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北海道農政事務所

管内の農林水産業の概況等について
１．北海道の農林水産業の概況について

○ 耕地面積：全国の４分の１を占める。普通畑、牧草地が８割。
○ 農業産出額：全国の14％（全国１位）。生乳、玉ねぎ、ばれ

いしょ、小麦、大豆等多くの品目が全国１位。食料自給率216％。
○ 農業経営体：全国の３％（３万５千経営体）。経営体数は減

少傾向にあるが、規模拡大が進み、平均経営耕地面積は30.2ha。
30ha以上の経営体が約３割を占める。

○ 本年は、米（過去最高の単収）、小麦の作柄は良好。ばれい
しょ、玉ねぎは、７月の高温と少雨の影響で小玉傾向。

北海道

114万3千ha

（26％）全国
437万2千ha
（100％）

■耕地面積（令和２年）

北海道

3,945億円

（52％）

都府県

全国
7,629億円
（100％）

たまねぎ

北海道

581億円

（63％）

都府県 全国
917億円
(100％)

生乳

■農業産出額（令和元年）
・北海道の農業産出額は1兆2,558億円（全国の14％）

ぎ

２．地域の先進的な取組などについて

① みどりの食料システム戦略に関する取組（新篠津村 ㈲大塚ﾌｧｰﾑ）
夫妻で経営し、特別栽培米のほかミニトマト等多種類の有機野菜

を栽培。妻の発案で高価格帯のほしいもやドッグフードなどの商品
を製造・販売（六次化認定）。農福連携も実践。

② 農産物の輸出に関する取組（東川町 JAひがしかわ）
地域独自の品質管理を行い、東川米としてブランド化し、ロシア、

台湾、中国に輸出。現地の外食チェーンへの売り込みのほか、料理
教室を企画し、現地ファンを獲得する取組を実践。

③ スマート農業に関する取組（帯広市 ㈱農業情報設計社）
スマホやタブレットで利用できるトラクタ運転支援アプリを開発。

多言語で提供し、海外を中心に150万件超のダウンロード。このア
プリに対応した自動操舵装置等も製造・販売。

【①大塚ファーム】 【②“ロシア版おにぎり”
ひがしかわボール】

【③トラクタ運転支援アプリ
AgriBus-NAVIと関連製品】

④ 労働力不足に対応した取組（北海道 JA北海道中央会）
農外からの雇用を促進するポータルサイトを開設。コロナ禍の影

響を受けた業界と農家をマッチング。本業を持つ人たちでも半日か
ら農作業に参加することが可能になった（令和２年233名）。

【④ポータルサイト
パラレルノーカー】

都府県
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管内の農林水産業の概況等について
１．北海道の農林水産業の概況について

２．地域の先進的な取組などについて

〇 令和３年７月の降水量は平年比23％に止まるなど記録的な少雨と
なり、畑作物を中心に干ばつ被害が発生。

（札幌管区気象台資料より抜粋整理） （農林水産省「耕地及び作物面積統計」、
「農業基盤情報基礎調査」）

畑地かんがい
整備済み
226,300 ha
（ 24.5％ ）

北海道
畑

921,800 ha

■ 令和３年７月の降水量
（平年比：速報値）

オホーツク地方（北見市）の事例

ばれいしょへのかん水の様子
十勝地方（芽室町）

ハウス（トマト）のかん水の様子
道南地方（北斗市）

○ 北海道開発局では、道内24地区で「畑地かんがい」が行われてい
ることを確認。

○ 特にばれいしょは東京都中央卸売市場の北海道産の９月の入荷量
が前年同月比約18％減、kgあたり平均価格は約1.63倍となるなどの
影響が出ている。

○ 国営土地改良事業により水利施設が整備された地区では「畑地か
んがい」を行い、干ばつ被害を最小限に抑える取組が行われている。

○ 畑作地帯では、たまねぎ・ばれいしょ・豆類・てんさいなど主要
作物の他、キャベツやにんじん、大根などにもかん水が実施され、
実施した圃場では例年とほぼ変わらない収穫が期待されている。

○ 十勝地方（鹿追町）では、７月の用水使用量が前年の1.8倍
（前々年の2.3倍）となり効果を発揮している。

○ この他、道央地方ではブロッコリーやかぼちゃ、道南地方ではト
マト・きゅうり・アスパラなどハウス栽培にも用水が使用され効果
を発揮している。

○ オホーツク地方（北見市）では、かん水を実施した地区と地区外
でたまねぎの生育に差が出ている。

かん水実施地区のたまねぎ かん水未実施地区のたまねぎ

北海道開発局
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東北農政局
管内の農林水産業の概況等について
１．東北の農業の概況について

