
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 

民有林 

富山、長野 
岐阜、愛知 

（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） 

 (1)「信州型接着重ね梁」が国土交通大臣認定 

 (2) 国産材の安定供給への貢献 

○コンテナ苗植栽本数の推移（中部局） 

【信州型接着重ね梁】 

 (1) 造林の低コスト化とその成果の水平展開 

 (1) 国民の祝日「山の日」を契機として山や森林の大切さをＰＲ 
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 (3) 不足しているカラマツの種子生産への貢献 

  中部森林管理局では、管内４県及び試験研究機関と連携し、造林の低コスト
化等37課題について技術開発を実施中。特に、岐阜県森林研究所（岐阜県美濃
市）とのヒノキコンテナ苗に関する共同研究では、培地に肥料の効果を持続さ
せるゼオライトを使用することによる初期成長の促進が確認。今後、無下刈で
の育林を目標にさらに検討。また、多様な森林づくりへの誘導に向けて、10月
に現地検討会を開催予定。 

  
  東信木材センター（長野県小諸市）は、カラマツを主体にした木材集荷拠点
で、きめ細かな選木により、製材用材、合板・ＬＶＬ用材、土木用材などを幅
広く販売。国有林システム販売協定による安定的な集荷を呼び水として、近年
は民有林材の受入れ実績を伸ばし、27年度の取扱量は18年度約４倍の15万ｍ3。 

 横架材の国産材シェアが低い状況にある中、信州木材認証製品センター（長
野県長野市）等は、小中径木から製材された複数の部材を接着することで強度
的性能に優れた無垢材に近い質感の横架材を開発し、28年４月、建築基準法に
基づく国土交通大臣認定を取得。今後、県産材の利用拡大が期待。 

 中部森林管理局では、長野県松本市上高地で開催された第１回「山の日」記念
全国大会への開催協力をはじめ、関係機関と連携して積極的に情報発信を実施。
のぼり旗300枚を庁舎や山小屋、観光施設、木材市場に設置。「山の日」を冠し
山や森林の恵みをＰＲ（ふれあい行事、記念木材市、クリーン活動等を実施）。 

 カラマツは、合板などの需要拡大により苗木の需要が急激に高まる一方、長
野県では、既存の県営の採種園（３箇所）で苗木生産のための種子が大幅に不
足。これを受け、国有林内の清万採種園（長野県御代田町）においてカラマツ
の環状剥皮を実施し、結実を促進させ、県営の採種園から安定的に種子が生産
されるまでの約20年間、これらの取組により種子の安定供給を予定。 

【植栽２年後の      
ヒノキコンテナ苗】 

【カラマツの環状剝皮】 

【全国植樹祭でのPR】 

【長野市】 

【美濃市】 

【小諸市】 
【御代田町】 

【松本市】 

【集荷されたカラマツ材】 

 こもろ 

 み  よ  た  せいまん 
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１ 「林業の成長産業化」に向けた先進的な動き 

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) 民有林と国有林が連携した森林整備等の推進 
  

15 

３ 民有林と連携した先行的な取組事例 

   

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） 
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 (1) 林業の収益性向上のための早生樹造林の確立 
 センダンなど早生樹は、スギ・ヒノキ等既存の造林樹種が植栽後収入を得られる
まで50年以上要するのに対し、成長が早く短伐期で収入が得られる可能性。そこで
、センダンの異なる立地条件における成長の特性を明らかにするため、27年度より
管内10箇所で植栽試験を開始。試験結果は、樹高平均1.4ｍ、最大で3.15ｍと一般
的な造林樹種に比べて良好な成績。 

 (2) 調査研究及び人材育成の推進に向けた京都大学との協定締結 
 近畿中国森林管理局と京都大学は、官学が相互の人材、資源、フィールド、研
究データ等を活用し、林業・木材産業の成長産業化や森林資源の有効利用を図る
ことを目的として、調査研究及び人材育成の推進に向けた連携協定を締結。近畿
中国森林管理局は、水文試験や檜皮採取試験等のフィールドを提供し、京都大学
は、近畿中国森林管理局の開催する各種委員会において、技術的知見を提供。    
 

