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東北農政局管内の最近の特徴的な動きについて
１ 農業における特徴的な動き
① ≪農地・施設の復旧・復興≫

２千㌶の大区画化・集約化に国が直轄で取り組む「国営仙
台東地区ほ場整備事業」について、法手続を実施中｡

知事の要請を受け、昨年11月、排水機場の復旧に国が直轄
で取り組む「直轄特定災害復旧事業 南相馬地区」に着手。

② ≪産地の復興、先端技術の実証・導入≫
東北最大のいちご産地(宮城県亘理町、山元町)で大規模な

「いちご団地」を整備中。
先端的な技術を駆使した大規模実証研究(農業・農村型)を

宮城県内にて実施中。

③ ≪放射性物質問題への対応≫ 福島･宮城･岩手の各県で、今春
の営農(牧草含む)に向けた放射性物質の低減対策に大きな関心｡

④ ≪備蓄米への取組について管内各地で積極的な動き≫

⑤ ≪24年産大豆の天候不順による刈り遅れの深刻化≫ 

【被災した排水機場】

【いちご産地の復興、
新たな栽培方式の導入】

【大区画化・集約化】

２ 農林水産業・農山漁村を取り巻く地域環境変化
① ≪求人倍率≫ 青森県･秋田県は低水準。他方、

宮城県･福島県は高水準(復興関連需要の影響も)

② ≪賃金≫ 全国平均を大きく下回る水準

③ ≪工場立地・倒産≫ 岩手･宮城･山形では工場
立地が前年増。企業倒産は全体的に小康状態。

… 管内の雇用情勢・環境には大きな地域差

【
有
効
求
人
倍
率
】

県別耕地面積と田畑別の割合（23年）
※地図の着色は標高を表す。

＜出典＞ 当省統計調査、国土地理院ホームページ、
厚生労働省 毎月勤労統計調査、賃金構造基本統計調査、
東北経済産業局 工場立地動向調査
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関東農政局管内の最近の特徴的な動きについて
１ 農業における特徴的な動き
① 国営かんがい事業を契機に高収益な経営を確立
【染野 芳郎 氏（茨城県八千代町】

経営資源(農地､労働力等)をフル活用し、はくさい、
キャベツなど多品目の露地・施設野菜による周年作付
体系を確立。業務用野菜の契約栽培(出荷量の約５割)
による販路拡大に成功。

② 大手食品企業の発想・ノウハウを活用
【ベジポート有限責任事業組合（千葉県旭市）】

地元農業法人と(株)ニチレイフーズとの共同出資で
設立。生産管理等に企業の手法を導入。契約栽培の野
菜についてチルド貯蔵による需給調整や規格外品の加
工(野菜ジュース等)を行い、高付加価値化を実現。

③ 中山間地域でユーザー起点の地場産業起こしを展開
【群馬県川場村】

世田谷区との交流活動を契機に、「農業＋観光」を
中心とした地場産業起こしを展開。ブランド米「雪ほ
たか」はじめ特産品(ハム、地ビールなど)開発を推進
して道の駅田園プラザ(年間100万人来場)で販売。 【田園プラザかわば】

NEXCO東日本ホームページより

北関東自動車道を利用した周遊ツアー経路

２ 農林水産業・農山漁村を取り巻く地域環境変化

北関東自動車道が全線開通(23年３月)し、群馬(関越道)、栃木(東北道)、茨
城(常磐道)が横につながり、首都圏と北関東のネットワーク化が進行。沿線に
は工場や物流拠点が立地。物流や人の流れに変化が生じ、今後、観光農園や農
産物販売活動の活性化に期待。

経営感覚のある農業の発展

「経営感覚のある」
＝販売戦略（マーケットイン）＋生産管理（コスト縮減）

【はくさい栽培風景】

【ベジポートのにんじんジュース】
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北陸農政局管内の最近の特徴的な動きについて
１ 農業における特徴的な動き
＜小水力発電施設の積極的導入＞

水田主体の北陸地域では農業用水使用量が多く、また河川
水量も豊富であることから、基幹的水利施設の取水量は全国
の21％を占める。このため、積極的に小水力発電施設を導入
してきており、施設の設置数は全国の35％（９地区）、年間
発電可能量で44％を占めている。

新潟県南魚沼市の｢五城発電所｣では非灌漑期の発電用水利
権を新規取得し、灌漑用水と合わせて発電している。新発田
市の｢内の倉発電所」はダム落差を利用した発電で、農業水利
施設の中で全国一位の発電規模(最大出力2,900kw)である。