２．地域の先進的な取組などについて
① 原子力被災12市町村における外部参入による営農再開（福島県浪江町）

浪江町は、福島第一原発事故により帰還困難区域を多く抱えていることから、住民の帰還が進まず、
農業の担い手不足も深刻。
このような中、群馬県で大規模に長ねぎを生産している(有)青高ファームと(株)群馬電機工業が、さ

らなる規模拡大を目指して農地を探していたため、JA福島さくらと福島相双復興推進機構が連携し
て浪江町に誘致。
両社は、地元の農家と協力して管理耕作組合を設立、令和３年度から5.3haで長ねぎの生産を開始。

将来的には町内で100haの生産を目指しており、外部参入のモデルケースとして期待。

① 全国の耕地面積の19％、農業産出額の16％を占める食料供給基地。
② 水田が耕地面積の７割を占める「米どころ」。野菜や果実、畜産も多く、農業産出額（令和元年１兆

4319億円）の部門別割合は、米34％、園芸31％、畜産30％。
③ 福島県の原子力被災12市町村における営農再開率は38％（令和２年度末）。

【サツマイモ苗の定植作業と
香港スーパーにおける陳列】

【長ねぎの定植作業】
（浪江町ＨＰより）

③ 経営安定化を目指したブロックローテーションによる大豆の作付拡大（秋田県大仙市）

（農）強首ファームは、水稲と大豆によるブロックローテーションを中心とした複合経営体。法人化当
初は経営面積47haのうち大豆は12haだったが、主食用米の需要減や米価下落の中、経営の安定化
を目指して、農地中間管理事業等により地域の農地を借受けし作付を拡大。令和３年には経営面積
65haのうち大豆を25haまで拡げ、さらに令和５年には40haまで拡大する計画。
また、毎年の弾丸暗きょ等の排水対策の取組や中耕・培土等の適期実施により、単収も平成29年

197kg/10a→令和２年259kg/10aと県平均を大きく上回る水準で、高位安定的に推移している。
【大豆の追肥作業】

こわ くび

② 経済団体と連携した「東北と九州の産地間連携」による香港への輸出（青森県､宮城県､山形県）
九州経済連合会が主導して立ち上げた輸出商社は、香港向けに大きな商流を有しているが、九州

だけでは商材の確保が困難。そこで九州経済連合会は、「商材の多様化」や「リレー出荷」が期待で
きる東北との産地間連携を東北経済連合会に提案。令和元年度に山形産メロンの連携輸出が実現
し、その取組を東北農政局主催のGFPオンラインセミナーで発信し、商談会も開催。
これをきっかけに令和３年度は、宮城県の津波被災農家が設立した法人のサツマイモが11月から

３月まで毎月24トンを輸出する計画となっているほか、新たに青森県産モモの連携輸出も実現。輸出
拡大に向けて他品目での産地間連携も積極的に推進。
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関東農政局
管内の農林水産業の概況等について
１．関東（10都県）の農林水産業の概況について

２．地域の先進的な取組などについて

② 世界中の飲食店と豊洲をダイレクトに繋ぐweb 受注
【株式会社築地太田（東京都江東区）】

○ デジタル化の先駆けとして、自社で海外版受発注システ
ム「Tsukiji OFM System」を開発。世界中の飲食店から、
豊洲の入荷状況をリアルタイムで閲覧し、発注が可能となる
仕組みを構築。

○ 受注確認後に魚を仕入れ、HACCP 加工場で仕分け梱包し
て航空便またはコンテナ便で現地へ出荷。

○ 北米を中心に世界約20 都市
に輸出しており、現地では自社
で手配している卸売業者が
店舗に配送。

【HACCP加工施設】

【温度データロガー
による綿密な
温度管理】

① 営農型太陽光発電のメリットを営農面でフル活用
【千葉エコ・エネルギー(株)（千葉県千葉市）】

○ 「営農型太陽光発電システムフル活用事業（令和２・３

年度 農林水産省）」を活用。

○ 令和２年度は、にんにく、なす、しょうが等を栽培する

農地の上に太陽光発電設備のパネルを設置し、葉物野菜の

栽培試験とともに、発電した電気を電動農機具等に活用

する農業のエネルギーシフトに取り組む。

○ 令和３年度は、荒廃農地を開拓して

太陽光発電設備を設置しパネル下部

の農地でイチジクのポット栽培試験

とともに、発電の電気を利用した灌

水システムの導入を実証。 【パネル下部で使用する電動農機具】

○ 全国の経営耕地面積の15％(50万ha)、農業経営体数の24％(26万)を占め、１経営
体あたりの面積はこの10年間で３割弱拡大 (2020農林業センサス)。