【京都大学との連携強化】 

 ごにゅうだに  こ の うらやま 

 (1) 日本初のＣＬＴパネル工法を用いた５階建てビルが竣工 
 社会福祉法人ぷろぼの（奈良県奈良市）が、28年７月に１階をＲＣ造、２階
以上にＣＬＴパネル工法を用いた５階建て施設を建設。利用者に「木に包まれ
た癒しの空間」を提供するため木造とし、断熱性、耐震性等の観点からＣＬＴ
パネル工法を採用。木材は、地元奈良県への貢献として、奈良県産材を使用。 

 (2) 広島豪雨災害(H26.８)の復旧に向けた取組 
 26年８月の広島豪雨災害からの復旧に向けて、中国地方整備局、広島県等と
役割分担しつつ、人家等に近接した箇所等で緊急的な事業（治山ダム、山腹工
等）を実施。全15箇所中13箇所で工事完了済みで、９月を目途に全ての工事が
完了。引き続き、山地全体の緑化対策等に取組み、広島市が定めた復興まちづ
くりビジョンと歩調を合わせ、31年度までに完了する計画。  【土砂災害からの復旧状況】 

【施設の外観と内装 】 

 悟入谷・古野裏山地域森林共同施業団地は、三重県側の国有林と森林整備セン
ター所有林及び岐阜県側の自治会所有林と森林公社所有林で構成され、28年7月
に協定締結。森林管理局の管轄区域をまたいだ全国初の取組で、岐阜県側は急傾
斜のため架線集材であったが、路網の共同利用等により効率的な施業が可能に。 

 ひ わ だ 

【広島市】 【奈良市】 

【共同施業団地位置図】 

【悟入谷・ 
古野裏山】 

【京都市】 

◆ センダン植栽試験結果（植栽15ヶ月後） 
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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 

【高知県森林組合 
連合会事務所】 

 (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) ドローンの活用 
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【協定区域の図面】 

３ 民有林と連携した先行的な取組事例 

【ドローンで撮影した災害現場】 

◆四国におけるシカ生息分布 

（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） 

 (2) 地域の教育機関と連携した継続的な教育の参画 

    

  
 

  

管内図 

国有林 民有林 

徳島、香川 
愛媛、高知 

【西条市】 

【高知市】 
【南国市】 
【本山町】 

【徳島市】 

   

【コウヨウザン試験地】 

 徳島県が林業現場の即戦力育成のため開設した「とくしま林業アカデミー」において、徳島
森林管理署は、低コスト造林、シカ被害対策等の講義を実施し、学生からは、新技術について
多くの質問が出されるなど好評を得た。また、徳島県立那賀高校に新設された「森林クリエイ
ト科」においても、入学から卒業まで、各学期毎に「出前講座」を実施予定。 

 (1) 民間と連携したニホンジカの捕獲 

 (2) 早生樹の普及 
   
   

 高知県では、林業の分野はもとより、農や水の分野も含め、官民上げて、ＣＬ
Ｔ建築物の普及に向けた取組を推進。この中で、ＲＣとＣＬＴのハイブリッド構
造(高知県自治会館)、石膏ボード等で覆わずＣＬＴを見せる構造(高知県森林組
合連合会)などモデル的な取組を実施。 

 また、ＣＬＴ用ラミナ供給に向けた大型製材工場(池川木材工業（有))の本格
稼働やＣＬＴを原木から一貫生産する全国初の量産工場の建設（サイプレス・ス
ナダヤ）が始まるなど、供給体制の整備も進展。本格的にＣＬＴを活用した全国
初の国の庁舎整備となる嶺北森林管理署の設計を開始。 

 災害調査、各種森林調査、シカ被害対策等への利用を目的として、管内全
署にドローンを配備。現在、豪雨災害の被災地初期調査等に活用。 
 職員の安全を確保しつつ、効率的に災害規模の把握が可能。 