現在、北陸管内では建設中の地区が２地区、調査・設計中
の地区が24地区あり、富山県の｢山田新田発電所｣が、平成25
年３月から本格運用を開始する予定。

今後、土地改良区の維持管理負担の軽減と地域活性化を図
る観点から、引き続き計画地区の整備を積極的に推進。

＜東京－金沢間の所要時間＞
3時間40分→2時間20分に短縮
（平成26年度末金沢開業後）

２ 農林水産業・農山漁村を取り巻く地域環境変化
＜北陸新幹線開業を見据えた地域振興＞
・平成26年度末の北陸新幹線金沢開業により、首都圏等
から北陸地域へのアクセス時間が大幅に短縮されるた
め、各地域においてその効果を最大限活用するための対
応を準備。特に、新潟県では上越・北陸の２本の新幹線
を有する利点を最大限活用した地域振興策を検討。
・石川、富山、福井では、食関係の観光資源を有望視
し、首都圏への食材、食文化等のＰＲを検討・実施。

また、石川県では、能登地域が平成23年６月に
GIAHS(世界農業遺産)に認定されたことを受け、エコ観
光をコンセプトとしたスマートドライブの取組等、地域
資源を保全しつつ地域振興を図る取組を推進。

新潟県

富山県

石川県

福井県

北陸新幹線の建設計画

【スマートドライブプロジェクト】

【ルビーロマン】

【能登棚田米】

44%

小水力発電施設の

年間発電可能量

北陸4,500万kwh

全国
1億300万kwh

＜東京から金沢への経路＞
●現在（青矢印）
東京→越後湯沢→直江津→金沢
（越後湯沢－金沢間は特急列車）

●26年度末以降（赤矢印）
東京→長野→上越→富山→金沢
（北陸新幹線）

21%

基幹的水利施設の取水量

全国
228億m3

北陸48億m3
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２ 農林水産業・農山漁村を取り巻く地域環境変化
＜木曽岬干拓地におけるメガソーラー建設＞

○ 三重県及び愛知県は、昨年11月に丸紅(株)を事業候補者に
選定。総事業費約160億円で、木曽岬干拓地に約15,000世帯
の年間使用電力量に相当するメガソーラーを建設し、平成26年
10月から運営を開始予定。(自治体の誘致では国内最大級。
建設期間に１日最大300人の雇用創出を見込む。)

１ 農業における特徴的な動き

＜担い手の育成と農地の確保(岐阜県)＞

① 海津市では、国営・県営事業のほ場の大区画化(１～２ha)
や排水改良などにより、小麦・大豆の作付面積の大幅増加
とともに単収も増加。大規模経営を行う法人や集落営農組織
等が地域の農地を積極的に引き受け、耕作放棄地発生を
未然に防止。
今後、集落営農組織の統合等により、100ha以上の営農

組織の育成を目指す。
② 公共事業が減少する中、地域の雇用を守るため、建設業
者が農業に参入。和仁農園(高山市)は、中山間地の水田
約20haを地権者から請負い耕作する他、建設業の機械や
技術を活用し、耕作放棄地約２haを再生。観光との連携、
米粉製品の製造等の取組も開始。現在９人を雇用。

＜植物工場におけるトマト収量大幅向上の取組(愛知県)＞

○ 東海地域有数の野菜産地である豊橋市において、昨年
８月より、県農業総合試験場、県経済連、地元企業が共同
して、平成27年度末を目途にトマトの収量を10a当たり20t
から40tに倍増させる栽培技術の研究開発を実施。

【木曽岬干拓地】

わ に

岐阜県海津市

岐阜県高山市(和仁農園)

木曽岬干拓地

愛知県豊橋市(植物工場)

事業完了時

3倍
増加

【大区画圃場での
麦の収穫】

【植物工場内の様子】

事業着手前
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325 372
443
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19倍
増加

【収量倍増技術を
実証する植物工場】

【耕作放棄地の再生】

【再生中】

【再生後】

(kg/10a)(ha)

３倍
増加

愛知県

岐阜県

三重県

事業着手前 事業完了時

【国営かんがい排水事業長良川用水地区
受益市町村の小麦作付面積・単収の推移】

東海農政局管内の最近の特徴的な動きについて

わ に
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近畿農政局管内の最近の特徴的な動きについて
１ 農業における特徴的な動き

① ヒガシマル醤油(株)(兵庫県たつの市)は、平成24年８月より原材
料(大豆・小麦・米)がすべて国産の醤油の全国販売を開始。
原料の小麦は、生産者と連携した栽培管理により高収量と安定し