○ 農業産出額では、茨城県、千葉県、栃木県が都道府県別の上位10位以内に位置し、
関東10県の合計は全国の1/4のシェア(2.1兆円)。部門別では野菜の割合が高く
34％、次いで畜産が28％を占めている(令和元年(2019))。

○ 関東の野菜の農業産出額は7,360億円で、全国の1/3を占めている。主な品目で
全国占有率が高いのは、はくさい、レタス、ほうれん草、キャベツ。

○ 畜産の農業産出額は5,940億円で、全国の18％を占め、豚及び鶏（鶏卵及びブロ
イラー）の全国占有率が高くなっている。

【経営耕地面積と経営体数】【全国に占める農業経営体】

【品目別全国占有率】
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弥彦村
やひこむら

 ① 新潟県 におけるえだまめの生産拡大

○ 弥彦村は、稲作依存からの脱却や農家所得の確保のため、ブランド化及
び生産拡大への取組を推進

・ 従来ブランドの「弥彦むすめ」(5～6月)に加え、「伊彌彦(いやひこ)
ちゃまめ」(7～9月)、「伊彌彦えだまめ」(9～10月)の２つの新ブランド
の開発による長期間にわたる出荷体制の構築

・ 村主導による大型コンバインの導入や共同選果場の整備により、収獲・
調製作業の改善を図り、来年の栽培面積は倍増する見通し
(令和３年:30ha→令和４年:60ha)

・ 今後、近隣５市町とも連携して、EUなどへの輸出なども視野に令和６年
度に300haまで栽培面積を拡大する予定

② (有)わくわく手づくりファーム川北の６次産業化の取組(石川県 )

○ 以下の取組により、売上高は６次産業化の取組前(平成22年)に比べて、
4.6倍(令和元年223百万円)に増加

・ 全て地場産の原材料による地ビールを製造。JRとの連携により北陸新幹
線、駅構内で販売

・ 北米、シンガポール、香港などへも輸出(令和元年度の輸出量は平成29年
度の1.3倍)

・ コロナ禍における「家飲み需要」に対応するため、セブン-イレブンとの
連携による石川県産の酒米、いちじく、いちごなどを使ったビール、発泡
酒を開発・販売

 

   

 

 

 

川北町
かわきたまち

 

北陸農政局

１.北陸の農林水産業の概況について

２.地域の先進的な取組などについて

【金沢百万石ビール等】 【イチゴクラフト】

管内の農林水産業の概況等について

① 耕地面積は30.8万ha(全国の７％)で、そのうち約９割が水田
② 農業産出額(令和元年4,167億円)の構成割合は、米６割、野菜・畜産各２割

５

収穫作業の様子

｛弥彦むすめ」

新ブランド
「伊彌彦ちゃまめ」



○ 山間・高冷地域から平野部を経て紀伊半島に至る多様な地域で、
野菜・花きなどの様々な農業が行われ、農業産出額は5,121億円
(全国の5.7％（令和元年)）。

○ 生菓子、パン、めん類など食品製造業も盛んであり、出荷額は
約３兆円(全国の7.5％（平成30年)）。

○ 食品ロス削減に向けて、実績・信用があり、高い食品調達力を
有する団体と各地に点在する地域密着型組織が広く連携したフー
ドバンク活動が展開されつつあり、先月には東海地域をカバーす
る協議会の設立に向けた動きも開始。

① オーストラリア向けいちご輸出第１号
本年２月、岐阜県産いちごを国内で初めてオーストラリアに輸

出。３月には輸出事業計画を作成し、更なる輸出拡大を目指す。

管内の農林水産業の概況等について
１．東海の農林水産業の概況について

２．地域の先進的な取組などについて

② 切り花の新規需要開拓
花きの産出額全国第１位の田原市は、本年10月に田原の花の定

期便販売サイト「タハナ」を立ち上げ、11月より切り花を消費者
に毎月届ける取組を開始。当初の計画を上回る申込みがあり、取
扱数を拡大して対応。

【岐阜県産いちごの豪州向け日本初出荷】 【NPO法人ゆうきハートネット】

【田原の花の定期便「タハナ」】

引用：Webサイトより

資料：農業センサス結果等を活用した市町村別農業算出額
の推計結果

東海農政局

③ 有機農業による若者新規就農
豊かなむらづくりの優良事例（平成30年に内閣総理大臣賞を受

賞）として高く評価される岐阜県白川町の「NPO法人ゆうきハー
トネット」は、名古屋市の「オアシス21オーガニックファーマー
ズ朝市村」との協力関係の下、有機農業を志向する若者の研修に
取り組んでおり、ここ４年で10名の新規就農を実現。
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近畿農政局

