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北海道森林管理局

(1)北海道産ＣＬＴ利用拡大に向けた取組みの推進

○平成28年８月台風等による被害状況

11

管内図

国有林

民有林

北海道

（出典：農林水産省木材統計調査）

（万m3）

【北見市】

【台風災害】

【災害の復旧】

【旭川市】

【足寄町】

【知内町完成予想図】

【知内町】

木質バイオマス利用の推進に向け、省力化や燃料費の節約に資するボイラーの技術
開発等を進めることが必要。北海道旭川市に本社を構えるヒグマ乾燥機(株)では、ペレッ
トやチップではなく、間伐材や製材端材などをそのまま燃料とし、独自の燃焼システムに
よって低コストで長期間安定した熱を供給できるボイラーの製造を開始。このボイラーは
現在、道内の製材工場や東北地方の農家等に導入されており、今後、農業ハウス、畜舎、
工場、集会場など幅広い分野で、木質バイオマスの効率の高い熱利用が実現できると期
待。

【木質ﾊﾞｲｵﾏｽﾎﾞｲﾗｰ】

(2)木質バイオマス利用の推進に向けた取組

※１ 工事発注に当たり、詳細な設計図書によらない概算数量で発注、細部は施工中の設計変更により対応。
※２ 北海道が8月に公表した台風等被害の復旧状況によれば、入札の滞りのため復旧工事の箇所数ベース

で全体の約４割が未着手。

「攻めの農林水産業」に関する森林管理局管内の取組事例

◆ 北海道局管内 素材生産量

（出典：農林水産省木材統計調査）

協同組合オホーツクウッドピア（北見市留辺蘂町）は、道産カラマツによるＣＬＴ生産
工場として、29年２月にＪＡＳ認定を取得。 知内町では30年３月の完成を目指し、道内初
となる北海道産ＣＬＴ（ウッドピアで製造）を使った３階建の地域産業担い手センターを建
設予定。また、北海道では、29年３月に「道産ＣＬＴ利用拡大に向けた推進方針」を策定、
38年度の道産ＣＬＴ生産量５万ｍ³の目標や、産官学連携の取組を示すことで、道産ＣＬ
Ｔの利用拡大を計画的に推進。

るべしべちょう

しりうちちょう

(4)昨年８月の台風被害等への森林管理局の取組み

(3)効率的な笹の除去に向けた大型林業機械の活用

【改良型格子状バケット】

北海道内は笹の繁茂が旺盛で、造林木を笹の被圧から守る下刈り作業に労力やコ
ストがかかることが課題。北海道森林管理局では、28年度より伐採作業の直後に素材
生産機械を利用して笹を根茎から除去する方式を全道に拡大。更に29年度は、請負
事業体自ら大型林業機械を改良し、更なる効率化を目指す取組みを推進。これまでの
大型林業機械による地拵えでは、造林木の生長に重要な腐葉土層が笹の根茎等と一
緒に除去されていたが、格子状に改良したバケットを用いることにより、苗木の成長の
栄養となる腐葉土層を残した地拵え作業が可能。

《国有林の関係被害 被害額 １３８億円》
※平成２９年３月３１日時点

・林地荒廃・治山施設
被害箇所 １３４箇所、被害額 １２０億円

・ 林道関係
被害箇所 ２，０８２箇所、被害額 １８億円

昨年８月の台風等による北海道森林管理局管内の国有林の治山関連被害は120億
円。被災箇所の早期復旧のため、工事の実施において森林土木工事では全国で初め
て「概算数量発注方式」※１を採用。通常より約５ヵ月発注時期を繰り上げ早期に工事着
手。９月現在の工事の着手率は93％（56件中52件着手）※２。十勝地域では台風の際に
大量の流木が発生。流木発生抑制の上下流協力の取組として関係者からなる十勝地
域流木対策検討部会を設置。開発局では河川支障木の除去や渓畔林の整備等を推
進、当局は上流対策として利用間伐により、災害に強い森林の整備、流下防止対策と
してスリットダム等の取組を検討。