た高いタンパク質含有率を維持し、大部分を地元産で対応。
大豆についても増産に向け、生産者と取組推進中。

② 京都府は、宇治茶の世界文化遺産登録を目指すとともに、和食の
無形文化遺産登録にも尽力。宇治茶伝道師の活動やイベントを通じ
て宇治茶や日本の食文化を内外へ普及し、茶等食品の輸出を促進
中。
近江牛(滋賀県)、神戸ビーフ(兵庫県)は、ブランドとしての管理を徹

底し、官民一体のPRでアジア中心に輸出拡大中。

③ 近畿には全国の35％、約７万４千カ所のため池があり、老朽化に
加え、近年は豪雨による被災リスクが増加。兵庫県では今年度から
定期点検事業によりため池の点検・データベース化を実施。和歌山
県では改修加速化の計画を策定し、来年度から拡充実施。

④ 建設業、学習塾を経営する類グループや人材ビジネスのパソナ
グループが、農業参入するとともに、塾経営を活かした農業体験や、
人材育成のノウハウを活かした新規就農、６次化支援に取組み。
(有)類農園(奈良県宇陀市)、(株)パソナ農援隊(兵庫県淡路市)

２ 農林水産業・農山漁村を取り巻く地域環境変化

今後５年以内に京都府の南北をつなぐ高速道路、約10年で京都府周辺の高速道路網が
順次整備。
交通網の整備による京都北部から３大都市圏への販路拡大を見込み、丹後国営開発農

地内のたばこ廃作農地(京丹後市・32ha)での京野菜（九条ネギ等）の生産など新たな生産
拠点の創出やブランド水産物(丹後とり貝、丹後ぐじ)の増産の動き。

ため池の決壊
(兵庫県三木市）

㈲類農園のみなさん

輸出向けと畜頭数の推移

小麦(ゆめちから)と製品

頭 近江牛

２２ ２３ ２４年度

１６２

２６０

９４

４－１１月
対前年同期比
１１３％

京都府

小浜IC－
敦賀JCT 

沓掛IC－大山崎JCT

京丹波わちIC
－丹波IC

城陽JCT－八幡JCT

高槻JCT
－神戸JCT

与謝天橋立IC
－大宮森本IC

２８年度以降

２５年３月
２６年度

２８年度

京都府周辺の高速道路開通予定

るい
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１ 農業における特徴的な動き
○ 川下と一体となった生産拡大
① 岡山県津山市では、農商工連携により、地元産の小麦品種
（ふくほのか）を生地に使用した「津山ロール」(菓子８社に

よる統一ブランド)、「津山餃子」（和風、中華風、イタリアン

風等）を開発し、小麦を生産拡大（平成19年１ha→24年62ha)。

② 広島県では、「お好み焼き」等に使用するキャベツを産地育成重点品目
の一つに位置付ける県計画を策定（平成17年度）。これを契機に市町や生
産組織と一体となった推進会議を組織して（21年度）、県産キャベツのリ
レー出荷・販売体制を構築（17年62ha→21年79ha→24年119ha）。

③ 香川県では、「地元産小麦によるさぬきうどん」を目指し、平成３年か
らうどん用小麦の新品種開発をスタート（さぬきの夢2000及び2009）。そ
の結果、作付面積は10年間で2.5倍に拡大（12年602ha→22年1,520ha）。

④ 山口県では、小麦の生産拡大（平成21年718ha→24年756ha）と並行して、
平成24年12月から県内小中学校の学校給食パンの原料を全て県産に切り替
え（小麦90%＋米粉10%）。給食用パンの原料が県産100%となるのは、北海
道に続き全国で２例目。

中国四国農政局管内の最近の特徴的な動きについて

【真庭市に設置した
少量野菜の集荷場】

【大阪府箕面市に
設置した直売所】

２ 農林水産業・農山漁村を取り巻く地域環境変化
中国地方では、山陰自動車道、中国横断自動車道等の整備が進め

られているが、整備済みの中国縦貫自動車道沿線の岡山県北市町村
では、直売所を地元に開設するだけでなく、自動車道の利を活かし
て、大阪府や兵庫県にも設置。その一環として、小規模農家(主に
高齢農業者)が少量の野菜を随時出荷できる輸送体制等を整備。こ
の結果、高齢農業者による小規模・多品目の野菜生産が増加。

全国的に農業就業人口が減少する中で、この地域では、基幹的農
業従事者が増加（平成17年16,844人→22年19,204人）。

【津山産小麦
｢ふくほのか｣】

【津山ロール】
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２ 農林水産業・農山漁村を取り巻く地域環境変化
・九州電力では、再生可能エネルギーの導入を推
進。このうち、風力と太陽光については、平成32
年度までに、設備量で計300万kＷの導入に向けた
取り組みを実施。（昨年度から50万kＷ積み増し）