管内の農林水産業の概況等について

１．近畿の農林水産業の概況について

２．近畿地域の先進的な取組について

〇 近畿の農業は、農地面積、農業産出額で全国の約５％、農家数で約10％のシェア。
地域の特色を活かし、各府県で多様な農業を展開。（滋賀の環境保全型農業や近江牛、
京都のブランド野菜や茶、大阪の都市近郊農業、兵庫の但馬牛・神戸ビーフや酒米、
奈良の小菊やハウス柿、和歌山の梅・みかん・柿など）
新型コロナウイルス感染症の影響により、巣ごもり需要の量販店等への販売は底堅

いものの、外食需要は依然厳しいものがある。このため、生産者や食品事業者等では、
ネット販売等の新たな売り先の開拓に取り組んでいるところもある。

② 京都芸術大学と包括的連携協定を締結（京都府京都市）
近畿農政局は、食料・農業・農村基本計画に掲げられた新たな国民運動である

「ニッポンフードシフト」の一環として、令和３年10月27日（水）に京都芸術大学と、
相互の人的・知的資源の交流を趣旨とする包括的連携協定を締結。
農政局が情報デザイン等を専門とする芸術大学と連携協定を結ぶのは初めて。
食生活を自身で決定し始める大学生をターゲットに、食や農業の重要性、持続性に

ついて、自ら考えそれを表現することで、さらにより幅広い方々が食について考え行
動するきっかけとしていく。

① 環境保全型農業の実践とコウノトリ育むお米の輸出（兵庫県豊岡市）
JAたじまでは、コウノトリの野生復帰への取組と合わせ、無農薬又は減農薬で、

冬期湛水等により水田の生き物を保全する「コウノトリ育む農法」を推進（2003
年：0.7ha→2020年：470ha）し、260羽超まで生息が拡大。
2018年に有機 JAS の団体認証を取得し、「コウノトリ育むお米」として、シンガ

ポール等８つの国と地域への輸出を拡大（2017年：400万円→2020年：1,100万円）。

京都 茶

奈良 かき

兵庫 但馬牛

和歌山 うめ

コウノトリ育むお米

身近なコウノトリ

京都芸術大学 𠮷𠮷川学長との調印式 ７



中国四国農政局

おかやま米消費拡大キャンペーン

管内の農林水産業の概況等について
１．中国四国農政局管内の農林水産業の概況について
○ 農業産出額は8,674億円で、全国の約１割
○ 中国地域では畜産・米の割合が高く、四国地域では、野菜、果実の生

産が盛ん
○ 耕地面積に占める中山間地域の割合は60.7％（全国43.9％）、基幹的

農業従事者の平均年齢は70.4歳（全国67.8歳）

② 中国・四国地域麦類の販路拡大等プロジェクト
令和２年10月にプロジェクトを立上げ（「せとうち麦連合」の提唱）

・産地と実需者のコミュニケーションの促進や麦の新たな利用方法の提案を目的と
したワークショップ等を開催

・瀬戸内海沿岸の各県が連携して麦の生産、販路開拓を行う構想を示し、関係者へ
積極的に働きかけ

③ 動画と体験を組み合わせた食育Webセミナー「マイ畑」
夏休みの親子等を対象に、自らの手で種から豆苗を育てて食べる「マ
イ畑」を題材にした食育Webセミナーを開催（8月）

・動画で講義を視聴して学び、参加者が各自で実際に育てて食べるまでを体験
・体験レポートを通じて講師と参加者とのコミュニケーションを実現

食育Webセミナー（体験レポートから）

フードデザイナー等から提案された
大麦粉を利用した新しい料理の例

チヂミ

マフィン 大麦100％麺

２．地域の先進的な取組などについて
感染症拡大による地場農産物の価格低迷や、麦の過剰在庫などの地域農
政の課題に関し、農政局独自に以下の取組を実施

① 地場農産物需給拡大プロジェクト
・昨年度から各県拠点において県や農業団体に働きかけ、地場農産物の

需給拡大に向けた取組を展開（岡山県、徳島県では連携協定を締結）
・連携協定の一環として、おかやま米消費拡大キャンペーンにJA県中央

会、県庁、農政局でトップセールスを実施（10月16日、岡山駅前）
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九州農政局