東北森林管理局

○青森ヒバの蓄積量推移

管内図
青森、岩手、宮城、秋田、山形

国有林

民有林

(1) 秋田スギの需要開拓に向けてスギ素材の家具でブランド力を高め、
秋田スギ製品全体の底上げを狙う

12

(2) 神社仏閣・文化財等修復、伝統工芸に向けた材の安定供給の取組
ヒノキチオール成分を多く含み湿気やシロアリ等に強く腐りにくい特性がある青森ヒ

バは、神社仏閣・文化財等の補修に向けた需要が増加。青森ヒバの唯一の供給源で
ある当局では、年間1万３千㎥程度生産しているが、今後も安定的に供給するため、ヒ
バ天然林の復元に向けた取組を実施。

また、高品質なスギ丸太に対する需要がある中で、計画的伐採を終了した天然秋
田杉の代替材として80年生以上の高齢級人工林秋田スギを毎年１万㎥程度供給。そ
のうち一定の基準を満たす材を「あきたの極上品」としてブランド化する取組を、国有
林が先行して実施。

(3) 低コスト化に向けた一貫作業システムの全署への導入と民有林への
普及に向けた技術検討会の開催

林業の低コスト化に向けて、伐採とその後の植栽を連続的に実施する一貫作業シ
ステムについて、管内全域で実施するとともに、技術・知見を普及させるため、県、森
林組合等と連携して民有林関係者も参加できる現地検討会を積極的に実施。

28年度は、11会場607名が参加（うち、民有林関係者386名）。29年度は、18会場で
開催予定。

(4) 多発するクマ被害防止に向けた関係機関との連携
28年度から多発しているクマによる人身被害の防止に向けて、地域の対策会議へ

の参加と、林道の閉鎖や入山者への注意呼びかけを、県・市町村・警察等と連携して
実施するとともに、クマの里地への出没状況等に影響するといわれているブナの開花
状況と結実状況のデータを研究機関に提供。

【青森県津軽・下北】

【クマ被害に伴う林道閉鎖】

【あきたの極上品】

【現地検討会実施状況】
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【2017年1月イタリア
ミラノ・ホーミ】

世界的な工業デザイナーである喜多俊之氏と県内家具製造メーカーとのマッチン
グにより、秋田スギの特色を生かしたハイグレードで世界基準の家具（アキタコレクショ
ン）を開発し、29年１月に開催されたイタリアを代表する国際展示会「ミラノ・ホーミ」に
出展して高評価。今後、秋田県内の家具業界では秋田スギ家具の製造ネットワークを
構築するとともに、海外に展示販売拠点を設置し、国際的なブランド形成を図る。
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（出典：農林水産省木材統計調査）

◆ 東北局管内５県 素材生産量

（万m3）

「攻めの農林水産業」に関する森林管理局管内の取組事例

【秋田県米代川流域】
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関東森林管理局
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国有林

民有林

管内図
福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉

東京、神奈川、新潟、山梨、静岡

◆ 関東局管内１都10県 素材生産量

【大多喜町】

【喜多方市】

【森林所有者への説明会】

(1) 地域の森林・林業をめぐる課題解決に対する支援の取組

(3) 民有林に先駆けたコスト縮減の取組

(4) 治山工事における木材利用の推進

関東森林管理局は、管内に「民国連携推進地区」を設定し、各地区の森林・林業
をめぐる課題解決に向けた取組を重点的に支援。

福島県喜多方市では、市・県・林業事業体・森林管理署が一体となって、施業集約
化に向けた地元説明会、戸別訪問等を実施し、地域の森林経営計画づくりに貢献。
あわせて、民有林と国有林の「共同施業団地」を設定し、民有林・国有林を縦断する
路網の整備や、間伐を一体的に行うことで、林業の低コスト化を推進。

関東森林管理局は、主伐・再造林を進めていく上での課題「再造林コスト縮減」の
ため、民有林に先駆けて、低密度植栽（植栽経費２割削減）、下刈りの適期実施（下
刈経費４割削減）を徹底するとともに、 伐採から植栽までの作業を一連の工程で行う
「一貫作業システム」を管内全域で実施（地拵経費４～５割削減）。