・また、離島において、従来の内燃力発電（ディー
ゼル）に太陽光・風力と蓄電池を組み合わせた
「マイクログリッドシステム」等を実証中。

１ 農業における特徴的な動き
①九州では、平成21年12月の改正農地法の施行後、24年11月
末現在で、新たに118の一般法人（※）が農業に参入。

（※農業生産法人として参入したものは含まない）

②特に、熊本県、大分県、鹿児島県では、県庁や地域振興局に
企業の農業参入を支援する窓口を設置し、参入企業のサポー
トをきめ細かく実施。

【参入の事例】

・ＪＲ九州が、「農業」＝「食」＝「観光」を原動力として九州を活性
化するという地域貢献を行いつつ、鉄道以外の収益を確保する
ことを目的に、平成22年から農業に参入。

・現在、大分県（ニラ、甘夏、さつまいも）、熊本県（ミニトマト、中玉
トマト）、福岡県（卵） 、宮崎県（ピーマン）で展開。生産した農産

物は、地元ＪＡを通じて出荷する他、ＪＲ九州グループ会社の外
食店やホテル旅館等に仕向けたり、駅ビル百貨店等で販売。

・参入にあたっては、ＪＡや地元農家等が技術を指導。自治体の
協力を得て耕作放棄地や、たばこ廃作後農地の活用にも貢献。

7

46

96
118

0

50

100

○参入法人数

（法人数）

【ＪＲ九州・トマト農場】

【ＪＲ九州・ブランド卵】

平成17 18 19 20 21 22 23 32

（注）数値は他社との電力購入契約分を含む。

九州農政局管内の最近の特徴的な動きについて

大分市

臼杵市

新富町

飯塚市

玉名市

壱岐島

竹島
黒島

中之島

諏訪之瀬島

小宝島
宝島
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１ 農業における特徴的な動き
① パン・中華麺用小麦の生産振興・需要代替の取組

生産から加工、消費に至る関係者が連携し、パン・中華
麺用品種の作付拡大、新商品開発、協力店舗の募集等の取
組（「麦チェン」）を各地(斜里町、岩見沢市等)で推進中｡

（パン・中華麺品種の作付面積：24年産 １万１千㌶ → 25年産 約１万８千㌶（見込み））

② 北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区の取組
国際総合特区法の区域指定（札幌・江別、帯広・十勝、函館）

の下、食産業の研究開発・輸出拠点化を目指す取組。道産
品の独自の食品機能性表示制度化の検討、鮮度・貯蔵技術
の革新による輸出プロジェクト、優遇措置（利子補給、税制）

を活用したＪＡ等の施設整備等の取組が開始｡
③ 地域資源活用型の再生可能エネルギーの導入の取組

士幌町は、ﾊﾞｲｵｶﾞｽﾌﾟﾗﾝﾄの実証プロジェクトにより、家
畜ふん尿の効率的処理、発酵消化液の液肥利用、発電・廃
熱利用等に取り組み中。現在、実証成果等をもとに増設に
着手｡他の地域においても大規模畜産法人等で導入の動き｡

今後、売電と・・・を取組予定｡
（道内のバイオプラント設置数：５２ヶ所）

北海道農政事務所管内の 近の特徴的な動きについて

２ 農林水産業・農山漁村を取り巻く地域環境変化
新千歳空港の国際化が進展し、昨年の外国人入国数は過

去最高（約38万人）。（国際線：10路線、利用者数 100万人強）

道内では、北海道ブランドを活かした東南アジア等観光客
の新規開拓や、食と観光の新たなルートづくり（例：７つの
観光庭園が連携した「北海道ガーデン街道（旭川～富良野～十勝）」

(昨年の入園者数 26％増、55万人)）等の取組が活発化。また、北
海道新幹線の新函館(仮称)開業に向けた取組（情報発信、地域

間連携、交通ネットワーク化等）が今後順次展開の予定。

【ゆめちからを使用した
パスタ等の商品】

①上野ファーム ②風のガーデン
③十勝千年の森 ④真鍋庭園
⑤十勝ヒルズ ⑥紫竹ガーデン
⑦六花の森

【北海道ガーデン街道】

【冷凍えだまめの輸出
（中札内村）】

【バイオガスプラント
（士幌町）】

２

３
４

６
７

５

１

斜里町

岩見沢市

札幌市・江別市 帯広市・十勝

中札内村

士幌町

函館市

旭川市
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北海道開発局管内の最近の特徴的な動きについて

２ 農林水産業・農山漁村を取り巻く地域環境変化

最近、道外の食料品製造業の大手２社が北海道産原材料を活用する工場を道内に
立地。
24年10月 静岡県の惣菜製造大手が旭川市にポテトサラダ等の工場を新設

12月 神戸市に本社を置く食品製造大手が千歳市にヨーグルト等の工場を新設

道内の立地件数が低水準である中、道外大手企業が原材料の入手の便を重視し相
次いで立地したことで、道産農産物の高付加価値化や食関連産業の集積に弾みが

つくことが期待。

【ＧＰＳガイダンスシステム】
○北海道向け出荷台数：1,510台
（H20～23合計)