１．九州の農林水産業の概況について

○ 九州は「全国の１割経済」といわれる中、
農業産出額は１兆7,520億円(令和元年)で全国の約２割（19.6％）

○ 米を中心とした農業から畜産や野菜が拡大。
農業産出額のうち畜産と野菜が約７割

管内の農林水産業の概要等について
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【事務局】
九州農政局
鹿児島県拠点

農業者等
（現場ニーズ）

農業支援サービス
事業者

（新技術・サービス）

４７会員

１６会員

ＩＴ企業
ベンチャー企業
その他企業

（新技術・サービス）

自治体・農業団体
（普及・事業）

研究開発機関
（新技術・研究成果）

１５会員

６１会員 １７会員

○ 会員相互の情報を収集・交換

○ 課題解決に向けた対応策を共有

ＣＯ２のみを分離回収

ゆめファーム全農SAGA
きゅうり施設

佐賀市の施設

２．九州の先進的な取組などについて

① ゆめファーム全農ＳＡＧＡ（佐賀市）

・きゅうりの大規模多収栽培実証施設
として、令和元年12月から稼働

・市清掃工場から供給される余熱と二酸化炭素
を活用したスマート農業技術等を取り入れ、
１年目から全国平均約４倍の10ａ当たり収量
55.6ｔを達成

② スマート農業推進鹿児島ＷＥＢ協議会（鹿児島県拠点）

・令和３年４月、官民が連携し、「スマート
農業推進鹿児島ＷＥＢ協議会」を設立
（令和３年10月12日現在：156会員）

・農業高校生へのスマート農業講座の開催、
農業支援サービス事業者によるドローン
農薬散布デモの実施、意見交換会の開催
などの取組を推進しているところ
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沖縄総合事務局

管内の農林水産業の概況等について
１．沖縄の農林水産業の概況について

２．地域の先進的な取組などについて

〇 沖縄県の農業産出額は、近年１千億円前後で推移し、令和元年は９
７７億円である。パインアップル、マンゴー、ゴーヤー、さとうきび
などの収穫量は全国１位となっている。

〇 海面漁業・養殖業産出額は、近年増加傾向で推移しており、令和元
年は２１０億円である。養殖もずく類が全国のシェアほぼ１００％を
占めるほか、養殖くるまえびの収穫量も全国１位、天然まぐろ類の漁
獲量が全国７位となっている。

【洗卵（上）、パック詰め（下）の様子】

【ステレオカメラの画像】

① 琉球飼料・瀬底養鶏場・エングループ輸出拡大コンソーシアム（シ
ンガポール・香港への鶏卵輸出）

輸出先のニーズに合わせたオリジナル飼料の開発や、輸出事業者で
ある (株)エングループ沖縄が現地で展開する飲食店での「卵かけご
飯」メニュー化によるマーケティング活動など、生産から販売までの
連携した取組により、鶏卵輸出量が大幅に増加した（令和元年４０
t→２年１６２t）。

② （株）ツナドリーム沖縄（ＡＩを活用したマグロ幼魚養殖）

「養殖魚サイズ測定自動化サービス」（ステレオカメラで撮影した
生け簀内の映像をＡＩで分析し、成長度合いを計測）を活用し、効率
的かつ精密に、適切な給餌量や水揚げ時期を決定できるようになった
ことによって、生産性向上を実現した。
また、持続可能なクロマグロ養殖を確立するため、クロマグロの完

全養殖（人工種苗を利用した養殖）にも取り組んでいる。 10



北海道森林管理局

管内の森林・林業の概況等について
１．管内の森林・林業の概況について

２．地域の先進的な取組などについて

○ 北海道の森林面積は全国の約２割にあたる約550万ha （このうち国
有林面積は約304万ha）で、エゾマツ、トドマツなどの北方系の針葉
樹とイタヤカエデ、ミズナラなどの広葉樹が混交した天然林が広がる
ほか、戦後造林した約150万ha（このうち国有林面積は約65万ha）の
カラマツ・トドマツの人工林の多くが本格的な伐採・利用期を迎えて
いる。

○ 丸太の需要は、梱包・パレットや集成材原板が中心。建築材の需要
は３割程度にとどまっている。

クラッシャーによる
下刈り作業

① 再造林における省力化・機械化の推進
伐採後の再造林の中で、労働負荷が高く人材確保が困難な下刈り作

業について、植栽後数年間にわたる下刈りの省力化やクラッシャー等
大型機械の活用を前提とする作業体系の確立に向けた取組を開始。

② 天然力を活用した多様な森林づくり
令和２年度より人工林のすべての主伐箇所で、林内に侵入した天然

の広葉樹を活かすことにより、多様な樹種・林齢からなる森林づくり
を本格的に実施。今年度は取組の定着化と質的向上を図るため、全森
林管理署で現地検討会を開催し、職員の技術力の向上や民有林への普
及を目指す。