今後、再造林は一貫作業システムでの実施を基本とする方針。民間事業体を対象
とした現地検討会を積極的に開催しており、国有林における低コスト化の取組が民有
林にも波及の動き。

関東森林管理局は、治山工事でコンクリート構造物を作る際に使用する型枠につ
いて、鋼製から木製への切替えを推進。国産材を使用した型枠合板の品質向上を
踏まえ、29年度から木製型枠に全面的に切替え(昨年度は８割)。
また、工事発注のための入札において、木材利用に積極的な業者を加点評価。

受注者には、現場事務所や工事看板など仮設工を含め、工事全体を通じ、木材（国
産材）を積極的に利用するよう指導。

【高性能林業機械による
地拵作業】

【木材を利用した山腹工、
渓間工】

【自走式のグラップル付
きチップ加工機による

チップ製造】

(2) 森林資源を活用した地域の森林・林業活性化の取組
千葉県で県産材の販路拡大が課題となる中、栃木県に本社を置く製材メーカー

（株）トーセンが、29年５月、千葉県大多喜町に、丸太の集荷・仕分け・チップ製造の
機能を備えた「バイオマスホフ大多喜」を整備。自社工場等に製材用材を供給すると
ともに、近隣の発電施設等にチップを供給し、県産材の販路拡大に貢献。

関東森林管理局は、同社と協定を締結し、千葉県内の国有林材を安定供給。

○ 国有林と民有林の共同施業団地の推移
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（出典：関東森林管理局業務資料）

（箇所数）

「攻めの農林水産業」に関する森林管理局管内の取組事例

（万m3）

（出典：農林水産省木材統計調査）
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・林齢 80年生以上（人工林）
・長さ、直径

・品質 素材の日本農林規格
１等、2等に相当するもの

・節：隣接2材面にないもの
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・

中部森林管理局

14

管内図

国有林

民有林

富山、長野
岐阜、愛知

○ 中部局管内林内労働生産性※の推移

【管内全域】

【長野県内】

【記者発表の様子】

(1) 信州カラマツのブランド化の取組
「攻めの農林水産業」に関する森林管理局管内の取組事例

(3) ニホンジカ被害対策の取組
中部森林管理局では、地方自治体や地元猟友会、学識経験者等との連携による

個体数調整を加速するため、自動撮影カメラを増設（28年度:325台→29年度:450台）
し撮影データを猟友会等に提供するとともに、くくりわな貸出数を増加（27年度: 1,499
個→29年度予定: 2,830個）。

また、近年は警戒心が強く捕獲しづらいスレジカが増えており、29年度新たに、①
開放地と林内を行き来するニホンジカの習性を利用し、林縁部に誘導柵、誘引材及
びくくりわなを設置し捕獲、②クマの錯誤捕獲対策として、誘引式首用くくりわな等新
たな実証を行うなど、地元市町村等による協議会と連携して対策を推進。

特に、激害地である長野県東信地域においては、地元猟友会の活動に積極的に
参加して信頼関係を深めたことにより、国有林における捕獲意欲が高まるとともにわな
の貸出数も増加し捕獲数が飛躍的に増加（27年度: 205頭→28年度: 848頭）。

(2) コスト縮減に向けた取組
「伐採・造林一貫作業システム」は、主伐予定箇所の大半で実施（29年度主伐予定

28箇所うち25箇所）しており、管内の植付に占めるコンテナ苗の使用割合については、
28年度の約７割から、29年度には約９割（約38万本）に増加。

また、生産性向上のため全署等に設定したモデル事業地において、新たな取組と
して、局の部課長、外部有識者等による技術指導チームを編成し、伐倒、集材等の各
工程について、人・機械の遊び状況等を確認し、作業システムの改善等を助言する取
組を29年度から開始。