（ＧＰＳ未利用）

208  193  285 
429  591 

844 1,019 
1,237 

0

500

1000

1500

17  18  19  20  21  22  23  24 

ha

年度

（ＧＰＳ利用）

代掻きの作業状況

【国営農地再編整備事業受益面積】
ha   （北海道水田地帯：累計）

H25以降には地区調査
中の面積を含む

【北海道における水稲直播面積】

１ 農業における特徴的な動き

北海道では、水田地帯を中心に経営規模拡大と省
力化に取り組もうとする地域が増加傾向にあり、そ
のための基盤整備及び先進的技術の導入を推進。国
営農地再編整備事業を実施中の「妹背牛地区」(H20
～、受益面積1,002ha、受益戸数110戸)では、以下
の取組を先導的・一体的に実施。

①ほ場の大区画化、地下水位の調整を容易にし水稲
直播や水田の汎用化(小麦、大豆等)に有効な地下
かんがいシステムの導入

②育苗及び田植えの作業を省略できる水稲直播栽培
の普及(品種：ほしまる)

③精密な機械作業が可能となるＧＰＳガイダンスシ
ステムの導入

大規模専業農家が多い北海道でも農家戸数や労働
力の一層の減少が見込まれており、担い手への農地
集積と営農体系の再構築を図る方策として推進。

も せ うし

妹背牛町

旭川市

千歳市
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沖縄総合事務局管内の最近の特徴的な動きについて

２ 農林水産業・農山漁村を取り巻く地域環境変化
平成21年10月に全日空(ANA)が那覇空港をハブ基地とした

国際航空貨物事業をスタートさせたことを契機として、県産
品の海外展開の動きが活発化。

24年度中には、（株）ヤマト運輸が国際クール宅急便の事
業展開を予定しており、沖縄をゲートウェイとした全国の農
林水産物のアジア向け輸出が更に拡大することが期待される。

【見学者で賑わう宮
古島の地下ダム観
測施設】

【あいあいファーム
の農場で栽培して
いる大豆】

【局長賞を受賞した
商品】

【県産品の展示・商
談会】

【宮古島】

【石垣島】

【伊良部島】

【沖縄本島】

１ 農業における特徴的な動き
① 土地改良事業の推進による農業振興

沖縄では水資源が不足しており、かんがい排水施設等の整備
が重要な課題（農業用の水源整備率56％、畑地かんがい整備率
41％）。現在は、宮古島市において、新たな地下ダムの建設と、
建設中の伊良部大橋を活用して伊良部島へ送水する、国営かん
がい排水事業を展開中（受益面積約９千ha）。また、石垣市で
は、島内全域を受益地域とする新たな国営かんがい排水事業の
全体実施設計が進行中。

② 加工との連携による耕作放棄地解消や高付加価値化の取組
沖縄では食品製造業の製造業に占めるウェイトが高いことも

あり、農林漁業者の６次産業化に対する関心が高く、加工と
連携した積極的な取組が見られる。
・ 今帰仁村では農業生産法人（株）あいあいファーム（認定
事業者）が、地元の耕作放棄地を再生して、農産物を生産・
出荷し、さらにこれらを原料とした加工品を製造・販売。

・ 沖縄総合事務局主催の６次産業化加工品表彰事業審査委員
会において、マンゴーや県固有の香辛料等を活用した商品が
局長賞を受賞するなど、農業者による商品の高付加価値化へ
の取組が見られる。

今帰仁村

那覇市
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２ 森林管理局



１ 森林・林業における特徴的な動き

① 北海道の森林面積は全国の約1/4を占め、その約７割が天然林。カラマ
ツ、トドマツ等の人工林資源が利用期を迎え、伐採の主体は人工林。

② 木材生産の活発化により林業労働者数が増加。一方、伐採後３年未満の
人工林伐採跡地が増大。また、エゾシカ農林業被害が深刻化。

③ H23年度の道産木材供給率は55％と全国平均27％の約２倍。木材需要は
パルプ用材が約５割。カラマツ、トドマツ構造用集成材に加え、トドマツ
合板などより付加価値の高い製品の開発が進展。下川町等で、バイオマス
タウン構想を公表し、木質バイオマス利用を推進。