③ ウッドショックへの対応
ウッドショックによる原木不足等を踏まえ、素材生産事業の早期発

注と生産された素材の早期販売や立木販売の前倒しに取り組み、素材
販売量は計画に対して140％（９月末）の進捗。

○管内図

国有林

民有林

グラップルレーキによる
ササ類の根系切断・除去

多様な森林づくり
現地検討会の様子

針広混交林

11



東北森林管理局

管内の森林・林業の概況等について
１．管内の森林・林業の概況について

２．地域の先進的な取組などについて

○ 管内の森林面積は約373万ha。このうち国有林面積は約165万haで約44％を占め、東北
中央部を南北に延びる奥羽山脈、世界自然遺産である白神山地や北上山地などの奥地山
間部から里山にかけて広範囲に位置。日本三大美林の青森ヒバ林、天然秋田スギ林のほ
か、スギ、カラマツの人工林、広葉樹林など多様な森林が分布。

○ 管内では、近年、合板、集成材等の大規模な工場や木質バイオマス発電所の稼働によ
り木材需要は増加してきたところ。令和３年５月に国内製材最大手が秋田県能代市への
進出を発表。

○ 東日本大震災から10年目となる令和２年度に、直轄での防潮堤の復旧や海岸防災林の
植栽までの事業を完了。引き続き、地域と連携しながら海岸防災林を育成。

① 市町村への技術支援（青森森林管理署ほか）
青森県が今年度開校した青い森林業アカデミーや青森県主催の市町村林務基礎研修にお

いて、フィールド提供及び講師として協力。また、各森林管理署の森林官等が、実務経験
の乏しい市町村担当者を国有林の事業地等へ案内し、森林の見方を紹介するなど、市町村
職員の基礎的なスキルアップの場の提供。

② 鳥獣対策の取組（白神山地）
白神山地世界遺産地域周辺部において、ニホンジカの越冬場所を把握し

効率的な捕獲につなげていくため、森林総合研究所東北支所や地元自治体
と連携してセンサーカメラ設置による監視と分布調査を実施。

③ ウッドショックへの取組状況
外材輸入量の減少等による原木の不足感に対応し、素材生産事業の早期

発注に取り組むとともに、生産された素材については、製材工場等からの
要望を踏まえ早期供給を推進。

また、立木販売については、９月末現在で分収林以外は約49万㎥(R元年
比213％)を、分収林等も含めると約174万㎥（同123％）を公告。

青森県主催の市町村林務基礎研修への
フィールド提供、講師協力（青森署）

管内図

青森、岩手、宮城、秋
田、山形

国有林

民有林

センサーカメラを利用した分布調査 白神山地周辺の
シカ等確認地点マップ12



関東森林管理局

管内の森林・林業の概況等について
１．管内の森林・林業の概況について

２．地域の先進的な取組などについて

○ 管内の森林面積は約408万haあり、このうち国有林面積は約120万ha。その大部分
が本州脊梁山脈のほぼ中央部に位置し、利根川、信濃川等の水源地となっている。

〇 管内には、福島・茨城・栃木の３県にまたがる八溝地域や、静岡県の天竜地域等
の優良人工林地帯が所在。大規模な製材工場等が北関東から福島にかけて立地し、
建築需要の大きい首都圏への木材供給基地となっている。

〇 また、10の国立公園のほか、国定公園、都県立自然公園などが数多くあり、管内
の国有林の約４割が自然公園に指定。世界遺産の小笠原諸島や富士山にも国有林が
所在。

〇 東日本大震災による原子力災害からの復興に向け、森林整備における安全対策等
を検証した実証事業の知見を現場にフィードバックし、放射線量率のモニタリング
を継続して、旧避難指示区域における森林整備再開の取組を進めている。

① 民国連携システム販売の推進
民有林と国有林が連携して木材の協調出荷を行う「民国連携システム販売」を

推進。平成26年度の開始以降、協定実績は年々増加し、協調出荷者からは「収入
面の安定化が図られ円滑な事業運営ができた」などと好評。

② 「赤谷プロジェクト」（群馬県）
自然保護団体、地域住民、関東森林管理局の三者が協働して、群馬県赤谷エリ

アの国有林約１万haにおいて、多種多様な生物が共存する生物多様性の豊かな森
林の復元のため、先駆的な取組として、イヌワシの狩場創出のための人工林の伐
採やシカによる森林への被害を未然に防ぐための捕獲などを実施。

