管理署が中心となり、大分県や森林組

合、木質バイオマス発電事業者等が参加する支援チームを立ち上げ、林業
生産を重視する森林の明確化や路網の整備方針の検討などを推進。

日田石油販売㈱（大分県日田市）では、地元産材を使い、耐火構造とした
全国初となる木造のガソリンスタンドを建設。また、宮崎県では、29年度着
工予定の宮崎県防災拠点庁舎について、10階建て高層建築物の耐震壁にCLT
を使用するための実物大試験を実施。

世界自然遺産候補地「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」では、
陸域の約６割を国有林野が占めており、貴重な自然の保護と遺産登録による
観光資源としての活用のため、厳格な保全管理を実施。審査機関ユネスコへ
の推薦書提出に向けて、地元関係者と連携しながら、固有の森林生態系の保
全対策等を確実に実施する方向で協議。

熊本地震からの復旧・復興に向けて、九州森林管理局では、「平成28年熊
本地震復興推進本部」を設置して、市町村支援に迅速かつ柔軟に対応。菊池
水源（熊本県菊池市）の復興については、地元自治体や関係者と連携を密に
図り、被災箇所の早期復旧に取り組むとともに、今後の観光利用拡大に向け
た検討を開始。

(2) 将来のＣ材需要を見通した業界及び産官学連携の取組
木材チップの製造・販売などを行う三好産業㈱（鹿児島県鹿児島市）で

は、バイオマス発電用材やチップ用材の将来の需要増大に対応していくた
め、早生樹種のコウヨウザンを自ら植栽。また、同社と鹿児島大学、鹿児島
県、鹿児島森林管理署では研究会を発足し、産学官連携での将来需要に対応
する取組体制を構築。

（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

【植栽されたコウヨウザン】

【全国初の木造ガソリンスタンド】

【原生的な天然林（金作原）】

【豊後大野市での検討会】

【菊池水源の復興】

○九州局管内８県 森林総合監理士登録者数

（人）

（万m3）

（出典：九州森林管理局調べ）
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