④ 道や国有林の職員、地域の森林・林業関係者が連携・協力し市町村森林
整備計画の作成と実行管理を支援。林業従事者の人材育成やハーベスタ等
の高性能林業機械の導入等により、森林施業の低コスト化を推進。

北海道森林管理局管内の最近の特徴的な動きについて

２ 北海道森林管理局の重点取組事項

① 北海道庁や市町村等と連絡調整会議を開催し、森林・林業の共通課題につ
いて情報共有。市町村等との森林共同施業団地の設定(H24年9月現在18団地)
や、関係機関と連携したエゾシカの効率的駆除等、民有林との連携を推進。

② 林業専用道をベースとした北海道型作業システムの開発等による伐採搬
出コスト等の縮減、システム販売によるニーズに対応した生産販売の促進、
コンテナ苗の導入による育林コストの低減等、林業のトータルコスト縮減に
取り組み、民有林関係機関との合同現地検討会等を通じて民有林へ普及。

③ 世界遺産に登録された知床等優れた森林生態系の保全管理や、シマフク
ロウなどの希少野生動植物の保護管理など、公益的機能の高度発揮を推進。

［コンテナ苗］

［知床］

［シマフクロウ］

［囲いワナによるエゾシカ捕獲］

［ハーベスタ］

下川町

知床森林生態
系保護地域

伐採・コンテナ苗植栽一括
発注（H24年宗谷署）

シマフクロウ保護管理

（林業労働者数 H17:3,785人→H23:4,226人 伐採跡地面積 H16:4,461ha→ H22:6,114ha  農林業被害 H17:28億円→H23:64億円）
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東北森林管理局管内の最近の特徴的な動きについて
１ 森林・林業における特徴的な動き

≪東日本大震災による被害状況≫
① 海岸防災林の被害
・青森県～千葉県にわたる海岸防災林で約140kmに
被害が発生。

② 木材産業の被害と復旧の状況
・東日本大震災において、特に合板工場は被害が甚大。
（岩手、宮城の被災工場が全国に占める生産割合は約３割（推計））

・被災工場のうち、約８割が稼動開始（H24.12現在）。
・震災により合板材・チップ材の需給バランスが変化し、
国産合板用材・チップ用材需要が減退。
→ 東北における製材用材の生産比率を全体的に拡大する
ため、東北局では民材との競合を回避する観点から、
長尺材を指向した採材指導を徹底。

２ 東北森林管理局の重点取組事項

① 直轄事業による海岸防災林の復旧
・地域の復興計画等と整合を図りつつ、
概ね５年で盛土等生育基盤を造成、概ね10年で

植栽を完了する計画。

・民間団体等との協定締結による植樹を展開。

② 国有林材の安定供給
・復興ニーズに合わせた国有林材の安定供給。
・価格急変時など市況の動向に応じた国有林材の供給調整機能の機動的発揮。

被災後の合板工場（石巻市Ｉ社（復旧済））

仙台市若林区荒浜（谷地中林国有林）

石巻市
（Ｉ社、Ｓ社、ＳＰ社）

大船渡市
（Ｏ社【廃業】、Ｋ社【廃業】 ）

宮古市
（Ｈ社）

被災後の状況
（岩沼市寺島）

気仙沼地域

仙台湾沿岸
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関東森林管理局管内の最近の特徴的な動きについて

１ 森林・林業における特徴的な動き

① 木質バイオマス発電の取組（福島県）
会津若松市で地元チップ業者が中心となり、木質バイオマス

発電施設を設置し、H24年７月に営業運転を開始（出力5,000Kw、
固定価格買取制度を活用）。
H24年度は、日光署管内から低質材を供給。

② 「森林県ぐんま」から「林業県ぐんま」への展開（群馬県）
群馬県森林・林業基本計画（H23～32年度）において、

10年後の年間素材生産量を約２倍にすることを目指し、
全ての素材を一定価格で買い取る県産材センターを設置。

２ 関東森林管理局の重点取組事項

① 森林除染及び仮置場設置の取組（福島県ほか）
（ア）局内に、森林放射性物質汚染対策センターを設置の上、

生活圏に隣接した国有林における放射性物質の除染を実施。
（イ）市町村における除染土壌等の仮置場用地として国有林を

提供

② 富士山国有林におけるニホンジカ被害対策（静岡県）
静岡森林管理署で、独立行政法人森林総合研究所などと連携

し、富士山麓周辺において、ニホンジカの個体数調整に取り組
むため、国有林で初となる「誘因捕獲（ｼｬｰﾌﾟｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ）」を
実施。(H23年度は73頭を捕獲。本年度も拡充して実施中)