さらに、多様な森林づくりの一環で、主伐時に広葉樹等を母樹として保残するととも
に、樹冠下は無植栽として植栽コストの低減等を図る施業を推進。

主伐・再造林等を確実に進めていくためには、森林所有者にしっかり資金が還元さ

れることが必要であり、強度及びヤング係数に優れ、長野県においては人工林の過半

を占めるカラマツの高付加価値化が重要。中部森林管理局では、長野県、長野県森

連及び長野県木連と共同で、80年生以上の人工林カラマツの大径材丸太を「信州プ

レミアムカラマツ」と称し29年度から供給・販売を開始（29年５月25日に共同で発表）。

今後、信州プレミアムカラマツを使った梁等の製品のブランド化を通じたサプライ

チェーンの構築を図ることを目的として実施される具体的な対策（例：JAS認定工場の

拡大、カラマツ構造材の加工流通支援等）に積極的に協力していく予定。

【誘導柵と組合せた
捕獲】

【東信地域】

【主伐における広葉樹の
保残】

※中部局素材生産請負事業（主に車両系の
間伐事業地）における平均数値

（出典：農林水産省木材統計調査）

◆ 中部局管内４県 素材生産量

（万m3）

【信州プレミアムカラマツ
の規格】

㎥
/人

日

曲がり：数が1個であって10%以下
のもの
腐れ、空洞、木口割れ、引き抜け、
目まわり等の欠点が軽微なもの

3.6
4.2

4.6
5.0 5.2

6.0

＊末口：細い方の木口

けもの道

：くくりワナ
開放地

林内

誘引材
鉱塩（ﾕｸﾙ）、岩塩、鉄塊

等

センサーカメラ



近畿中国森林管理局

○岡山県におけるヒノキ製材輸出量の推移

15

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 素材生産量

【大阪市ほか】 【低コスト造林現地検討会】

当局は14府県と広域に跨り、林業の抱える課題や重要度が地域によって異なるた
め、各地で民有林と連携した現地検討会等を多数開催（28年度実績34回、参加者延
べ927人）。近隣府県で共通の重要課題も多く存在するため、シカ被害対策や低コスト
造林等をテーマとして、複数の署等が合同で複数府県を対象に現地検討会を開催(28
から29年度の民有林関係参加者延べ498名)。国有林の先駆的な取組の情報提供を
行うとともに、国が府県境を超えた情報交換の場を提供することで、各地域の課題
に対する対応策の民有林への波及を推進。

(1) 民有林の林業成長産業化に対する技術支援～府県境を越えた取組

(3) 大台ヶ原・大杉谷地域におけるニホンジカ対策連携協定の締結
近畿地方を中心にニホンジカの食害による林業被害が深刻化する中、関係行政機

関が連携してシカの捕獲を推進するため、29年６月に近畿地方環境事務所、奈良県
上北山村、三重森林管理署は、奈良・三重の両県境に位置する大台ヶ原・大杉谷地
域でシカ対策に関する協定を締結。捕獲したシカの運搬・処分（これまでは各県内で
処分）が課題であったが、協定により地域を跨いでの効率的な処分(上北山村有林内)
が可能となるほか、データを共有し捕獲効率向上を図る。

29年４月に管内の「日本美しの森 お薦め国有林」を公表したところ、旅行会社が２
箇所のレク森を対象とした日帰りのツアーを企画し、参加者を募集中。また、29年７月
には、環境省との共催による山の日PRイベントを開催。森林官（林野庁）と自然保護官
（環境省）が共同出演して都市住民へ積極的に情報発信を行い、山に対する親しみ
や森林がもたらす様々な恩恵への理解を醸成。

29年４月には京都市内の中学校で、全国初となるセンダンの記念植樹を京都府立
大と共同で実施。センダンは成長が早く30年程度で家具材への利用が期待できる早
生樹であり、今後「芽かき」等の作業を通じて、都市部住民に対し早い時期から林業
並びに新たな取り組みである早生樹の意義等の理解を促進。