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

＜民国連携システム販売物件の推移＞

赤谷の森で令和２年度に誕生したイヌワシの幼鳥

販売数量（m3）協定数（件）

③ ウッドショックへの対応
国有林材供給調整検討委員会の検討結果を踏まえ、立木販売の前倒しを実施し、需要

に応じた国有林材の早期供給に努力。入札参加者は例年より多く、単価も高水準で推移。
13



中部森林管理局

管内の森林・林業の概況等について
１．管内の森林・林業の概況について

２．地域の先進的な取組などについて
【大雨により被災

した林道】

① 自治体職員の森林・林業に関する知識・技術力向上
森林管理局の基礎研修を、富山市、下呂市等の林務担当職員７名が受講。

市町村では、森林・林業分野の知識・知見等を学ぶ機会が限られているこ
とから、継続実施の要望。

② 所管する国有林野等の航空レーザ計測の実施
国土強靱化に向けた取組の一環として、所管する国有林野等の航空レー

ザ計測等を行い、崩壊地や崩壊危険地の把握・分析を推進。

③ 国有林材の安定かつ計画的な供給への取り組み
丸太・製品価格の高騰、原木不足の顕在化に対応すべく、令和３年度は、

素材生産事業の早期発注等を実施。８月の大雨により、長野県南部、岐阜
県東濃地域の林道の被害が顕著。素材生産事業に影響が及んでいることか
ら、被災した林道の復旧に局を挙げて全力で対応。 【航空レーザーデータ

の整備状況】

○ 管内森林面積は約243万ha(うち人工林102万ha)。約３割(65万ha：うち人工林17万ha)を
占める国有林は、多くが急峻な脊梁山脈や黒部川、信濃川等の源流域に位置し、国土保全
上重要な役割。国有林内治山はもとより、森林管理局の技術を活かし、常願寺川(富山県)、
板取川(岐阜県)等５地区では民有林直轄治山も実施。

○ 管内の丸太生産量は、資源の充実を背景に年々増加。富山県ではスギ、長野県ではカラ
マツ、岐阜・愛知県ではスギ、ヒノキが主体。

○ 古くから歴史的・文化的建造物にも活用されている木曽の天然ヒノキは伊勢神宮式

年遷宮に、高齢級のカラマツは大嘗宮建設にも貢献。

14



管内図
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

国有林

民有林

近畿中国森林管理局

管内の森林・林業の概況等について

１．管内の森林・林業の概況について

２．地域の先進的な取組などについて

○ 管内２府12県の森林面積は約509万ha（全国の約20％）、うち人工林面積は約228万ha
で、スギ・ヒノキ（約199万ha）が大宗を占める。
国有林面積は約31万ha（全国の約４％）であり、小面積な区域が分散している。

○ 岡山県のヒノキ生産量は全国有数。他県にも吉野（奈良県、スギ優良材の産地）、
尾鷲（三重県、ヒノキ優良材の産地）等の林業地が所在。

また、大規模なＣＬＴ工場（岡山県真庭市）や集成材工場（広島県呉市等）等が立地。

① シカ捕獲技術の開発・普及
特別な技術が不要で捕獲効率が高い「小林式誘引捕獲法」を森林管理局職員が開発。

自治体や猟友会等への研修、局HPへの実演動画の公開等による普及活動の取組を実施。
また、地方農政局と連携した現地研修等も検討。

② 民有林行政への貢献
森林管理局・森林管理署等による市町村向けの支援策をまとめた普及資料を新たに作

成し、市町村が参加する会議等で配布・説明することで、支援策の「見える化」を推進。

③ 森林資源管理のスマート化に向けた取組
森林管理局主催の「森林資源管理のみらいチャレンジ研究会」（企業、大学等39団体

が参画）において、森林資源量の推定など９つの実証プロジェクトを開始。森林資源管
理のスマート化に有効な技術の実用化に取り組み、グリーン成長化に貢献。

④ ウッドショックへの対応
ウッドショックを背景とした国産材の需要増に供給が追いつかず、特にヒノキの価格

が上昇。このような状況への対応として、立木販売の公告の前倒し等を実施。

【「小林式誘引捕獲法」実演の様子】

県
Ｒ２.９
（円/㎥）

Ｒ３.９
（円/㎥）

前年同
月比（％）

三重県 12,500 26,500 212

兵庫県 19,600 32,900 168

岡山県 21,200 30,600 144

【ヒノキ価格の動向】

（「木材価格統計調査」のひのき中丸太（径14.0～22.0cm、長3.65
～4.0m）の価格）

※実演動画HP

【スマート化技術の例：
ドローンによる空撮写真の解析】
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四国森林管理局