会津若松市

（木質バイオマス発電）

シカ対策

（ニホンジカ個体数調整）

渋川県産材ｾﾝﾀｰ

落葉等堆積有機物
の除去作業

ヘイキューブﾞ（固形
の牧草）を採食する
ニホンジカ

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ発電所

（注）シャープシューティング・・・事前に餌場
を作り、シカを誘引して射撃する方法
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中部森林管理局管内の最近の特徴的な動きについて
１ 森林・林業における特徴的な動き

① 東日本大震災の翌日に震度６強の地震に襲われた
長野県栄村で震災復興住宅が竣工。18棟31戸
は地元産材を活用した木造住宅（村内の国有林か
らも材料を供給）。

② 長野県塩尻市において、大型木材加工施設とバイオマス発電施設を併設
するプロジェクトが進行中で、平成27年度から稼働予定。年間約30万ｍ3の
原木消費量を予定（現在の長野県全体の原木生産量は約30万ｍ3）。

③ 愛知県設楽町のサテライト名倉（中間土場）の設置により新たな流通シ
ステムが確立（設楽町役場は木造で新築）。

２ 中部森林管理局の重点取組事項

① 東日本大震災の被災地の復興と木材の需要拡大を図るた
め、小径丸太を軟弱地盤に打ち込み地盤を補強する液状化
対策の推進に注力。需要対策面からはパンフレット作成に
よる木材利用の周知、関係機関への働きかけを実施（千葉
県浦安市等で実証実験を実施）。供給対策面からは小径丸
太を１cm刻みの供給規格としロットを拡大するなどきめ細
かく供給。

栄村
（地元産材を活用
した震災復興住宅）

塩尻市（木材加工＋
バイオマス発電施設）

富山市

（高山植物の復元）

小径木加工（浦安
市等へ供給）

中津川市、瑞浪市等

（木造公共建築物）

設楽町

（大型中間土場）

② 高山台地である雲ノ平（富山市）において、東京農業大学、山荘と協働
で植生復元を実施。

③ 公共建築物の木造化を推進するため、東濃森林管理署の職員の手作りで、
岐阜県、中津川市、瑞浪市、恵那市と協力して、視察可能な木造の事例を
取りまとめ、市町村等に周知（他署でも類似の取組を実施）。

地元産材を活用した復興住宅

実証試験の様子
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近畿中国森林管理局管内の最近の特徴的な動きについて
１ 森林・林業における特徴的な動き

① 台風12号による災害（奈良県、和歌山県ほか）
平成23年の台風12号により紀伊半島などで多数の山地災害

が発生。現在、国と県が連携･協力して復旧を推進。

② 木質バイオマス発電等の取組（岡山県、三重県ほか）
・岡山県真庭市では銘建工業と市が出資し、木質バイオマス専焼の発電施設
(１万kW)の建設を予定。間伐材等の燃料調達支援の協議会に岡山署も参加。

・三重県松阪市ではチップ化した間伐材等を燃焼するバイオマス発電施設
(0.5kW)と周辺工場へ熱を供給するバイオマス熱利用施設を建設する計画。

・山口県の中国電力新小野田発電所では石炭と木質バイオマスの混焼を実施
林地残材等を山口県森林組合連合会がとりまとめており、山口所からも供給。

２ 近畿中国森林管理局の重点取組事項

① 台風12号災害への対応（奈良県、和歌山県ほか）
国有林のほか、奈良県等からの要請を受け、激甚な災害が発生した奈良県

十津川村等の民有林についても災害復旧事業等を実施。

② 民有林との連携・支援（各府県）
・コンテナ苗やセラミック苗を用いた伐採と植栽の一括発注
による低コスト造林の普及・啓発を推進。

・民有林との森林共同施業団地（三重､京都､兵庫､奈良､
和歌山､鳥取､島根､岡山､広島､山口の各府県の36ヶ所で設定）
や海岸林の保護等において地域との連携を強化。

③ 木材の利用拡大への取組（大阪府）
大消費圏を抱える局として、局１階のギャラリーを活用し

木材利用を訴求するなど、木材の利用拡大に取り組む。

山陽小野田市
（石炭木質混焼発電）

真庭市
（木質バイオマス発電）

奈良県十津川村
内の被災状況

コンテナ苗 セラミック苗

ギャラリーの展示例

松阪市

（木質バ
イオマス
発電）
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四国森林管理局管内の最近の特徴的な動きについて

