
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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