(4) 都市住民への情報発信

【和歌山県】

【大台ヶ原・
大杉谷】

(2) 岡山県北地域における新たな木材需要創出等の取組

【協定締結式】

【林野庁・環境省共催の
山の日ＰＲイベント】

【韓国のアンテナショップ】

【真庭バイオマス発電所】

【岡山県】
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「攻めの農林水産業」に関する森林管理局管内の取組事例
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岡山県北地域では、国内最大のＣＬＴ生産施設やバイオマス発電施設が整備され
てきたことに加え、同県が５年連続で素材生産量日本一を誇るヒノキの輸出拡大に向
け様々な取り組みを推進。製材、家具、建具メーカーなどによる美作材輸出振興協議
会は、28年８月に韓国ソウル市近郊にアンテナショップを設け、ヒノキによる内装材、学
習机などを展示販売。韓国ではヒノキの香りで集中力が高まるとされ、集合住宅の内
装材向けの需要が高まっており、勉強部屋を総ヒノキにする家庭も出現。

みまさかざい



143

121

111

0 50 100 150

H28

H23

H18

四国森林管理局

16

管内図

国有林

民有林

徳島、香川
愛媛、高知

【香美市】
【仁淀川町】

【嶺北地区４町村】

【嶺北４町村との協定締結】

(3) 地元自治体とのドローンを活用した災害支援活動協定の締結

【梼原町】

【三好市】

区分 生息頭数 適正生息頭数
高知県 約7万頭 9,200頭
愛媛県 約2万9千頭 8,000頭
徳島県 約4万5千頭 -
香川県 小豆島 約3,830頭 500頭

本土 約270頭 現状維持
（資料）環境省・各県調査・推計

○四国４県のニホンジカの生息頭数

（出典：農林水産省木材統計調査）

◆ 四国局管内４県 素材生産量

（万m3）

「攻めの農林水産業」に関する森林管理局管内の取組事例

【タワーヤーダによる集材】

(1) 集約化施業による高効率・低コスト林業の推進
高知県香美森林組合は、８年から「作業道」、「機械化林業」、「人作り」を３本の柱

に、団地化による集約化施業（「森の工場」）の取組を開始。29年度までに、11団地、
約１万２千haの森林を集約化。

県内の大型集成材工場、木質バイオマス発電所の稼働に対応するため、27年に
地域山林からの木材集積・供給拠点（貯木場）を整備。タワーヤーダを活用した新作
業システムでは、労働生産性が大きく向上（2.5㎥→6.6㎥/人日）。

かみ

(2) 地域一体となった町産材の集約・加工体制の構築と林地集約化
高知県仁淀川町では、23年、町の林産・製材の７業者が「仁淀川林産協同組合」を

設立し、町内の原木を集約し、乾燥・加工・販売する体制を構築。さらに、町内の大型
製材工場の稼働に対応するため、27年、町、森林組合、林産協同組合が「仁淀川町
森林管理推進協議会」を設立し、森林情報の一元化と施業集約化を推進。

同町は、29年4月、近隣の２町（佐川町、越知町）と共に「林業成長産業化地域」に
選定され、３町が連携し、地域材の安定供給体制の構築を推進。

【佐川集材センター】

によどがわちょう

さかわちょう おちちょう

【ジビエカー】

(4) 高知県梼原町と「シカ被害対策及びジビエ活用推進協定」を締結
高知県梼原町では、 29年８月、シカ肉を地域資源として有効活用するため世界初

の移動式解体処理車（通称： ジビエカー）を導入。これを機に、梼原町、梼原町猟友
会及び地元森林管理署は連携してシカ被害の防止とシカ肉等のジビエ活用に取り組
む協定を締結し、小型囲いわなの貸出や捕獲技術の支援を実施。

ゆすはらちょう

四国森林管理局では、ドローン(29機)を活用した山地災害対策や森林資源調査に
取り組んでおり、29年３月に徳島県三好市と、５月に高知県嶺北地区４町村と、大雨、
台風等の災害時にドローンによる撮影画像等の提供や技術支援を行う災害活動支援
協定を締結。また、各地で自治体と共同でドローンの操縦技術や３D画像処理等の研
修会を開催。