管内の森林・林業の概況等について
１．管内の森林・林業の概況について

２．地域の先進的な取組などについて

○ 四国の森林面積は約140万ha、総面積（188万ha）の約４分の３。国有林は
約18万ha。

○ 管内の丸太生産量は、スギ・ヒノキを中心に129万㎥（R2）で全国の約７％。
ヒノキについて、愛媛県は（22万㎥）全国３位、高知県は（21万㎥）全国４位。

○ 近年、大型製材工場、ＣＬＴ工場、木質バイオマス発電所が相次ぎ稼働し、
丸太生産量は増加傾向。今年度中には、高知県高岡郡四万十町に大型製材工場
（年間原木消費量４万㎥程度）が竣工予定。

① 吉野川上流地区民有林直轄治山事業（徳島県・高知県）
平成30年７月に徳島県と高知県の県境付近において広範囲に渡り発生した大規

模な山地災害の復旧に向け、令和３年４月より吉野川上流地区民有林直轄治山事
業に新規着手（計画期間令和３年度～令和12年度、全体計画額58億円）。

② 人材育成に向けた取組
森林管理局職員のみならず、林業事業体や、市町村林務担当者等のスキルアッ

プに向け、列状間伐、架線集材、ＩＣＴの活用などの現地検討会を開催。また、
高知県林業大学校、とくしま林業アカデミーとの人材育成協定に基づき、講師派
遣や国有林を活用した現地実習等を実施しているほか、県・市町村や高校等の講
習にも講師を派遣。

③ 獣害対策
シカ対策として、森林管理局が開発した小型の囲いわな「こじゃんと１号・２

号」の普及等に努めるとともに、ノウサギの被害が顕著に増加していることから、
小型箱ワナ、防護柵などの技術開発等を推進。

④ ウッドショックへの取組状況
ウッドショックによる原木不足等を踏まえ、素材生産事業の早期発注を実施。

山腹崩壊箇所
（徳島県三好市）

管内図

国有林

民有林

徳島、香川
愛媛、高知

大型ドローンによる
苗木運搬の現地検討会

シカとノウサギ被害防止
兼用ネットの試験状況

小型囲いわな
「こじゃんと１号」 16



九州森林管理局

管内の森林・林業の概況等について

１．管内の森林・林業の概況について

２．地域の先進的な取組などについて

○ 管内の森林面積約280万ha。このうち国有林面積は約２割の約53万haで、
「屋久島」や「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」(ともに世界自
然遺産)等、貴重な森林生態系も国有林内に所在。

〇 人工林資源の充実を背景に丸太生産量は民有林・国有林ともに年々増加。
九州は全国のスギ丸太の33％、ヒノキ丸太の25％を生産（R2）。

① 令和３年の豪雨災害への対応（長崎県、佐賀県等）
災害発生時の初動対応として、ヘリコプターによる森林被害状況調査を各県

と共同で実施。また、ドローンを活用して迅速かつ効率的に被害箇所の概況を
把握。長崎県雲仙市、佐賀県神埼市等の民有地と隣接した山地災害発生現場に
おいては、各県等と密接な連携・調整の上、早期復旧に向けて治山事業を実施。

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

９月末累
計

年度
計画比

対前
年比

販売数量
（万m3）

立木販売 18.1 34% 500%
製品販売 24.7 63% 117%

九州森林管理局における木材販売の状況

② 次世代造林プロジェクト（熊本県人吉市）
低コスト造林技術の確立及び民有林への普及に向けて、熊本県人吉市

内の国有林に「低コストモデル実証団地」を設置。特に、成長が早い苗
木（特定母樹）の中苗（通常よりも大きめの苗：苗長70㎝～100㎝）を
導入することなどにより、下刈の削減等による低コスト化を目指す。実
証開始から５年が経過する令和３年度に成果を取りまとめ、普及に取り
組む予定。

③ ウッドショックに対応した供給調整の取組
各森林管理署等が把握した市場動向、国有林材供給調整検討委員会の

検討結果を踏まえ、今年度当初より、素材生産事業の早期発注や立木販
売の前倒しに取り組み。

ヘリコプターによる被害状況調査 低コストモデル実証団地の全景

17


	スライド番号 2
	沖縄総合事務局
	
	管内の農林水産業の概況について