２ 四国森林管理局の重点取組事項

木材需要の動向に応じ、国有林材の計画的な販売による安定供給を図るとともに、

民有林と連携した森林共同施業団地の設定を推進。

① 国有林材の安定供給システム販売等を通じて、大口需要者への製材用材の安定供給

を進めるとともに、製紙や木質ボード用原料、木質バイオマス発電燃料として間伐材

等を安定供給。

② 国有林と近接した民有林が連携して効率的で低コストな森林整備を図る森林共同施

業団地について、24年度には四国全県での設定が実現し、共同施業を推進(24年度に

３箇所設定、合計で18協定、19団地の設定)。

高知市
（木質バイオマス発電）

須崎市
（木質バイオマス発電）

小松島市
（大型製材）

大豊町
（高知おおとよ製材）

国有林材の安定供給システム販売

民有林と連携した
森林共同施業団地

民有林

国有林

国有林土場に民有
林材を搬入

１ 森林・林業における特徴的な動き

四国は、森林率は高い（74％）ものの、中小の製材工場が多くを占め、木材需要が

伸び悩み。このような中、大型製材工場の進出や木質バイオマス発電が予定される

など、今後、木材需要の大幅な増大が見込まれ、原木の安定供給体制の構築が課題。

① 大型製材工場

・高知県では高知おおとよ製材工場（株）が四国初の原木消費量10万ｍ3の大型製材

工場を平成25年５月に操業する予定。

・徳島県では木材流通・販売大手のナイス(株)が小松島市に大型製材工場を建設し、

平成26年度に操業を予定。原木消費量３万ｍ3から始め段階的に拡大する方針。

(※徳島県は全国初の県産材利用促進条例を平成24年12月21日に公布。)

② 木質バイオマス発電

・東京の石油元売り大手と高知県森林組合連合会等は、木質バイオマス発電施設を平

成27年４月に高知市で稼働させる予定(出力５千kw)。

・住友大阪セメント(株)高知発電所(須崎市)は、 石炭との混燃で固定価格買取制度

に基づく木質バイオマス受け入れを平成25年３月から開始する予定。
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九州森林管理局管内の最近の特徴的な動きについて

九州･沖縄には冷温帯から亜熱帯まで多様で豊かな森林が分布。
また、全国のスギ生産量の1/3を占めるなど、我が国有数の林業
地域。
温暖多雨な気候から全国に先駆けて成熟した森林を、再生

可能な地域資源として活用していく動きが本格化。
九州各県において生産量の拡大を計画。また公共建築物や

バイオマス利用など様々な分野での木材利用の気運。

・(株)ＪＲ九州では、駅舎･列車等に地元木材等の利用を推進

・鹿児島県では、県産材を使用したオフィス家具の開発普及・発
信に取組（2012年度「グリーン購入大賞」を受賞）

・宮崎県等において、間伐材利用の木質バイオマス発電施設が複
数計画中

２ 九州森林管理局の重点取組事項

＜「九州からの森林･林業再生」に向けた民有林への貢献 ＞

全国
965万ｍ3

スギ素材生産量 (H23)

北海道・
本州・四国

九州・
沖縄

35%65%

低コスト造林に向けた
コンテナ苗

利用期を迎えた
人工林

国有林
民有林

森林共同施業団地
：17地域･計7万ha
で設定

ＪＲ九州
（大分駅･支社、
九州新幹線等）

照葉樹林

亜熱帯林

大分駅

冷温帯林

県産材オフィス家具

800系新幹線内装

県産材オフィス
家具の取組
（鹿児島県）

木質バイオ
マス発電
（宮崎県）

九州･沖縄の多様な森林を
国民の森林として保全管理

この他にも官民で
木材利用の動き

九州間伐紙宮崎銀行

水路木柵工
(佐賀県)

庁舎･施設
(椎葉村)

熊本空港

１ 森林・林業における特徴的な動き

<木材利用の事例>

民有林と国有林が連携した森林共同施業団地を接点・ツールとし、
集約化、低コスト化、人材育成、国産材の供給･需要拡大等に取り組
み、地域の産業や農山村の再生としての森林･林業の再生に貢献。

・通年植栽可能な「コンテナ苗」を活用した伐採･造林の低コスト一貫
システムの普及･定着

・民･国共同による国産材の有利･安定販売、未利用材の供給促進

・国機関･自治体･企業等への幅広い働きかけ(建築･土木･備品･燃料
等)、セミナー開催･各種講演など積極的な木材需要拡大の取組

<取組例：供給面>

<需要面>
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