  「ワナ」によるシカ捕獲を精力的に行う企業との協定を締結。社有林と周辺国
有林で「囲いわな」と「くくりわな」を設置し、見回りなど相互協力の下、共同
で捕獲・駆除を一体的に実施。併せて、センサーカメラによるシカの動態調査を
実施し、生息頭数の減少を図る。 

 
 
 

【土佐清水市】 

【仁淀川町】 
【那賀町】 

【土佐町】 

生息密度が高い 

社有林 

国有林 

 日本最古級の早生樹コウヨウザン人工林（昭和８年植栽、昭和63年萌芽更新）に
おいて、造林コストの低減等を図るため、林木育種センターと共同で針葉樹の萌芽
更新の成長調査等を行う更新試験地を設定。 



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) 持続可能な林業経営の確立に向けた仕組みづくり  

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) 地域一丸で取り組むシカ被害対策   

３ 民有林と連携した先行的な取組事例 

 (1) 被災地の森林・林業の再生に向けた取組への貢献 

 (2) 森林総合監理士の活動を通じた地域課題への対応 

 九州森林管理局管内では、地域の実態に即した効率的なシカ被害対策を進
めるため、市町村・地元猟友会等とこれまでに10件の協定を締結、当該地域
での捕獲頭数が増加。また、シカの生息密度が高い九州山地における森林被
害対策の強化に向けて、５県51市町村と局が合同で集中捕獲期間を設定した
取組を実施し、昨年度は期間中に約２千６百頭を捕獲。 

 本格的な利用期を迎えた森林資源の活用及び伐採後の再造林が一層重要になる中、これらの状
況に対応するため、鹿児島県では、素材生産関係者が自らの社会的責任や役割などをまとめた行
動規範・ガイドラインを策定。主伐の促進と再造林の確実な実施など地域循環型の木材生産に期
待。また、第三者認証機関を設置して、遵守業者を認証する制度も検討。 

 地域性を反映した市町村森林整備計画を策定するために、西都児湯森林管
理署では、宮崎県、木城町、森林組合と連携して、市町村森林整備計画の策
定を支援するチームを立ち上げ、民国の森林総合監理士が技術的指導を行う
とともに、関係者間での意見交換や現地検討を通じて地域課題へ対応。 

 28年熊本地震からの復旧・復興に向けて、国有林野（菊池渓谷、由布岳、
眉山等）の早期復旧に取組むとともに、熊本県からの要請を受けて、被災し
た治山施設の復旧事業について直轄施行（現在、要請のあった17地区全ての
箇所の基本設計を完了）。また、被災市町村の林道施設の復旧に向けて技術
的支援を強化（熊本県民有林86路線（全89路線）の基本設計を完了）。 
 

 (2) 広域化する地域材の需給情報と諸課題の共有化 

 広域化する地域材の安定供給に向けて、「需給情報連絡協議会」が開催。
九州地区の企業、団体等から70名が参加し、コンテナ苗の需要拡大や主伐後
の再造林などの課題を共有。また、九州各県の行政機関が参加する「九州林
政連絡協議会」（28年度で101回目）では、民国の取組が一層調和するよう地
域の情報・課題を共有。 

（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 

【支援チームによる技術的指導】 

【協定締結により取組を強化】 

【需給情報や課題を共有】 

○ 平成28年熊本地震 林野関係被害（概要） 

・ 治山関係 
 林地被害 被害箇所 ４３３箇所、被害額 ３４８億円 
 治山施設 被害箇所  ３６箇所、被害額  ２７億円 

・ 林道関係 
 被害箇所 １５２路線、被害額 １３億円 

・ 木材加工施設・特用林産施設関係 
 被害箇所  ３０箇所、被害額 ８億円 

《 林野関係被害  被害額 ３９５．４億円 》 
※ 平成28年７月28日時点 

【木城町】 

【阿蘇市・南阿蘇村】 

 さい と こ ゆ  

 きじょう ちょう 

 まゆやま 

【直轄施行を行う被害箇所】 
写真は内早川地区（南阿蘇村） 
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