こうした取組により、ドローンを活用した災害発生直後の迅速な対応や効率的な森
林管理を推進。
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国有林

民有林

福岡、佐賀、長崎、熊本
大分、宮崎、鹿児島、沖縄

【朝倉市ほか】

【人吉市】

【ヘリコプター調査
（福岡県朝倉市）】

(1) 九州北部豪雨による被害の早期復旧に向けた取組
29年７月九州北部豪雨では、24時間降水量が500ミリを超える記録的な豪雨により、

福岡県と大分県において山腹斜面が多数崩壊し大量の流木が発生するなど、甚大な
被害が発生。九州森林管理局では「災害対策本部」を速やかに設置し、各県の災害対
策本部への職員派遣、ヘリコプターによる被害箇所の概況調査、ドローンを活用した
調査等、早期復旧に向けて迅速に対応。また、福岡県からの支援要請を受け、「山地
災害対策緊急展開チーム」を編成して職員を現地に派遣（9月1日までに延べ274名）。
全国の森林管理局から治山技術職員等を派遣し、国有林の組織をあげて支援。

さらに、福岡県知事から国による早期の復旧整備を求められたことを踏まえ、29年度
に朝倉市内の民有林において直轄治山災害関連緊急事業に着手。また、30年度予
算概算要求において民有林直轄治山事業の実施を要求。「流木災害等に対する治山
対策検討チーム」における今回の災害の実態把握や山腹崩壊の発生メカニズムの分
析・検証等を踏まえ、事前防災・減災に向けた効果的な治山対策を推進。

【実証試験地
（熊本県人吉市）】

(2) 造林コストの低減に向けた取組
旺盛な木材需要を背景に、宮崎県ではスギ素材生産量が26年連続日本一になる

など、各地で伐採面積が増加。確実な再造林の実施に向けて、宮崎県では「山村地
域の持続的発展推進会議」を設置し、循環型林業の確立に向けた対策を推進。鹿児
島県では「森林資源の循環利用促進条例」の制定に向けた委員会を設置。

九州森林管理局では、「次世代造林プロジェクト」として、造林コストの低減に向け
た実証試験地を設置。民有林への普及を念頭に、森林総合研究所・宮崎大学と連携
して、中苗、優良品種、低密度植栽、無下刈、ドローンによるシカ被害の点検等の
様々な手法を組み合わせた検証を実施。

(3) ５大学との連携と協力に関する協定を締結
林業の成長産業化の実現、森林の多面的機能の発揮に向けて、九州・沖縄地方で

林学系の専門コ－スを有する５大学（九州大学、熊本県立大学、宮崎大学、鹿児島大
学、琉球大学）と連携と協力に関する協定を29年度に締結。森林・林業が抱える課題
の解決に向けて、研究・技術開発を強力に進めるとともに、これからの森林、林業を支
える技術者の育成を戦略的かつ計画的に推進。

(4) 木材需要の拡大に向けた取組
耐震壁にCLTを使用する10階建ての宮崎県防災拠点庁

舎が29年度に着工。また、宮崎県小林市では新庁舎の木
造・木質化を図り議会棟は木造３階建により建築。

隔年下刈

コウヨウザン

高下刈

中苗低密度植栽

パッチ
ディフェンス
（無下刈）

【山地災害対策緊急展開
チーム】

【協定締結・調印式
（琉球大学）】

【宮崎県防災拠点庁舎イメージ（宮崎市）】 【小林市議会棟】 １７

【小林市】

【宮崎市】
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（出典：農林水産省木材統計調査）

◆ 九州局管内８県 素材生産量

（万m3）

「攻めの農林水産業」に関する森林管理局管内の取組事例

（億円）

箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額

林地荒廃 922 282 155 13 1,077 295

治山施設 7 3 1 0 8 3

計 929 285 156 13 1,085 298

1,458 45 82 3 1,540 48

治山関係

林道関係

民有林 国有林 計

○ 平成29年７月九州北部豪雨による福岡県・
大分県の林野関係被害

※平成29年９月７日時点

【被害額 合計346億円】
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